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本書、幻日辞典は人工言語アルカの辞典である。出版されている中で最も杜撰な辞書である。

というのも、本書は作りかけの段階のものを一段落ついた段階で出版したものであり、誤植が多

く、見出し語も２万弱しかなく、基本語の語法も用例も実際の文献から推測せざるをえないもの

があり、文化欄も書きかけであり、用例も足りないためである。また、語源欄も異世界のものが

作りかけである。制作途上とはいえ、出版された辞書の中で最低の出来である。しかし個人が一

人で執筆した人工言語の辞書という観点で見ると、2013 年現在世界で最も作りこまれていると

いえる。

本書は 1991 年から 2013 年までのセレンを中心としたアシェットが内々で作ってきたアルカ

が形になったもので、最も純度が高く、しかして排外的なものである。アルカの生きてきた一つ

の時代の終わりとしてマイルストーンとなるべく出版されたものである。

本書を出版した目的は、国会図書館に納本してスキャンさせることで人工言語アルカが存在し

たことを証明し、既刊の書籍を未来人が読み解けるようにすることである。本書は窮地に立たさ

れている中、親友の nias avelantis に出版を代行してもらい、実現したものである。氏の尽力に

感謝したい。

英語や日本語など自然言語と遜色ない人工言語を完全なる人工言語とすると、本書で再現され

ているのはわずか１％程度である。語彙も足りないし文化記述も足りない。これだけ作ってもま

だ１％である。それだけ完全な人工言語への道のりは遠く、個人では不可能である。ただ、セレ

ンやリディアの目標は完全なる人工言語の１％を再現しようというものだったので、自分たちの

目標は果たしたといえる。

fiina rydia

愛するリディアに捧ぐ

まえがき
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本辞典の凡例
＜書式＞

見出し語
［品詞タグ］語義１。補足
［品詞タグ］語義２。補足
　：
［類義語］似た意味の語、語２…
［反意語］反対の意味の語、語２…
［類音］似た音の単語に注意
［アクセント］本則どおりでない場合に付す。アクセントを大文字で示す
アトラスでの語源１ | アトラスでの語源２
成立年 :造語者 :初出文献 :語源注記
f_rf:frf_ar:sz_lt:その他の言語　訳語欄
［語法］

単語の使い方の説明。格詞 aは母音の前で alになるといったような、
文化と関係ない説明。
［文化］

その語の文化的な説明。
【成句】

en t hot tet k tanのような、ことわざなどではないものの、それひと
つでまとまって特定の意味になるものは前方に載せる。反対に、こと
わざは後方に載せる。従って、成句→慣用句の順番で掲載される。慣
用句の独立タグを設けなかったのは、fit bakflelのように成句だか慣
用句だか判断の難しいものが散見されるため。

【用例】

語義のほか、格組やコロケーションを具体的に示した使用例。dio 
ivnのようなコロケーション的なものを前方に載せ、文例のような重
いものほど後方に載せる。☆が付いている用例はアルカ独特の言い回
しになっているものを指す。用例の書式は次のとおり。

幻文 和訳 (『出典単行本』ｏｒ「出典雑誌論文」キャラ名等 :書き手 )

出典がなく書き手しか示されない場合、それがその人の語録であるこ
とを指す。
例えば (ridia lutia)で検索すれば、その人個人の語録が検索される。

訳語欄について

アルカは「フィーリア＝アルフィ語」と「ファルファニア＝アルバザー
ド語」のふたつから派生したアポステリオリ人工言語であるため、こ
れらの古語を合わせて知っておくことで語源や語形成を理解しやすく
なる。
例えば「重い」は dadだが、古語では byuである。byuの名残は
melbaや raavyuなどに現れている。dadだけ知っていてもこれらの単語
の語源は理解できない。そこで dadの項に訳語として古語を設けてお
く。
最後にシージア＝ルティア語が来ている。これは厳密にはアルカとは
血縁関係がない（f_rfまで遡らない前提で）が、レスティル（アル
バザード）は文化的に zgの時代から延々と影響を受け続けてきてい
るため、ルティア語由来の単語も多い。そのため、直系でなくとも訳
語欄を設けている。日本語における漢字や英語などと理解されたし。
sm以降はカレンにアルティア人が入ったことから、ルティア欄の右に
アルティア語を記すこともある。

語形成や語源の理解・製作の能率化がレーゾンデートルであるため、
訳語欄を設けるのは主に基本語とする。すべてに設けることも可能で
あるが、例えばほとんどの科学の用語は時代的に見て fvや arなどに
存在しないため、欄を設けても空白にしかならない。こういった空白
にならざるをえない単語はどのみち欄を設けることができないし意味
がない。従ってそういったものを捨象していった結果得られる基本語
を中心に採録する。

その言語に対応する訳語が存在しない場合は *を記す。訳語欄が見出
し語と変わらない場合は .を置く。見出し語と同じでかつ名詞の場合
は名詞の性 lu, laのみを置いてピリオドは置かない。

sz_lt欄の名詞の場合、名詞の性を lu,laで示す。aavの項の sz,lt欄には la 
kolettと書いてあり、女性名詞とわかる。さらにそれに続いて括弧書
きで名詞の性が定まった理由が付加されることがあり、理解を助ける。
性はセルメルでは中性があったが、現代では男女いずれかに振り分け
られている。ある時振り分けられたものではなく、順次振り分けられ

てきたもので、99％以上本来は中性だった。それがシフトしていった
ものなので、現代では男女のみ記す。ひとつひとつに中性名詞から男
性名詞というように示すのはバカバカしい。というのも、もともとほ
とんどが中性名詞なのでほぼすべてに中性から何々と付けることにな
る。ならば中性からという部分は無標にするのがよい。

例

valn
［形容詞］健康な、ヘルシーな、病気のない
［名詞］健康
［類義語］vivian
［反意語］levn

19:制 :val（健康）
［語法］

健康は５段階に分類される。
vivian:痛みも苦しみもない完全に健康な状態。
valn:健康な状態。少し胃がもたれるとか、少し肩がこるとか、生理で
気が散るといった程度だとここに分類される。
anvert:不定愁訴を抱えている未病の状態だが、医者や薬には頼らない
状態。
levn:病気の状態。かぜのような軽いものから、癌のような重いもの
まで幅広く含む。
allfis:植物状態。この次は死 (vort)。
vivian～ valnでいられる長さのことを livlesといい、アルバザード人
の生活習慣に大きく関与している。→ livles
［文化］

アルバザード人は健康第一の人種で、食生活や生活リズムや運動に気
を配る。医食同源が一般化しており、料理に気を使う。食事と同じく
らい重要なのが生活リズムで、一定の生活リズムで暮らすことにこだ
わる。遊びや労働よりリズムを優先する。

【用例】

tu et volx alkal xalt an xel el xal valn. 健康が一番大切だと思っている。

＜外国語見出し＞
見出し語 ,言語名
アルカの訳語 .補足
語源

例
kolett,szl

aav

kool,fv.k

＜タグ＞

・辞書の書式用
出現順に記す。
［類音］ 上記
［アクセント］ 上記
［語法］ 上記
［文化］ 上記
【成句】 上記
【用例】 上記

・品詞類
［名詞］ 訳語から名詞用法の存在が明らかな場合は［名詞］を省略
することがある
［代詞］ tu, lu, leなど
［属格］ 属格名詞の訳語。sorで「背の高い人」、kagで「金持ち」
など。属格名詞なので、sorの項に載っていても sorenという属格に
して初めて「背の高い人」という意味を持つ
［動詞］ 「yulを～する」のように訳語に格組を伴なうことがある
［形容詞］ 形容詞は通常副詞としても使える。この場合、いちいち［形
容詞］［副詞］と併記せず、［形容詞］のみとする。例えば vienelは形容詞の
副詞的用法と捉える
［副詞］ 形容詞由来だが、副詞化すると独特の語義や訳語を持つ
場合に記す。形容詞に elをつけて表す
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［法副詞］ 助動詞に相当するもの。senなど
［遊離副詞］ elなしで動詞の前後に来るか、動詞から離れて elを付け
る副詞。aluutなど
［文頭純詞］ 純詞は文全体を修飾する語。「しかし」など日本語では
接続詞に分類されるものも入るので注意。hai   
（ところで）など
［文末純詞］ sei（～かなぁ）など
［格詞］ 前置詞に相当するもの
［接続詞］ 「～と」「～か」など。「しかし」などは文頭純詞
［感動詞］ soonoyunなどの挨拶語も含む
［接頭辞］ alなど
［接尾辞］ anなど
［接辞］ 拘束形態素のうち、wilのように頭にも尻尾にも来るも
の。
［天秤詞］ (axte, (fleaなどモダリティを示す。(笑 )などに相当。
［擬音］ ガチャンなどの音を表す。帰納音の一種。
［擬声］ ワンワンなどの鳴き声を表す。帰納音の一種。
［演繹音］ 規則的に音質を変化させる擬音語。
［擬態語］ ジグザグなど擬音語と対をなすオノマトペの一種。

・固有名詞の下位分類 

名詞が固有名詞の場合［名詞］の代わりに次のいずれかを記載する
［人名］　 ユーマの一族 
［エルト］  ert
［サール］  saar
［悪魔］  deem
［魔物］  adel
［亜魔］  delfia
［死神］　 正確には魂科だが、そう書くと分かりにくいため
［名前］　 固有名詞だが、人でも神でも悪魔でもないようなもの。
犬の kooma、生きるＯＳの elfianなど。
［ランドマーク］ 建造物や寺社仏閣やテーマパークなど
［企業］　 企業名、社名
［商標］　 商品名 
［地名］　 場所名。東京ドームはランドマークで文京区は地名
［アトラスの国家］ すべて収録。国以外は［地名］。19年にリディアが作ったも
のが多いが、それ以前にあったものや、20年にセレンが世界地図を作っ
たときに加えたものもある
［筐堺］ rdに作られた kalkovelという地域圏のこと。22年に制作
［地球の国名］ 造語当時の全国を収録

・シソーラス
［類義語］ ふくよかとデブのように、評価による対も含む
［反意語］ 明るいに対する暗いなど。ぱっと見たときに見間違えな
いよう、類義語に対して反義語でなく反意語としている

・ポライトネス
4段階。標準は無標で、俗語と丁寧の間。
［丁寧］　 丁寧語や雅語
［俗語］

［卑語］

・位相
単純位相
無標　 セート位相（中立位相）
［arden］　 アルデン位相 
［alben］　 アルベン位相 
［yuul］　 ユール位相 
［pikko］　 ピッコ位相 
［amma］　 アンマ位相 
［mayu］　 マユ位相 
［gano］　 ガノ位相 
［yunk］　 ユンク位相 
［milia］　 ミリア位相 
［男性］

［女性］

［遊女］

複合位相
［freint］　 男性エタット 
［aklet］　 男性リース 

［arnet］　 女性エタット 
［rente］　 女性リース 
［liite］　 ユンク・ミリア
［yunte］　 ユンク・ミリア・マユ 
［folte］　 ミリア・マユ

年齢
［幼児］

［老人］

婉曲性
［婉曲］　 直接的な表現を避けているのでユンクなどでも使いやす
い

方言・外国語
［南方］

［lutia］

［metio］

［altia］

・語形成
語源欄以外の語形成。語義のタグに語形成の説明を委ねる。
［メタファー］ 隠喩
［メトニミー］ 換喩
［シネクドキー］ 提喩
［見立て］ その単語を何に見立てているかを表す。

例えば kul（話）は「液体」に見立てられているため、
ekxom（流れ）など液体に関するコロケーションを利用
できることが分かる。

・評価
［ポジティブ］ 良い意味
［ネガティブ］ 悪い意味

・分野 
［アイテム］　 武器や防具や道具
［アビリティ］ 必殺技など
［シェルト］　 チェスのようなゲーム
［ジョブ］　 武士や剣士や魔導師など、rdなどで使われる各ユニッ
トの性質のこと
［武道］　 アルバザードの格闘技のこと
［ユマナ］　 惑星アトラスに存在しない語。地球版アルカにしかない。
［医療］　 病気や薬、医者など
［地球の国家］

［地球の星座］

［色］　 アルバザードの伝統色など
［音楽］　 楽器だけでなく音楽関連すべて
［化学］　 元素、化合物、その他化学用語
［花言葉］　 木にもある。木の場合は枝を贈る
［気象］　 天気や天気に関する現象など
［経済］　 お金に関するもの
［芸術］　 絵画や漫画も含む
［言語］　 言語、言語学、言葉、文学
［文字］　 文字やフォントに関するもの
［京極］　 京極についての説明→ mana(2)の［文化］の＜［京極］タグ＞
参照
［建築］　 家の中のものも。家具は含まない
［言葉遊び］　 ジョークや駄洒落など
［娯楽］　 ゲームなど
［交通］　 乗り物や道など
［歳時記］　 年中行事など
［宗教］　 宗教関連
［象徴］　 メタファーとまではいかないが、その語が何をイメージ
させるか
［植物］　 植物、野菜、園芸
［親族］　 家族や親戚など
［数学］　 算数も含む
［生物］　 動物は［動物］、植物は［植物］で別タグ。身体語彙もここに
入る
［組み数字］　 １/４とあれば、４番中の１番の意味
［単位］　 長さのメルフィなど
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［地学］　 地形、地理など
［釣り］　 釣り
［電算］　 IT用語など
［動物］　 虫や魚も含む
［被服］　 身に付けるものは何でも
［美容］　 髪型などにも適用
［牧畜］　 牧畜に関連する用語
［魔法］　 魔法の名や魔法学。

ファイナルファンタジーやドラゴンクエストの魔法に
相当するものがある場合は、分かりやすさのため括弧
内に併記。

［料理］　 器具や料理名も
［歴史］　 時代の名前や歴史的事件の名前
［論理］　 論理学関連

＜記号類＞

●フォント
フォントは arkantisを用いる。
arkantisのコードは PDICや Wordでは幻字を表記でき、オンラインで
はそのままのデータでアルファベットを表記でき、互換性がある。

●約物総則
! tempera。エクスクラメーションとして使う。
"   1) norm。引用符。引用した言葉や書名などを括る。

2) kukert。喋り括弧。セリフを括る。
%　 oksgal。パーセントとして使う。アルカでも同じ文字とし
て 21年から採用する。
'　 selet。

1) tや sといった一文字の単語とほかの単語ををつな
ぐ。t'aveltantのように。書名などは括らない。"～ "
のような文中にセリフが入れ子になっても 'は使わな
い。
2)単語を形態素や音節ごとに区切る。gil'kov'ezや ar
'ma'letのように。同音異義語などで形態素の区切りを
明瞭にしたいときなどにも使う。

()　 kert。パーレン。補足、省略可能、出典を示す。
なしの場合は補足。ありの場合は省略可。xion(yuman
an)は補足で、tu et (sen) xanは省略可。kertは地球同
様数式にも使う。

()  osnkert。思う括弧。頭の中で考えている言葉を括る。
*　 ca記号。強調記号。注釈記号。否定。非文。数式では
not equal。
+　 pok。正号。プラス。足すという意味では使わない。
,　 tsunk。カンマ。
-　 tif。負号。マイナス。引くという意味では使わない。
ハイフンとしても使わない。
.　 gain。ピリオド。

「～の」やｏｆを意味することもある。miyu.kで miyu
のカルミーユを意味する。

...　 viint

1) 3点リーダ。余韻を示す。日本語の「あ、そう……」
などと同じ。4点リーダは下記ダッシュに対して文字
幅が広すぎるため、3点とする。3点だとオンラインで
アルファベットになったときも違和感がない。
2)以下省略を示す。"tu et..."で「これは～」や「これ
はほにゃらら」の意味。

,,,  vitsunk。toto、～、何々の意味。
/　 kilp。接続詞 oの代わりに使う。

miik/lisikで「りんごとみかん」。数式では足し算とい
う意味にはならない。3/4は「３と４」だが、「３足す４」
という意味ではなく、「３と４（の比）」という意味で、
分数になる。3/4で日本語と同じく四分の三。このと
きの /の読みは oでなく un。

//　 音韻を示す。
:　 alot。コロン。区切り文字。語源欄などで頻出。
;　 galon。セミコロン。下記参照。
< = >  kalt, kok, nod。不等号。数式では日本語と同じ。語源欄で
は下記参照。
?　 kuuno。クエスチョンマーク。
［］　 arvij。タグを示す。音声を示す。
\ alkilp。円マークでなくバックスラッシュとして扱う。
_　 moren。アンダーバー。

1)ハイフンとして使う

2)ＰＣのファイル名などで eや kenoを意味する文字
として使う。leis_xion.jpgで「紫苑の絵 .ｊｐｇ」の
意味。
3) sov(en)の意味。人の生年などに用いる。(mel 
320_380)のように。320 a 380だと与格でなく掛け算に
見えるため、sovを使って 320年から 380年の間生き
たという風に捉える。

--　 mil。
1)ダッシュとして使う。素早い沈黙や息を止めるよう
な静止を示す。日本語の「――え？」と同じように。
2)平調や中止調の代わりに使う。

-　  serei。これも sov(en)になる。
{}　 maam。言い換え可能を示す。
|　 hasrein。:より大きい区分を作る。語義と語源欄を区切る。 

$ アルカでは使わない。用例訳や語法欄など、和文欧文中
で使う可能性がある。

●約物細則
*　　　用例中で非文を示す。語源欄では廃語・廃用を示す。
?　　　用例中で、やや不自然を意味する。非文と違って誤用ではない。
??　　 用例中で、かなり不自然を意味する。ほぼ非文に近い。
/　　　連言の oの代わりとして使う。

1)単語同士の連結の場合、"miik/lisik"のように、スペース
を入れない。
2)句同士の連結の場合、"mem l'eks 5 / hasrein l'eks 1."のよ
うにスペースを入れる。tsunkに合わせると mem l'eks 5/ has
rein l'eks 1だが、/と ,ではデザインが異なり、/ の
場合は前後にスペースがないと不格好で見づらい。
これは、"mem l'eks 5/hasrein"（5と縦線を表す丸）という
解釈を防ぐため。

,　　　重文を作る場合は ooと発音し、単に節を区切る場合はポーズ
を置く。

1) an iskat, tautの場合は重文を作るので、ooと発音する。
2) im an aktat la, la ku soaの場合は従属節と主節の区切りを示
すので、ポーズを置く。
3)名詞を並列する場合は uと読む。miik,aplesで miik ul 
aplesと読む。 
この際、1),2)と異なり、スペースを入れない。/と同じ要領で、
視覚的にひとつのまとまりを作るためである。手書きの際 
もスペースを入れない。 
miik,aples,lisikのように複数個 ,がある場合は、最後だけ u
と読み、ほかはポーズを置く。これは /と同じ。 
動詞を並列するケースは少ないが、もしする場合は重文の
ooと読み間違えないように文をよく読む。 
なお、動詞を並列するケースは少なく、かつ ooと誤解しや
すいため、本辞典では動詞の並列の場合は uと書き、,は使
わない。
4)リストとして名詞を列挙する場合は uと読まず、ポーズ
を置く。 
ridia, ovi, kliizのように名詞を単に並べるだけの場合は
uと読まない。 
また、区切りを示すためにスペースを入れる。そうでない
と句がリスト化されたときに見づらいため。 
日本語にしたときに「Aや B」と訳す場合は uと読む。「A, B」
と列挙するだけの場合は読まない。文意によって変わる。 
複雑そうに見えるが実際はそうでもない。:で uと読ませる
案もあったが、文が区切れて見えるので避けた。 
,,案もあったが、,だけで十分弁別できるため、このように
した。

:　　　区切りを示す。辞書を見やすくするために使う。
;　　　アルバレンなどの ker, tuの代用として使う文字。

アルカでも同様だが、;と書いた場合は黙字として扱い、文
の区切りを示すために用いる。 
lu et mec 89 t'ern e yuuma; emat daiz xi luko anxal, lad ly
udia. の場合、 
「彼はユーマの一族の 89代目で、アンシャルに来てリュディ
アを建国した後に王となった」の意味。 
もし ;でなく ,だったら、「アンシャルに来た後に王になり、
それからリュディアを建国した」となり、意味が異なる。

→　　1)～を参照せよ。
　　　2)右のほうが左より一般的である。
←　　左のほうが右より一般的である。

例）vik ← vikhim（vikhimと意味は似ているが、vikのほ
うが一般的）

<　　 右は左になる。
>　　 左は右になる。〇〇 .fv> ×× .lt = fvの〇〇は ltの××になった。
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●言語名
f　　　 フィーリア語
fv　　 フィルヴェーユ語
ly　　　 リュディア語
rk　　　 ルカリア語
ard　　 アルディアル語
ls　　　 レスティル語
rf　　 アルフィ語（フィルヴェーユ語と同じだが、時代が異な
る）
sz　　　 シージア語
lt　　　 ルティア語
lz　　　 リーゼル語
alt　　 アルティア語、凪語、凪霧
hy　　 ヒュート語
kt　　　 ケートイア語
in　　 イネアート語
sk　　　 スカルディア語
md　　 メディアン語
me　　 メティオ語
ar　　 アルバザード語（アルバレン）
a　　　 アルカ
sorn　 アルカ・エ・ソーン
pr　　 プレディス語
fgn　　 フィガン語
frf　 ファルファニア語
vx　　 ヴェルシオン語
bg　　 ベルガンド語
dm　 ディミニオン語
vm  ヴェマ語
lls　　 ロロス語
無標　 現アルカ

●年代
言語名の後に付ける。ltdで古ルティア語。
現代まで続いていれば現。それ以外は新。szsは新シージア語。ltsは
現ルティア語。
制アルカは akで、新生は af。

d　　 古
k　　　 遠
f　　 中
v　　 近
s　　 現（新）

l　　　 上代 (zg_kk)：上代はユーマの一族による残存している記
録が乏しいため、詳細不明なことが多く、しばしばひとつの年代とし
てまとめられる。

●時代
fl　　 フィアル
tm　　 アルテム
vs　　 ヴァステ
sr　　 サリア
cv　　 ラヴァス
zg　　 アズゲル
mt　　 メルテナ
kk　　 カコ
sm　　 セルメル
rd　　 オーディン
nd　　 ナディア
rt　　 アルティル
vl　　 ヴェレイ
al　　　 アレイユ
lj　　　 ランジュ

●暦
sl　　　 セルト暦
ml　　 メルティア暦
ym　　 ユーマ暦
im　　 イムル暦

m　　 メル暦

8800ymでユーマ８８００年。

●人名
無標　  seren

r　　  ridia

m　　  mel

l　　  luxia

y　　  yult

ry　  ryuu

km　　  kmiir

lz　　  liiza

●語源と語形成
アトラスの語源は地球の語源よりも詳細で、略号を使わないと非常に
長くなってしまうため、略号を用いる。

<　　 「←」の意味。左のものが右のものになるという意味。
>　　 「→」の意味。右のものが左のものになるという意味。
><　　 右と同根。franse.lt >< fransで「ルティア語の franseは
アルカの fransと同根」の意。
<>　　 関連形態素。主に古語について「語源が定かでないもの
の、〇〇の形態素が関係している」と分かっている場合に使う。
.　　　 「～」を示す。miyu.kで miyuのカルミーユ。
,　　　 言語名を記す。kaldaiz,lyで「リュディア語の kaldaiz」の
意味
?　　　 推定形。主に古語などの記録の少ない単語に用いる。ま
た、単に語源説が定かでない場合にも用いる。
数字 「.数字」の形で、「第何義から」を意味する。
/　　　　  1) ａｎｄ。本文でも同様。
　　　 2) アンクレット。複合、合成、混成など。
()　　 補足。本文でも。
{}　　　 原義。本文では言い換え。
>>　　 右に継承。継承というのは、その語義がアルカではこの
単語に相当するという意味。
<<　　 右から継承。>>の逆。
e　　　 エーステ。その語が本来的に持つ語形を魔法理論ランス
ロットに基づいて示したもの。
l　　　 リムレット。音的発達など、音が変化したもの。
k　　　 カルミーユ。音を変え、元の語と違う意味の単語に変化。
xik　　 省略、短縮、脱落。
hem　 狭義化。意味が狭くなる。外延が減る。
han　　 広義化。意味が広くなる。外延が増える。
axek　　 転義。元の語義になかった語義を持つようになり、しか
も元の語義を破棄する。hemの場合は元の語義にないものは増え な
いし、元の語義の一部が残る。
monk　　 転移。元の語義のままだが、外延のみが変わる場合。例
えば an.fvから派生した anは an.fvと同じ意味だが、アルデン位相で
はなくセート位相を外延に取る。
estel　 訳語。借用語を当該言語に訳したもの。vaialmiu.lt→ vika
renなど。
vvt　　 文法化。vezvetem。名詞などの内容語が格詞などの機能
語になる現象。
alvez　 語彙化。alvezem。文法化の逆。
leimem　 一般化。固有名詞 yuumaを指す liizが、「小さい女の
子」 総称を指すようになった例など。
aalem　 特殊化。一般化の逆。
kelt　　 婉曲化。男→カレシとするように、遠まわしに語義を指
すように変化したもの。男→カレシのようにシネクドキーの例もあれ
ば、桜田門→警察のようにメトニミーもある。比喩表現を個別に表記
する場合もあるが、語形成の理由が「話者が婉 曲的な表現を望
んだため」というものであれば、kelt表記を優先する。
verk　　 抽象化。物事を指す「これ」が時間を指す「これ」を意
味するようになるなど。
volt　　 具体化。抽象化の逆。
fovet　 オノマトペ。音がそのまま語源となっているもの。
haalvet　 演繹音。
kookvet　 擬態語。
faia　　 音象徴。例えば eは水を表す音象徴で、eが付くものは
水に関係するものが多い。eri（血）、eria（水）、erei（川）など。
同じく pa（アルカではたいていリムレットして fa）は光に関係するも
のを表す。faal（太陽）、far（光）など。
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yolek　 アフォーダンス。転換動詞などに用いる。baog（拳）か
ら動詞「叩く」が生ずるなど。
rsiila　 feel（フェール神）の能力から「一目ぼれ」という意味
を生じるようなケース。
fris　 メタファー。
amox　　 メトニミー。
ilm　　 シネクドキー。部分から全体への提喩。zam lunar（足が
来る）は「人が来る」の意味なので、全体を部分で比喩している。こ
の逆が vaikkev。
vaik　　 シネクドキー。全体から部分への提喩。
teel　　 メルテーブルでできた語。地球の語源欄ではしばしば
＠で表記。
mv　　 母音調和。memirvesto。
rapvet　 ｎ対語。
fort　　 復活。一度廃語になったものが戻る。変更点がある場合
もある。
ist　　 異形態。ioと ieなど。
geks  反転語。komoと mokoのように音節をひっくり返して主
に対語を作る造語法。現実の古アルカに見られ、神話では fなどに見
られる。
lumim　 恣意
nemi　 語源不詳
selan　　 民衆たちの間で自然発生したもので、記録がないため語
源が不明なもの。

＜語源＞

アルカの単語には２種類の語源がある。地球の語源とアトラスの語源
である。
アルカは実際には地球上でも使われる言語なので、地球で何年にどの
ような経緯で誰が作ったか記される。
本来幻日辞典にはこちらの語源しかなかったが、異世界アトラスで使
われる言語である以上、アトラス上での語源も設定せねばならないと
して、アトラスの語源が生まれた。

●地球の語源

訳語欄の一つ上に付与。記述は主に日本語。書式は次のとおり。

成立年代 :造語者 :初出文献 :語源および解説

例
aav
［名詞］鎖、チェーン
［動詞］yulを鎖で巻く、繋ぐ
［メタファー］つなぎとめておくもの
rd;raavyu,lsl.xik

13:古 raavyu（鎖）
raabyu:raavyu:kolett
［文化］

ふつう金属製。身近な鎖はネックレスの部品か、立ち入り禁止に使わ
れる鎖。

【成句】

yun aav 芋づる式に
【用例】

aav oma a nial 犬を鎖につなぎとめる
gil at aav soven la tianal. あの２人の恋愛関係は金によるものだった。
diretan fosat yu yun aav 犯人が芋蔓式（芋づる式、いもづる式）に
捕まった。

「13:古 raavyu（鎖）」の部分が地球の語源。
省略せずに書くと「13:seren:klel:古 raavyu（鎖）」。読み方は――
「メル 13年 (＝２００２年 )にセレンが制アルカの辞書に記載したもの
で、古アルカの raavyuから来ている。raavyuの意味は鎖」
――である。

・造語者について詳細は→ vetladan

・幻英からの転記と成立年

kofel（変数）や lop（配列）のように、幻英から転記したものは、成
立年の箇所は造語年ではなく転記年を意味する。

lopの場合、古でリュウが palanとした。制で lopになって以降変わら
ず、22で幻日の新版を作る際にメルがきっかけとなり幻日に転記され
た。そのような過程が明瞭かつ重要であれば、第二義以降であっても
注記を各項に設ける。

●アトラスの語源

地球の語源よりも詳しく複雑である。
地球の語源の上に付与される。主にアルカで記述される。書式は次の
とおり。

成立年代ないし継承元言語名ないし借入先言語名 :造語者 :初出文献 ;
項 (補足 ).語形成 解説

これを各語義ごとに | を挟んで繰り返す。ただし左側の語義やタグか
ら判断できるものについては重複を避ける。

/は anklet（アンクレット）を示す。したがってアンクレットは語形成
欄に現れない。
語源は語義ごとに付与。単なる品詞の転用のような自明のもの、他の
語義と同様のものには付与しない。少なくとも中心語義と比喩語義に
は必須。 

廃用語義の前には *が付与される。
語形成が複数の項にかかるときはパーレンで分配法則。(t/k)xikで「t
と kを ankletした後に省略」を意味。t/k.xikだと「kを省略した後 tと an
klet」を意味。
造語者の無標は rdなら seren、それ以外の時代は民衆。
初出の無標は rdなら stの辞書ないし diaklel。それ以外は aの辞書。
語形成の前はセミコロン。成立、語形成、造語者、初出の順にしなかっ
たのは地球の語源と書式を合わせるため。順番を崩さず語形成のみ機
械処理で拾えるようにセミコロンを用いた。

例
aav
［名詞］鎖、チェーン
［動詞］yulを鎖で巻く、繋ぐ
［メタファー］［名詞］つなぎとめておくもの
rd;raavyu,lsl.xik

13:古 raavyu（鎖）

省略せずに書くと以下のようになる。
したがって、実際には上の記述で下の記述と同じ量の情報が含まれて
いることになる。

aav

:

:

rd:seren:klel;raavyu,lsl(aav).xik | rd:seren:klel;aav1.yolek | rd:seren:diaklel;
aav1.fris

13:古 raavyu（鎖）

rd:seren:klel;raavyu,lsl(aav).xik の読み方は――
「rdでセレンが制アルカの klelに記載したのが始まり。
　語形成は省略で、上代レスティル語の raavyuを詰めたもの。raavyu
の意味は本項 aavと同じ」
――である。
(aav)などは本項の見出し語と同じであれば無標で書く必要がないの
で、通常は省略している。

rd:seren:klel;aav1.yolek の「aav1.yolek」の読み方は――
「aav（本項）の第一義のアフォーダンスを用いて転換動詞にしたもの」
――である。

rd:seren:diaklel;aav1.frisの読み方は――
「rdでセレンがディアクレールに記した語（＝制でなく新生なので、
さらに細かい年代が分かる）
　aav（本項）の第一義のメタファーからできた語義」
――である。
タグに［メタファー］とあり、意味的にもメタファーであることは明らかな
ので通常は省略する。
通常は klelと diaklelが無標で省略されるので、制か新生かは判断でき
ないかのように思える。
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しかし地球の語源欄を見れば 13:制とあるので年代は自明であり、こ
れにより klelと diaklelをともに無標化することに成功した。

●継承

fvや arなどの古語はアルカの主な構成要素になっている。
アルカの単語は saiのようにアルカ独自のもの以外に、古語からでき
たものがある。
その内訳は大きく分けて二つ。ひとつは rd以降に古語の形態素を使っ
て新たに作られたもので、地球でいえばルネサンスにラテン語の形態
素を用いて作られた学術用語などに相当する。
たとえば andeは LANを意味するが、当然 rd以降に作られた単語で
ある。この語源は anxantekaade.lで、anxante/kaadeはともに古語の形態素
である。つまり smなどの時代に anxantekaadeという語があったわけで
はなく、古語を使って命名しているにすぎない。そういう意味でルネ
サンスを引き合いに出した。
一方アルカがそのまま古語から継承したものもある。これは借入とも
いえよう。しかし借入としないのは、単純にルティア語などの外国語
から入ったものと区別するためである。アルカというのはアポステリ
オリ人工言語であるとともに、fv, frf, ly, ls, arと続く言語の系譜の
支流であるから、ルティア語からの借入と fvなどからの借入を同一
視することはできない。そこで fvなどからそのままアルカに取り入
れられたものを「継承」と呼ぶ。継承には例えば floraなどがある。

語源欄の「;」の左は成立年代などが来る。例えば aavの場合は rd;raav
yu,lsl.xikとなる。
しかしこれだけでは raavyu,lslの語源を遡れないため、人工言語製作的
には恣意になる。しかし歴史的に見て記録が残っているはずの語源は
作るべきなので、raavyu,lslという見出しを別途設ける。
また、raavyu,lslが形態素となる単語は aav以外にもありえるので、aav
の語源欄に毎回 raavyu,lslの語源を書くのは非合理的であり、その意味
でも別項を立てるほうがよい。

一方継承の場合、語源欄の書き方が異なる。floraの場合は fv;lo/rat
となる。成立年代でなく継承先の言語名を示している。
もし aavと同じにするとこうなるだろう。fvはここでは tm時代だとす
ると。

flora
［動詞］思う
［類義語］lo
［反意語］rafis

tm;flora,fv

21:ridia
［語法］

lo

その上で別途 flora,fvという見出しを立て、

flora,fv

flora

lo/rat

という記述をする。ところが aav:raavyuと違って flora:floraは綴字が
同一であり、根本的な語義も保持されている。
この場合は別項を立てる合理性がない。そのため成立年代でなく言語
名を書いて一項にまとめている。
これをしないとのべつ幕なしに継承由来の古語見出しが増える。継承
は実に多いので、幻日辞典は古語見出しだらけになってしまう。
原則として古語見出しは語源屋を惹きつけ、また作者の製作能率を上
げるものである。一般的な使用者にとっては検索結果が増えるという
ことはそれだけ目視に時間がかかることを意味し、必ずしも合理的で
ない。
古語見出しは中身を見れば分かるとおり、行数が少ない。つまり簡単
に一語を稼げる。それで幻日にはこんなに多くの単語があるんですよ
という喧伝には役立つ。が、それで利便性が損なわれるのでは意味が
ない。それゆえ、古語見出しはあくまで必要最小限に抑える。

●語義の変遷

例えば lantisを引くと――
f;e 個体 ,f>個々のアテン ,fv>人間 ,frf>lan（人間）,lsl>使徒 ,lss

――こう出ている。まず、フィアルでエーステでできた。そのときの
意味は「個体」である。次に fvでは個々のアテンという意味になり、
frfで人間の意味になった。次に lslでは人間は lantisでなく lanという
語形になり、lantisは意味的に空白地帯になる。そこで lssに人間に代わっ
て使徒という意味が入った、というわけである。

＜音調・イントネーション＞

・文末音調 

急上昇調：mileej：?? 

上昇調：kuuno,kuunosteira：? 

平調：sika：_

下降調：gain：. 

急下降調：tempera：! 

中止調：kili：| 

昇降調：kim：!? 

・語音調 

急上昇調：lismileej：'??

上昇調：liskuuno：'?

平調：lissika：'_

急下降調：listempera：'! 

中止調：liskili：'|

昇降調：liskim：'!? 

＜音韻＞

古アルカの 4子音は語源欄に用いる。
順に Ser, Zot, Han, Likのように大文字で示す。
例：seren← Seren← Seere（静か）/n（指小辞）

＜天秤詞＞

(axte):(a　　
(flea):(f 

(alis):(l　　 

(xier):(x 

(xante):(xn 

(duurga):(dr 

(viine):(vn 

(teems):(t 

(myuxa：(my

＜数式＞

arkantisでも互換性がない。
もともと変数も xでなく tを使う時点で互換性がなく、それなら無理
にほかの約物も互換性を持たせる必要がないと判断。

・数字

半角数字のまま使う。

・変数

tkxs順に使う。

・定数

lwjz順に子音の後ろから使っていく。
母音は四則記号に使う。
定数は変数の前に書く。

・符号

+ プラス。
- マイナス。
+- プラスマイナス、プラマイ。
-+ マイナスプラス。
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・不等号

< > = を地球と同じく使う。
<=, >= などの組み合わせもそのまま。

・四則

+ 加算
- 減算
* 乗算
/ 除算

読みは順に o, i, a, e。fok, fid, hant, festでも可。

・分数

分数も /で示す。3/4で四分の三。3+4ではない。
読みは vi un val。
帯分数はＱＷＥＲＴＹでは使えない。仮分数にする。

・小数

gainを使う。0.4のように。
読みは yuu int val。

・カッコ

地球と同じ。(), {}など。

・単位

m メルフィ。m

b メルバ。kg

数式中では［］内に入れる。
［m/m］で時速メルフィ。
［］は混乱ない場合は省略できる。あるいは下記同様大文字にしてもよ
い。

・特別な定数

重力加速度 gや摩擦係数μのように特定の名称が定まっている係数
については幼字を使う。これは幼字を使う文化圏の強みである。もし
漢字圏が科学を発達させたら特別な定数は漢字一文字で示されただろ
う。なお arkantisでは幼字を表示できないため、その字の読みを用いる。

・その他

絶対値は ||で示すが、これはＱＷＥＲＴＹ用の表記で、実際には oと

いう幼字を使う。

指数は ^で示すが、これも本来は幼字を用いる。



11 txulot

t
t  eの異形態。母音の前に付く　［レベル］１　19:seren　［語法］　→ e（e
と tの使い分けについて）　母音で始まる語の前に付く。ＰＣのフォ
ントを使う場合、ブロック体の場合は lの直後にアポストロフィー
を置く。筆記体の場合は動詞媒介として使っていたハイフンを置く。
　後ろが母音で始まる語でも、特にその語が強調される場合であれ
ば eのまま使われることがある。"alna, tyu ser lan vetyolom e "e" 
sete"のように。また、eと言った時点ではまだ次の単語を思いつい
てなかった場合、次の語が母音から始まっても、いちいち tから言い
直す必要はない。（言い直してはいけないというわけでもない）　【用例】
　miik t'amel 妹のリンゴ
t'anjur  ［歳時記］ルーメル後夜祭、タンジュール　［レベル］３　21:xante t'a
njur（楽しいこと）から t'anjurのみ分離したもの。カテージュのそ
れとは関係ない。　［文化］　テームスの日に行われる４年に一度の大
祭り。
tt  ［演繹音］つー、ツー　［レベル］３　22　［語法］　何かを指で擦ったり摩る
ような音。
txa  ［経済］需要、デマンド、ニーズ　［レベル］４　13:制 :古 :txu（必要）　【用
例】　esn til txa im tuo. 最近、傘の需要がある。
txa(2)  ［遊女］［文末純詞］a, e　［レベル］４　21:xa

txat  ［動詞］yulをくちゃくちゃ噛む、噛む　［レベル］３　擬
txak  ［動詞］yulについて aとおしゃべりする、喋る　［普通動名詞］ぺちゃく
ちゃ、雑談、歓談、私語　［レベル］３　古 :txak（おしゃべり）。オノマ
トペから。　【用例】　an terat lem kont txak a hacn. 友達とおしゃべりを
しながら音楽を聴いた。
txaklem  ［名詞］ＤＪ、ディスクジョッキー　［レベル］５　14:制 :音楽をか
けたり喋ったりする
txan  ［接尾辞］～ちゃん。指小辞。　［レベル］１　rd;tan（古い指小辞だが tan（～
も）とのバッティングで滅んだ）/san（敬称）　23　［文化］　ankmev

txant  ［名詞］［形容詞］サービス、おまけ、無償の、見返りを求めない行為　［レ
ベル］３　古 :xantをメルが喋れず、txantと言ったことから。恐らくメ
ル 5～ 7年で、このころ xantは xanteだったはず。xanteを xantにした
のは後のソーン。従って、txantの前に txanteがあったと考えられるが、
推測の域を出ない。　【用例】　［言葉遊び］"an yu txant i yuyu ist an fit 
xant a laas. hqm... son an tau nelt t i laas na"「俺はシャントをあげる代
わりに、ゆゆからチャントをもらってるわけで。ふむ、となると俺
はあいつらから tを買ってるというわけか」
txapoxet  ［経済］需給　［レベル］４　19

txal  ［政治］大統領、元首　［レベル］３　14:制 :古 :txaal｢ 重要な ｣okkolmsalで
は長いため　［文化］　アルバザードには大統領はいない。
txalkolm  ［政治］大統領制　［レベル］４　19

txi  ［代詞］［南方］［女性］tyu　［レベル］３　21:l.ti

txi,f  tak　e

txit  ［動物］雀　［レベル］３　古 :チッチと鳴く kuto（鳥）のことだと思う。
txite,f  tax　txi（スピード）/te（風のような）
txik  ［形容詞］チクチクする　［レベル］２　古 :チクチク　【用例】　non ris 
nims txik. チクチクするセーターはイヤ。
txikl  ［名詞］藁、わら、ワラ　［レベル］４　fv;fovet。チクチクするオノ
マトペから。　13:制 :チクチクするもの　txikl:txikl
txiklloob  ［被服］麦わら帽子、麦藁帽子、ストローハット　sm;/　24　［文
化］　農民の帽子。現代では夏に階層関係なくかぶる人がいる。現代
では都市部の女性がかぶっていると大人しく牧歌的な印象を与える。
txika  ［植物］パパイヤ　［レベル］４　seren？ :lakta　［文化］　珍しい果物で、
あまり食べられない。
txixi  ent　<>txite

txis  ［化学］電荷　［レベル］５　19:古 :txiltes

txin  ［名詞］鈴、ベル　［類義語］milei　［レベル］４　fv;fovet　古
txin(2)  ［代詞］［南方］［女性］tuan　［レベル］３　21:txiの属格
txinkaki  ［生物］男性の尿道口、鈴口　［レベル］４　19

txinkeel  ［生物］陰茎包皮、亀頭包皮　［レベル］５　19

txinkeelfaiz  ［医療］亀頭包皮炎　［レベル］６　19

txinsia  ［音楽］タンバリン　［レベル］２　13:制 :鈴の膜楽器
txif  ［動詞］yul（人）をさらう、sol（波）が yul（泳ぐ人）を a（沖）
に流す、さらう、攫う、浚う、拐う　［シェルト］取る。駒を取ること。
　［レベル］３　13:制 :古 :txifuto｢ 速く取る ｣
txifol  ［シェルト］取られた駒　［レベル］３　23

txig  ［医療］乗り物酔い　［動詞］yulを酔わせる、酔う、乗り物に酔う　［レ
ベル］３　19:古 txilgooa（吐き気を持つ）　【用例】　an na txig mil sox. バ
スのせいで酔った。
txip  ［名詞］泡　［経済］バブル　［レベル］２　13:制 :古 :泡がはじける音の
オノマトペ ptxiから。
txipxaki  ［料理］スフレ　［レベル］５　16:制
txippile  ［料理］カプチーノ　［レベル］４　16:制
txipavl  ［経済］バブル経済　［レベル］４　19

txib  ［生物］液胞　rt;txip.k　24

txil  ［生物］ふところ、懐　［レベル］４　19:古 txil（持つ）　［語法］［文化］　セ

リアのような服の場合、横から手を差し入れる形で懐ができる。ア
ルセリアの場合、差し入れる隙はない。ボタン式の服の場合、ボタ
ンを外して横から差し入れる部分が懐となる。　【用例】　txil kai 広い
懐
txil,f  til　txi（腕）/al（物）
txilf  ［名詞］かいろ、カイロ、懐炉、ホッカイロ　［レベル］３　19:txil/fai
　［文化］　一般人の魔力の弱まったカコ時代に遠征用として開発され
た。化学的なものは ndで作られ、rt,vlで普及した。ユティア朝では
使い捨てでない張るタイプの懐炉が一般的。　【用例】　an piat nelt txi
lf im terk. 外出するときはいつも携帯用の懐炉を持ち歩いた。
txilmelk  ［名詞］懐中時計　［レベル］５　20　［文化］　rdで腕時計に代わった。
txia  ［遊女］［代詞］tyu　［レベル］４　21:xiia　【用例】　txia jinx xen tyu emo 
in tyu temtem/hethet xete? この耳と尻尾を見ればわかろ？（『狼と
香辛料』賢狼ホロ）
txia(2)  ［人名］［幼児］ちあ。luxia arbazardのこと。　［レベル］６　21ごろ :yult
　［語法］　親も使う。　【用例】　luna luna, txia liij. ちあたん、おいでお
いで。
txiato,alt  xia　txia/to

txian  ［遊女］［代詞］tuan　［レベル］４　21:txia

txiahat  ［料理］お子様ランチ　［レベル］２　22:ridia:txia（しあの）/hat（お
皿）。池袋。昼食。ファミレス。
txialu,alt  xai
txie  ［名詞］tulf　［生物］［医療］寒熱　f;e

txo(2)  ［幼児］ちゅっ、ちゅ。軽く触れる程度のキス　［動詞］yulにキスする、
キスする　［婉曲］キス　［レベル］１　古　［語法］　キスの幼児語。或いは
軽く触れる程度のキス。アルバザードではキスは性的であるから、
キスという語をあまり使いたがらない者が婉曲にいうためにあえて
txoということがある。
txo,fv  txol、toe　faia

txotxo,mdd  toe　txo/txo

txok  ［料理］ガム　［レベル］２　14:制 :古 :ktxa　［文化］　精神安定剤、また、
歯と顎の健康を守るとして、虫歯にならない甘味料のものが普及し
ている。むしろ歯を守る成分が含まれている。アメリカ人並みにア
ルバザード人はガムを噛む。授業中は飲食禁止だが、水とガムだけ
は認められている。吐き捨ては禁止。
txoko  ［名詞］コカイン　［レベル］５　古
txokon  ［植物］サポディラ　17:制 :txokzomガムの木
txon  ［動詞］yulを舌打ちさせる、舌打ちする　［感動詞］チッ、ちっ、ちぇっ
　［レベル］２　古 :舌打ちの音　［語法］　怒りや不満や軽蔑などを表す。
かなり不快の程度が高く、相手に喧嘩を売る覚悟がないと使えない。
txon(2)  ［名詞］古アルカの５　［レベル］３　赤→ sidalx

txon,lsk  5　txogi.k

txogi,fv  frei fen　/

txol  ［動詞］yulを研ぐ、砥ぐ、とぐ　［レベル］４　13:制 :txe　txo:　［語法］
　鉛筆などは研げない。先を尖らす (pil zomk)という。
txoldol  ［名詞］砥石　［レベル］５　16:制
txe  ［動詞］yulを磨く、磨く、みがく　［レベル］３　13:制 :古 :txo（研ぐ、
磨く）　【成句】　txe frei 切磋琢磨
txe(2)  ［組み数字］１２/１４　［レベル］４　語源不詳
txet  ［単位］マイナス３６乗　21:txit

txek  ［動詞］yulをクリックする、クリックする　［普通動名詞］クリック　
［レベル］３　al;↓　14:制 :alakta:ktxi。オノマトペから。マウスをクリック
したときの音から取った。　【用例】　ta txek ２クリック。２クリック詐
欺などの。
txepita  ［名詞］研磨剤　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

txelil  ［化学］ツリウム　18:制
txe lukka  ［人名］チェ＝ルッカ　［組み数字］１２/１４　［レベル］４　語源不
詳　［文化］　(→ -9 pal vio)第４期３代アルシェ第１２使徒。男性。
txu  ［名詞］恥　［名詞］(na)恥ずかしい　［類義語］adin、elfin　［反意語］amp　［レ
ベル］２　f;e　赤 :txu,txuu　［語法］　自分の個性が維持できなかったと
きにアルバザード人は恥ずかしいと感じる。レインは自分は敬虔な
キャラだと思っているので、性的なことを口走ったときに恥ずかし
いと感じる。アルカの分からない静相手にも恥ずかしがったことか
らわかるとおり、アルバザード人は他者の目を気にしない。自分に
とって自分のキャラと合わないことをしたときにのみ恥ずかしいと
感じる。他人が見ていなくても同様で、そこが日本人と最も異なる。
　アルバザード人はプライドが高く、自分のキャラを崩さない。一
般に恥ずかしいと認めるのは屈辱的である。だが、「自分は本当はこ
ういうキャラじゃない」ということを主張するために、あえて自分
から「恥ずかしい」ということがある。女が性的に喜んでいるとき
に自分から恥ずかしいといわないと淫乱に見えるので、わざと自分
から恥ずかしいとアピールする。この「自分のキャラじゃないのよ」
とアピールするための「恥ずかしい」についても考慮しておかなけ
ればならない。　【用例】　non na txu aan. 恥ずかしいよぉ。　an vortat 
sat mil txu. 恥ずかしくて死にそうだった。
txu,f  xir
txut  ［動詞］yulをしゃぶる、しゃぶる　［レベル］２　19:mel:オノマトペ。
ユリアが物をしゃぶる音から。
txufian  ［地学］［歴史］エディアカラ紀　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

txulo  ［名詞］ストロー　［レベル］２　21:txu/lo。loは管。txuは擬音。



12 trettsetta
tsetta  ［人名］裏切りツェッタ　［動詞］yulを裏切る、裏切る　［普通動名詞］
裏切り、背信　［レベル］３　ridia:古 :前期からあるが、当初はサール
だった。ところが内容のせいで神格化を失って人間に鞍替えされた。
『制定語彙』では神として数えられている。
tsettaliifa  ［天文］メンカリナン　19:ridia/seren/mel:裏切りの星　［文化］
　ここが輝くときは凶兆。loone座に位置する。
tsetta e yulia  ［哲学］囚人のジレンマ、ユリアの裏切り、双子の裏切り　［レ
ベル］６　rd;seren/ridia/mel　23　［文化］　・現実的背景　　２０１２
年１０月１６日、セレンは知り合いの女子中学生があまりに人生を
舐めているので、一計を案じることにした。『闇金ウシジマくん』の
１巻を読ませて「調子こいてるとお前もこうなるぞ」と脅し、１７
日に読ませた。しかし彼女は全く反省せず、セレンは呆れた――と
いう一件があった　一方セレンは１６日に、これは子供の社会の教
科書として良いと思い、５歳の娘のルシアに読ませようとした。そ
して１８日までにリディアが絵本の読み聞かせのように、子供でも
分かるような翻訳をして読んであげた。　その後１９日にセレンが
紫亞に感想を聞いたところ、「闇金って儲かりますね」、「警察に逮捕
されないように気をつけないとですね」という搾取側の視点でしか
感想を言わなかったので、「搾取される側の感想は？」と聞いたとこ
ろ、「あぁ、自分はギャンブルに興味ないし、ギャンブルはしないよ
うにしようと思いました」と答えた。　その後「パチンコってなん
ですか？」と聞いてきたので説明。すると紫亞は「ギャンブルって
儲かるんですか？」と聞いてきたので、「店が成立するってことはど
ういうことだと思う？」と聞き返したら少し考えて、「あ、儲かる人
より損する人が多いから、それがお店の利益になるんですね！」と
気付いた。　賢い解釈に気をよくしたセレンは、リディアやメルと
ともに期待値について教えることにした。簡単なギャンブルの話で
説明し、期待値について説明したところ、紫亞はすぐ理解した。　
「で、ギャンブルってのは払う額より期待値が少なく、その差額が店
の利益なわけだ」と説明したら、よく理解していた。紫亞は「期待
値が払う額より少ないのにやるのはバカだということですね。あと、
物事を選択するときは最も期待値が高い選択肢を選べってことです
ね」と理解したので関心した。　そこでセレンが面白がって、リディ
アとメルを使って一芝居打つことにした。食卓にある高い皿を紫亞
とユルトのいないところでわざと割らせ、部屋に誰もいなかった振
りをさせ、あとからメルとリディアに割れた皿を持たせて「誰が割っ
たの！？」と言わせるという芝居だ。リディアの芝居は臭いのでメ
ルに主に任せた。メルが「あのとき家には紫亞とユルト以外誰もい
なかったのよ。あんたたち二人しか犯人はいない。さぁどっち？」
と詰め寄り、リディアは発狂して「高いお皿を割って知らんぷりす
るなんておしおきよ！」と詰め寄った。突然の発狂に震える子供た
ち。　もちろん身に覚えのない子供たちは「自分じゃない」と言う。
そこで２人を隔離し、別室へ。そして互いにこう説明する。「お前も
相手も互いの無実を主張すれば尻叩き３発ずつで許してやる。お前
が相手を無実だと言っても相手がお前がやったと言えば、相手は無
実になりお前は尻叩き３０回になる。逆の場合はお前が無罪で相手
が尻叩き３０回。もし二人とも相手がやったと言えば二人とも尻叩
き１５回だ。さぁどうする？」　ユルトはどうせろくに理解しないだ
ろうからリディアに担当させ、紫亞にはメルに説明させた。このケー
スの場合、紫亞にとってはユルトがやったと言ってユルトのせいに
したほうが、期待値的に言えば罰が軽くなる。つまり期待値で見れ
ば紫亞は無実のユルトを売ったほうが合理的である。　紫亞は期待
値を計算して最も期待値の高い選択肢を選ぶだろうと大人は考えた
ので、３人とも「紫亞がユルトを売って、ユルトは性格的に紫亞を
売らずにユルトが罰を受けるだろう」と考えた。大人たちの間で賭
けて遊ぼうと思っていたが、全員同じ組み合わせに賭けたので賭け
が成立しなかった。　ところが意外なことに紫亞は「ユルトはやっ
てないし自分もやってない」と主張した。一方ユルトは予想通り両
者の無罪を主張した。セレンが「お前、期待値考えなかったの？」
と聞いたら、紫亞は「期待値を出したらゆうちゃんがやったことに
するほうがいいんですけど、でもゆうちゃんはお皿が割れたとき紫
亞と一緒にいましたから、やってません」と純粋な一面を見せた。
それを聞いて喜んだのは主にセレンとリディアで、根性まで歪んで
なくて良かったと言って、ネタばらしして褒めてあげた。　だが紫
亞はその後「それに、ゆうちゃんの性格上、私がやったって言うは
ずないんですよね。ゆうちゃんが私を告発しない確率が圧倒的に高
いなら、私もゆうちゃんの無実を主張したほうが逆に叩かれる回数
の期待値的に好都合なんですよね。ゆうちゃんの行動パターンをも
計算に入れた上での期待値を考えると、かえってゆうちゃんの無実
を主張したほうが合理的なんですよね」という内容のことを喋り、
結局情で選んだのか総合的な期待値で合理的な判断をしたのか分か
らなくなり、セレンとリディアは「あの子は怖い……」と言い合っ
た。なお、メルだけは「この子は将来有望だ」と言って笑っていた。
　ネタバレをした後なので、むろん尻叩きの刑は行わなかった。　
なお、ユルトが紫亞の無罪を主張すると分かっている場合、紫亞は
ユルトの有罪を主張すれば尻叩き０回なので期待値的に見てなおユ
ルトを売ったほうが良い。しかし２人全体の尻叩きの平均回数を考
えると、ユルトを売った場合は１５＋０＝１５回割る２で７．５回と
なる一方、ユルトを売らなければ３＋３＝６割る２で３回となるた
め、二人の総合的な期待値を考えればユルトを売らないほうが合理
的である。紫亞は恐らくユルトと自分の二人の総合的な期待値で選
択肢を選んだと思われ、優しさがかいま見えてセレンは喜んだ。　　・
rdでは　　rdでは上記のようなユルトとルシアを使った裏切りの実
験をセレンらが行ったことから、囚人のジレンマのことを「双子の
裏切り」と呼ぶようになった。
tsettel  ［魔物］ツェッテル（裏切箱）：第五十七天：光の幻天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:tsetta/lei　［文化］　憑族。本や石版や石碑や宝箱
に住みつき、めくった瞬間や眼に入った瞬間や開けた瞬間、パッと
光を出して獲物の目を眩ませ、そのスキをついて獲物に食らいつく。
tselt  ［被服］ブレザー、ツェルト　［レベル］４　meltia 291:luno;e　23

tselin  ［地名］ツェリン　20　［文化］　マンセイ南西部の都市。　yuuma 

6543 イーハル、現アリディアの tselinに侵攻 
tsun  ［名詞］区切り、くぎり　［動詞］yulを a（区切った数や結果などの状態）
などに区切る、区切る、くぎる　［レベル］３　19:melidia axte:tsunk

tsunk  ［約物］ツンク、｢,｣ 記号、カンマ、点　［レベル］２　古　［語法］　１：
重文を作ったり、文や語句を区切ったりするのに使う。前者の場合、
ooという音価を持つ。　２：文中イントネーションを作る。,?で mo
zkuuno。
tsul  ［名詞］双方向　［形容詞］双方向の、可逆な　［交通］一歩通行でない道
　［化学］可逆　［反意語］koret　［レベル］４　f;lは「物」　赤 :相互の
tsulmiyu  ［物理］可逆変化　［レベル］５　19

tsulrens  ［名詞］ダイアローグ　［反意語］koretrens　［レベル］５　rd;/　24

tsuliso,alt  yan, see, son
tsuuton  ［電算］モールス信号　［レベル］５　22:オノマトペ。ツートンと
いう音から。ツーが鳴っている状態で、トンが無音の状態を示す。
　［文化］　・ネットユーザーによる定義　　a"・"　i"－・"　o"・－ "
　e"－ "　u"・・"　t"・・・"　k"・－・"　x"・・－ "　s"－・・"　
n"－－・"　v"－・・・"　f"・・・－ "　m"・－－ "　d"－・－・"
　g"・－・－ "　p"・・－－ "　b"－－・・"　h"・・・・"　y"・－・・
"　c"－・・－ "　r"－・－ "　z"－－－ "　j"・－－・"　w"・・
－・"　l"－－ "　　0"・・・・・"　1"－・・・・"　2"・－・・・"
　3"・・－・・"　4"・・・－・"　5"・・・・－ "　6"・－－－ "　7"
－・－－ "　8"－－・－ "　9"－－－・"　?"－－・－－ "　!"－・・・
－ "　,(コンマ )"・－・－・"　.(ピリオド )"－・－・－ "　訂正 "－
－－－ "
tm  ［歴史］アルテム、artem　［レベル］３　21

tp   ［演繹音］とことこ、てくてく、てぷてぷ、よちよち、てこてこ、
すたすた、ざっざっ、ぱたぱた、スタスタ、パタパタ、ぱからっぱ
からっ、パカパカ、とてとて、ててっ、ててて　［レベル］２　21　［語法］
　歩く音。走る音。人も馬も。
tyu  ［代詞］［milia］あなた　［レベル］１　19:古 :女が男に使う二人称の dyus
sou（あなた）から、始めの音を取り、音を清音に柔らかくしたもの。
　［語法］　ほかのユンク語同様、かしこまった席や怒った場合は tiに
戻る。可愛く日常的に振舞うときだけ使う。　ほとんどのユンクは
tiと混ぜて使う。
tyu(2)  ［遊女］［代詞］tu　［レベル］４　21:tu

tyu,szd  tun
tyunan  ［yunte］あなた自身　［レベル］２　20:xion

tyur  ［普通動名詞］決断、決意、決心　［動詞］yulを決断する、決意する、
決心する　［レベル］４　rd;<szd　24

tyurens  ［地名］テューレンス、燈京　［弓道］礼射系　［アクセント］tyUrens　［レ
ベル］３　21:ridia　［文化］　ルティアの首都。ルティア語でのスペルは
turens。ルティア語読みの場合はテュランで、アクセントも最後の音
節になる。
tyua  ［サール］テュア　［レベル］３　古　［文化］　ポエンと竜王ティクノの娘。
アルデスの妻。高貴なものは他人に裸を見せないという理由で絹を
纏って生まれてきた。そのため、アルバザードでは縁起を担いで服
屋にはテュアが飾られている。クレオーンに命じて兄アルデスにバ
オナを起こさせ、自分との間に子を設けさせた。服を着て生まれて
きたので、服飾（アクセサリーや靴なども）を司る。
tyuain  ［植物］アネモネ　［レベル］４　15:制 :tyuamina（テュアの花）
tyuul  ［動詞］yulと両思いになる　［普通動名詞］両思い、両想い　［反意語］　
［レベル］３　22:古 tsul

tras,fv  mav
tran  ［形容詞］高尚な、崇高な、高貴な　［反意語］beril　［レベル］４　fv;e
　alakta　tran:tran:tran　［文化］　→ antel　高尚、知的、美麗、敬虔など、
アルバザードの代表的な価値観のうちのひとつ。　【成句】　sentant mil 
durne tran. 高尚な夜をありがとう（seren arbazard『ＮＡＤ』）　【用例】
　la et tran. 彼は高尚だ。
trans  ［名詞］約束、誓い、ちかい　［動詞］yulを aに約束する、約束する、
誓う　［類義語］pina　［レベル］３　sm;szd<tran/soluu　21:ryuu:transool（高
尚な行為）　【用例】　trans a xok 約束を交わす　trans xok{antws} 交わした
約束
tranati  ［名詞］高尚さ　［レベル］４　22

triko,szd  xos　<> i,f/ko,f

trikomelor  ［軍事］天馬の尾、トリコメロール　［名詞］食後の後片付け
役。　［アクセント］trikomelOr　zg:triko,szd/melor/szd　［レベル］５　21　［文
化］　lyusiel　後片付け役というのは、複数人でレストランなどに行っ
たとき、店員に手間をかけさせないように客がテーブルなどを綺麗
にして席を立つ際、綺麗にする役どころの人のこと。一番立場の低
いものが行う。アルティア人が持ち込んだ習慣で、店員に対する気
遣いというより自分たちのグループの恥を晒さぬようにという思い
が強い。　【成句】　trikomelor alit 立つ鳥後を濁さず。etとともに使う。
trikol,szl  fleu　triko,szl/al,f

trim  ［化学］電子　［レベル］４　alakta

trimtifl  ［化学］酸化　［レベル］５　19

trimxim  ［化学］還元　［レベル］５　19

trimsas  ［化学］電子配置　［レベル］５　21

trimesp  ［化学］電子雲　［レベル］５　21

tromekia  ［人名］トロメキア　［組み数字］３/１６　［レベル］４　meltia 
37:ardu/esta;e　古　［文化］　esta　エスタの第３子。女。
tret  ［名詞］遠足、ハイキング、トレッキング　［レベル］３　古 :足音の



13 takttret
オノマトペ　［文化］　lazkaまでは課題授業で年２回ほどハイキングに行
く。お決まりの場所はワッカ。　【用例】　ans arat vil tret mil esk.　雨
が降ったので、遠足に行けなかった。
trek  ［法律］罰金、過料　［レベル］３　14:制 :tregar（罰の金）　【用例】　fit 
trek du 1000 solt 罰金千ソルトを課す
trest  ［名詞］試練　［レベル］４　古 sorn　［語法］　何かのために乗り越える
苦難のこと。rdでリーザがルティアの王位継承権を巡って行った洞
窟巡りのようなものを指す。
tren  ［動詞］yulを罰する、罰する、懲らしめる、懲罰する、罰を課す
る、お仕置きする　［法律］罰、刑、刑罰、ペナルティ　［レベル］３　sor
n:tren（罰）　参考 :古 :kahi,piikipuugi,piiki（罪）　【用例】　non tren 
fan tyu ist xelt! 月に代わって、お仕置きよ！（『セーラームーン』
月野うさぎ）
trenvant  ［法律］罰法　［レベル］４　20:罪でなく罰の法。disvantだと、
ほとんどの法が disvantに当てはまるため。　［語法］　刑法と民法の総
称。
trenlizno  ［政治］刑罰庁　［レベル］４　20　［文化］　事務省下。刑務所の
管理、刑罰の実行などを担当する。公開処刑制度なので、死刑の実
行も行う。　日本やヨーロッパと違い、死刑執行人は奴隷や身分の
低い者でなく、むしろ高徳な役人が行う。刑罰庁には死刑専門の担
当官がおり、どれも位が高い。→ adisant
trenati  ［法律］量刑　［レベル］５　rd;/「刑の程度」　23

trenan  ［ジョブ］刑吏　rd;/　24

trenoz  ［法律］罰則、ペナルティ　［レベル］４　rd;/　24　［語法］　法令の
中で違反行為に対する刑罰または過料を科する旨を定めている規定
のこと。
trema  ［名詞］有効防御、軽傷　［動詞］yulを防ぐ、防ぐ、yulは solにあ
まり効かない、効かない、無効だ　［形容詞］（anで）鉄壁な、堅牢な、
難攻不落、無敵な　［類義語］alvan　［反意語］iijis　［レベル］３　fv;e　24
　［語法］　おおむね防御してあまりダメージがないこと。
trea  ［人名］トレア　［名詞］アルカンスにおけるトレアの手　［名詞］下巻　［組
み数字］３/３　［レベル］２　古　［文化］　arkans　サール信者で、アルカン
スを巡ってブレア・スレアと争った。
treakeelt  ［化学］γグロブリン。他の血漿蛋白質と異なり肝細胞でなく
Ｂリンパ球で作られる。　rt;/　24
treamel  ［名詞］後期　［レベル］３　19:ilmus:ridia

treaho  ［生物］坐骨　［レベル］５　19:ridia

twa  ［代詞］［amma］アンタ、あんた　［レベル］１　19:tyu

twak  ［名詞］リゾート地、リゾート　［レベル］４　19:twaayu/ka　【用例】　an ket 
twak e saezon ok xite. 家族でスキーリゾートに行った。
twar  ［人名］トゥワル　［組み数字］１/６　［レベル］３　19:twen/argi:古 :argi:
神の金　［文化］　ヴァノンの１番目。女性。財政担当
twarzio  ［工学］解析機関、トゥワルジオ　20:twarzelのセリジオ　［文化］
　imul 1538に twarzelが父を手伝ってともに発明した。これがきっか
けで大量の計算ができるようになり、アンジェルの作成にこぎつけ
た。解析機関は穴を空けたパンチカードで動作する魔法のいらない
機械であった。このパンチカードは nenkartという。
twarzel  ［人名］トワーゼル　［組み数字］１６/１６　［レベル］４　meltia 
50:ardu/esta;e　古　［文化］　esta　エスタの第１６子。女。
twarzel disidia  ［人名］トワーゼル＝ディシディア　20　［文化］　(imul 
1512:1581)rdの工学者。ルティア人で、シグナリオ校の高等部を経てラ
グナロクの大学部へ進学。卒業後は研究室に入り、シグナリオとラ
グナロクを繋いで巨額の研究費を得てアンジェルを開発。
twarlil  ［化学］ハフニウム　19

twal  ［代詞］［amma］アンタの　［レベル］１　21:kliiz:twa/古 al。twanは tuanと似
るため <twan:19:twa/n
twaayu  ［地名］トワーユ、天国、ヘブン　［反意語］latia　［レベル］２　古 :rid
ia:語源不詳　［文化］　→ lekai　|約 137億年前 |ardelが天国 twaayuと地
獄 latiaに分裂 |　【成句】　akt ke nene ka twaayu ～の後を追う。
twen  ［エルト］トゥウェン　［動詞］yulを aに寄付する、寄付する、募金
する、恵む、提供する　［普通動名詞］寄付、寄贈、募金、恵み、提供　
［レベル］３　ridia:古　［文化］　富を平等にする老婆の姿をしたエルト。
貧しいものに富を与えたり、富める者に喜捨させようという意志を
与える。が、サールのガーレスによってその殆どの力を封じ込めら
れている。文化的解釈としては、「喜捨の精神を人間の強欲が邪魔し
ている」という意味を持つ。　【成句】　twen fales klosan lav. やかまし
く騒ぎ立てるやつはあまり多く恵んでもらえない：慌てる乞食は貰
いが少ない　non korat sea im fis lana twen eri. 今日は献血しにモー
ルへ行った。
twennakea  ［企業］トゥウェンナケア　［レベル］４　21　［文化］　日清に相当
する企業。戦災時・騒乱時・災害時に配給係りとなったことで名を
馳せた。
twendist  ［交通］西条、西大通り　［名詞］白虎、トゥウェンディスト　［レ
ベル］３　rd;hy。hyの四方を収める四神の名から　23

twengil  ［名詞］寄付金　［レベル］３　21　［文化］　daig

twenlizno  ［政治］慈恵庁　［レベル］４　19　［文化］　召還省下。低所得者
への生活保護、炊き出し、税務庁との協同で高所得者からの喜捨の
拝受などを行う。かつてカルテ神の恵みを受けたものを配給してい
たことから、召還省下に置かれる。
twenlemi  ［歳時記］恵みのスープ　［レベル］３　21　［文化］　vio laxのイベ
ントで、カルテで大規模な炊き出しを行う。元は rtでホームレス相
手に行った慈善事業が始まりで、当時はカルテがないので大通りや

公園で行われた。現在は冬で室内に籠もりがちな時期なのでたまに
は外に出て暖かい物でも飲もうという意味合いが強く、スープなど
を作って配る。
tloi,fv  dar　e

tloint,szd  dar　tloi

ta  ［単位］２　［レベル］１　14　seej:you:lupu,alt

ta(2),alt  le　<>ta

ta,f  tant　e

ta,alt  et, da　aata

tat  ［格詞］～ごとに、～おきに、～につき　［名詞］周期　［物理］波の周期
　［レベル］２　13:制 :恣意　［語法］　１周期にかかる時間や量を述べる。
tat sootで ｢一週間ごとに ｣。一回が巡ってきてから次の一回が巡っ
てくるまでの期間を表わす。　【用例】　tat 2 sel 隔日で　tat 2 xelt 隔月
で　tat sel 毎日　3000 parmsolt tat 1 ras deel. yuu vade on tu aji. 
３０００円で１回で、空くじなし。
tat(2)  ［化学］ケトン　19:ta/tes。この tesは任意の有機物Ｒを意味する tで、
電気ではない。アルデヒドの語源も同様。
tatta  ［格詞］［rente］kokkoの否定　［レベル］１　19:ridia:赤 kokkoからの造語。
kokkoは音象徴「コ」（内側、来るなどの意味）の繰り返しでできてい
る。「コ」の反対は「タ」。タンタとコンコ、ルタとルコなどの語に
現れている。ケッタとケッコの違いにも生きている。新生でも意味
は少し変わったが ketta, kekkoは生き残っている。kokkoの反対なので、
それを模して tattaとしたもの。意味は kokkoの反対。
tattan  ［名詞］バタバタ、パタパタ　［運動］水泳のクロール　［レベル］３　
19:tatn:15:制 :古
tattawa,alt  反実仮想の助詞
tattawan,alt  反実仮想の助詞。女性形。
tattaen  ［yunte］［接続詞］～のいない、～を使わない　［レベル］２　20:melid
ia xier
tatte  ［普通動名詞］スキップ　［動詞］yulをスキップして aに行く　［レベル］
２　fv;tanta.k　古 :tantaと同根。メルのステップの際の声が変形して語
彙化したもの。
tatxek  ［普通動名詞］ダブルクリック　［動詞］yulをダブルクリックする、ダ
ブルクリックする　［レベル］３　al;/　24

tatxelt  ［名詞］月極　［形容詞］月極の　［レベル］４　22

tatxeltamoka  ［名詞］月極駐車場　［レベル］４　22　【用例】　stit tatxeltamoka 月極
駐車場を借りる
tats  ［親族］親戚、身内　［生物］属　［言語］州方言　［文字］ファミリー。具
体的なスタンダード ミディアムなどは種 (xite)。　［レベル］２　13:制 :ta
ta　［語法］　ernより狭く、xiteより広い。ern > tats > xiteの順。ern
のうち、一緒に暮らしていないものを指す。
tatak  ［地球の国名］ジブチ　19:国章に２本の腕
tatak(2)  ［魔法］虚斥力　［反意語］kokot　［レベル］５　ard;ta/ta　21　diatatak:　［語法］
　ardでは斥力一般。従って ardでは虚斥力のことを diatatakと呼んだ。
aでは虚斥力のみを指すので diaは不要となった。
tatala  ［植物］ユキヤナギ　mt;alt　22

tatali,alt  axti　「上るところ」
tatalu,alt  nek
tatotabe  ［化学］二級イミン　19

tatokobe  ［化学］二級アルジミン　19

tatoxxelt  ［名詞］先々月　［レベル］２　rd;/　23

tatoxsalt  ［名詞］一昨年、おととし　［レベル］２　rd;/　23

tatoxsoot  ［名詞］先々週　［レベル］２　rd;/　23

tatoxel  ［名詞］おととい、一昨日、おとつい　［反意語］takest　［レベル］２　
19:melidia alis　【用例】　im tatoxel おとといに
tatobezal  ［化学］二級アミン　19

tate  ［親族］おじ、おば、叔父、伯父、叔母、伯母　［レベル］２　古 :親戚。
赤アンクノットにはないが、以前は赤と書いてあった。誤記のはず。
tates  ［ユマナ］２ちゃんねる、２ちゃん　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

taten  ［接続詞］tat。～ごとの。　［レベル］３　21

tatel  ［形容詞］地道な、着実な、こつこつ、コツコツ　［反意語］altatel　［レ
ベル］３　rd;tat/el。tatを動詞とみなして「周期的に歩む、進む」とい
う意味で使い、その副詞形の tatelに「周期的にこつこつ歩むような」
という意味を与えたもの。　23
tatees  ［言語］二重否定　［レベル］４　20　［語法］［文化］　an en inat en la（彼
女でない人を見なかった）のように、否定を二度行っているもの。tu 
de xan xel an en inat laも二重否定。　en以外にも二重否定は起こる。
an okt vil tu aaxalは論理的には「絶対それを伝えられないことはない」
で、この意味で使うこともあるが、単に否定の強調で「絶対それを
伝えられない」の意味で使うほうが多い。ただしインテリ層はこの
非論理的な用法を嫌うことがある。
tak  ［生物］腕　［反意語］zam　［動詞］yulを抱く、抱く、抱える、抱きかか
える　［普通動名詞］抱っこ、だっこ　［類義語］savan、xiwa　sert　［レベル］１
　13:制　txi:txi:lu savan（棒状）:xiwa,alt　【成句】　hom tak a ～に対して
素直な、正直な。xatem参考。　deyu tak a{tel} ～に対して不器用な、
頑固な、素直でない　【用例】　knak tak 腕を伸ばす　kim tak 腕を曲げる
　kim tak kor jam 腕を引っ込める　sokt tak 腕を組む：悩み、思考、
不快、敵意、脇腹痛などのときの仕草。　sord tak 手を挙げる、挙手
する
takt  ［政治］派、派閥、リーグ　甘党、辛党、猫派などの「派」　［レベル］



14 tasntakt
３　古 :｢（ソーンとの和平に）賛成するか？ ｣という言葉から。　【用
例】　takt e sorn ソーン派
takkit  ［生物］腕の付け根　［レベル］３　19:melidia alis

taks  ［植物］マホガニー　［レベル］６　lakta:そういう家具の名前
takvas  ［娯楽］腕相撲　［レベル］２　19　［文化］　やり方は日本と同じ。
takl  ［被服］腕輪、ブレスレット　［レベル］３　13:制 :sad:takholo（腕輪）
taklonz  ［名詞］腕枕　［レベル］４　19　［文化］　彼女に対して彼氏、子に対
して母、娘に対して父の組み合わせしかない。後者は娘が５才にな
る程度でやめる。　【用例】　fit taklonz a nene ～に腕枕してやる　
non en na esil a xidia kokko taklonz. 誰かの腕枕で寝るのは快適では
ない。
taka  ［地学］大陸　［形容詞］～大陸。前置。　［レベル］４　15:制 :恣意　［文化］
　alkat, savia, faber, kevea, adento, leivaの６大陸。vsまでは klendia
も含まれた。　地球の大陸と比べると、日本では６大陸だから同じで、
欧米では７と教えることが多いので１つ少ないことになる。
taka,alt  lyu　ta/ka

takaskad  ［地球の国名］セントルシア　19:国旗に黒い三角と黄色い三角
takamem  ［組み数字］タカサークル　［レベル］５　21　［文化］　rapalx

takaasik  ［経済］貿易摩擦　［レベル］５　19

taki  ［生物］人体の脇、わき、わきのした、脇の下、腋窩、えきか　［レベ
ル］２　16:制 :tak　［語法］　脇の下が中心。腋毛が生える部分がさらに中
心となる。広義には肩の肩関節部分も含むが、ふつうここは flel。　
服飾や刀文化の関係で、アルティア人のアルカ話者などは肩の肩関
節周りから脇の下まで大雑把に takiで指すことがある。
takihixsien  ［生物］腋窩横紋　rd;/　24

takijior  ［生物］極泉　21

takilm  ［名詞］敗者復活　［名詞］敗者復活戦　［名詞］ダブルイリミネーション、
ダブルエリミネーション　［レベル］５　rd;/ | rd;takilmfalsevitaから　
24　【用例】　ar takilm sov vastan o vadean 勝ち抜いた者と一度敗れた者
の間で敗者復活戦を行う　ar takilm sov vadean sein 敗者同士で敗者
復活戦を行う
takiini  ［生物］脇毛、わき毛、腋毛　［レベル］３　20　［文化］　男性は剃らず、
女性は通常剃る。女性で残しているのは日本同様恥ずかしいことに
当たる。
takotan  ［農耕］二圃式農業　［レベル］６　rd　22　［文化］　→ vikotan　zgで
カルテ神の恩恵を失ってからできた農法。冬雨型の気候のもとで小
麦の冬作と休閑を繰り返す。レスティルで始まり、徐々に北へ広まっ
た。
takest  ［名詞］あさって、明後日　［反意語］tatoxel　［レベル］２　19:xion

takesxelt  ［名詞］再来月　［レベル］２　rd;/　23

takessalt  ［名詞］再来年　［レベル］２　rd;/　23

takessoot  ［名詞］再来週　［レベル］２　rd;/　23

takel  ［動物］フウチョウ、風鳥、ゴクラクチョウ、極楽鳥　rd;<fgn　24

takelifa  ［地球の星座］［ユマナ］ふうちょう座　24　［文化］　ifa

tax  ［形容詞］速い　［反意語］demi　［魔法］タッシュ（ヘイスト）。中位時魔
法。時間を歪めて速度を上げる。　［音楽］アレグロ　［レベル］１　sert
　13:制 :tux:古 :txite（速い）　txite:txite:tax:totolu,alt　【用例】　［メタファー］tax 
yun bub ハエのようにすばしこい：邪魔くさい感じ　amo tax 速い車
taxsar  ［動詞］yulを a（シーンなど）まで巻き戻す、巻き戻す　［普通動名詞］
巻き戻し　［類義語］sar　［反意語］taxpak　［レベル］３　20　［語法］　taxpak

taxvim  ［生物］速筋　［レベル］５　24<22

taxfont  ［交通］高速道路、上　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

taxpak  ［動詞］yulを a（シーンなど）まで早送りする、早送りする　［普通動名詞］
早送り　［類義語］pak　［反意語］taxsar　［レベル］３　20　［語法］　pakは見なが
らの早送り。taxpakは一時停止してからの高速早送り。
taxlop  ［交通］急行電車　［レベル］３　19:xion

taxa  ［名詞］ジェット　［動詞］yulを早く噴出する、噴出する、噴射する　
［普通動名詞］噴出、噴射　［レベル］３　14:制 :taxbxa

taxit  ［名詞］速さ、スピード、速度　［音楽］テンポ　［レベル］２　19:mel:21
に taxatiにしようとしたが長いので taxitはこのまま残した。語源は
tax/atiとなる。　【用例】　tu at xep xel an toi taxit. スピード調節が難し
かった。
taxitkepl  ［法律］ネズミ捕り、ねずみ捕り、ねずみとり、ネズミトリ、
ネズミ取り、ねずみ取り　［レベル］６　rt;/　24　［文化］　自動車が普及
するにつれてスピード違反を取り締まるために行われたが、旧革命
で道路の整備とともに、そもそもネズミ捕りというやり方が「卑怯
で汚い。その上やったりやらなかったり、全員が一律に罰せられる
わけでもないのがアンフェアだ」と、アルバザード人の精神に反し
たため、非難を浴びて廃止された。よって vl以降では存在しない取
り締まりである。
taxin  ［動詞］yulを一瞥する、一瞥する、ちらっと見る、チラ見する　［普
通動名詞］一瞥、いちべつ、チラ見　［レベル］３　15:制
taxe  ［動物］チーター　［レベル］３　19:tax（地上で一番速く走るので）　［擬声］
　upii（威嚇）、gccc（唸り）、kyun、kyuu（呼び合い）
taxem  ［普通動名詞］加速　［動詞］yulを加速する、加速する　［レベル］４　19　［語
法］　論理的に言えば「速くすること」なので、加速ではない。加速
は時速１ｋｍから２ｋｍにしても加速といえるが、時速２ｋｍ自体
は遅い。従って正しくは tamimeifというべきであるが、単に長くて
面倒くさいので避けている。
taxemsia  ［魔法］加速膜　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

taxemsiarokvian  ［魔法］加速膜斥力　21　［文化］　dolmiyu

taxemati  ［物理］加速度　［レベル］４　19

taxemov  ［物理］加速度運動　［レベル］４　19

tas  ［名詞］試験、テスト、実力テスト、検定、検定試験、考査　［レベル］
２　19:制 :taps　［文化］　日程→ diasel, melsel　　・日程　　学生の試験
は毎年二回実施される。ディアセルの直前と、メルセルの直前であ
る。卒業見込み生にとってはメルセルの直前の試験は卒業試験でも
ある。試験は授業と同じ時間割で行われる。記述式の試験で、マー
クシートはあまりない。また、筆記試験の他に面接試験もある。口
頭で質問される事項に答えられるかがポイントとなる。　試験の結
果は fant, erfi, letti, freaで評価され、freaは赤点である。評価は
絶対評価である。だからその気になれば全員が fantでもありえるし、
全員が落第することもある。　　・アルバザードの試験　　アルバ
ザードで実施される試験問題は、どの科目でも単に答えを出せばよ
いものではなく、「なぜそうなるか」が含まれるものが多い。国語算
数理科社会どの科目であれ、「なぜ」を考えさせる仕組みになってい
る。これはアルバザード政府が自発的に考える人間を育成したいと
考えているためである。以下に例を挙げよう。　　アルバザードに
おける数学の試験問題例　　ミールは問うた。「０！は、ふつうに考
えれば０になると思うが、これは正しいか」　ミールの考えは正しい
か。もし正しいなら証明せよ。もし違うなら、なぜミールはこう考
えたのか説明し、０！の値を求めよ。　　模範解答　　ミールの考
えは誤り。ミールが０！＝０と考えたのは、「階乗はｎから１まで１
つずつ数を変えながら掛けていくもの」と考えたため。よって彼女
は「０！＝１×０＝０」と考えた。　他方、（ｎ－１）！＝ｎ！÷ｎで
あり、ｎ＝１のとき０！＝１である。よって０！＝１。　　以上を
見ても分かる通り、アルバザードでは物事を言葉できちんと説明で
きる人材を育成している。　計算だけなら機械でもできる。問題だ
けならパターンプラクティスをすれば誰でも解ける。計算だけして
も演習だけしても「なぜかを考える力」はつかないし、理屈を言葉
で説明する力もつかない。　アルバザード人は論議が好きな民族で
ある。相手が間違っている場合、なぜ相手が間違っているかを説明
する必要がある。自分の正しさを証明するだけでなく、なぜ相手が
そのような間違った考えをしているのか、その思考の過程を汲み取っ
て理解する必要がある。　議論において重要なのは自分の正しさを
主張することだけではない。相手の間違った思考回路を指摘し、説
明することもまた大事である。そうでなければ完全に論破したこと
にはならないし、第一相手が納得しない。　分かっていない人間に
はなぜその思考過程が間違っているのかを説明する必要がある。そ
れゆえ、アルバザードにおける問題はこのように誤った思考回路を
提示し、なぜそれが間違っているのかを説明させた上、相手がどの
ような思考過程でそのような誤謬に至ったかまで説明する必要があ
る。日本人の識者はしたり顔で「なぜ『ふつうに考えれば０！＝０
になる』のかがむしろ全く理解できないのですが」というようなセ
リフを吐くが、これは自分の持っている正しい知識の量をひけらか
しつつ、自分の正しさをさも当然のことと涼し気な顔で言いたいだ
けである。アルバザード人は相手の思考回路を理解できない己の無
能さを恥じるため、そのようなセリフは恥と捉え、言おうとしない。
　　アルバザードではこのように、問題の背景にある「なぜ」に答
えねばならない。その上で日本と同じように通常の演習問題も解か
ねばならない。ゆえにアルバザードにおける試験は日本のそれと比
べると非常に難しく、また論議力を付けさせる上で非常に有益であ
るといえる。　日本でいうような単にお勉強ができる秀才タイプで
は、切り抜けられないことが多々ある。自分で言葉を使って自分の
考えを表現し、相手の考えを理解した上で言葉で整然と反論できる
力がないと生きていけない。　アルバザードは上層部にマニュアル
人間を必要としていない。それはアルバザードが smから２０００年
近くにわたって持ち続けてきた理念である。当時のアルバザードは
ルティアのような魔法兵団もなければメティオのような魔獣兵団も
なく、特筆したものがなかった。それが世界一の強国になったのは、
常になぜかを考え独自の発想を生み出す人材を育成してきたためで
ある。　アルバザードにおいて単なる計算問題のような設題はまず
なされることがない。例えば１＋１＝２のような簡単な計算問題で
あっても、「１＋□＝２になるような数を□に入れなさい」などとい
う形で出題され、計算以外の思考を強制させられる。　　反面、fi
ankaのような低学年のうちは計算力が大事とされるため、lazka以降と
はまるで逆で、完全に公文式で理屈抜きでひたすら計算問題や書き
取り問題を写経のようにやらされる。特にアルナ校のような名門校
では、子供が腰痛になるくらいの量を出題し、演習させる。　暗記
科目も fiankaのうちに地獄のように覚えさせられる。例えば日本で
は６年生までに歴史を覚えるが、アルバザードでは fiankaのうちに
イルムス全てを暗記させられる。　　なお、アルバザードは合理主
義の国なので、適材適所や船頭多くして船山に登るといった事柄も
認識している。　アイディア力のある人間ばかりいても技術者がい
なければモノづくりはできない。そこで manakaに行く際に、普通科に
行くか専門科に行くかを選択する。専門科に行くと公文もびっくり
するくらいのパターンプラクティスと演習の繰り返しの日々が待っ
ている。そこでは考える機会は奪われ、ひたすら機械になるよう徹
する訓練が行われる。いわゆるブルーカラーやＩＴワーカーにこの
層が多い。　なお、言うまでもなく支配層は普通科出身の「考える
力のある人間」たちである。問題は解けるがそれを説明できない人
間は日本と違って見下される傾向にある。　【用例】　vast tas 試験に受
かる　vas tas t'alf 数学の試験を受ける、数学の試験がある　ev{ar} 
tas 試験を課す、試験を行う　an til tas im kest. 明日はテストがある。
　ar tas 試験を受ける、試験を与えられる、試験を与える。多義的。
　"im kit, tu at tas kalis le kip dajna laates. 「最初はちょっとした親切
心を観るためのテストだった。　"see non evat tas kes a lendi yuli 
daj sein. 「そんな親切な子供たちに次のテストを行った。
tassano  ［名詞］試験日程　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　diasel, mels
el
tasn  ［動詞］yulを証明する、証明する、実証する　［普通動名詞］証明、実



15 taftasn
証　［レベル］４　13:制 :古 :asen（反省、証明）← artasen　【成句】　tasn est 
名を証明する：面目躍如
tasnrens  ［名詞］証言　［動詞］yulという証言を言う、証言する　［レベル］
４　rd;/　24
tasnab  ［名詞］証拠　［レベル］３　19:xion

tasnalene  ［名詞］実証不可能性、証明不可能性　［レベル］５　rd;/　23

tasnene  ［名詞］実証可能性、証明可能性　［レベル］５　rd;/　23

tasm  ［名詞］証明書、証書　［レベル］４　13:制 :tasmas

tashoian  ［名詞］試験監督、試験官　［レベル］４　20

tasaalx  ［数学］フィボナッチ数、フィボナッチ、フィボナッチ数列　［レベ
ル］５　rd;/「前にある２つの数の和の数」　23　［文化］　cvでユルグが
発見したのが最初。　人類が再発見したのは zgのシージア人。　そ
の後 smでアルバザード人が再発見し、rd以降へと継承された。　
　・現実では　　23年にルシアがセレンにプリキュアの話をしていた。
面倒に感じたセレンが適当に話を流して「そんなことよりフィボナッ
チ数の話をしようぜ」といい、その際に tasaalxと命名し、「今からフィ
ボナッチ数について説明するから」と言った。　「０，１，１，２，３，
５と来れば次に何が来ると思う？」と聞いたら、面白がってしばら
く考え、「８です」と答えた。「なんで？」と聞いたら「前の２つの
数を足しました。え、だから tasaalx（２つ前の数）って言うんですよ
ね？」と言った。ネーミングが理解を促進させてしまったようだが、
それでも解けた。　他方、22年にセレンが向かいの家の９歳の娘に
同じ問題を出したときは「７です」と言われ、正答にはならなかった。
私立に通うお嬢様なのだが、解けなかった。tasaalxという命名の分か
りやすさのせいもあるだろうが、やはりルシアは賢いと感じた。　
ちなみにユルトに同じ問題を出したところ、こちらの言っている意
味すらよく伝わっていなかったようだ。数列という概念がそもそも
彼の頭にないらしく、「次に何の数が来る？」と聞いても「は？」と
いう顔だった。数が意味を持って順序良く並んでいるということす
ら理解できていない。彼の貧弱な頭では、先の集合はただ６個の数
が意味なく置かれているにすぎないのだ。セレンは興ざめして彼に
教えるのをやめた。
tan  ［形容詞］～も、～もまた、同様に～も、同じく～も　［レベル］１　13:
制 :恣意　参考 :古 :kola「仲間」　【用例】　an siina oma tan. 犬も好きだ。
　an tan siina oma. 私も犬が好きだ。　an baogat tan la. 私は彼を殴り
もした。殴った以外に何かしたことになる。
tan(2)  ［人名］ウムトナの略称　［組み数字］１６/２８　［レベル］１　制
tan,f  or, es　e

tan,dm  keno
tant  ［名詞］外、屋外、野外、アウトドア　［名詞］漠然と建物や家や部屋
の外　［形容詞］屋外の、戸外の、露天の　［格詞］～の外で　［格詞］～のく
せに、～の癖に　［反意語］pot　［レベル］１　19:古 :tanta　ta, tanta:ta, tanta　［文化］
　日本と違い、男女は明確な役割分担をしているため、女なのに料
理ができないとか、女なのに口汚いといった場合は、tant min（女の
くせに）と言われる。日本ではそう言われると逆ギレするが、アル
バザードだと恥じる。女のくせにと指摘することで相手を女の範疇
に押し込め、適正な位置に矯正するという意味で、社会的善である
とされる。　当然、男にも同じことが言える。男のくせに喧嘩がで
きないとか、戦えないなどと揶揄され、逆らうことはできない。　【用
例】　tant at vert xalel. まだ外は暗かった。　ti et looa a bel tant min. 
女のくせに料理もできないのかよ。
tanttau  ［経済］通販、通信販売　［レベル］４　19:店の外で買う　【用例】　☆
el tau sen dipit ferel tinka var xei tanttau e tof nod jotlei. オン
ライン通販のほうがカタログ通販より値段がずっと安い。
tanttiv  ［運動］野試合　rd;/　24

tantse  ［軍事］雷管　［レベル］６　rd;fovet。雷管を打つときの音から。　
24　［文化］　gel

tantsegel  ［軍事］管打ち銃、パーカッション　rd;/「雷管銃」　24　［文化］
　gel
tantveml  ［数学］［物理］［地学］外射　［レベル］５　20

tanthim  ［生物］外性器　［レベル］４　19

tanthimt  ［生物］外陰部　［レベル］５　rd;/　24

tantrens  ［芸術］書き文字　19

tantleev  ［普通動名詞］外出し、膣外射精　［反意語］potleev　［レベル］４　
rd;/　23　［文化］　→ potleev　あまり効果のない避妊法として用いら
れる。
tantluwa  ［被服］土足　［レベル］３　22

tanta  ［名詞］［形容詞］ジグザグ　［動詞］yulをジグザグ状にする、ジグザグ
にする　［レベル］２　19:古 :tant:メルの遊びから。地面に丸をジグザグ
上に書いていき、丸から丸へと毎回足を変えながら片足で跳躍して
いくという遊び。メルは跳ぶたびにリズムを取って tant･tant･teenttと
喋っていた。これは当時セレンやリディアが与えたオノマトペで、
ジグザグの意味で使い出したのはオヴィが始めで、自転車の乗り方
の話をしているときだった。
tanta,f  tant　taが外。
tantaxo  ［名詞］アウトドア、野外活動　［レベル］４　19　【用例】　an siina 
flea man tu et daz vein a tantaxo. 野外活動により適しているという
点で夏が好きだ。
tantan  ［音楽］ポルカ　［レベル］５　21:リズムの擬音
tantifan  ［天文］太陽系外惑星　［レベル］４　20:太陽系の外の惑星である
ことから
tantom  ［生物］嬰児、赤ちゃん、赤ん坊、赤子　［レベル］４　rd;tant/tom「腹

の外」　23　［語法］　産まれたばかりの子供のこと。
tantomfeme  ［地学］［歴史］始生代、太古代　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　ga
avefeme　４０億年前（または３８億年前）から２５億年前までの間
を指す。最初の生命が誕生したと考えられる冥王代の次の時代であ
り、原生代の前の時代である。太古代とも呼ばれる。
tantomi  ［建築］雨戸　［レベル］３　19

tantoa  ［化学］電子殻　［魔法］殻、ノート　［レベル］５　sm;tanta.k。魔法のほ
うが化学より先。　古 :tantoa← tanta（外）/voa（原子核）　［語法］　原
子核に近い順から、t,k,x,s殻となる。　魔法では t殻から r殻までの
１６殻。→ dolmiyu
tantoaalx  ［化学］電子の座席数　［レベル］５　19

tante  ［名詞］ソト　［反意語］konte　［レベル］３　21:古 ta（ソト）/tetona（関係）
　［文化］　konte　【用例】　namo tante 外面、ソトヅラ、外ヅラ
tanten  ［接続詞］tant。外の。　［レベル］３　21

tank  ［生物］手首、リスト　［反意語］woom　sert　［レベル］２　13:制　ke:ke
:lu savante（手が savanで音が似ることもあり）　［文化］　woom　【用例】　
tank lixa 細い手首＝ fiol
tankkil  ［普通動名詞］リストカット、リスカ　［レベル］４　al;/　23　【用例】　ar 
tankkil リスカする
tankvint  ［被服］腕につけるお守り、タリスマン　［レベル］４　13:制 :手
首のお守り　［語法］　ミサンガなどはその例
tankho  ［生物］手根骨　［レベル］５　22

tankwasp  ［被服］長袖、長そで　［レベル］３　rd;/　24

tankolt  ［名詞］手枷、手かせ　［レベル］４　19:リディアの書　【用例】　ev tan
kolt a klan 奴隷に手枷を嵌める
tanx  ［料理］麺、麺類、パスタ、スパゲッティ、スパゲティ　［レベル］２　13:制 :
古 :tan　［文化］　通常パスタのこと。　頻繁に食べられる。パスタが最
も一般的で、ミートソースやナポリタンが多い。　麺自体に油を含
むので、高カロリーで消化にはよくないとされる。結果、胃弱はかえっ
て痩せ、常人は太りやすい。そのためミロクは害食に指定しようと
したが、伝統料理とのことで排他には批判が殺到し、諦めた。　麺
類は音もなく啜る。凪人は勢い良く音を立てるが、アルバザード人
やルティア人はそれをしない。　【用例】　kui{xen} tanx 麺を啜る。sip
にすると啜るという動作を強調している。ふつうは kuiを使う。sip
は啜る動作を強調するときだけ使う。
tanxar  ［名詞］シュレッダー　［レベル］４　22:麺状にする機械
tans  ［哲学］徳、人徳、美徳、高徳、人間性（人徳という意味の人間性）　［類
義語］lanet　［レベル］４　古　::la liste（正義は lu liste）　［語法］　美徳、高徳、
人徳、悪徳などの徳。道徳の面から見て良いこと。　［文化］　telx　【用例】
　lu til tans. 彼女は徳が高い。
tanstelx  ［名詞］徳育。徳育、知育、体育という教育の三本柱のうちのひ
とつ。　［レベル］３　rd;/　24　［文化］　telx、alkakad

tanvir  ［魔法］開式赫晄　［レベル］５　20:古 ta（外に）/vir

tand  ［物理］［数学］単位量　［レベル］５　20:古 tal/du

tanpo  ［植物］デュラム小麦　［レベル］４　21:tanx/poot　［文化］　パスタなど
の原料になる小麦。
tanpoklea  ［植物］［料理］デュラムセモリナ粉　［レベル］４　21

tanj,szd  olx
tanj,szl  ler
tanjelin  ［アトラスの国家］タンジェリン　［レベル］５　23:ridia

tanl  ［名詞］腕時計　［レベル］３　13:制 :tankmelk（手首につける時計）　［文化］
　アンセが腕時計形で、時計機能を持っているため、腕時計は既に
廃れている。
tanasa  ［医療］二卵性　［レベル］４　19

tanart  ［魔法］開式魔法　［レベル］４　21　［文化］　dolmiyu

tanimkad  ［地球の国名］モナコ　［レベル］６　19:国旗が２色
tania  ［美容］おさげ、二つ結び、ツインテール　［レベル］２　19

tania(2)  ［名詞］緑　［類義語］diia　［レベル］３　20:古 tek/nim（葉っぱの色）
　［語法］　filveeyu語　【用例】　ins tania 碧目
tanian  ［名詞］二連休　［レベル］３　rd;/　24

tanots  ［経済］複式簿記　［レベル］６　19

tanoxra  ［建築］メゾネット　［レベル］５　14:制
tav  ［動詞］yulを aに貼る、貼る、貼り付ける、はる、張る　［普通動名詞］塗付、
添付、塗布　［反意語］altav　［レベル］２　15:制 :恣意
taval  ［音楽］スカ　［レベル］６　21:「ニイヨン」で強くなるリズム
tavaik  ［被服］ツーピース　［レベル］４　21

taves  ［名詞］二人きり、二人ぼっち、ふたりぼっち　［形容詞］二人きりの、
二人ぼっちな、ふたりぼっちな、二人だけの　［レベル］４　rd;/　24　

【用例】　an aaxa kel van sel l'ans kut nosse tur taves onna,? im ka felez 
imen cuuks. 「ふたりぼっちだね」と言った夕方の教室を、僕は決し
て忘れない。　ans et ermes, yan retl et tu fia. ans vano fal hatiana, 
son ans et vaan taves. 私たちは騎士、敵はこの世界。守るべきは恋心。
私たちは、二人だけの軍隊。
tavesto  ［言語］二重母音　［レベル］４　19

taf  ［動詞］yulを iから取る、取る、とる、収穫する、もぐ、奪う、盗
む、徴収する、得る、摂る、摂取する、もげる　［動詞］yulを履修する、
履修する　［類義語］xim、fit　［反意語］tifl、vins　rd　［レベル］１　13:制
　futo:futo:　【用例】　tafat miik i zepl 枝からりんごをもぎ取った



16 taltafrei
tafrei  ［地球の国名］オマーン　［レベル］６　19:国章が２本の剣
tafl  ［動詞］yulを狩る、狩る、漁をする、狩猟する　［普通動名詞］狩り、
狩猟　［レベル］３　rd;↓　13:制 :tafからの連想　vait:vait:vaize:hagulu,
alt
taflgel  ［名詞］猟銃　［レベル］４　rd;/　24　［文化］　gel

tafllasl  ［被服］ハンチングシューズ、ハンティングシューズ　rt;/　24

taflan  ［名詞］ハンター、狩人　［生物］捕食者。生態学における。　［レベル］
３　rd;/ | nd;/　22
taflimpi  ［動物］ジガバチ　［レベル］６　20:狩りをするハチ
tafloma  ［動物］猟犬　［レベル］５　rd;/　24

taflomaifa  ［地球の星座］［ユマナ］りょうけん座　24　［文化］　ifa

tafa  ［動物］鷹、タカ、ホウル、ファルコン　［単位］澗　［レベル］３　15:制 :
taflからの連想
tafor  ［音楽］四分音符　［レベル］４　19　［文化］　→ for

tam  ［形容詞］［ポジティブ］貴重な、勿体無い、もったいない、希少価値のあ
る　［名詞］貴重品　［反意語］suut　［レベル］２　古
tamxad  ［名詞］希少価値　［レベル］４　22

tammi  鉛丹　22:tan/nim

tamz  ［植物］カルダモン　16:制 :tas/kamz

tamze  ［植物］竜舌蘭　［レベル］５　16:制 :tam/zem（貴重な草）
tamzesispa  ［料理］テキーラ　［レベル］５　16:制
tamat  ［言語］二重分節　［レベル］６　19　［語法］　言語を形態素に分け（１
次分節）、音素に分ける（２次分節）こと。人間の言語の特徴として
セレンが発見した。lafianetankという音を la fian et ankと形態素ごと
に分け、個々の fianなどを f i a nと音素のレベルで分けること。
tamagl  ［音楽］オーボエ　［レベル］４　21:tamaget/lor

tamaget  ［音楽］ダブルリード、複簧　21

tamiir  ［論理］ジレンマ、両刀論法　［レベル］５　14:制 :２つの論　［語法］
　日本語では「どっちも選べず悩むこと」という意味が定着してい
るが、この意味は論理学的には本来誤りで、アルカでもこの用法は
ない。
tamok  ［音楽］四分休符　［レベル］４　19　［文化］　→ for

tamolxiyu  ［普通動名詞］孫請け、サブサブコントラクト　［動詞］yulを孫請
けする、孫請けする　［レベル］５　rd;/　24

tameli  ［名詞］囃子、囃、おはやし、はやし　rd;<tamelu,altの名詞形　24
　【用例】　xi tu, an ke sil felki im harp, yan tolx e tameli im durne. 
fok, an rukas fal rafel e samself lot kest. arte, an sil vokka im kest tan 
a... その後昼に塾に行き、夜は囃子の練習。更に現代文の宿題を明日
以内に。明日も忙しいなぁ……。　an ke van tolx e tameli. お囃子の
練習へ行ってくる。
tamelu  ［動詞］yulの気分を高揚させる、高揚させる、ハイテンション
にする、囃し立てる、囃す、はやす　［レベル］４　rd;<alt　24　【用例】　
les et on al oogakiwain i yuli em tamelu ento em teolo sa tu wain. 
小さい頃から大垣まつりに関わってきた人は祭の前になるとテン
ションが上がって馬鹿になる。
tad  ［名詞］岩、岩石　［レベル］２　14:制 :tasdol（大きい /鉱物（石））　【成句】
　tad saen apl 前途多難
tadas  ［魔物］タダス（岩憑）：第三十五天：土の風天　［レベル］５　19:rid
ia/seren/mel:tad（岩）/as（制の「もの」）　［文化］　大きな岩肌に凹凸が
あると、たまに人の顔に見えることがある。くぼみの部分が目や口
に見え、突出した部分がまるで鼻のような崖がある。そんな場所を
見つけたら、注意したほうがいい。岩憑が潜んでいるかもしれない。
岩憑は山岳部で旅人を襲う。ひとたび咆哮をあげれば岩石が雨のよ
うに降り注ぎ、旅人を潰す。防御力が尋常でなく、体力も多い。移
動はできないため、ひたすら逃げるのみである。
tag  ［名詞］報酬、ごほうび、褒美、見返り、リターン、賞金　［レベル］３
　13:制 :｢ 払われたもの ｣が原義　［語法］　fit tagは約束していない報
酬を払うこと。gak tagは約束の報酬を払うこと。　【成句】　see tag et 
har そして見返りは赤字：骨折り損のくたびれもうけ
tagame  ［料理］ポップコーン、爆弾あられ　［アクセント］tagamE　［レベル］３　
zg;<tagame,vilhanoi　23
tagi  ［経済］チップ（サービス料のチップのこと）　［レベル］３　16:制 :tag
　［文化］　チップを払う習慣はない。特に恩があった場合に心づけを
することはある。
tap  ［形容詞］正確な　［反意語］teis　［レベル］２　13←古 :taps（雑な）。taps
は足並みが揃わない行進を意味するオノマトペ。"lukl yukke tapstaps"
で ｢統率が取れていない ｣とか ｢仲が悪い ｣｢ 相性が悪い ｣｢ まとま
りがない ｣などの意味になる。
tappi  ［形容詞］へぼい、しょぼい、ヘボい、ショボい、ヘタレな　［反意語］
siiyu　［レベル］２　古　［語法］　「へたっぴでしょぼい」と覚えよう。
taphac  ［言語］正体　19　［文化］　rdでセレンが作った書体。アルカの公
式の書体。元はペンで作られたが、太さが均一なほうが無色透明で
公式にふさわしいとして、鉛筆でデザインされ、鉛筆体となった。
tapalifern  ［天文］連星系　23

tab  ［動詞］yulを調べる、調べる　［普通動名詞］調査、捜査、探査、検査
　［レベル］３　15:制 :taps（テスト）　【用例】　tab ez on lei 部屋に本があ
るか調べる　tabat luus alk fan dajel non teu mextan le na pels az. 困っ
ていた異民族の私を親切に手伝ってくれるかどうか。
taba  ［法律］審理、公判　［動詞］yulを審理する、審理する　［レベル］４　
16:制 :tab

tabo  ［動物］カキ、牡蠣、オイスター　［レベル］３　lakta　【成句】　fonl tabo 
var keet amavel. リュウの月とパールの月の間は牡蠣を食べるな：var 
keetは二重格詞。英語圏ではｒの付かない月に牡蠣を食べるなという。
これは５～８月を指す。メル暦の場合、リュウの月の頭は４月中旬で、
日本でいう「桜が散ったら牡蠣を食べるな」という時期と一致して
いる。またパールの月の終わり、ミルフの月になる前日は９月上旬
であり、グレゴリオ暦でいうＭａｙ～Ａｕｇｕｓｔにちょうど覆い
かぶさる形となる。そしてこの期間が夫婦であるリュウとパールの
名からなるという奇跡的な一致をリディアが発見し、こんなに覚え
やすいことはないとして、息子 amavelの名を取って慣用句にしたもの。
keet参照。　［文化］　利食。貝類の中でほぼ唯一消化に良く、栄養素が
豊富。成句にもあるように、リュウの月からパールの月は中毒にな
りやすく味も落ちるので食べない。
tabe  ［化学］ケチミン　［レベル］５　19:ケトン＋イミン
tabel  ［色］紺色　［レベル］３　古 sorn

tahaffran  ［数学］二次関数　［レベル］４　19

tahafmiyusan  ［数学］二次方程式　［レベル］４　19

tayelsor  ［ユマナ］［音楽］ダブルシャープ　19

tayelhait  ［ユマナ］［音楽］ダブルフラット　19

tayu  ［電算］全角　［反意語］koyu　［レベル］３　20:tayuat

tayuli  ［名詞］双子　［類義語］yulia　［レベル］３　19:ilmus:ridia

tayulots  ［電算］変換キー　［レベル］４　20

tac  ［格詞］［文頭純詞］しかし、だが、だがしかし、しかしながら　［レベル］
１　17:制　［語法］　talの強調。強逆接。大きく事態がひっくり返る場
合に使う。
tar  ［副詞］［形容詞］かなり、そこそこ、なかなか　［レベル］１　20:恣意。
tin,tinkaなど、tが多いので悩んだが、音が明らかに異なるし、実際
に使う形の se tarの音が悪くないので採用。　［語法］　vart

tartia  ［アイテム］タルティア　［レベル］４　ridia:古 :matalotia｢ 死を愛する
｣で、lastiaと発想が同じ。mataloは laaより古い言葉。リディアが古風
さを出すためにわざと古い語を用いた。　［文化］　ヴァストリアの１
つ。ザナのもつ魔剣。切ったものを即死させる力がある。ザナ本人
はその剣の力を持て余して厭っている。　【成句】　tartia veman 両刃の
剣。誤って自分を切ると死んでしまうことから。
tark  ［動詞］onについて yulに相談する、相談する　［普通動名詞］相談　［反
意語］kilt　［レベル］３　＠ 19:melidia alis　【用例】　tark an 俺にまかせろよ、
言ってみろよ
tarmam  ［生物］豊乳　［レベル］４　rd;/　24

tarak  ［名詞］歩合、ぶあい、成功報酬　［レベル］４　rd;tat/rakl（成功につき）
　24
tarakslai  ［電算］アフィリエイトブログ、アフィブログ、まとめサイト　
［レベル］６　al;tarakpir/slai　24

tarakpir  ［名詞］アフィリエイト、アフィ、成功報酬型広告　［レベル］５
　al;/　24
taz  ［生物］四肢、体肢　rd;tak/zam　24

taziko  ［名詞］二者択一　［レベル］４　22

tazin  ［化学］キシレン　19:ridia　［語法］　オルト・メタ・パラの異性体
を持つ。
tawa  ［動詞］yul（商品や店舗）を aにおごる、おごる、奢る、aのために
支払う、支払う　［普通動名詞］おごり、ゴチ、ごち、支払い、ペイ　［レ
ベル］３　tm;tawa（買う）<wata.geks。おごるの意味になったのは rdから。
　23　［語法］　日本語の「おごる」と違い、誰かの分を代わりに支払う
ことを指す。家族内や恋人間で「おごる」という言い方は日本語で
はしないが、tawaは他人の代わりに支払うことを意味するため、家族
で食べたファミレスの代金を父親が家族に tawaするということができ
る。　yulに店舗を取る場合、その店舗で発生した代金を支払うこと
を意味する。この場合は on格に回しても良い。　［文化］　mindaz　ア
ルバザードでは支払いはふつう割り勘。アンセが導入されてから特
にその機会が増えた。ただし恋仲にあれば男性が通常女性の分を支
払うことが多い。女性のほうが裕福な場合は女性が払ったり割り勘
にすることもある。　夫婦間では家庭の共有の財布から支払われる
ことが多いが、財布を握るのは稼ぎ手の男性なので、恋人時代と変
わらず支払いは男性がすることが多い。　先輩後輩間では先輩が払
うか割り勘するのがふつう。　【用例】　la tawat ane al an siina. 彼は私に
ジュースをおごってくれた。　papa tawat (on) belate. パパがレストラ
ンの支払いをした。
tawalil  ［名詞］二椏、ふたまた、二また　［交通］二叉路　［俗語］二股　［レベ
ル］３　rd;/　23　【用例】　seren til tawali del ridia o mel. セレンはリ
ディアとメルと二股をかけている。
tal  ［格詞］［文頭純詞］しかし、だが、だがしかし、しかしながら。中逆接。
　［レベル］１　rd;tal,kt < tail,f.l　14:制 :古 :tail　tail:tail:valet:manji,alt ta
l,kt　［語法］　talと tetの使い分けは man/milと同じ。man参照。　talと
deeでなく talと tetの組み合わせになる。deeは deに聞こえるため。
名詞句が後続する場合、deでも文法的に正しくなってしまう。dee
と deでは区別が誤解が起こるため、男性でもこの場合は tetを用い
る。　［文化］　＜議論における逆接と反論＞　アルバザード人は議論
において、反論をする際に逆接を使わない。かなりややこしいので
以下は注意して読んでほしい。　日本人ＡとＢが議論をしていると
する。Ｂに対してＡが「だが」と言う際は、「お前の意見は分かった
が、俺の意見と違う。俺の意見はこうだ」というニュアンスの「だが」
である。あくまで「だが」と述べた人物の論点から見ている。　一
方、アルバザード人は論議をする際に相手と向き合う姿勢を取らず、
横並びになって同じ議題を見つめる。相手も自分に対して同じこと
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をするので、通常アルバザードにおいて議論する際は、イエスの立
場とノーの立場の両方を経ることになる。相手とともにイエスを検
討し、ノーも検討するが、あくまで自分のスタンスはイエスかノー
か最初から決まっているというシステムをとる。　アルバザード人
が「だが」というときは、相手の論点に立って行う。Ｂに対し「だが」
と言う際、Ａは「お前の意見は分かった。だがお前の理屈にはこん
な穴があるぞ」というニュアンスで使う。あくまで相手の論点に立
ち、相手の論理の穴を突く。そのため、自分の意見が何であろうと、
つまり自分がＡだろうがＣだろうが関係なく、常にＢの論点――相
手の論点で論じられる。　では、アルバザード人が「お前の言いた
いことは分かったが、俺はそう思わない」という際には何というか。
それは２つある。まず、協調的な議論をする気がない場合、つまり
喧嘩を覚悟する場合は逆接を使う。自分の論点に立った発言を「だ
が」で始めた場合、それは相手に喧嘩を売ることに等しい行為なので、
注意がいる。　喧嘩をしないで反論したい場合は、必ず順接を使う。
形式上は順接で、yanや seeを使っているが、実際には talの内容であ
る。これは反論の順接と呼ばれるもので、好んで使われる。　【用例】　
an ket. tal la en ket. 私は行ったが彼は行かなかった。
talt  ［政治］大使、特命全権大使　［レベル］４　13:制 :talavt

taltis  ［名詞］ステッキ　rd;<,lt（長い棒）.axek　24

talk  ［生物］網　［言語］語群　［レベル］６　rd;taka.k　22　［文化］　ruma

tala  ［単位］単位　［レベル］３　15:制 :古 :tal（単位）から　［語法］　単位量
tandはよく使うので単純語。　億兆などの位については alx参照。
talasl  ［被服］ガマシャ　rd;/　24　［文化］　smでできた。２枚の革を縫い
合わせた靴。貴族も平民も履いた。
talant  ［魔法］タラント。ゾンビを作る技術。　［ユマナ］ヴードゥー、ブー
ドゥー　me;「死の外に」　24
taladi  ［経済］第二次産業　［レベル］４　19

talayuo  ［言語］単位動詞　［レベル］５　20　［語法］　将然・開始・経過・完了・
継続・終了・影響の 7相を持つ動詞。 　すべての動詞が単位動詞に
なれる。 　――○――○――○―― 　というモデルで示される。 
　非単位動詞と対立する存在。アルカの場合、定動詞と等しい。 　例：
叩く、歩いて移動する 
talaeel  ［物理］［数学］単位面積　［レベル］５　20

taliifa  ［地球の国名］パナマ　19:国旗に２つの星
taliifa(2)  ［天文］二等星　［レベル］５　rd;/　24　［文化］　koliifa

tales  ［宗教］タレス、僧侶、召喚省の役人、ビショップ　［レベル］３　古
talem  ［音楽］二重奏、デュオ、デュエット　［類義語］selt　［レベル］５　rd;/
　23
taleevtaxit  ［物理］第二宇宙速度　［レベル］５　19

talu,alt  ke　<>ta

taa  ［感動詞］えい、えいっ、やぁ、やあ、やあっ、とう、とうっ、たぁ、
たぁっ　［レベル］１　f;tua.k　［語法］　気合を入れるときや何か動作を始
めるときの掛け声。
taaks  ［建築］二階　［レベル］２　19

taamiso  ［言語］二重子音　［レベル］６　19

taark  ［化学］二重結合。接尾辞は at。　［レベル］５　19

taala  ［地球の国名］インドネシア　［レベル］６　15:制
tai  ［動詞］yulを iから識別する、識別する　［普通動名詞］識別　［反意語］
koi　［レベル］４　21:古 ta（外、異なる）/i（見る）
taik  ［文頭純詞］更に悪いことに　［反意語］rafa　［レベル］２　15:制 :恣意　【用例】
　eskat im harp. taik saet im durne. 昼に雨が降った。さらに夜は雪
になった。
taix  ［名詞］原稿、マニュスクリプト　［レベル］４　古　【用例】　rukas taix 
原稿を仕上げる
taixmas  ［名詞］原稿用紙　［レベル］４　rd;/　23

tain  ［単位］尋、ひろ、ファゾム、タイン、１８１ｃｍ　［レベル］５　fv;
tail。腕を広げて立ったときの形が tailの字形であることから。　23　［文
化］　mainaja　人体が両腕を広げたときの右手の中指の先から左手の
中指の先までの長さ。アルデス王の長さが単位として使われ、その
長さは約１８１ｃｍであった。この長さはアトラスにおける男性の
理想ファゾムとされている。
taim  ［動物］スズメバチ、クマンバチ、オオスズメバチ、雀蜂　［レベル］
３　13:制 :taimp（大きいハチ）　［語法］　クマンバチは大型のスズメバ
チの俗称でしかなく、アルカでは別に区別しない。
tail  ［名詞］［形容詞］Ｔ字型　［レベル］３　14:制 :古の幻字 tail

tail(2)  ［文頭純詞］しかしながら　［レベル］１　赤　［語法］　talよりも持って
回った言い方。古風で文語的な印象も。
tail,f  tal　e

tailsalas  ［被服］Ｔシャツ　［レベル］３　21

tailpol  ［美容］Ｔゾーン　［レベル］５　21

tailyame  ［交通］Ｔチャリ　［レベル］４　21

taila  ［植物］丁字、クローブ　［レベル］４　16:制 :古 :tail

tao,alt  ta/o
taot  ［動物］アザラシ　［レベル］４　13:制 :aolから。音が似ないように変えた。
tae,f  eek　eta.geks

taemo  ［数学］平方根　［レベル］４　19

taez  ［名詞］相部屋（二人まで）、二人部屋、ツインルーム　［レベル］４　
16:制　［語法］　taezにダブルルームとツインルームの区別はない。

tael  ［動詞］solは yulを aに兼ねさせる、yulは aを兼ねる、兼ねる　［普
通動名詞］兼用、兼任　［レベル］３　22:ta/eel（二面）　【用例】　tu lestez et 
tael a belka. この居間はキッチンも兼ねている。
tau  ［動詞］yulを iから konで aに買う、買う、輸入する、購入する　［経
済］購買、購入　［経済］輸入← katatau　［レベル］２　19:赤 :tawa　tawa:tawa　［文
化］　＜モールと払い方＞　アンセの電子マネー、小切手、現金で支
払う→ gil　本人と照合しなければ一切の買い物ができないのでアン
セを盗んでも何の利益もない。ただし特殊な技術を用いてセキュリ
ティを突破すればこの限りでない。　店は大抵モールに並んでいる。
モール内が一つの大きなスーパーだと考えて良い。会計も各々の店
でなく、総合会計所で一度に済ませる。尚、個々の店内にも会計が
あり、そこで個別に会計することもできる。客はカートを転がしな
がら遊歩し、商品を取っていく。最終的に会計所でアンセ等を使っ
て金を払う。本人照合がないとアンセは使えない。　アンセはクレ
ジットカードではない。預金口座のようなもので、電子上の財布で
ある。まだない金の分は使えない。一般にクレジットカードはない。
クレジットは一種の借金である。アルバザードは借金を嫌う。ゆえ
にクレジットはない。プリペイドもない。アンセがあるので不要で
ある　レジは自動式である。日本でいうところの駅の自動改札に近
く、係員が横で監視しているだけである。商品についたタグをレジ
は自動で読み取って計算する。客はアンセをリーダーに通すと清算
が行われ、アンセの口座から金額が引き落とされ、タグが除去される。
これで売買が成立する。　＜価格と税金＞　物の価格はそれぞれ異
なる。同じ商品でも季節や商戦によって変わる。ただ、総じて安定
した価格ではある。商品には消費税が含まれる。値段は全て税込み
で表示されるため、特に意識しなければ税金がかかっているかどう
か気付かない。消費税は変動レートで、物によって異なる。最低限
の日用品に消費税はかからない。食料品にもかからない。最低限で
ない日用品には消費税が少しかかる。歯ブラシには税金がかからな
いが、歯磨き粉にはかかる。このように、商品によって異なるので
注意がいる。娯楽品には多額の税金がかかる。ゲームやジュースや
菓子などは税金が高い。野菜ジュースなどの健康目的の物は税金が
安い。酒は意外と高くない。アルティス教が奨励しているからである。
タバコはそもそも違法なので税金以前の問題である。　＜情報の購
入＞　本屋で本を買う場合は上で述べたのと同じ買い方をする。本
の税金は娯楽嗜好が強いかどうかで決まる。本の内容によって異な
る。　また、紙ではなくデータとしてアンセ経由で無料でＤＬする
こともできる。ＤＬのＩＤ数に応じて、情報税から版元に配当金が
配られる。無料と言っても次年度に情報税を払うので、この無料は「そ
の場では支払わない」という程度の意味でしかない。詳しくは ladanla
ngを参照すること。　＜自動販売機＞　自動販売機は少ない。アル
バザードは無人対応を嫌う。　【成句】　yuu tau, yuu kaax 鳴かず飛ばず
　tau it alin hot 栄枯贔屓、えこひいき
tausarm  ［経済］仕入債務　19

taumixp  ［名詞］買い物かご、買い物籠、買い物カゴ　［レベル］３　22

taudas  ［普通動名詞］セールス、営業、買い勧誘　［レベル］３　rd;/　22

taudasan  ［名詞］セールスマン、営業マン　［医療］ＭＲ、プロパー　［レベル］
３　rd;/　23
taudirei  ［経済］買い気配、買気配　22

tauan  ［経済］客、消費者、顧客、クライアント　［レベル］２　19　［文化］　
日本はお客様は神様という風潮があるが、アルバザードでは売り手
と買い手は対等。客は物やサービスがほしい。店は金がほしい。そ
の利害が一致しているので、どちらの立場が上ということはない。
もちろん客にはその店で買わない権利があるものの、店も失礼な客
に売らない権利がある。対等なので客は威張ることがないし、店員
もへつらうことなく、道で人に物を尋ねたときのような調子で会話
を行う。　これを実現させているのはアルバザードの国民性もある
だろう。元々アルバザード人は他人に偉そうにするのが苦手で、目
下だからといって偉そうにしたり、目上だからといって態度をコロッ
と変えたりするのを嫌う。悪人相手には平然と攻撃的になれる人々
だが、そうでもなければ穏やかで親切で繕わない人が多い。
tauelf  ［経済］不買、不買運動　［動詞］yulを不買する、不買する　［レベル］
４　rd;/「買うもんか」　23　【用例】　ar tauelf a{tel} vienvent = taue
lf vienventen 大企業に対する不買運動をする
ti  ［代詞］あなた　［レベル］１　rd;ti,hy < tis,f　13:古 :tis（男性が女性
を呼ぶ際の二人称）　tis,f_fv dyussou,f_fv lusso,fv tit,fv:lusso tis 
dyussou tit:falan,szd liize,szs:nana,alt　fでは tisとdyussouの２種のみ。
fvで男が男を lusso、男が女を tis、女が男を、dyussou、女が女を tit
と細分化。　［語法］　中立的な二人称。→ an

tit  ［ユマナ］ティット　古 :ridia/ryuu:フィンランド語 ｢少女 ｣が語
源。リュウ自作のＯＳで、性別が女とされている。リディアがこれ
にティットと名付けた。フィンランド語 tyttöが語源。　［文化］　リュ
ウ自作のＯＳ。アンシャンテの改良を実現させる要因となった。フィ
ンランド語由来の固有名詞なので、korinなどと同じく厳密にはアル
カの単語ではない。アルカ名では elfian。
tit,fv  ti（女が女を）　tis.l

titta  ［動詞］yulをあやす、あやす　［レベル］２　13:制 :titta,titta　［語法］　子
供や赤ん坊や愛玩対象と遊んであげたりして機嫌を取ること。
titta titta  ［感動詞］いい子いい子　［レベル］１　古 :ridia:造語元はナルム
だが、直接的な造語者はリディア。ナルムから聞いた歌を思い出せ
ず tita titaと歌詞を繋いでいたのを子供に向けて使ったことから。
tit tot  ［擬音語］チクタク　［レベル］３　sm;fovet　古 :ridia

titlil  ［化学］ナトリウム　［レベル］４　18:制
titi  ［エルト］ティティ　［形容詞］内気な、気弱な、内向的な、シャイな　［反
意語］kokn　［レベル］３　ridia:古　［文化］　蝶の羽を持つ少女の姿をした
エルト。全長は蝶と同じで小さい。服は白いうす布をまとっている
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だけで、靴も履いていない。髪は薄緑。羽は青が基調で黒線などが
混ざり、非常に美しい。非常に気弱な性格で、誰か来るとすぐに逃
げてしまう。ティティは魔力の高い花の蜜を吸い集めていて、傷つ
いた者を見るとそれを与えて助けてくれる。
titie  ［動詞］yulを照れさせる、照れる、恥じらう、はじらう、はにか
む。「はにかむ」は微笑むという意味ではない。　［再帰動名詞］照れ、てれ、
恥、はじ　［レベル］３　19:titn:16:制 :titi/na

titieal  ［言語］ネガティブフェイス、ネガティブ・フェイス　［反意語］kok
neal　al;「消極的面子」　23　［語法］　eal

tito  ［名詞］茂み、ブッシュ、しげみ、やぶ　［レベル］３　13:制 :古 :（小
さい森）。litoは良い匂いという意味の語に既に使っているので liを
制アルカの ti（小さい）から参照した（注：18年現在では litoは latl
になっているのでぶつかりはない）
titoklap  ［美容］ウェーブクリップ　21

titonia  ［美容］ソバージュ、ウェーブヘア　［レベル］４　19

tik  ［名詞］傾き、傾斜　［動詞］yulを du（角度など）だけ a（方角など）
に傾ける、傾ける、かしげる、傾げる、傾く　［形容詞］傾いた、ななめな、
斜めな、斜め　［数学］傾き　［地学］勾配　［文字］スラント、斜体。オブ
リーク、イタリック、レフティがある→ atom　［類義語］poit　［レベル］２
　19:tok:古 :tok（坂）。tokは歩く音のオノマトペ。　【用例】　tik po 首
をかしげる、首を傾げる　tik po fenel 小首を傾げる　ele tik 傾い
た台　"son..." lanko tikik po. "to sil sod a tu fia sei" 「じゃあ……」
青年は首を傾げる。「世界はどうなってしまうんだろう？」
tik(2)  ［サール］tiknoの略称　［組み数字］９/１２　［レベル］１　22

tikt  ［動物］オウム、鸚鵡、パロット　［レベル］３　13:制 :tiklku（言葉を真似る）
tiktkad  ［地球の国名］ドミニカ国　19:国章にオウム
tikkaxa  ［地学］正角図法　［レベル］５　19

tikkad  ［地球の国名］セーシェル　19:国旗の線が斜め
tikkil  ［普通動名詞］袈裟斬り　［動詞］yulを袈裟斬りする、袈裟斬りする　［レ
ベル］５　rd;/「斜め切り」　24

tiks  ［医療］痙攣、筋違い、寝違え　［動詞］yulを痙攣させる、痙攣する、
寝違える　［レベル］３　13:制 :制 tikt（震えのオノマトペ）　【用例】　la tik
sat sa vort. 彼は死ぬ前に痙攣した。
tikn  ［生物］ドラゴン、龍、竜。こけら属衛天種の魔物。　［レベル］３　
tm;tikno.k　15:制 :tiknoから　tikn:tikn::vana,alt　［文化］　羽の生えた大型
の爬虫類様の生き物。口から火を吐くものもある。魔物だが、人間
によって飼いならされた品種がある。ヒュート国は飛竜の優秀な生
産地。知能の高いものは言語を解し、魔法も操る。低いものは単に
獰猛。空を飛ぶか飛ばないかで fretisと toolに大別される。　　・
血筋　　yuuma 3529以降、竜族が降ってくる。　それ以前の竜、例え
ばハクシウス軍が用いた飛竜などはロゼットであり、人間と神の交
配種。知能が神並みのものもあれば、動物並みのものもあった。家
畜化されたのは主に後者。　【用例】　"ketta, retl kes et tikn", soa an tem
at, see sakik tikm saen nos, son ev van axte ras di onna. 「さぁ次の相
手はドラゴンです！」とかいって出てきたのがハムスターだったらﾃ
ﾗﾊﾞﾛｽだよな。
tiknkad  ［地球の国名］ブータン　［レベル］６　19:国旗に龍
tiknpol  ［地名］竜方　［レベル］６　20　［文化］　アクオリア、ロロス、アル
ティアのこと。竜の口付近の地方のこと。ルティアの影響が濃いが、
独立した文化圏。
tikna  ［アイテム］ティクナ　［レベル］４　ridia:古 :tiknoena｢ 龍の涙 ｣を変
えたもの　［文化］　ヴァストリアの１つ。フルミネアのもつ神石。娘
のフェルデンを失ったときに竜王ティクノが流した涙が水晶になっ
たもの。
tiknifa  ［地球の星座］［ユマナ］りゅう座　24　［文化］　ifa

tikno  ［サール］ティクノ、竜王ティクノ　［名詞］９時　［名詞］西　［交通］ティ
クノ通り　［魔法］召喚魔法ティクノ（バハムート）。咆哮とともに大
量のユノを放射する。　［音楽］ソ＃　［組み数字］９/１２　［類義語］tik　［レ
ベル］２　meltia 4:tikno;e　seren:古 :キャラの設定内容はリディア　
［文化］　アルミヴァの９番目。サールの頭から生まれた。竜の姿をし
ている。ヴァステではサールを束ねて悪魔と戦った。ポエンの夫で、
アルデスとテュアの父。正義感が強く、正々堂々としている。
tikver  ［地球の国名］トリニダード・トバゴ共和国　19:国旗に斜めの黒
い線
tikm  ［植物］ハムスター　［レベル］３　ridia:lakta:元は tiiakama（可愛いね
ずみ）　［文化］　ペットとして飼われる。
tikpo  ［医療］斜頸　19

tikl  ［動詞］yulを真似る、真似る、まねる、真似する、まねする　［普通
動名詞］真似、マネ、モノマネ、ものまね、物まね、物真似、物マネ　
［レベル］２　13:制　【用例】　ren tikl (les) an (so). 私がするのを真似て。
tiklkyo  ［動詞］なりきる、世界に入る、入る、世界にひたる、ひたる、
浸る　［普通動名詞］なりきり　［レベル］３　rd;/。お手本を真似るように
演じることから。　24
tiklil  ［化学］アルゴン　18:制
tikliifa  ［地球の国名］ボスニア・ヘルツェゴビナ　19:国旗に斜めの星
tiklorkaxa  ［地学］メルカトル図法、正角円筒図法　［レベル］５　20　［文化］
　極点を表現しづらいため、世界地図としてはミラー図法に地位を
奪われている。
tika  ［名詞］柄、つか、つまみ、抓み、え、バックなどの持ち手という
手に持つ紐部分、バイクや自転車等の回らないハンドル、グリップ、
スロットル、取っ手、ハンドル、ドアハンドル　［言語］［文字］アーム　

［化学］アーム。顕微鏡の。　［軍事］グリップ。銃の握るところ。　［レベル］
２　13:制 :古 :txilkal［持つところ ｣→ tika　【用例】　bik tika 柄を握る
tikan  ［植物］モクレン、木蓮、マグノリア　［レベル］５　14:制 :alakta:tkin　
【用例】　an siina tikan mirlejemme. 薄紫の木蓮が好きだ。
tiki  ［植物］カケス　15:制 :lakta:tikv｢ まねるカラス ｣
tike  ［地学］潮、海流　［レベル］３　rd;tier/ke「海が行く」　23　［語法］　
ake
tix  ［動詞］yulを含まない、yulを iから除く、含まない、除く、逸脱する、
排他する、排斥する、追放する、追い出す、排除する、どける、どかす、
のける、除名する、除外する、限る、区切る　［格詞］～以外は、～を
除いて　［反意語］kav　［レベル］２　19:恣意　【用例】　armiva til mem on ha
rma tix nebra. ネブラ以外、アルミヴァは幼字に丸印を持つ。
tixxe  ［遊女］［代詞］tisse　［レベル］４　23

tixa  ［普通動名詞］保育、育児　［動詞］yulを育てる、育てる、育児する　［レベル］
３　13:制 :tinuxas（幼児を世話する）　［文化］　アルバザードの親は厳し
い。子供は動物と考えているので、子供の決断に任せるというよう
な考えはない。子供の悪行は親の責任なので、厳しく躾ける。　た
だ、どうしても先天的に落ち着きがないとか人の気持ちが分からな
いという問題児もいる。　教育ではどうにもならず、放っておくと
殺人などを犯しかねない場合、親は子供を処分すべきと考えられて
いる。　物心が付いてからも動物を苛めて殺したりしている子供は
将来人を殺す可能性が高い。犯罪抑止のため、そのような子供は親
が責任を持って殺すべきというのが常識。この場合、親は罪に問わ
れないが、保険金は下りない。　一部の家庭では不貞を働いた娘や
レイプに遭った娘まで殺してしまうので、レイユでは社会問題になっ
ている。　一方、アルバザードの親は子供に論理性と良心を重んじる。
言い訳はきちんとさせ、物事をきちんと言葉で説明できるように育
てる。嘘は許さない。他人に対して善意を持つよう育てる。　アル
バザードは個人主義なので、「常識」を踏まえた上で、個性を持つこ
とが重要。最低限の常識を守っていれば、あとは自分の好きなよう
に思想を持てるし、それが推奨される。親は子供が個性を持ち、他
人の個性を尊重するよう育てる。　親は頻繁にスキンシップをする。
乳母車は好まず、頻繁におんぶや抱っこをする。１０才までは頻繁
にベタベタするが、思春期になると距離を置く。ただし、心配した
ときや慰めるときに抱きしめるなど、最低限のスキンシップは大人
になっても取る。　思春期になると親は子供の異性交遊を厳しく監
視しだす。娘には特に厳しい。門限があり、男子と二人きりになら
ないよう注意する。息子には非行に走らないよう厳しく注意する。
これは手に負えない悪童だと思った場合、親の権限で殺してもよい。
また、親権を放棄して子供を労働所に送ることもできる。　子供が
mavになると親の親権はなくなり、口出しできなくなる。また、常識
的にもしなくなる。この時期になると途端に親は口を出さなくなる。
　アルバザードは親の権限が大きいため、祖父母などが親の監視者
となり、虐待を防ぐ目となる。核家族ではこの目がないので虐待や
娘のレイプが起きやすい。アルバザードでは娘は父親の分身と考え
られているため、父親がレイプしても娘は男とセックスしたとカウ
ントされないため（もちろんその後結婚しづらくなるが）、余計事件
が起きやすい。
tixan  ［名詞］保育士　［レベル］５　rd;/　23

tixante  ［感動詞］もしもし　［レベル］２　古 :ti'xante。anxanteを an/xanteと
解し、anの部分を tisに変えたもの。tisは xの前で sが落ちて tiになっ
た。ti'xanteの原義は ｢貴方は返事する ｣であり、｢返事できますか？
通じていますか？ ｣の意味。アンシャンテにおいて使われた。
tixalang  ［法律］親権、監護権　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

tixen  ［接続詞］tix。～を含まない。　［レベル］３　23

tis  ［形容詞］～しか、～にすぎない、しょせん、所詮、ごとき。程度が
想像より低いことを示す。　［反意語］as　［レベル］１　13:制 :tis（小さい）
:sorn:ti。ティよりティッといった感じの語。声門閉鎖音が入る感じの
ようだ。　［語法］　動詞につくと「～しか」「せめて～くらい」などの
意味になる。　【用例】　tau du vi tis? ３つしか買わないの？
tis(2)  ［言語］フレマゼル語の不活格を表す語　rd;<fremazer　24

tis,f  ti（男→女）　elt;e

tist  ［名詞］小声　［普通動名詞］囁き、呟き、呟き、ささやき、ひそひそ声　［動詞］
yulを aに小声で言う、つぶやく、呟く、言う、囁く、ささやく　［類義語］
flanj　［レベル］２　14:制 :tast　【用例】　lu kut soa tistel. = lu tistat soa. 彼
は小声でそう言った。
tissame  ［言語］不活格　［反意語］vansame　rd;/　24

tisse  ［文末純詞］［milia］tisee。～なのよ。　［レベル］１　19:制
tissen  ［文末純詞］［milia］tisse　［レベル］２　21:ridia:tisse/n

tisl  ［名詞］マスコミ、マスコミュニケーション、マスコミ機関　［レベル］
４　13:制 :古 :tislo（あなたは知っているかの意味。tisaと同根）　［文化］
　→ beril　・革命とマスコミ　　セレンは革命前、マスコミが国民
の民度を下げていると糾弾した。berilの文化欄に見られるように、
革命で権力者になると、セレンはマスコミを潰さず殺さず、逆に国
民の洗脳道具として利用した。マスコミの洗脳能力を買って、国民
の民度を底上げするように利用した。統制されたマスコミは司民制
においても重要なポジションを取った。
tisa  ［文頭純詞］ご存知のように、ご存知のとおり、知ってのとおり、見
ての通りの　［レベル］２　15:制 :古 :tislo（あなたは知っている）
tisi  ［名詞］粒、つぶ、ツブ、顆粒、消しくず、消しクズ、消し屑、け
しつぶ、消し粒、消しつぶ　［レベル］３　16:制 :tis（小さい）　:liil:　【用例】
　lena il and rep olta livro lenan et tisi tis. けし粒の生命でも私
たち瞬いてる（『星間飛行』）
tisibeti  ［化学］懸濁　［レベル］５　19
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tisiakas  ［生物］粗面小胞体　rt;「粒（リボソーム）が付着した小胞体」
　24
tisoa  ［感動詞］おめでとう　［レベル］２　古 :tisoaa, tiso, tisod。元は tiss
od｢ 君はおこなった ｣で、仕事完了を祝福する言葉。転じてめでたい
ことがあるたびに使われた。音はまず dが落ち、重子音が弱化して
tisoになった。それに感動詞の aa（これは只の ｢アー ｣という声にす
ぎなかった）がくっ付いて慣用化され tisoaaが生まれ、後に tiにア
クセントがあることから aaが弱化して短くなって現在の tisoaに至る。
tisoono  ［感動詞］調子はどう？、どうしてた？、最近どう？、このご
ろどうですか？、ここんとこどうだった？、最近何かあった？　［レベル］
２　古 :tisoono← tissoonoyunが短くなったもの。
tisee  ［文末純詞］～なんだよ、～なんだって。報告、情報提供の純詞。　［レ
ベル］１　19:制 :ti se-e（あなたは知っている）が語になったもの。　【用
例】　esk luna sil im fis tisee. 今日は雨が降るよ。
tin  ［副詞］［形容詞］とても　［レベル］１　古 :tinkaの女性形。制アルカで「と
ても度」が弱まり、tinkaが使われることが増えたので、程度を弱めた。
　:::kaka,alt　［語法］　vart

tint  ［普通動名詞］乾杯　［動詞］yulについて aの神などに okと乾杯する、
乾杯する　［感動詞］乾杯　［レベル］３　古 :fovet　【用例】　"tint lan raven 
lenan tet milx xir tu mil tuube klal fir" 「乾杯と行きたいところだ
けど、こんな何もない白い空間じゃそれも望めないわね」
tintin  ［rente］［形容詞］［副詞］tinka　［レベル］１　古
tinte  ［天文］ティンテ、海王星、風天　［組み数字］８/９　［レベル］３　古 :
tinte← tinkaa/teeze
tinka  ［副詞］［形容詞］ものすごく、物凄く、非常に　［レベル］１　ly;tinkaa,f.
l　赤　tinkaa:tinka::kaka,alt　［語法］　vart　【用例】　lu lef sen taxel tinka. 彼
はとても早く走る。
tinkamam  ［生物］巨乳　［レベル］４　rd;/　24

tinkaa,f  tinka　kaは kai

tinx  ［名詞］グラス　［レベル］２　古 :乾杯するときにグラスを合わせた
ときの音 tintから
tinsors  ［電算］スーパーコンピュータ　［レベル］５　19

tinvaenan  ［魔法］良蓄体　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

tinviidron  ［魔法］高晄圧　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

tinvien  ［音楽］フォルティッシモ　［レベル］４　19

tinvoar  ［物理］［化学］高速炉　［レベル］６　vl;tinlisi/voar　24　［語法］　高
速中性子を利用しながら核燃料の増殖を行わない原子炉のこと。
tinfai  ［料理］強火　［レベル］３　19

tinfen  ［美容］ベリショ、ベリーショート　［レベル］４　21

tinmam  ［生物］豊乳　［レベル］４　rd;/　24

tinmeifvoar  ［物理］［化学］高速増殖炉　［レベル］６　vl;tinlisi/meifvoar
　24　［語法］　高速中性子による核分裂連鎖反応を用いた増殖炉のこ
と。
tindiret  ［法律］重犯罪、大犯罪、重罪　［レベル］３　20:19:ridia:arbaxelt

tindilf  ［化学］強アルカリ性、強塩基　［レベル］４　19:ridia

tingel  ［軍事］大砲　［レベル］３　24　［文化］　imul 1412年に yuli jileel
が発明。ナディア以降戦史で重要な兵器となる。
tinpase  ［料理］強力粉　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　pase

tinyutan  ［魔法］良導体　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

tinl  ［音楽］鐘、ベル、チャイム　［メタファー］時間、限。授業の何時間目
や何限。　［レベル］２　sorn:tinlはオノマトペ　参考 :古 :gilaldo（ベル）
　gilald:gilald　［語法］　釣鐘型のものと、欽ちゃんの仮装大賞で使う
段状のもの両方を指す。　［文化］　死神が嫌う音。鐘を鳴らすと死神
は逃げていく。逃げられずに聞き続けると下位は死ぬ。ただし、死
神が正体を現しているときでないと効かない。
tinl t'axet  ［ユマナ］除夜の鐘　［レベル］４　21:年末の鐘
tinlisi  ［物理］［化学］高速中性子　［レベル］６　vl;/　24

tina  ［名詞］幼女、２～５才の女の子　［反意語］altina　［レベル］２　古
tina(2)  ［遊女］［文頭純詞］dina　［レベル］４　21:dina　【用例】　tina mian lyax 
tyu xa totyal txa. しかし何はともあれこっちじゃ（『狼と香辛料』賢狼
ホロ）
tina(3)  ［言語］［文字］標準書体、ティナ書体、ティナ、幼女書体　［類義語］
fledilans　［レベル］４　21:milf:luxia→ hacm　［文化］　fledilans　・概要
　　幻京書体 サンセリフ ミディアム スタンダード ローマン　字
案（小文字） arxe　字案（大文字） seren arbazard　フォント制作 se
ren arbazard　21年企画立案、同完成　　・特徴　　幻字の形を伝え
るために使われる最もプレーンな書体。　これを中心に様々な書体
が生まれる。　用途が文字の原型を伝えることなので、これ自体を
デザイン上で使うことはあまりない。　文字見本、初学者・幼児向
け書籍などに用いる。　　地球の欧文サンセリフにおける実質的な
出版業界の標準であるヘルベチカと比べると、やや正方形寄りになっ
ている。ティナのレギュラーがヘルベチカのファットかブロードに
相当する。　アルバザード人は幼字や京極など、正方形の文字に見
慣れている。そこで幻字も見本書体はやや正方形に近づけてある。la
ntiaも tinaに準ずる。　tinaや lantiaの文字幅を用いると、幼字や京
極と合わせたときに幻字が浮きづらいという特徴がある。　なお、
見本書体以外のフォントのスタンダードは、ヘルベチカのように tina
と比べてやや狭くなる傾向にある。　　・名称　　fledilans中では ka
rdinalと呼ばれる。
tinaka  ［名詞］小学校、小学、幼稚園、保育園　［レベル］２　19　［文化］　小
中学校は北区まで行くと２～９歳の子供には辛く、親も大変なので、

小中学校は東西区に設置されている。ただしアルナ校のような進学
校では最初から北区に行くので、親兄弟などが送り迎えをする。　
南区の子供は東西近いほうの小中学校に行く。カルザス通りからだ
とどちらからも遠いが、カルザス通りはインプレンやゲームセンター
など、繁華街の中心なので、個人商店の子供は住んでいない。個人
商店は東西どちらかに寄っているので問題ない。
tinasl  ［化学］強酸性　［レベル］４　19:ridia

tinafeme  ［地学］［歴史］中原生代　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gaavefeme
　１６億～１０億年前の地質年代の区分。原生代（原生累代）のう
ち古原生代の終わりから新原生代の始まりまでをいう。
tinadaiman  ［名詞］小学校中退　［レベル］３　19

tinaregast  ［名詞］小卒　［レベル］３　19

tinal  ［生物］幼児　［レベル］２　rd;tina/al　23

tinaan  ［名詞］小学生　［レベル］２　19

tinik  ［名詞］風呂敷、ふろしき　［レベル］４　22:ditinik

tinivn  ［音楽］ピアニッシモ　［レベル］４　19

tinos  ［代詞］あなた自身　［レベル］２　19:xion

tinenl  ［アビリティ］大技、必殺技、ティネンル　［レベル］３　23

tineetan  ［経済］大株主　［レベル］４　22

tiv  ［普通動名詞］試合　［レベル］３　19:制 :tisvas（小さい戦い）　【用例】　an 
nat ruuf tin man in tu tiv. その試合を見てとても興奮した。
tif  ［数学］［名詞］［形容詞］マイナス　［数学］負の数、負数← tifalx　［名詞］［形容詞］
陰性。検査が陰性。　［化学］陰極　［反意語］pok　［レベル］３　13:制 :fatの
回文ではなく、sornで失うが tifl。制で失うの意味だったが、新で
マイナスにした。数を失った結果という意味である。　［語法］　21に－
の字形が定まった。瓶に溜まった水の減少量を示した刻み線が元と
なり、マイナスを指すようになった。　水を継ぎ足したら今度は瓶
の上部に刻む必要が出てくるが、－だと区別できないので縦棒を引
いて＋にした。ここから＋でプラスとなった。　乗算は和算の繰り
返しなので＋を傾けて×に。　割り算は通常の計算では数が減るので、
－を同じく傾けて／となった。　四則の字形はスラ以外 21に定まっ
た。　　＋は足し算だけでなく正号も示す。－は同様に引き算だけ
でなく負号も示す。　読みは fokに対して pok、fidに対して tif。
tifka  ［化学］陰極、カソード　［レベル］５　19

tifna  ［名詞］否定的な、マイナスの気持ち　［反意語］pokna　［レベル］４　
20
tifviliifa  ［天文］マイナス三等星　rd;/　24

tifl  ［動詞］yulを失う、失う、紛失する、失くす、無くす、なくす、亡くす、
なくなる、無くなる、失くなる、もげる　［普通動名詞］喪失、失い、ロ
ス　［受動名詞］無くし物、なくしもの、無くしもの、なくし物、落し物、
おとしもの、落としもの、遺失物　［反意語］taf、xim　［言語］脱落：fixt
sanの tが消えるような現象のこと。しかもその後 sが xに同化し、fi
xxanとなる。　［化学］酸化　［レベル］２　古 :sorn　【成句】　tifl arka 言葉
が出てこない：思い出せずに「うー、なんだっけ」という状態。
tiflhettel  ［法律］遺失物等横領罪、拾得物横領罪、占有離脱物横領罪　［レ
ベル］６　rt;/「なくしたものを横領すること」　23

tifa  ［名詞］［形容詞］半分、ハーフ　［類義語］fest　［反意語］folk　［レベル］２　
19:制：tifから。「失った」が原義。　［語法］　folk

tifatia  ［ユマナ］［宗教］煉獄、パーガトリー　24:tifa/latia「半分地獄」
tifan  ［化学］還元剤　［レベル］５　19

tifavar  ［名詞］［形容詞］半透過性、半透性、選択的透過性、半透性のあ
る　rd;/　24
tifafoka  ［音楽］半音階、クロマチック　21

tifapasttus  ［医療］半米粒大　rd;/　24

tifayolo  ［被服］半ズボン　［レベル］３　rd;/　24

tifazilo  ［地球の国名］アンゴラ　19:国章に半歯車
tifazilot  ［交通］半クラ、ハンクラ　［レベル］６　21

tifawasp  ［被服］半袖、半そで　［レベル］３　rd;/　24

tifalx  ［数学］負数、負の数　［反意語］pokalx　［レベル］４　rd;/　23

tifaart  ［魔法］半式魔法　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

tifaarn  ［被服］ハーフコート　［レベル］４　21

tifaaleivkaxa  ［地学］半極投影法、ハーフポーラー　［レベル］５　20

tifiros  ［化学］陰イオン、アニオン　［レベル］５　19

tim  ［植物］種、種子、核　［生物］核　［地学］核　［メタファー］核心　［数学］球
の中心← seel　［レベル］２　20:古 tek/melmo（緑に関する丸いもの）　【成
句】　toe tim 核心に迫る、核心を突く
timt  ［名詞］ミニチュア、模型　［レベル］３　13:制 :sad:timost（縮小模型）
timtih  ［生物］核小体、仁、核仁　［レベル］５　rt;/　24

tims  ［名詞］ハンドバッグ　［レベル］３　13:制 :原 timesk（小さいかばん）
timsia  ［生物］核膜　［レベル］５　rt;/　24

timvet  ［言語］述語　［レベル］４　20:核となる語
timveml  ［数学］［物理］［地学］心射　［レベル］６　20

timvemlkaxa  ［地学］心射図法　20

timvemlarkorkaxa  ［地学］心射方位図法、Ｒｅｃｔｉｌｉｎｅａｒ、ＧＮ
ＯＭＩＣ、ｔａｎｇｅｎｔ -ｐｌａｎｅ　20　［文化］　大圏コースを
探すことができる図法。航空船舶ができる以前から、障害物関係な
しに空を飛んで移動することができたユーマの一族にとっては重要
な地図であった。



20 tiastimveik
timveik  ［生物］核質、核液、核原形質　rt;/　24

timfibl  ［生物］核基質　rt;/「核の網」　24

timmem  ［数学］［地学］大円　［地学］大圏← atolastimmem　［レベル］５　20:球
の中心を通る円　［文化］　球の中心を通る任意の円。円状の点は球上
の点を通る。球の中心を通るため、球面を通る円の中で最も半径が
大きい。地学では経線がすべて大円となる。緯線は赤道のみ大円と
なる。　大円上の任意の２点は常にその球における最短ルートであ
る→ timmemyes
timmemyes  ［地学］大圏コース　［レベル］５　20　［文化］　大圏上の任意の
２点を結んだ線のこと。球面上における２点間の最短ルート航に等
しいため、航空や航海に用いられる。
timzelo  ［生物］間脳　［レベル］６　20:脳にとって種の位置
timo  ［交通］原チャ、原チャリ、原付、原動機付自転車、ゲンチャ、ゲ
ンチャリ、スクーター　［レベル］３　laktaではスクーターのみ。新生か
ら 24までバイク一般だったが、24で原チャに。　［文化］　faldis

tid  ［形容詞］貧しい、貧乏な　［名詞］貧乏、貧困　［類義語］frenxen、mo
mkui　［反意語］kag　［レベル］２　＠ 19　【成句】　［メタファー］tid ento kui mom 
根を食べるほど貧しい：アルバザードでは根っこは貧乏人の食べ物。
ジャガイモの普及もこれで遅れた。　ridia o mel as at tid im yuli. 
家貧しくして孝子あらわる　tid set yulg 貧すれば鈍する　tiden 
til vil noz fil 貧乏人は爪を長くする余裕がない：貧乏暇なし
tidyogel  ［医療］偽痛風　19:ridia　［文化］　rdで、痛風かと思ったらそ
うではないことから、貧乏な痛風と名づけられた。貧乏としたのは、
痛風の語源を応用したもの。
tidado  ［地学］長石　［レベル］４　19:貧しい石。恐らくほしいものが入っ
ていないという意味。
tig  ［名詞］バンガロー　［レベル］６　13:制 :tiragna（小さい機械？）
tips  ［名詞］小刀、ナイフ　［類義語］lifre　［レベル］３　14:制 :tispiik（小
さい剣）　［文化］　kuikon　さすがに木製のものは使わない。
tipseli  ［動物］さんま、サンマ、秋刀魚　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文
化］　秋の魚で、秋によく食用される。塩焼きにして大根おろしをか
けるなど、日本的な食べ方をする。伝統として、赤いもみじの葉を
皿の端に乗せる。
tiphac  ［言語］雑体　19　［文化］　taphacの前身となるフォントで、書体
のデザイン自体は taphacと同じ。セレンが作成した。taphacができた
ため、使われなくなった。
tipl  ［動詞］yulを検討する、検討する、見直しする、見直す、審議する、
審査する　［普通動名詞］検討、審議、見直し、審査　［政治］審議　［レベル］
４　14:制 :lakta/古 :taplo→ taplだが、taplは既に使われていたため。
tipa  ［植物］タンポポ、たんぽぽ、蒲公英、ダンディライオン　［花言葉］
あどけなく可愛らしい　［レベル］２　13:制 :sad:tiparin（小さいひまわ
り）　［文化］　自生しており、雑草とも考えられていないため、除去さ
れない。可愛い花だと考えられているが、放っておいても咲くので、
わざわざ管理はされていない。そのため、春になると至る所で咲き
乱れる。
tipi  ［医療］メス　［レベル］３　16:制 :tips

tih  ［植物］仁、ケーネル、穀粒、実　［形容詞］肝心の、肝心要の、要の、
主要な　［レベル］４　16:制 :tishoa

tiria  ［地名］ティリア海　［レベル］６　20:ridia:tikno/eria　［文化］　アル
ティア東・南、ヒュグノー東、ヴァルメレア東、アルハノン北、アヴィ
エル北の海。
tizo  ［文頭純詞］とりあえず、いまのところ、当面　［副詞］いったん、一旦、
一度、とりあえず　［レベル］２　14:制 :tiz（今）　［語法］　後に何らかの
変化をするということを含意する。
tij  ［動詞］yulを踏襲する、踏襲する、踏まえる　［言語］yul（韻を踏ま
れる元となる単語や文）の韻を踏んで haas（韻を踏む先である単語や
文）に音を合わせる、韻を踏む、押韻する　［普通動名詞］踏襲　［レベル］
４　18:tikl　【用例】　re so tu kont tij ant. 私のやったのを踏まえてやっ
てみなさい：antで「私がしたこと」。　lem del "ridia yudia" tijes 
ridia haas yudia. 「みなしごリディア」という曲はリディアとユディ
アで韻を踏んでいる。
tijvet  ［言語］韻、押韻、韻を踏んだ言葉　［レベル］４　18:seren:melidia

til  ［動詞］yulを持つ、持つ、持っている、所有する、yulがある　［普
通動名詞］所有　［反意語］si、alti　［レベル］１　rd;txil,f　19:古 :txil（持つ）
　txil:txil:til:walu,alt　［語法］　所有の意味では til単体で tilesの相にな
る。　【用例】　an til amel. 妹がいる。　an tiles mark. 鎌を手に持って
いる　an til mark. 鎌を所有している。
tilxal  ［経済］ロングポジション　22

tils  ［名詞］記事、アーティクル　［レベル］３　13:制 :tilm？　【用例】　☆
an isk nelt tils onen alan on tilm. 新聞は社会面を読む。　an isk tils 
onen vav hot. スポーツ欄しか読まない。　☆ an kilat tils le fit tex 
rat on axon ant i tilm. 趣味に関する良い記事があったので、切り抜
きしておいた：紙の新聞はないので、アルバザードでは起こらない。
tilsame  ［言語］属格、所有格　［レベル］４　20　［語法］　属格の表現は２種
ある。ひとつは eで、lei e miir（ミールの書）のように使う。ひ
とつは kenoで、miir keno lei（ミールの書）のように使う。eと
語順が逆なだけである。　また、屈折による属格もある。　　dia 
veerのような２語でひとつの単語の属格は dia veerenないし dia-
veerenとなる。　　＜まいった、参った＞　　所有格を使って「参っ
た、あなたの勝ちだ」という意味の用法がある。これはアルカンス
に端を発するものである。　tuan tuan まいった、まいった！、ギブ
ギブ、ギブアップ
tilna  ［名詞］ボランティア　［形容詞］自発的な、有志の、ボランティアの

　［反意語］altilna　20:心ある
tilnavaan  ［軍事］義勇軍　［レベル］４　20

tilf  ［動詞］yulに間に合わない、間に合わない、乗り過ごす、取り逃
がす、しくじる、ミスする、逃す　［副詞］～に間に合わない、手遅れ
　［反意語］xont　［類音］tifl、xilf　20:tifl mel（時を失う）　【用例】　an til
fat lop. 電車に遅れた。
tilm  ［名詞］新聞　［レベル］２　13:制 :tilomas（報道の紙）　［文化］　アルバザー
ドでは既に衰退し、紙媒体の物は存在しない。アンセに配信される
ニュースサイトを tilmと読んでいる。　【用例】　an isk nelt tilm tat sel. 
私は毎朝新聞を読む：あえて毎朝と訳出。　an iskat tilm wanel im 
faar. 朝、新聞をざっと読んだ。　an isk vil ilm e tilm sa harp. 朝の
うちに新聞全体を読むことはできない。　☆ tu soda lunat tilm hanel. 
その事件は新聞に大きく載った。hanに注意。紙面は二次元なので。
tilma  ［魔法］ティルマ、防霊力　［レベル］４　20:古 txilmain（抱く←体を
持つ）。体を抱くように包み込む光であることから。　［語法］　envel
en
tilme  ［動詞］yulになつく、なつく、懐く　古 :tilm← txilmel（メルを持つ）。
メルがセレンに懐いたことから。元は「懐かれる」の意味だったが、
この動詞は主格が省略されやすく、一方対格に来るものが省略され
にくことから、能受が逆転した。　【用例】　xia tillmes mel tinel. しあ
はメルによく懐いている。　tu ket tilme lan. この猫は人に懐く。
tilyuo  ［言語］所有動詞　［レベル］５　20　［語法］　til, siなど。
tilan  所有者、持ち主　19:lein

tilaja  ［経済］持株比率　22

tilon  ［擬音］ぴんぽん、ピンポン、ピンポーン　［レベル］２　fv　赤 :正
解やブザーの音
tia  ［形容詞］正しい　［名詞］正解、正答、あたり、当たり、アタリ　［類
義語］axmiir、axna　［反意語］evit　［レベル］２　rd;↓　19:制 :tea　［文化］　
tia　【用例】　la ses tia na. 彼は正しかったようだ。　"tia on "kon fie", 
tal evit on saaj. anfi fist o fist luna van ol fie di ik nox. 「そう、
嘘でできている。だけど無じゃない。嘘が集まると、ごく稀にだけど、
何かが生まれることがあるんだ。
tiat  ［エルト］ティアト　［名詞］人質　［レベル］３　ridia:古　［文化］　夜の海
を司るルーンの娘。小さな少女の姿をしている。昼の海を支配する
王サテュラに攫われてしまう。
tiati  ［感動詞］愛してる　［レベル］１　13:制 :古 :tiia tis（貴方を愛している）
tiatis  ［感動詞］さようなら、またね、さよなら、じゃあね、バイバイ、行っ
てきます、いってくるね　［レベル］２　古 :tia tis(私は )貴方を愛して
います。中学以降、リディアが来て駅で別れるときにお決まりのセ
リフだった。　［語法］　恋人同士が使う。　【用例】　tiatis. non tiia tyu 
nod netal. tet tyu em vil kaan rat e yulian poten tom e. さようなら。
貴方を誰より愛してる。それでもお腹の子の良い父親にはなれない
わ（『Ｒｏｍａｎ』＃１「見えざる腕」）
tiak  ［動詞］yulを慰める、慰める、なぐさめる、気が晴れるようにする
　［普通動名詞］慰め、なぐさめ、慰安　［レベル］３　14:制 :古 :kutia（愛し
ていると言って）。｢慰めてくれるなら愛してると言って ｣という台
詞から。　【用例】　an tiakat nos vol ter lem firte. 元気な音楽を聴い
て気晴らしをした。
tias  ［普通動名詞］セックス　［動詞］yulをセックスする、セックスする　［類
義語］esse　［反意語］meps　［レベル］３　rd:ridia;tiia/esse　23:ridia:リディ
アが「愛のあるセックスでないとセックスに意味はない」と言い出し、
ただのセックスと愛のあるセックスを分けるべきと言い出し、造語
することとなった。メルも強く共感していた。　［語法］［文化］　愛のあ
るセックスを tiasという。それ以外の体目当てのセックスや快楽目当
てのセックスを mepsという。アルティス教は tiasを至高のものとし
て捉えるため、幼女にいたずらしたり少女をレイプしたりしても真
の精神的満足は得られないとみなしている。　　tiasは mepsに比べ
て価値があるとされる。それは希少価値が高いためである。風俗や
レイプでは mepsにしかならない。付き合っている間柄でのセックス
でさえ tiasである保証はない。彼女が義理でさせているだけとか、逆
に彼氏が性欲処理としてセックスをしている場合があるためである。
　将軍は大奥の女を好きに抱けたが、女は将軍というステータスが
なければその男に股を開かなかったろうから、tiasとは呼べない。将
軍などのステータスとセックスしただけで mepsである。つまり自由
に女を食える人間でさえ tiasは貴重なのである。むしろ地位や権力な
どステータスが高いほど女は男自身でなくステータスに股を開くの
で、tiasから遠ざかる傾向にある。現代でいえば医者や一流企業のサ
ラリーマンなどがこれに陥りやすい。　仮に結婚や同棲をしている
間柄でも tiasでないことがある。互いに恋してセックスしたなら tias
であるが、バツイチ子ありなどが「この子の将来のこともあるし、
ウチには財産もないし、この子に父親代わりの人がいたほうがいい
し、私も誰かに守ってもらいたいし」など打算が少しでもあれば要
するに結婚や同棲という形での身売りでしかないので、その男に打
算なく惚れて恋心からセックスしたわけではないから tiasではなく
mepsである。愛のあるセックスではない。　男はとにかくやりたい
が先に立って、やれればなんでもいいと思うことがある。女はそう
いう感覚はほとんどなく、誰でもいいから突っ込んでくれと思うこ
とはない。そういう妄想をする女がたまにいても、実際に行動に移
すまではしない。女用のソープがないことからもそれは分かる。　
男はセックスしたいと思ってもそう簡単にはできない。女はしよう
と思えば簡単に男を誘惑できる。女に誘われて断る男はあまりいな
いため、何人か誘えばセックスにありつけるからである。だが女に
とっては女体というリソースをタダで提供するだけであり、それは
損にしかならない。だからやらない。　そう考えると女はやりたく
なれば簡単にやれて男はそうはいかないから大変という考えが出て
くる。しかし女がやりたくなって男を誘惑してやるのは所詮 mepsで
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しかなく、男が万札を握りしめてソープに行く mepsと何ら変わりな
い。１万程度でできる格安ソープとそこら辺の男に声をかけて女体
を提供するのでは大差ない。どちらも損をしている上に mepsでしか
ない。　このように考えるといかに tiasが希少価値が高いかが分かる。
実は tiasは女のほうが得にくい。というのも、恋人同士のセックスは、
女の側は義理マンを除けば男のことが好きで受け入れてやっている
場合が基本だが、男の場合は本当にその女を愛していて抱くという
より性欲処理の面が拭い切れないためである。性欲処理でない純粋
な愛情で男が女を抱くのは難しい。その意味で tiasを得られる男は多
いが tiasを得られる女は少ないと言える。　そしてこの tiasの希少価
値ゆえに、愛のあるセックスを経験したことのない者を蔑んだ tiasbe
elという言葉が生まれた。
tiasbeel  ［ネガティブ］愛童貞　［レベル］５　rd;/　23　［語法］［文化］　→ tias　
tiasをしたことのない者。
tian  ［名詞］カノジョ、彼女　［反意語］altian　［レベル］２　古 :tian,tiian。
tia｢ 愛 ｣ に指小辞の nが付いたもの。　［文化］　日本の場合、男女入り
混じって雑談するということは多くない。他人かカップルかという
差が歴然としている。友達という区分が少ない。知り合うのが難しく、
出会いがないということになる。　その代わり、気に入れば付き合
うまでが早く、セックスに至るのも早い。ただ、付き合ってセック
スすると、いちゃいちゃする割合は少なく、淡白な関係になる。　
アルバザードの場合、ほぼ真逆と見てよい。男女が付き合うのに平
均３年ほどかかる。カナンと紗枝の状態でさえ、ふつう数カ月、長
ければ数年かかる。　日本と違って離婚も再婚も厳しいアルバザー
ドでは、恋人選びはじっくり時間をかける。　なお、付き合ってもセッ
クスしなければ女は別の誰かと付き合う権利があるため、付き合う
のは早くしても、セックスは最低でも 3年はさせないということもあ
る。　このように選択が厳しいため、逆にいえば「恋人候補」が一
人しかいないと、それだけで数年間を無駄にしてしまい、適齢期を
逃す恐れがある。　そのため、アルバザード人は男女ともに候補を
数人見繕っておく。彼らと数年間付き合い、この人は大丈夫だと相
思相愛になった相手を選ぶ。　ゆえに、候補をたくさん確保するた
めに、男女の仲はよく、学校や職場でも常に入り混じって話す。女
子は女子で固まるということがない。　また、アルバザード人は一
度セックスすると、フランス人並にいちゃいちゃする。ただし、人
前では絶対にしないところが決定的な違いである（ちょっとくらい
はいちゃいちゃするが、恐らく日本人か韓国人と同じくらい）。セッ
クスの頻度は極めて多い。アルバザード人は女子側が積極的である
ため、精力の強さはカレシ選びで重視される。特にアルバザードは
娯楽が少ないため、セックスは恋愛関係でとても重要である。アル
バザードのほとんどの女子は自慰を行うため、性感帯も発達してお
り、最初に痛くしなければたいていはセックスに依存するようにな
る。　ただし、アルバザード人の女は総じて「押す」でなく「引く」
タイプで、自分から求めるのではなく、相手に求めさせ動かすとい
うタイプである。　カレシは女子の誘惑してくる空気を読む能力が
必要で、毎日のように求めてくるのに応じ続ける体力が求められ
る。応じなかった場合はたいてい女から愛想を尽かされ、関係が冷
める。アルバザードの場合、それで簡単に別れられないので、冷え
てしまうと後々辛い。　【成句】　tian imen ti at bettel et kaksen. みじ
めなときにできた彼女が本物だ。女は男そのものより男の持つステー
タスに股を開きがちな生き物なので、金や地位などを持っていると
きにできた女は信用できない。逆に自分が空手のときに拾ってくれ
た女が愛すべき本物の恋人だという教え。　【用例】　nod hacn kont kalt 
tian 友達以上恋人未満　an si tian. tu et sanje ilia onen lfis ant ik 
vern. 彼女がいない、ただこの一点で人生崩壊（加藤智大）
tiant  ［形容詞］ぐいぐいくる、グイグイくる、ぐいぐい来る、グイグイ
来る、よくなつく、よく懐く、熱烈な　［反意語］altiant　［レベル］４　rd;
tian/et「カノジョのような」　24　［文化］　rdでセレンが作った語。女
は付き合っているときは相手のことを熱心に思うが、別れた途端歯
牙にもかけず思い出もうっちゃり捨てて手のひらを返す心ない生き
物だということを揶揄して造語した。逆に男は付き合っているとき
はそっけないが、別れた後もずっと引きずる生き物で、altiantが造語
された。つまり女は tianの間は tiantだが tianでなくなると altiantに
なり、男は常にずっとほどほどに altiantであるということである。
tianal  ［名詞］恋人、カップル　［類義語］falxe　［レベル］２　19:lein

tiani  ［動物］アメリカンショートヘア、アメショ　［レベル］４　21:ルティ
ア猫　［文化］　人気。
tiavel  ［武道］ティアベール、ルティア式戦闘術　［アクセント］tiavEl　［レベル］
３　20:lutia/yuvel　［文化］　ユベールの一種。受けを主体とする戦闘
術。rdでソーンがアルベールを元に開発した。その後ルティアで栄え、
護身術として定着した。受け、流し、守りなど、護身術に特化している。
徒手の場合、合気道に近い体系。武器を使う場合、薙刀や棒などが
伝統的に扱われる。アルバザードには護身術として入り、女子の間
で人気が高い。
tiam  ［代詞］［solferj］ti　［レベル］１　22:kmiir

tiamet  ［代詞］［solferj］tiis　［レベル］１　22:kmiir

tiapia  ［言語］二人称　［レベル］４　19:xion

tiara  ［名詞］港、波止場、港湾、ハーバー、漁港、桟橋　［レベル］３　
20:tier/ra→ tiera→ tiara（同化）　参考 :14:制 :aplmono　［文化］　日本
と大差ない。ふつうに旅券を見せて船に乗せてもらう。国外へ行く
ならパスポートとしてアンセを見せる。
tiaram  ［言語］理字、ティアラム　［レベル］５　21:tia/forma　［文化］　hac、
lim
tiaren  ［言語］ルティア語　［レベル］３　20　［文化］　→ lim, hac, eldseta　
　●古ルティア語から現ルティア語までの概要　　名称：lt（ルティ
ア語）　系統：アテン超語族ユーマ語族マレット亜語族サヴィア超語
派シージア語派ルティア語群 (atenamat, yuumaemit, maletfiam, saviaif
al, siiziaxeltem, lutiatalk)　使用年代：mt_lj：mt_kk(ltd), sm_rd(ltk), nd_

rt(ltf), vl(ltv), al_lj(lt(lts))　分布：北サヴィア　話者：シージア滅亡
後の南部シージア人。現在のルティア人　類型：ＳＯＶ、ＡＮ、Ｐ
ｏ　認知様式：客観的把握　　zgでシージアが滅び、北はリーゼル、
南はルティアに分裂する。シージアは zgの頃は人種の坩堝で国際
都市であった。zg末期のシージア戦争では最大の激戦区となってい
た。　ところが zgが終わると mtと kkでは大きな戦に巻き込まれな
かったため、安定した発展を遂げるようになった。かつて文明の最
先端を行っていた地域だったが、mt以降はその安定性により伝統の
国へシフトした。　szと比べると、ltには名詞に性がある。また、名
詞に有界性ができ、単数複数や可算不可算などができた。冠詞も生
まれている。音韻的には hが復活し、鼻母音も獲得している。複雑
な二重母音の体系も生まれた。　　◆古ルティア語 (ltd)　　語順な
ど文法の大雑把な面は szと変わらない。　　・文字　　yuuma 7969 
［言語］［文字］ルティアがメテ幼字を公用文字に→ hac　　7944にメテ
幼字が制定されたのも束の間、メテがソーンに暗殺され、さらに後
釜についたアルシェまでソーンに敗れるや一転、メテを象徴するメ
テ幼字の権威は失墜した。　ソーンはアルハノンの文化圏出身者で
あったため、メテ幼字を廃してアルハノンを支配地の効用文字に制
定 (8009)。レスティルに初めて表音文字が公的に入った。　ソーン
が暗殺されアルバが王位につくと、アルバはアルハノンを公用文字
から除外。ところが彼自身アルハノンが公用文字だったころの生き
証人で、表音文字の便利さを肌で知っている世代だった。　それま
ではルビとして響字を使うのみだったレスティル（この時点でアル
バザード）だったが、ここで表意の幼字に戻すより表音を使ったほ
うが便利でかつ国民の適応も早いのではないかと考えた。そこでア
ルバは幼字を廃し、響字だけで記すよう定めた (imul 5)　一方ルティ
アはすでにこのとき伝統を重んじる国になっていたため、7969に採
用していたメテ幼字しか使わず、表意が使われ続けた。　　・音韻
　　zgが終わって mtが始まると戦争の終わりとともにハーディアン
人との貿易が活発化し、hがもたらされる。　szでは消失して 'になっ
ていたが、ltd以降に入った語には hが付く。この時代の人々は例え
ば 'orettに元々 hが付いていたことをもはや知らないので、'orettな
どは horettに戻らずそのままになった。これは自然言語で一般的に
見られる現象である。例えば日本語では pが hに変化した時期があ
るが（ピカ→ピカる→ピカり→光）、「パソコン」などの外来語では
そのまま p音で再び取り入れている。　szには hはないが、ltには h
がある。'を見れば sz由来の語だと分かり、hを見れば ltd以降の語
だと分かる。　　・格　　与格も格を持つようになる。　与格 ilが
膠着して (i)lになる。　filial（少女に）、lizrol（家に）、falanil（貴
方に）　主格と音が似るケースがあるので注意。　　主格：母音調和
した母音＋ r：falan→ falanar（ファラナール。貴方が）　対格：(s)aj：
'orettaj（オレッタージュ。リンゴを）　与格：(i)l　　・名詞の数　
　zg末期ごろから mtの始まりにかけて複数の seが sとして膠着し、
複数形を指すようになった。　無声音には sで、有声音には zが付く。
lapなら laps、labなら labz。　無声音と有声音の対立のない子音の場
合は sが付く。lanなら lans。ただしその後に有声音が来ると濁る。lan
zar。　開音節には zが付く。laなら laz。　　この後、tu keno（これの）
が tunになり、tunが「ひとつの」を指すように意味が変わり、単数
形が生まれる。　それから「～というもの」という名詞の概念その
ものを指す接尾辞として -(l)ettが生まれる。　'orettett（リンゴとい
うもの）　　◆遠ルティア語 (ltk)　　+前期 sm　　mtと kkで戦火を避
け ltdではルティアは発展を見せていた。　smに入り、imul159にア
ルティアで魔導師が減少し、武士の台頭への機運が高まる。　444に
ルティアはアルティアを攻撃し、開港を迫る。アルティアで開国と
攘夷に分かれ、内乱が発生。　684にアルティアがルティアへ侵攻。
　745にトモエ陥落し、ルティアは西部を奪われる。　　+中期 sm　
　前期末から中期にかけてアルティア人の支配を受け、altの語彙や
文字が流入する。　異文化を取り入れるアルバザード人は altとの混
合で二重把握を獲得したが、伝統を重んじるルティア人は客観的把
握を貫き通した。　　+後期 sm　　・鼻母音　　rdで宮廷を中心に
鼻母音ができる。　anがフランス語の anのように発音される。　　・
二重母音　　同じく rdで宮廷を中心に二重母音の音価が変化する。
　合字の oeのような音である。　この変化は宮廷から徐々に庶民へ
広がっていった。　　・名詞の性　　再びルティアは力を取り戻し、
リーゼ姫の時代に最盛期を迎える。　リーゼ姫の頃には宮廷で詩歌
の対照技法が流行した。対照技法というのは二文一対の中で太陽や
月といったペアとなる単語を織り交ぜる技法のことである。例えば
ABという 2つの文があるとする。このうち Aで太陽を使い、Bで月
を使い、対照させるという具合である。　なお、太陽と月のほかに
は男と女などがあり、この分類も彼女が行った。彼女は男が含まれ
る名詞を男性名詞と呼び、女が含まれる名詞を女性名詞と呼び、そ
れ以外の対照性のない名詞を中性名詞と呼んだ。　　ところで ABに
続くパラグラフで A'B'というのがあったとして、この A'B'の中で太
陽と月がもう一度言及された場合、どうなるだろうか。　当然代名
詞で受ける確率が高いわけだが、3人称の代名詞は luしかないため、
太陽も月も luで受けることになる。するとどちらがどちらを受けて
いるのか分からなくなってしまう。　　対照技法において ABはたい
てい似た構文を取るため、A'B'でどちらも luを使うと、どちらがど
ちらか分からない恐れがある。　ABの次に必ず A'B'が来ればまだし
も、B'A'という文の順序になるケースもあり、このような場合はさ
らに誤解を招きやすい。　　そこでリーゼは luをアプラウトさせた
（＝リムレットさせた）laを作り、luと laで受けるようにした。　こ
の案を思いついたときに書いていた二文一対の文 ABが太陽と月をこ
の順序で含んでおり、リーゼは試験的に太陽を luで受け、月を laで
受けた。　それが宮中で評判となったため、リーゼは男性名詞を luで、
女性名詞を laで受けるようにした。　　この時点では中性名詞は lu
で受けていたが、luは男性名詞を受けるものだという感覚が一般化
すると、中性名詞は tuで受けられるようになった。　これがきっか
けとなり、既出の名詞は tu, lu, laで義務的に受けられるようになり、
定冠詞が生まれる。　　一方、このころ単数形は上記 tunで表して
いたわけだが、定冠詞ができたことで tunと並行しながら不定冠詞
が規則的に生まれる。　tun, lun, lanでそれぞれの性の不定冠詞であ



22 tiotiaren
る。　　・指示詞　　tuが冠詞になって消えたことで「これ」と「あれ」
の対立が消え、Luが指示詞としての意味をなさなくなり、消滅。　
しかし指示詞を使わないわけにはいかず、同時に tutuから tut、tulu
から tuulが生まれ、「これ」と「あれ」の対立を作る。　いずれも前
置。　　これらは指示詞であって冠詞ではない。不定冠詞でも定冠
詞でもなく、指示をするためだけにある。　フランス語の ceは un
でも uneでも leでも laでもないが、あれに近いものを想像すればよ
い。　　・まとめ　　男性定冠詞　lu　中性定冠詞　tu　女性定冠
詞　la　　男性不定冠詞　lun　中性不定冠詞　tun　女性不定冠詞　
lan　　近称指示詞　tut　遠称指示詞　tuul　　◆中ルティア語 (ltf)
　　・文字　　アルカができたことで、アルカの幻字が入ってくる。
　音の表記に便利なため、音の表記に使われた。　　・語彙　　文
法は相変わらずだが、語彙はアルカのものが入るようになった。　
ただ、最初のころは外来語をルティア語に翻訳して取り入れる国粋
主義的な手法が一般的であった。　しかしこれは後のミロク革命で
一転することとなる。　　・名詞の性　　名詞の分類が対照性を持
たないものにまで広がり、中性名詞が消滅。　不定冠詞の頭子音が
消失。　tuがお役ごめんになったことで近称指示詞の tutが短縮され、
tuに。　　男性定冠詞　lu　女性定冠詞　la　　男性不定冠詞　un　
女性不定冠詞　an　　近称指示詞　tu　遠称指示詞　tuul　　・テン
スとアスペクト　　アルカの影響を受け、テンスが変わった。　連
動詞式は止め、動詞に接尾辞を付けるようになった。　　過去：-(e)
t　futat（与えた）　現在（通時）：-s　futas（与える）　未来は kerを
文法化して表す。　futa ker（与えるだろう）　　アスペクトは変わ
らず助動詞で表した。　　◆近ルティア語 (ltv)/ルティア語 (lt)　　・
文字　　時代を追うごとに幻字の使用頻度が増したが、幻字は ltを
記すのに適していないため、理字も使われ続けた。　　・語彙　　
アルカの語彙が大量に入ってきた。　　・格　　アルカの影響を受け、
ＳＯＶの標準語順の場合、与格以外が落ちるようになった。　ただ
し玲方語では ltでも格が落ちない。　ltf: un manisar an filial la xeli
usaj izolet. イュン　マニサール　ア～ン　フィリアール　ラ　シェ
リウサージュ　イゾレーット　ltv/lt: un manis an filial la xeliu izo
let.　イュン　マニース　ア～ン　フィリアール　ラ　シリウーゥ　
イゾレーット　arka: ko vik sinsat xelt a xe fian.　　●ルティア語（現
ルティア語、現代ルティア語、lt, lts）概説　　分布：ルティア、リー
ゼル、アルバザード、アルティア、ミディート…　　ltsの前身は ltvで、
ltsは al_ljの間に使われた。　他方、lt全体の前身は szである。zgでシー
ジアが国際都市だったことから、szは当時最も学問的に進んでいた。
それゆえ現代でも特に人文分野には sz_ltが多く使われる。例えば言
語の年代名は sz_lt語を使う。ltvは lutia vlandと読む。ここに形容詞
vlandが使われている。　一方、錬金術や科学は sm以降アルバザード
で発達したため、これらの分野の術語は ar_aを使うことが多い。　
　＜文字と音節の変遷＞　　tmで szdができる。　srでアクサンの
位置が最終音節に固定。　zgで響字が作られたとき、szは２４子音
９母音計３３文字を選択。響字は読み仮名として使われ、文字自体
は幼字を使用。　mtで Lがなくなる。　kkで c,Mがなくなる。子音
２２の母音８の計３０となる。　前期 smでアルティア人によって幼
字が廃止され、読み仮名でしかなかった響字で記されるようになる。
　中期 smで理字ができる。このとき上で述べた３０個分の字が制定
される。　　後期 smで二重母音の音が変化する。　ai［W:］　ae［W:］　aa［A:］

　ao［o:］　au［o:］　ei［e:］　ee［E:］　ea［W:］　eo［Q:］　eu［N:］　oi［N:］　oe［Q:］

　oa［wa］　oo［O:］　ou［o:］　i＋母音は口蓋化してヤ行風に。plieはプリェ
と発音。　u＋母音は唇音化してワ行風に。kuaはクヮと発音。　　
rdで鼻母音ができる。　ndで単母音の音価が変わる。eは環境によっ
て［q］になり、uが［M］になった。　rtで定冠詞 luの発音が［lq］と
なる。　　vlで冠詞と母音で始まる単語の間にエリジョンが起こる。
lu asieで l'asie。la elsiで l'elsi。　ただし、ルティア語には「単語は
同じなのに性が変わると意味が変わるもの」が多くある。例えば lu 
savanは腕で la savanは手である。同じく lu akuaは青い紫陽花で、la akua
は赤い紫陽花である。akuaの場合、どちらも l'akuaにしてしまうとどち
らの意味か分からなくなる。このような場合には古形である lun, lan
を用いて lun akua, lan akuaなどとする。　　＜ルティア語の音＞　　
無アクセント。デフォルトは最終音節。高低アクセント。　音節は
複雑で、パターン数は多い。短く区切る傾向にあり、ＣＶＣＣなら
２音節で読む。　　２２子音８母音。３０音。ひとつの音素が複数
の音声として現れることがある。母音 e,uなどは特に音声のバリエー
ションが多い。cはなく、lに置き換わる。　t,d,s,z,n,m,l,r,S,Z,x,j,p,b,f
［F］,v［V］,y,w,k,g,H［C］［K］［H］,h　i［i］［I］,N,e［e］［E］［q］,Q,W,a［a］［A］,o［o］［O］,u
［u］［U］［M］　　音節末の p,t,s,kは読まない。lat［la］　後ろに eが付くと読む。
このとき eは［q］に。late［latq］　p,t,s,kでも子音が重なれば読む。latt［lat］。
上とシュワーの有無で異なる。　それ以外の子音は読む。led［led］　
　eは音節がＣＶのときに［q］になる。lena［lqna］。leはアクサンが来
るので［lE］　ほかの母音同様アクセントが付く場合は強くなる。eの
場合は［E］になる。lanet［lanE］　音節がＣＶでも最終音節の母音がシュワー
しかない場合はアクセント位置が繰り上がるため、eでもシュワーに
ならない。lenaは［lena］だが leneになると neにアクサントは付けら
れないので leにアクセントが来て［lEnq］となる。　　uは［M］だが、
定冠詞 luのみ［lM］でなく［lq］。これは高頻度による音の弱化。　　例
　cuukiite［lu:ki:tq］　lumiine［lMmi:nq］　lu flam［lq Flam］　la fiole［la Fyolq］　
　＜ルティア語とフランス語＞　　ルティア語はよくフランス語に
似ていると言われる。作者がフランスの混血だから意図的に似せた
のではと勘繰られるのだと思う。文法も単語も fvから作っているの
で、地球においてはアプリオリの人工言語である。特にフランス語
を流用したということはない。ただ、下記のルティア人の感性は実
際には作者の美的センスが反映されており、かつ作者はフランス語
をある程度美しいと考えているので、影響は受けているといえるだ
ろう。　　＜ルティア語の自然性＞　　ルティア語は地球で使うこ
とを念頭においていないので、セレンはルティア人らしい美的セン
スを追及した造りにしようと考えた。　アルカは tや sが多い。破裂
音が多いとコロコロして聞こえ、摩擦音が多いと耳障りだ。lのよう
な流音が多いと流暢に聞こえる。これは人類に共通の感覚ではない

が、ルティア人は一般にそのように感じる。言語学的には人類全体
に共通する音のイメージはあまりないが、ある言語に限ればこうい
うことはある。例えば日本人は一般に清音より濁音を汚いとか強い
と感じる。　またルティア語は抑揚が少なく流れるように聞こえる
ため、上品に聞こえる。これもルティア人の感性だ。　さらに文法
には自然言語らしい冗長さを加えた。アルカはアトラスではアポス
テリオリ人工言語なので、自然性が純自然言語のルティア語より薄
い。ルティア語に名詞の性があるのは自然言語らしさを描写しよう
という試みの一環である。とはいえ、もちろん面白いからという理
由で付けたのではなく、言語学的な発達を並行して考慮してのこと
である。
tialei  ［言語］ルティア方言　［レベル］４　20

tiaaxa  ティアーシャ　sornで ｢全てを愛する ｣の意　［文化］　クミール
のつけている日記だが、赤アンクノット及び通常のアンクノット並
みの情報を持つ。
tiaalx  ［言語］ルティア数字　21　［文化］　szdでできた１２進法の数。ア
ルミヴァが語源になっている。現代でも物を数えるときなどに用い
られる。　0:myul　1:seil　2:tiil　3:pool　4:nerl　5:klevl　6:kazel　
7:fanl　8:zonl　9:tikl　10:fenl　11:nebl　12:kol　　13:kolseil　14:koltiil
　 :　 :　144:sans
tiaevit  ［名詞］正誤　［レベル］３　rd;/　23

tiaevitpax  ［名詞］正誤表　［レベル］４　rd;/　23

tiitel  ［サール］ティーテル　［名詞］２時　［名詞］東北東　［交通］ティーテ
ル通り　［音楽］ド＃　［組み数字］２/１２　［類義語］tel　［レベル］２　meltia 
4:tiitel;e　古　［文化］　アルミヴァの２番目。サールの胴体から生ま
れた幼女。ティーナという剣を持って生まれた。しかしティーテル
本人は剣を使うことができず、専らこの剣にふさわしい者を待つ番
人になってしまう。ティーテルは生涯成長することなく、夫を持つ
こともなかった。結局ティーテルの剣を扱うに値するものは現れな
かった。rdになると、ティーテルはテームスの復活を感じ、キルセ
レスに剣を奪われるのを恐れて腹の中に剣を隠した。しかし剣は収
まり切らずに出てきてしまった。よく見るとティーテルの腹からは
剣だけではなく小さな女の赤ん坊までもが出てきていた。その子供
は以前ネブラに強姦されたときに剣にかかったネブラの精液から生
まれた娘だった。その子供はティーテルとネブラの娘である。ティー
テルはこの子供なら剣を使えるかもしれないと思って剣をその子供
に託し、娘をエンナと名付けた。それを見たキルセレスは剣を奪お
うと襲い掛かってきた。命からがらティーテルは娘をアトラスに送
り込む。娘は剣の力に守られて生きのび、やがてソーンの使徒となる。
tiik  ［形容詞］正々堂々とした、威風堂々とした、公明正大　［反意語］tels　［レ
ベル］３　20:竜王ティクノのような。ティクノはヴァステで勇敢に戦っ
た。　参考 :19:dark← darkes。ダルケスのような。フェルデンと駆け
落ちの最中にアルデスに襲われ、逃げもせず策も弄せず正々堂々と
戦ったことから。dalkと似るので離した。　［文化］　男にとって良いと
される性格の代表格。ちょっと不器用で損をしてでも、正々堂々と
しているほうが良いとされる。特にアルデンにとって重要なファク
ター。　【成句】　tiik yun tikno 威風堂々
tiis  ［代詞］あなたたち　［レベル］１　19

tiina  ［アイテム］ティーナ　［レベル］４　ridia:古 :tiitelからだろう　［文化］
　ヴァストリアの１つ。エンナのもつ剣。エンナの母ティーテルか
ら譲り受けたもので、エンナはクミールが振るうにふさわしいと思っ
ている。
tiina(2)  ［rente］［形容詞］［副詞］とても　［レベル］１　19:kmiir:tintinが古で
幼児語だったこともあり、tintinはミリアに好まれるようになった。
ユンクはこれを避け、音の柔らかい tiinaを作りだした。　［語法］　
tinよりも強く、tintinに相当。
tiiren  ［地学］ムーンストーン　［レベル］４　19:atiililudを嫌ってリディ
アに付け直されたもの　［文化］　白魔法ハティアの効果がある魔石。ti
iarensに似ていることから来ている。アルタレスとアレキサンドラ
イト、軍曹とジルコンといい、しばしば魔石と言葉は関連が深い。
アルカは神の言葉であるため、言葉自体が呪文となり効果を持つた
め。　無色透明のものはヴィルを大量に重合できる。
tiil  ［代詞］あなたの、あなたのもの　［レベル］１　19:ti/tul

tiiles  ［代詞］あなたたちの、あなたたちのもの　［レベル］１　19

tiia  ［名詞］愛、愛情　［動詞］yulを愛する、愛する　［形容詞］愛された、
愛しの、愛する、ディアー、ディア　［魔法］ティーア。害の中位黒魔
法。相手に自分を愛させる魔法。相手に献身させ、操る。hatiaと違っ
て黒魔法となる。　［組み数字］２/６　［類義語］felist　［反意語］varae　［レベ
ル］２　f;e　古 :tia, tiia　tiia:tiia::dialu,alt　［語法］　自分より相手の幸
福を願う気持ちが tiiaで、男女間以外にも用いられる。　恋愛感情
は hatiaであり、成就してもしなくても hatiaといえる。　互恵的な恋
愛感情は randiである。　相手の存在に快楽を見出す気持ちが siina
である。相手のことを必ずしも自分より優先するとは限らないため、
siina miikのように物を取ることができる。　相手と一緒にいたい
と思う気持ちが laapであり、制の laxに値する。　【成句】　tiia em met 
al anver 可愛さ余って憎さが百倍　【用例】　tiatis, sentant mil tyu tiiat 
non siina. さようなら、愛してくれてありがとう。
tiiarens  ［名詞］ラブレター、恋文、愛の言葉　［レベル］３　19:愛のこと
ば　【用例】　an axtat tiiarens im ilsel alnod sel im nos serik ti leev 
sil atolas xi 1 salt. il hek til amalis duen 1 salt xien le sel. see tuus ti
iarens es fitl al elen hantel. yan alem ant tan es fitl axtat t'elen. 君が
あと１年の命と知った日から、毎日ラブレターを書いた。一度も渡
すことができずに机の引き出しに溜まった３６５通の手紙には、あ
の日からの君の最後の１年が綴られている。僕の心も引き出しの中
に仕舞ったまま（seren arbazard）
tio  ［形容詞］単なる、ただの　［遊離副詞］［形容詞］ただ、単に　［文頭純詞］ただ、
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只、単に、ジャスト、ただ～なだけだ　［レベル］１　frf　古　maike:ma
ike, tio　［語法］　la et ne?に対し、tio, fian（単に女の子よ）と fian 
tio（単なる女の子よ）では意味が違う。後者は変哲もない少女とい
う意味になる。　よく文中に挿入されるため、la et tio fianのよう
に遊離副詞に見えることがある。
tie  ［名詞］修飾始点　［数学］括弧開く　［レベル］２　14:制 :古 :kerにあた
るもの　ker:ker:ker　［語法］　tie tunで括弧と同じ役割をし、語句を
挟んでひとつにまとめることができる。論理的に誤解ないように明
示する場合に使う。文末では tunが省略され、tieしかないこともある。
　【用例】　an inat tie la luna tun. 私は彼が来たことを見た。　(2 o 3) 
a 3 = 15. （２＋３）＊３＝１５：（を tieと読む。
tiet  ［名詞］レイアウト　［レベル］４　14:制 :恣意
tietren  ［電算］マークアップ言語、マークアップ　al;/「レイアウト言語」
　24
tiex  ［数学］半径　［レベル］３　＠ 19

tiep  ［建築］溝渠、こうきょ　［印刷］どぶ、ドブ、溝　［レベル］３　23までは「ど
ぶ」の意味だった <13:制 :tiepon（小さい水路）　［語法］　主に給排水
を目的として造られる水路のうち、小規模な溝状のものの総称。　
ミゾは sais。
tier  ［地学］海、海洋　［形容詞］～海。前置。　［メタファー］［地学］だだっ広
くて人里離れたところ：ふつう arduは狭くて陸地が見えてしまうし、
oka, leivaはなじみがなさすぎて不適切。海だと陸が見えないところ
があるので隔絶感が強い。　［レベル］２　sorn　古 :sorn:tier← tinkaeria
（凄い（＝広い）水）　kalua:kalua:la malea（水）:aka,alt　［語法］　表層 (gimtier)、
中深層 (endantier)、漸深層 (seeltier)、深海層 (engimtier)、超深海
層 (dantier)の５区分がある。　【用例】　ai, ans jalik nosse ke sil tier. 
結局我が家では海に行くことに決めた。
tiertad  ［地学］岩礁、がんしょう　［レベル］５　rd;/　23　［語法］　主に海
で水中に隠れたり、水面上にわずかだけ姿を現している岩。
tierteeze  ［気象］海風　［レベル］４　rd;/　23

tiersais  ［地学］海溝　［レベル］５　19

tiersizl  ［地学］海盆　19

tiersel  ［歳時記］海の日　［レベル］３　20　［文化］　ミロク革命で制定され
た祭日。カテージュの海が海開きになる。日付は ral vio（６月１６
日ごろ）で、日本よりだいぶ早い。水がまだ冷たいので冷えないタ
イプの水着を着る人も。
tiervas  ［軍事］海戦　［レベル］４　22

tierfeme  ［歴史］大航海時代　［レベル］４　22　［文化］　65 アッティ＝メテ、
世界一周。大航海時代の幕開け→ kepi
tiergana  ［軍事］領海　［レベル］４　19

tierpits  ［環境］海洋汚染　［レベル］５　19

tieryulo  ［地学］海面　［レベル］４　19

tierruma  ［動物］海洋生物　［レベル］５　rd;/　23

tierwal  ［地学］海嶺（広義の）　［レベル］５　19

tierlil  ［化学］インジウム　19

tierloze  ［名詞］マリンスノー　［レベル］６　vl;/「海中懸濁物」　24

tiu  ［名詞］１～２個　［形容詞］１～２個の　［類義語］fou、alfou　［レベル］
２　20:tifa/fou（半分になった fou）
to  ［代詞］何、何の。疑問代詞　［動詞］yulに関して何をするか？　［レベル］
１　ly　古 :古で「何」は alや to　al:al, to。toは lsk移行１０も表したため、
混同を避けて alも使われ続けた :　［語法］　動詞の場合、ti to van an?
（私に何をするの？）のように、疑問の代動詞として使う。　【用例】　
tu et to? これは何ですか。　an to van sei. 何をしようかなぁ：so 
van toだと「何をアレしようかなぁ」の意味になる。アレには文脈
ごとに異なる動詞が入る。　non xar tyu en alna to et to. 何が何だ
か分からないでしょうね。
to(2)  ［化学］化合物中で何級かを指す。vitoだとターシャル。　19:tonk

to,f  toa　e

to,lsk  10　?　０を指す yuuと同じ文字で使われ、音だけ異なった。
to,alt  tul　<>to

tot  to/at
tot(2)  ［擬音］とん、トンッ、ひょい、ヒョイ、ぴょん、ピョン　［レベル］
２　19
totti  ［料理］タルト　［レベル］４　lakta

totton  ［幼児］おはな、お鼻、鼻　［レベル］１　20:mel:古 to, 指小辞 n

total  ［代詞］何であろうと、あらゆる、どんな、どんな～であろうと　［レ
ベル］１　rd;to/tal「何であろうとしかして」　17:制 :to/tal　【成句】　sa tot
al 何よりも先に、まず最初に、とにかくはじめに　【用例】　an lapn van 
ti olta ti lax total. 君のしてほしいことはなんでも叶えてあげるよ。
　an aluut rak van total xepen a. どんな困難でも乗り越えてみせる。
totalvaxtan  ［名詞］何でも屋、問題処理屋、問題解決屋　［レベル］４　rd;/
　23
totalet  ［代詞］何かしらの　［レベル］１　20:seren/ridia:total/te

toto  ［代詞］なになに、～、何とか、何々、何がし、何某、なにそれ、ほにゃ
らら　［レベル］２　15:制 :古でも alal（何々）という同じ用法の語があっ
たため、それを制アルカの語である totoに置き換えたもの。　［語法］
　思い出せない語の一部の後に付けて ｢何々 ｣という忘れた部分を
表わす語。arbatoto アルバ～何々（アルバザードのつもりで）　【用例】
　"le et to a? les lad beek ka parm... totovent..."　"mepl! toto!"　「あ
れなんだっけ。日本の会社でさ、○○社ってとこで、ほらトイレ作っ

てる……」　「わかった、ＴＯＴＯだ！」
totol  ［代詞］何々の、なになにの　［レベル］２　20

totolu,alt  vad, tax
tote,f  tos　to/te「鼻に来る風」
tok  to/ik
tokt  ［動物］サイ、犀　［レベル］３　lakta　［擬声］　buu（鳴き声）
tokka  ［名詞］ゴール、終点、着点　［交通］ターミナル、ターミナル駅　［名
詞］特定のものを探しているときのお目当て、アタリ　［反意語］kitta　［レ
ベル］３　20:melidia xier:tookka

tokl  ［料理］ハム　［レベル］２　13:制 :faptokl（燻製された豚肉のもも）。
fapxと音を離した。
toka  ［料理］そば、ソバ、蕎麦　［レベル］３　16:制 :古では atkai　［文化］　麺
かクレープとして食される。クレープはケートイアから伝わったも
ので、北部ほど食べる。蕎麦はもともと軟水の多いアルバザードで
も食されていた。アルバザード人がもともと食べていた蕎麦は海産
物の出汁で味付けた麺だったが、凪人がもたらした蕎麦は醤油で味
を付けたもの。アルバザードではこちらのほうが人気が出てしまい、
ワッカやカテージュなど一部の地域を除いて蕎麦といえば醤油味と
決まっている。箸を使って食べる。　蕎麦は音もなく啜る。凪人は
勢い良く音を立てるが、アルバザード人やルティア人はそれをしな
い。　【用例】　kui{sip} toka そばを啜る。sipにすると啜るという動作
を強調している。ふつうは kuiを使う。sipは啜る動作を強調すると
きだけ使う。例えば今食べているソバはガレットのようなものでは
なく麺であると明言したいときなどに使う。
toko  ［名詞］傾向、風潮　［動詞］yulを aに偏らせる、偏る、片寄る　［名詞］
偏り　［化学］極性← potitoko　［レベル］３　16:制 :tok　【用例】　arden til 
toko del siina min. 体育会系は女好きな傾向にある。
tokokui  ［名詞］偏食　［レベル］４　21

tokokuian  ［名詞］偏食家　［レベル］４　21

tokolias  ［化学］極性分子　［レベル］５　19

tox  ［名詞］ひとつ前、先代、前時代　［形容詞］ひとつ前の、先代の、前
時代の　［反意語］kes　［レベル］１　＠ 19　【用例】　salt tox 去年、昨年
toxxelt  ［名詞］先月　［レベル］２　rd;/　23

toxsalt  ［名詞］去年　［レベル］２　rd;/　23

toxsoot  ［名詞］先週　［レベル］２　rd;/　23

toxsel  ［名詞］一日前、その前の日、前日　［レベル］３　19

toxflei  ［電算］ページアップ　［レベル］５　20

toxan  前任者　19

toxarka  ［言語］先代アルカ　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　■現実
では　　リーザが作った使徒用暗号。アティーリではソーンとの戦
闘のためにリーザが第二アルカを改変したもの。ユマナでは同じ目
的でリーザが作った人工言語。語彙は少なかったが、古アルカに影
響を与えている。　　リーザがユーアの助けを借りて作った使徒用
暗号。制作完了の年月日が明瞭で、彼女の日記によると、メル－ 9
年メルの月ジールの日（１９８０年６月４日）にできている。この
暗号には名がなかったのでセレンが先代アルカと名付けた。初代ア
ルカと同じくこれもアルカの一種ではない。　先代アルカの語彙は
10数程度だとかつて思われていたが、派生する語や未知の語があっ
たため、実際の語彙数は 100 を超える。ジェスチャーでも口頭でも
筆記でも同様の命題が伝わるようになっているという点で特徴的で
ある。　先代アルカから制アルカに流入した語は em、dad、sor、xiv
のような基本語が多く、jamのような身体語彙にも見られる。また
hacma（厳密には初代アルカ）や rsiilaなど、アシェットに関する語
彙にも流入している。
toxel  ［名詞］昨日　［反意語］kest　［レベル］２　19:melidia alis:toxlfis

tos  ［名詞］匂い、香り、臭い　［類義語］tolxe　［レベル］２　14:制 :古 :to　
tote:tote::sawan,alt　【用例】　tos manen zom em fai 木の燃える匂い
tos(2)  to/es
tosgek  ［生物］嗅球　19

ton  ［単位］１０分の１、割、分　［レベル］３　14:制 :don:制では億の意
味
ton,alt  tuuno　tuuno.l

tont  ［動詞］yulをぽんと叩く、ぽんぽんする、叩く、ポンポンする、
とんとんする、トントンする　［レベル］３　fovet　【用例】　la tontat an 
on flel. 彼は私の肩をぽんと叩いた。　tontik yu on xos, main t'alti
na or frem a fara yun dol l'or pix. トンと背中を押すと、少年の
身体は転がる石のように暖炉の方へ近付いていった。
tonto  ［名詞］ジョブ　［名詞］職業　［レベル］４　古 :官位　［語法］［文化］　en
velen　ジョブの場合、仕事の意味ではない。ファイナルファンタジー
のジョブといえば分かりやすいだろう。戦士や魔導師などがある。
　rdまでは実在したが、ナディア以降は人類の衰退とともに消えた。
アティーリはジョブチェンジやダーマの神殿に当たるものはない。
生まれ持っての素質に後天的な訓練の結果、ジョブが決まっていく。
リディアのように思春期以降急激に召喚士の能力を開花させたのは
レアケース。　 【用例】　miyu tonto i frein al artan 魔法使いから戦
士に転職する
tonto,fv  tonk
tontospat  ［名詞］職業差別　［レベル］５　rd;/　24　［文化］　rdでセレンが
職業差別は良くないと言うまで職業差別は平気で行われてきた。セ
レンの死後は再び職業差別が行われた。　旧革命でミロクが職業差
別を撤廃したが、ミロクの影響が薄まるにつれて職業差別は復活し
てきた。　革命で再びセレンが職業差別を撤廃し、ljでは所得格
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差も是正され、職業差別は落ち着いている。セレンは「医者が清掃
員より上だということはない。編集者がライン工より上だというこ
とはない。ライン工は編集者の仕事ができないだろうが、編集者も
またライン工の単純作業は気が狂ってしまってできなかったり、立
ちっぱなしの警備員やレジ打ちの仕事は足腰が痛くてできなかった
りして、できないことがある。そう考えると底辺と呼ばれる職業の
人も上の人間にできないことをやっていて、それはそれで凄いのだ。
お勉強ができれば世の中良いというわけではない。勉強ができてホ
ワイトカラーだからといってブルーカラーをやるだけの体力のない
ヒョロガリ・デブがブルーカラーを笑うのは許せない」と述べた。
セレンはホワイトカラーの人間で、まして革命家でもあったから、
彼の考えは負け惜しみとは捉えられず、革命とともに受け入れられ
ていった。　実際、この設定は現実のセレンの思想を反映したもの。
セレンは底辺と呼ばれる仕事をしている人間はそれはそれなりに凄
いと尊敬している。とてもじゃないがセレンには立ちっぱなしの仕
事や単純作業はできないからだ。セレンは社会的には身分が高いが、
底辺職を見ていて「あれは自分には真似できないなぁ」と思い、「職
業差別は荒唐無稽だな。差別してる奴は一回底辺職やってみろよ。
お前らの体力や根性じゃ到底務まらないから」と思うようになった。
tontomiyu  ［娯楽］転職、ジョブチェンジ、クラスチェンジ、ジョブチェ
ン　［レベル］４　22

tonk  ［名詞］官位、官爵、位、階級、等級、地位、身分、立場、職業、
カースト、レベル、～号、博士号などの号、肩書き、役職　［レベル］３
　14:制 :古 :tonto　tonto:tonto　［語法］　tonkは身分としての位を指し、
kanaは階級としての位を指す。平民や商人や王族などは身分であり、
社長や部長や元帥や一等兵や警視総監などは階級である。　［文化］　
カコでアルバ王政が誕生したときの身分制度は、王族、貴族、軍人、
文民の４種。商人か農民かという分け方はなく、戦闘要員か否かで
軍人と文民を分けた。一番下の身分は非戦闘要員である文民。また、
奴隷はこの外で、身分外であった。　rdではアシェットが貴族を廃
止。しかしナディアで植民支配に成功した軍人が貴族になり、元に
戻る。アルティルでも同様で、ヴェレイでシルク・アルミが認めら
れ、再び貴族は廃止。　軍文の区別は魔法を失ったナディアにおい
て、軍隊に属する軍人と、それ以外のふつうの人々である民間（文
人）の区別に取り替わった。民間は商人と平民に分けられる。ナディ
ア～シルク・アルミ前の身分は王族、貴族、軍人、商人、平民の５種。
商人には「工」も含む。　ヴェレイで五民平等が確立し、文民統制
になり、さらにその後身分制度は廃止になった。アルタレス制がで
きたころには既に身分はなかったものの、王、副王、官僚、平民と
いう事実上の身分ができあがっていた。これは現在の日本と似てい
る。　革命後、tonkという言葉は生き続け、事実上の身分である王、
副王などを指すようになった。また、身分制が廃止されている都合で、
官僚、役人、学生、僧侶、学者、商人などといったものも tonkに入
るようになり、職業とのグレー化も進んだ。　一方、ミロクは「王族、
僧侶、学者、医者」は死刑にできないと特別扱いしたため、これら
４種とそれ以外の「平民」を加えた５種が革命後の tonkであるとい
う見方もできる。上記の tonkが広義だとすると、この tonkは狭義の
tonkである。よって、狭義的にはアルバザードは５身分制といえる。
　【用例】　na tonk xa tu fia. 階級意識を感じる。
tonkan  ［地名］トンカン　20　［文化］　アルハンテ西部の都市。
tonkotan  ［魔法］ノーム　alt;/　24

tonx  ［動詞］yulを aに植える、植える　［反意語］kems　［レベル］３　14:制 :古 :pot 
tuuno（土へ）
tons  ［名詞］順位、ランク、ランキング、格付け、序列、順序　［レベル］
３　13:制 :ton　【用例】　tons zok 一位
tona  ［名詞］３０代女性　［反意語］altona　［レベル］２　14:制 :古 :tonaa

tonal  ［生物］３０代　［レベル］２　rd;naat/al　23

tone  ［動物］イカ　［レベル］３　古 :ton（10）/e（水）。もしくは eli（魚）
の短縮か。　alawa:　［文化］　食用されるが、日本よりゲテモノ扱い。
toneifal  ［生物］軟体動物門　22:イカ門
tov  ［動詞］yulとケンカする、ケンカする　［普通動名詞］ケンカ、けんか、
喧嘩　［経済］もみあい、もみ合い、揉み合い　［レベル］２　15:制 :tisvas
（小さな戦い）から。　［語法］　よくある流れはこう。怒ったほうが
"wei!"と言って相手に突っかかる。たいてい右手の人差し指で相手
の顔を指す。ユベールの間合いまで近付く。いきなり殴りかからず、
相手の罪状と自分の感情を並べ立てる。次に相手に逃げる機会を与
えて様子を伺う。相手が逃げた場合、一言捨て台詞を吐いてその場
を丸く収める。相手に交戦の意思があれば殴りかかる。胸倉は掴ま
ない。アルバザード人は必修でユベールを学校で習う。胸倉を掴ん
だら小手を捻られることを知っているため、間合い以上に近づくこ
とすらしない。なお、状況が緊急の場合、すべての過程を取っ払っ
て殴りかかる。緊急でないのにいきなり殴りかかったら観衆に卑怯
者と罵られる。その場合、観衆の中からたいてい数人の男が出てき
て卑怯者を潰してしまう。また観衆は審判という重要な役割も持っ
ており、善意で勝者を決定する。敗者が大けがを負わないうちに場
を収めてやる機能を担っている。一般にアルバザード人はケンカ早
く、議論で勝負がつかなければ力づくで決めようとする。ケンカは
見るのもするのも好き。逃げるとクラスの笑い物になり、彼女もで
きなくなる。また、明らかに力の差がある相手や怪我人に喧嘩を売っ
ても笑い物にされる。大きい人間は小さい相手に喧嘩を売れない。が、
小さい人間から売ることはできる。ほかに日本と違うのは、女も殴
り合いのケンカをする点。　【用例】　el tov xin hacn. 友達と喧嘩して
はいけません。　den tov, em memir a hacn. けんかしないで友達と
仲良くしなさい。
tof  ［電算］インターネット　［レベル］３　13:制 :古 :tesfib（電気 /網）　
［文化］　メル 280年代に開発された。最初はパソコン間で試用された
が、国の強力な援助を受けて速やかにメル 288年にアンセの機能とし

て実装された。以降、アルバザードでは完全に普及しており、どの
個人もネットを利用している。定額制で、いくらでも使える。容量
は今の日本と比べて遥かに大きく、高速である。ニュースも最もネッ
トが早く出回る。世界の情報網で最も優れたものである。普及率が
著しいため、ネットに関する法が日本より遥かに進んでいる。違法
なものの取り締まりは遥かに厳しくかつ迅速である。　【用例】　tof em 
kalma is. ネットの接続がよく切れる。　tu tan et fas eles xel el fonl 
tof e. ネット見ないのも仕事のウチですよ（『モテキ＃３』）
tofvet  ［電算］ネット用語　［レベル］４　al;/　23

tofvega  ［名詞］［電算］ネット弁慶　［レベル］５　rd;/　23　［語法］　vega

tofl  ［動詞］yulを aに預ける、預ける、預金する、託す、たくす　［経済］
預金　［反意語］koft　［レベル］３　古　【用例】　tofl gil a klen 銀行に金を
預ける　tofl miva a felka 学校に娘を預ける
toflgil  ［経済］預金　［レベル］４　19

tofliva  ［娯楽］オンラインゲーム、オンゲー　［レベル］４　22

tofan  ［電算］プロバイダー、インターネットサービスプロバイダ　［レベ
ル］４　19

tofan(2)  ［名詞］何番目の、いくつ目の　［レベル］２　21

tom  ［生物］腹、おなか　［言語］［文字］カウンター、ふところ　［レベル］２　
frf　古 :ridia:小さかった頃のメルの腹部をぽんぽんと撫でながら
tomtomといっていたことから、tomtomはおそらく ｢ぽんぽん ｣にあ
たる言葉だろう　ga:ga:la gwain（体の真ん中にあるので母体）:haga,alt
　［語法］　腹筋がある辺りを指す。肋骨を含んでそこから下、へそを
含んでそのから上の部分。へその少し下も含む。通常腹痛というと、
ここが痛いことになり、胃か大腸が痛みを訴えているケースがほと
んど。　【用例】　tom fab 膨れたお腹
toms  ［名詞］釜、カマ、窯、罐　［レベル］３　lakta

tomvaik  ［生物］腹部　rd;/　24

tomvim  ［生物］腹筋　［レベル］４　24<22

tomyai  ［医療］腹痛　［レベル］３　19

toma  ［名詞］身分証明書　［レベル］４　14:制 :tonmas　［文化］　アンセに内臓
されている。
tomokali  ［名詞］切腹、腹切り、トモカリ　［アクセント］tomokalI　［類義語］naki
li　［レベル］４　sm;alt　21　［語法］　nakiliはアルバレンで tomokaliの訳語。
tomokaliが正統な凪霧。　［文化］　アルティアの奇習。不徳を働いた武
士が腹を割いて自害する風習。
tomoe  ［地名］トモエ、ともえ、巴、巴市　［弓道］武射系　［アクセント］tomoE　［レ
ベル］４　21:alt　［文化］　ルティア西部の都市。かつてアルティアと戦争
をしたときの要所で、トモエ陥落がルティアの敗因となった。支配
される前の名は flandirで、現在では街の名として残っている。行政
区分は県。県庁はトモエ県トモエ区トモエ市所在。
togyuula  ［名詞］おまじない　［魔法］白魔導師のハノン。白魔法の入門的
な内容で、低位白魔法を一通り覚える行程のもの。　［レベル］３　神無
アルカ :苦痛を取り除く癒しの魔法。gyuは古アルカの苦い・つらい
に当たるのではないか。　［語法］［文化］　人を癒したり助けたりする効
果がある類のおまじないの総称。ゲーム的にいうと回復補助魔法や
白魔法にあたる。　【用例】　tu et tio togyuula yumil. それはありふれ
たおまじないにすぎない。
togal  ［名詞］［形容詞］何百もの。前置。　［レベル］３　19:melidia alis

top  ［再帰動名詞］よちよち、よちよち歩き　［動詞］yul（場所）をよちよ
ち歩く、歩く　［レベル］２　古 :オノマトペ
topl  ［料理］マドレーヌ　［レベル］４　20:melidia xier:古 :xitoxipl（バニ
ラケーキ）を短くしたもの。　［文化］　rdでリディアが作ったのが最初。
貝型のものはなく、円形の型を使う。
tor  ［形容詞］魅力的な、モテる　［反意語］solel　［レベル］３　sorn　［文化］
　＜モテる男性＞　正義感がある。　倫理観がある。　情けがある。
　優しい。　賢い。　清潔である。　身なりが良い。ただし、豪華
はマイナス。　スタイルが良い。　顔が良い。　筋肉が締まっている。
　女のコンプレックスに対して共感力がある。　女にとって付け入
る隙となる欠点を持っている。欠点の少ない男は男に尊敬されるが
女に好かれはしない。凄い人と言われて終わる。　女を褒めそやす。
　＜モテる女性＞　貞淑である。（浮気の前科があるとアルバザード
ではかえってモテない。事実上モテるのは処女のみ）　男を立てる。
　従順かつ協力的である。　控えめで大人しい。　優しい。　素直。
　美しいか可愛らしい。　細くて小さい。　賢いが、それを表に出
さない。　薄化粧。　飾り気のない服を着ている。　人の悪口を言
わない。（男はもともと言わない）　男の話にころころとよく笑い、
女同士で話しているときでも大口を立てて笑わない。　男を褒める。
　 
torte  ［丁寧］吐息、息、トルテ　［類義語］xef　［レベル］４　21:tor/teeze　
［文化］　主に美少女に用いる。
toriste  ［人名］トリステ　20　［文化］　(yuuma 6957:7490)　yuuma 6970 
イクスタン、ルクレティアとの間に娘 cuukiiteを授かる。西の暴動
を見ていたイクスタンはこの年、旧イクサンテ系貴族のメティオ人 ka
lmanの娘 toristeを第二夫人として娶る 
towa  ［名詞］香水、パーフュム、パルファン　［レベル］３　sorn:towa（香水）。
原義は ｢鼻に（匂いを）渡すもの ｣。to（鼻）/wa（walpo（渡す））か
ら。フランス語ｔｏｉｌｅｔｔｅではない。　［文化］　現代ではきわ
めて薄くつける程度に用いる。　rdまでは非常に高価で、主に貴族
の所有物であった。自然物から純粋に抽出していたため、貴族は体
臭予防だけでなく、水で薄めた香水で嗽をして口臭予防にも使った。
　　香水の発祥は zgのシージア。その後レスティルにもたらされた。
　香水が発展したのは smのケートイア。内陸地で水が少なくシャワー
や風呂に入る機会が少なく、また肉食をしていたため、体臭を隠す
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ために主に貴族の間で発達した。ケートイアの香水文化はアルバザー
ド北東部に流入し、そこからアルシアや中央部へ入っていった。　
アルシアは泉が多く水浴びをする機会が多い。アルナは湾が近いの
で水が豊富。従ってこれらの地域では香水を付けすぎない文化が発
達した。また凪人は香水の香りの強いのを嫌い、ほとんど付けるこ
とがなかった。　【用例】　sab{ev} towa 香水をつける。sabのほうが ev
よりおしゃれな言い方に感じる。　see liito e towa emoen felin 
ik emik kalisel. 薔薇をベースとした香水の芳香が微かに漂う。
tol  ［代詞］［yuul］君、あなた、貴方　［レベル］１　21:sorn:ti/古 al

tol,szd  il　to/al「何 /物」　時間とともに意味が変化して「すべて」に。
tolt  ［植物］年輪　［レベル］３　rd;tolis/olt　23

toltxipl  ［料理］バウムクーヘン　［レベル］３　rt;/　23:seren/milf:ドイツ
人のミクちゃんと話してて、「バウムクーヘンのバウムって実際はバ
オムって発音するの？古い教科書には auは aoって発音するってある
んだけど」って聞いたら、「バウムクーヘンってなんですか、リーダー
さん」って聞かれた。ドイツの菓子じゃないのか……？←ｔｗｉｔ
ｔｅｒより。このような会話をしている過程でアルカでそもそも何
ていうのか考えることになり、命名した。
tolte  ［代詞］［yuul］君の　［レベル］１　21:sorn:tol/te

tolk  ［生物］大腿、もも、腿、太もも　［反意語］anto　［レベル］２　sert　13:
制 :telk　se:se　【用例】　tolk jax 太い腿、たくましい腿
tolkvano  ［生物］箕門　21

tolkho  ［生物］大腿骨　［レベル］４　22

tolklonz  ［名詞］膝枕、膝まくら、ひざ枕、ひざまくら　［レベル］２　rd;/
　23　【用例】　fit tolklonz a nene ～に膝枕してやる
tolka  ［魔法］錬成物、トルカ　［レベル］６　20:古 tooki（終わる）/al（物）　［文
化］　lmiyu

tolx  ［動詞］yulを訓練する、訓練する、練習する　［普通動名詞］［再帰動名詞］
訓練、練習、トレーニング　［レベル］３　14:制 :古 :tola。新では格組を変え、
yulに人でなく内容を取って使いやすくした　【用例】　tolxor 練習中　
tu et volx alka on fel arka xel el tolx tu onkel. 練習することがアルカ
を勉強する上で一番重要だ。　im tu salt, an tolx van. 今年はトレー
ニングをするつもりだ。　im tuo, an tolx voskel yul nos ar sen em 
foilnet. 最近、早起きの習慣を身につけようと練習中だ。
tolxe  ［名詞］懐かしい匂い、子供の頃の匂い　［類義語］tos　［レベル］５　
rd;tos/alxe。匂いに敏感なセレンが懐かしい香りをかいだときに特別
に世界から切り分けた語。　24
tolvador  ［軍事］トルヴァドール、トルバドール、抗魔筐、こうまきょ
う　［アクセント］tolvadOr　［レベル］４　rd;tol/vador「全国」　［文化］　kalkovel

tolf  ［名詞］合宿、キャンプ　［レベル］３　14:制 :tolxmok

tolftulf  ［医療］プール熱　［レベル］４　19:ridia　［文化］　レイユ前期にお
いて、学校の合宿の時期に増える病気であることから名づけられた。
子供がかかりやすい。何気に韻を踏んでいる。
tolfka  ［名詞］キャンプ場　［レベル］３　19:melidia alis

toliko,alt  flea
tolikohada  ［植物］グミ、茱萸　nd;var alt　22

tolis  ［名詞］年齢、年、とし、歳、才、エイジ、エージ　［類義語］salt　［レベル］
２　sm;tolis,szd < to/liiz「何/小さい」→「どれくらい小さい」→「何歳」
　22　::lu tolis（メルティアが男）　［語法］　→ livles　la et tolis 4は「彼
は四歳だ」で、la et salt 2は「彼は二年目の新人だ」という意味。　

【成句】　haas tolis. kont palm tolis 年功序列　【用例】　an til 10 tolis. = an 
et tolis 10. 私は十歳だ。　nana del tolis 1 (keno) xelt 2 １歳２ヶ月
の赤ん坊　ridia at tolis toal im vast teems? リディアはテームスを倒
したとき、何歳でしたか。　ti til toal tolis? = ti et{tur} tolis toal? 
何歳ですか。おいくつですか。　main luut es malt ka tu lond fin lu 
et fian le til 6 tolis tis. ６歳の幼い自分は夢の中で大人の姿になっ
ていた。　oma alxa em tolis 15 xalt lan im tolos 1. 犬は１歳で人間でい
う１５歳になる。
tolisrez  ［名詞］年齢制限　［レベル］３　23

toa  ［生物］鼻　［動詞］自然と yulの匂いを感じる、自然と yulを嗅ぐ、
yulが匂う、yulの匂いがする、yulが臭う、yulの臭いがする、yul
が香る、かぐ、嗅ぐ、におう、臭う、匂う　［電算］マウスのホイール（マ
ウスのクリックの間にある球）　［名詞］のど、ノド→ lei　［類義語］tott
on　［レベル］１　frf;to.k　14←古 :to　to:toa:lu pulit　［語法］　日本語の
鼻の領域と同じ。日本語で言う鼻の下は atok。　【用例】　鼻をかむ→ toa
er　toa wax 高い鼻　toa kai 大きな鼻　toa dok 横広がりな鼻。タイ人
のような横に広い鼻の意。
toasap  ［生物］鼻息　［動詞］yulに鼻息をつかせる　［レベル］３　14:制 :鼻の
空気　【用例】　ok toasap ruuf 鼻息荒く
toan  ［動詞］yulを嗅ぐ、嗅ぐ、かぐ　［文末純詞］～なようだ。嗅覚での推量。
　［レベル］２　16:制　【用例】　toan miina 花を嗅ぐ　seren toan nelt lei. 
セレンは本を嗅ぐくせがある。
toannakl  ［生物］嗅覚　［レベル］４　21

toani  ［生物］鼻毛　［レベル］３　14

toafo  ［言語］鼻音　［レベル］６　19

toamax  ［生物］鼻孔　［レベル］４　16:制　［語法］　toajim

toadirei  ［生物］鼻中隔軟骨　19

toaho  ［生物］鼻骨　［レベル］５　19

toarako  ［医療］鼻炎　［レベル］４　19

toajim  ［生物］鼻腔　［レベル］５　14:制 :鼻腔　［語法］　鼻孔は奥の鼻音を
調音するのに使う鼻腔とは違い、穴の部分だけを指す。指を鼻に入

れてみたとき、指の第一関節ほどが入る部分までを toamaxといい、指
がつっかえてもう入らない部分以降を toajimという。
toal  ［名詞］いくつ、どれくらいの　［形容詞］いくつの数の。前置。　［形容詞］
何番目の。後置。　［レベル］２　19　【用例】　ti lax toal miik? りんごはい
くつほしい？
toalapx  ［動詞］yulに鼻でため息をつかせる、ため息をつく　［類義語］lapx
　［レベル］３　19:melidia axte　［語法］　lapxするとちょっと失礼かなとい
うときにする仕草。
toalem  ［名詞］鼻歌、ハミング　［レベル］３　19:鼻をつまむと歌えないの
で鼻で歌ってることになる ,
toaabe  のど布→ lei　22

toaext  ［生物］鼻くそ、ハナクソ、鼻クソ　［レベル］２　19:ridia

toaer  ［生物］鼻水　［レベル］２　19　［文化］　鼻を人前でかむのは不潔な動
作。すするのも不潔な動作。ユンクは恥らって人前ではせず、トイ
レなどでする。男は平気でするが、ユールはユンク同様隠れてする。
　【用例】　ar toaer 鼻水を出す　is toaer 鼻をすする　alsip toaer 鼻を
かむ
toi  ［動詞］yulを調整する、調整する、調節する、服の丈を調整する、
直す　［普通動名詞］調整、調節、修正、直し　［レベル］３　古 :アルシェ
の loisが変化したもの。　【用例】　toi nim 色を調整する
toikork  ［普通動名詞］リストラ、リストラクチャー、リストラクチャリ
ング、部門削減、削減、部門撤退、撤退　［動詞］yulをリストラする、
リストラする、削減する　［類義語］toialfons　［レベル］４　al;/　23　［語法］
　toialfons
toim  ［文頭純詞］いつの間にか、いつのまに、いつしか、気付いたら、
そういえば、そういや、何時しか、気付けば、気づけば　［レベル］２　
15:制 :古 :toin,toima（今何時？）が変化したもの。
toijala  ［ユマナ］トイザらス、といじゃらー　［レベル］５　22:luxia:セレン
の発音「といざらす」により、rではなく l。池袋。
toiwani  ［工学］［数学］無駄歯　［レベル］６　rd;/　23　［文化］　歯車の歯は
同じ歯同士が咬み合う回数が増えると癖がついて摩耗しやすくなる。
たとえば６０と３０の歯数の歯車だと６０が最小公倍数なので、そ
れぞれ１回転と２回転ごとに同じ歯が当たり、摩耗が早まる。そこ
で１つ無駄歯という歯を入れ、６１の歯車を作る。すると最小公
倍数が１８３０となり、同じ歯同士が咬み合うのは順に３０回転・
６１回転のときになり、摩耗が減る。その代わり速比は変化する。
　無駄歯 zgのころには開発されていたが、アルバザードでは smご
ろに導入された。しかし sm後期で魔法工学が盛んになるにつれ、計
器が精密性を要求するようになり、無駄歯が使われる機会は減って
いった。
toialfons  ［普通動名詞］リストラ、リストラクチャー、リストラクチャリ
ング、人員削減　［動詞］yulをリストラする、リストラする、人員削
減する、削減する　［類義語］toikork　［レベル］４　al;/　23　［語法］　toialfo
nsは人のリストラ。toikorkは部門などの削減や撤退。
toiimoe  ［美容］コンディショナー　［レベル］４　vl;/　23にセレンが造語
したがその後リディアの辞書を見たら同じ語形で既に登録済みだっ
た。　［文化］　コンディショナーは、髪の表面をカバーするという点
では、リンスに近いけど、リンスよりも髪の表面のコンディション
を整える力が強いもの。
too  ［名詞］古アルカの１０　［レベル］３　ard;to,lsk.l　赤
toot  ［代詞］何の　［レベル］１　20:seren/ridia

tooto  ［音楽］スウィング、シャッフル、バウンス　［反意語］altooto　21:「トー
ト」というのは口で出す音のことで、「トー」が長い拍、「ト」が短
い拍を指す。スウィングの拍の構成を説明するときに「トート」な
どといって伝えたところから
took  ［動詞］yulを終える、終える、終わる　［法副詞］～しおわる、終了
相を示す。　［動詞］非単位動詞の終了相を作る連動詞。yan lu took luk 
du fou, niksik al ako （そして彼女は数歩歩き、地面に倒れた）　［名詞］
エンディング、終わり、エンド、ＥＤ、フィン、ｆｉｎ　［接辞］複合
語で「終わりの」の意味を作る。　［音楽］フィーネ　［反意語］kit　［レベル］
２　rd;tooki.l　19:古 :tooki　tooki:tooki::ook,rk　［語法］　na daim vem
は恐怖を感じだしたが感じ切って恐怖を認知する前に不安定度に留
めた場合。na took vemは一度恐怖を感じたが、それが終わった段階。
　【用例】　an tookatik lab sa foni del an mok ax. 寝る時間になってよう
やく仕事が終わった。
tooknif  ［言語］終了相　［レベル］４　20　［語法］　状態動詞の一端、事後
段階の一端、外相の一端。 　非単位動詞の右端点。 　「～しおわった、
～な状態からの脱却」という意味。 
tooklox  ［生物］直腸　［レベル］４　19

tooki,f  took　kiito

tookop  後注→ lei　22

toon  ［単位］何十　［レベル］２　21

toon beeg  ［人名］トーン＝ベーグ　20:ridia:mirok:tool/人名化の n　［文
化］　アルダ時代のミロクの同級生。肉屋の息子で体格が良く、ミロ
クと仲が悪い。最終的にミロクの近衛兵にまで昇進する。
toono  ［魔物］トーノ（土竜）：第三十三天：土の衛天　［レベル］５　19:ri
dia/seren/mel:tuuno/toolの混成　［文化］　土属性の地竜。大きさは竜
族最大。飛べず、動きは緩慢。ベージュ色。寝ながら火を吐くなど
して攻撃してくる。家よりも大きい竜で、腕力も最大。だが、性格
は竜族の中では大人しいため、刺激せず大人しく迂回しよう。
toonoerim  ［天文］デネボラ　19:ridia/seren/mel　［文化］　トーノの心
臓。
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tooma  ［被服］カマーバンド　rt;tom.k　24

tood  ［名詞］坂、坂道、スロープ　［名詞］承　［音楽］ポルタメント→ naf　［レ
ベル］２　20:seren/ridia:toot:19:tokfont　【用例】　tu tood de kin nod 
mal xa. この坂、こんなに急だったっけ。
tooria  ［地名］トーリア海　20:ridia:竜の海　［文化］　アクオリア東の海。
tooriatike  ［地学］トーリア海流　23

tooze  ［地名］トーゼ川　［レベル］６　古 :ridia:「風の川」。teezeのアプ
ラウト。20年にセレンがサプリを流れると決めるまで、サプリなの
かアルダなのか決まっていなかった。単にリディアが幼少期遊んだ
川となっていた。　［文化］　サプリの村を流れる川。
toozegalf  ［天文］天の川、ミルキーウェイ　［軍事］侵攻ルート、攻撃ルー
ト　［レベル］４　20:トーゼ川の銀河　［文化］　ファルアモンのヴェガが
リディアのアルタイルを襲うために通る川状の銀河であることから
この名が付いた。リディアで川というところからサプリ村のトーゼ
川が選ばれた。
tool  ［生物］竜、ドラゴン　［レベル］４　古 :tuunoからか　［文化］　歩くタ
イプのドラゴン。
tool valbes  ［人名］トール＝ヴァルベス　19:ilmus:ridia　［文化］　(mel 
141→ 173)アルティル期の軍人。デスパナの機織りの娘と売れない作
家の間に生まれた。１５歳で陸軍に志願。驚異的な身体能力で王国
屈指の剣士となる。２９歳でイグレスタに対する議員の人数制限が
始まり、暴徒鎮圧の命を受ける。鎮圧の功績により、３０歳でヴァ
ルベス王の側近となり、警護を担当する。３２歳でイグレスタ革命。
ラティア刑務所に侵入した暴徒を斬り捨てるも数に押され撤退。王
宮に侵入したイグレス勢と戦い、王を逃がし、戦死。
toolden  ［名詞］トールデン、トール人、地竜人　［レベル］４　20:ridia　［文
化］　アルバザードとケートイアに住む民族。アルバザードは混血が
進んでいるので、現在ではケートイア人のほうが純度が高い。骨格
が華奢で色白で、背は飛竜人より低い。体格が全体的に飛竜人に劣る。
飛竜人より小柄な民族で、牧畜より農耕を営んできた。髪は茶色で
目も茶色が多い。
toolpol  ［地名］地竜方　［レベル］４　20:ridia　［文化］　北方のうち、アル
バザード・ケートイアを指す。地竜人が住む。
toe  ［動詞］yulを刺す、刺す、突く、つつく、つっつく　［擬音］つんつ
ん、ツンツン、ちょんちょん、チョンチョン　［レベル］２　lsl;oes,szd.l
　sorn　参考 :アルシェでは pipi　pipi:toe:oes:txotxo,mdd pielu,alt
　【用例】　toe liel 長く突く、奥まで突く
toen  ［普通動名詞］弱者から強者への一撃、攻撃、暴力　［動詞］yulを打つ、
打つ、撃つ、殴る、叩く、突く、攻撃する　［シェルト］後手の一矢　［反
意語］luup　［レベル］３　sorn:弱者が強者を刺すとき、下の位置から突
き上げるようにすることからだそうだ。　［文化］　・後手の一矢　　
シェルトや将棋のようなゲームはどうしても後手が若干不利である。
そこで、後手だけに与えられた特殊ルールがある。後手は詰みの状
態になってもあと１手だけ動かすことができる。例えば敵の攻撃で
月手魔取になった場合、次の敵のターンで自分の月が取られたとす
る。普通はそこでゲーム終了だが、残った何らかの駒で相手の月か
最後の魔を取ることができれば引き分けに持っていくことができる。
これを後手の一矢といい、ソーンにだけ認められた特権である。
toenpio  ［生物］能動輸送　rt;/　24

toena  ［名詞］ルサンチマン　rd;toen/na　制 :リディアの辞書から 24に
輸入。
toevand  ［普通動名詞］突刺、突き刺し　rd;/　24

toevix  ［名詞］刺し傷　［レベル］３　19:xion

toezon  ［運動］［娯楽］ ビリヤード、撞球、スヌーカー　［レベル］４　13　［語
法］　zon キュー　aoz チョーク　max ポケット　balt クッション　hol 
ひねり、スピン
toelas  ［医療］刺手、さしで　rd;/　24　［文化］　鍼を持つ手。ふつう右。
toelent  ［普通動名詞］磔、はりつけ　［名詞］見せしめ、みせしめ　［動詞］
yulを aに磔にする、磔にする　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:刺された
人形
toutou  ［地名］トウトウ　20　［文化］　アンペル西部の都市。
te  ［法副詞］～しないで　［レベル］１　19:古 :teo（いいえ、だめ）　［語法］　
re　【用例】　☆ te mi non. ひとりにしないで。
te(2)  ［動詞］［rente］de　［レベル］１　19　【用例】　non te caiz. チビじゃな
いもん。
te(3)  ［接尾辞］etに同じ。　［接尾辞］名詞から性質状態を示す形容詞を作る。
　［接尾辞］名詞を直接言及するのを避ける。　［接尾辞］形容詞の語義を
ぼかしたり弱めたりする。　［レベル］１　fv;teezeから。　19:teet:直
接言及を避ける用法はメルが 19年に作った。"qm... alfi, non kor lan 
parmte?"（えぇと、だから、日本とか行きたいなぁ、みたいな？）と
いうリディアへの言葉が初出。その後、一週間以内に言いやすさの
面から子音と母音がひっくり返り、(e)tになった。しかし 20年に、
接尾辞 itと区別が付かないとのことで teに戻った。アルカでは伝統
的に～ te（～風な）で終わる語が多いので、teだけ切り離して発音
するのは慣れがあり、違和感はない。te以外だと、espteや jikteは
かなり違和感を感じたはず。　te, et:te, et:te, et　［語法］　直接言及を
避けるほうについては、日本語の「っぽい」「とか」「みたいな」や
英語のｓｏｒｔ ｏｆに相当する。直接名詞に言及したくないので te
を付けて「～っぽい」とぼかす。この用法の場合、形容詞ではなく
名詞のままになる。　名詞→形容詞　esp（雲）：espte（曇りの） 　
動詞→形容詞 　jikte（滑りやすい） 　動詞→形容詞→名詞という
合わせ技も可能。 　jiktet（滑りやすさ） 　形容詞→形容詞　serip
（湿った）→ seripte（湿っぽい）　【用例】　parmte 日本っぽい　espte 
曇っている

te(4)  ［南方］［動詞］et　［レベル］３　21

te,f  teeze。拘束形態素として使う。　teeze.xik

te,f(2)  tem、ter　><te(teeze)

te,alt  a, al　<>ta

tet  ［格詞］［文頭純詞］［rente］dee　［レベル］１　19:dee

tet(2)  ［動詞］［rente］det　［レベル］２　19

tetta  ［感動詞］［yunte］ねぇ　［レベル］１　古 :｢ 聞いてくれた ?｣ の意　［語法］
　呼びかけ。leeより可愛い。tettoの方が若干丁寧だが、tettaで十分
可愛い。
tetto  ［感動詞］［yunte］ねぇ。若干 tettaより丁寧。　［レベル］１　古 :tettaと
同じだが、語源が ｢聞いてくれますか？ ｣であり、若干 tettaより丁寧。
tette  ［名詞］おじさん、オジサン　［類義語］lanla　［レベル］２　古 :tette← tete

tetten  ［名詞］おじちゃん　［類義語］tette　［反意語］lanlan　［レベル］２　20:tet
te/n
tetxi,f  demi　txite,f.geks

teton  ［形容詞］義理の、血の繋がっていない　［反意語］erika　［レベル］４
　fv;tetona.k「関係性による関係」　24　teton:teton
tetona  ［名詞］関係　［名詞］人間関係、人付き合い　［レベル］２　f;teは「風」
で「関係」。naは「心」？　赤　tetona:tetona:lu tetona:tetona,alt　【成句】
　tetona del ans xenat eria it elfe kok. 同じ泉から水を飲んだ仲：
袖すり合うも他生の縁　【用例】　til tetona a ～と人間関係がある。知
己であるより深く、知り合い程度。文脈次第では男女関係という隠
語の場合もある。　tetona le leev lena im el volt tu kokko eld, non 
sedo fan tu kalt eld, soa lot, nat vem. tet myu? evitloki eyo? 言葉に
すれば 消えちゃう関係 なら 言葉を消せばいいやって 思ってた 恐
れてた だけど あれ？ なんか 違うかも（『恋愛サーキュレーション』
千石撫子）
tek  ［植物］葉、葉っぱ、このは、木の葉　［レベル］２　f;te/ki「風で動く」
　赤　tek:tek:lei　【用例】　tek at met milmel mil teeze. 風が吹いて木の
葉が散った。　an nat tu et yunfi xel tek at met. 木の葉が散るのを
見てむなしさを感じた。
tek(2)  ［動詞］［rente］dek　［レベル］２　19

tek,f  tek、diia　saal;e

tekt  ［電算］Ｅメール、メール　［動詞］yulを aにメールで出す、メール
する　［レベル］３　14:制 :古 :tesheka　［語法］　件名は olmaで内容は dosm。
　［文化］　アンセのメール機能で送受信する。ボイスメールや映像メー
ルも可能。使い方は日本人より西洋人に似ており、用件を伝えるだ
けのことが多い。人とは直に会って話すほうが好きな国民性なので、
メールは端的で、何分以内に返さないと仲間はずれになるという女
子高生のメール地獄のような現象はない。
tektpoxet  ［電算］メールサーバー　［レベル］５　19

tektzand  ［電算］Ｅメールアドレス　［レベル］４　20

tekkilp  ［地学］魚眼石　19:熱すと葉っぱのように剥がれる
tekx  ［名詞］アンケート　［レベル］３　13:制 :古 :tekasa（聞く紙）が tekxa（聞
く法律）と勘違いされたもの。kaxaと kasaはしばしば混同された。　【用
例】　ar tekx a on onについて aにアンケートを頼む
teks  ［名詞］カップ　［レベル］２　13:制 :古 :etekhoosa（茶の入れ物）　［語法］
　取っ手のある茶碗。取っ手のない円筒形のものは pap。
teksaaze  ［名詞］木の葉吹雪　［類義語］mintsaaze　［レベル］４　rd:ridia;/　
24
tekn  ［普通動名詞］協議　［動詞］yulを a{ok}と協議する、協議する　［レベル］
５　13:制 :｢ 関係者が話す ｣
tekni  ［植物］フェイジョア　［レベル］６　古 :緑色の
teknip  ［植物］グリーンピース、グリンピース　［レベル］３　古 :緑の豆
tekra  ［悪魔］テクラ、緑の悪魔テクラ　［レベル］３　meltia 0:tekra;tek/
hoora　ridia:古 :tek（緑）/hoora　［文化］　緑の毛で覆われた怪物。慎重。
tekra,lsl  diia　tekra

tekraliifa  ［天文］サイフ　19:ridia/seren/mel　［文化］　hooraliifa

teklil  ［化学］タリウム　［レベル］６　18:制
tekarko  ［言語］葉ノード　rd:mel;/　23:mel

tekelet  ［法律］覚書、覚え書き、合意書　［レベル］５　rd;te/kel/et「忘れ
るなというようなもの」　22
tex  ［格詞］～によると　［名詞］情報、個々の情報、データ、資料　［電算］
データ　［反意語］kos　［レベル］２　13:制 :古 :telo「知を伝える」　［語法］　
断片化された個々のデータを示す。体系化されていない知識を示す。
ばらばらに乱立しているデータのこと。　［文化］　＜情報とコンテク
スト＞　xalten　社内文書や案内表や契約書などにおいて、情報をど
の程度厳密に細かく伝えるかは国によって異なる。アメリカでは低
コンテクストだが、フランスや日本は高コンテクストで情報量が少
ない。ある程度常識に委ねる。一方、フランスの案内板は不親切だが、
日本は世界一と言っていいほど気配りが細かい。アルバザードは日
本式に最も近く、高コンテクストながらも気配りは細かい。例えば
電子レンジに猫を入れたら死ぬことくらい明らかなので、アルバザー
ドの説明書にはそのような注意は書いていない。もし誰かが訴えて
も、裁判所はただちに棄却する。ただ、老人にも分かるようにボタ
ンに大きな文字で「加熱」と書かれていたり、絵で分かるようになっ
ていたりと、気配りは日本人並み。　情報の伝達には国民性が出て
おり、親切でまじめがモットーのアルバザードの場合、「困っている
人を助ける」という姿勢が出ている。難しい説明書に悩んで困るだ
ろうお年寄りのお客さんなどを想定してマニュアルが組まれる。　
＜共有の精神＞　ケチや独占といった「自分だけ良ければそれで良
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い」という考えはアルバザード人が卑怯と忌むところで、情報はで
きるだけそれを必要とする人に与えるべきだという共有の精神があ
る。　従って、相手にとって必要であれば教えてやるのが善とされる。
日本の場合、ときにはおせっかいと取られるかもしれない。　【用例】　
tex le til ost tinka 容量の大きなデータ
tex(2)  ［化学］ニトリル　19:teeze

texfont  ［電算］データバス　19

texdaig  ［経済］情報税　［レベル］４　lj:seren;/　19:ridia:arbaxelt　［文化］　
書籍や音楽などの電子コンテンツを無料でＤＬするために一年に一
度支払う税金のこと。ljのミロク革命で導入された。　コンテンツ
のデータはアルバザードでは無料で手に入るが、それは情報税を納
めているため。情報税の税率や額はコンテンツの内容によって異な
る。例えば書籍は国民の民度を上げる重要なものなので、内容がア
カデミックであるほど納税額は安く済む。　情報税については著作
権が関与することなので、ladanlangを参照すること。
texra  ［電算］データベース、ＤＢ　［類義語］texa　［レベル］４　13:制 :デー
タの家
texlooa  ［形容詞］［名詞］情弱、情報弱者　［反意語］texaxk　［レベル］４　al;/「情
報に暗い」　23　【用例】　pie xalel (aaa ak texlooa a (aaa yol anser a. 未だに
ＩＭＥとかｗｗｗ　どんだけ情弱だよｗｗｗ　グーグル IME使えっ
て。
texa  ［名詞］便覧、資料集、データベース　［類義語］texra　［レベル］４　16:制 :tex

texa(2)  ［化学］ニトリル基、シアノ基　19

texaxk  ［形容詞］［名詞］情強、情報強者　［反意語］texlooa　［レベル］４　al;/「情
報に明るい」　23
texan  ［法律］参考人、情報人　［レベル］４　20:melidia xier

texen  ［接続詞］tex　［レベル］３　21

texu  ［動物］カモノハシ　［レベル］５　alakta:tesyayu（電気 /毒）
tes  ［言語］tの文字　［レベル］１　14:制 :電気　［語法］　第１文字目の幻字。
最初の子音字。
tes(2)  ［名詞］電気　［レベル］２　13:制 :古 :tes（電気）。teslan← tes（電気）
/lan（lantis（霊人））から。原義は ｢電気の人 ｣。リディアの知人で、
この名はリディアが付けたアルカ名
tes(3)  ［動詞］［rente］des　［レベル］２　19

test  ［心理］ゲイ、ホモ、同性愛、ボーイズラブ、ＢＬ　［類義語］nemp　［反
意語］testeel　［レベル］４　13:制 :testeel　［文化］　→ etim　アルバザード
では同性愛は比較的受け入れられる。アルバザードの性生活は圧倒
的に男優位なため、女は閉塞感が強い。恋人が処女であることはほ
ぼ絶対であり、女が風俗に行くこともまずない（中年以降は一部あ
りえる）。その結果、アルバザードではレズ率がホモ率より圧倒的に
高い。女同士の場合、セックスをしても処女のままとみなされるこ
とも関与している。　tu evem lunas it axet. yul axet, test mi kont tes
teel xa ova kliiz. kliiz esset ridia fin dia es tian e seren. 
testantoa  ［化学］Ｋ殻　［レベル］５　19

testia mete  ［人名］テスティア＝メテ　［レベル］５　古　［文化］　４期２代
ソーンのルシーラ。女性。アノの母。
testoms  ［名詞］電気がま、電気ジャー、電気釜　［レベル］３　19:ridia:arba
xelt
testeel  ［ユマナ］［人名］テステェル　［レベル］４　古 :生年その他不詳。神
話テステェルのモデルとなった人。　［文化］　レズビアンの女性。お
しとやかで、すこぶる美しかったらしい。女性を魅了する不思議な
魅力を持っており、魅了された女性は彼女と関係を持ったそうだ。
testeel(2)  ［人名］テステェル　［心理］レズビアン、レズ、同性愛　［類義語］
fianis　［反意語］test　［レベル］４　meltia 61:eres/koolel;e　古 :testeel　［文
化］　esta　エレスとコーレルの娘。レズビアンだが、自分から襲うこ
とはなく、相手を誘惑して襲わせる。そうやって自分の家系を含む
多くの少女をたぶらかしていったが、男には見向きもしなかったた
めに嫉妬され、残酷王フェンゼルによって永久出産の拷問を受ける。
testeel(3)  ［企業］テステェル社　21　［文化］　vorm

testeelnia  ［普通動名詞］アヒル座り、テステェルニア　［動詞］yulをアヒ
ル座りさせる、アヒル座りする　［レベル］３　古 :リディアが思春期ご
ろに特によくしていた座り方。可愛いと好評だった。
tesk  ［気象］台風　16:制 :teez（風）/esk　［文化］　アルバザードにはあま
りないが、たまにアティア海で発生したものがやってくる。　【用例】　
tesk luna in. 台風が来そうだ。　tesk lunat{vandat} wakka. 台風がワッカ
を襲った。
teska  ［物理］電場、電界　［レベル］５　19:myokaなどと同じネーミング。電
荷や電位から命名しようか考えたが、単純なのを推すことにした。
tesxiit  ［物理］静電誘導　［レベル］４　19

tesslet  ［名詞］電光掲示板、電子画面、電子モニタ、電気モニタ　［レベル］
３　vl;/　23
tessa  ［料理］抹茶　［レベル］４　22:alt

tessiz  ［芸術］電子画板　［レベル］４　19:ねこの郵便屋さん　［文化］　フル
カラー＆筆圧感知の電子ペーパー。画面に直接描くペンタブレット
が電子ペーパーになったもの。
tessolz  ［建築］電線　［レベル］４　rt;/　23

tesse  ［南方］［女性］［文末純詞］tisse　［レベル］３　21

tesnial  ［建築］電柱　［レベル］４　23　［文化］　アルバザードは一部地域を
除いて地震がほとんどないので電力は地下ケーブルを使用する。従っ
て電柱を街中に見ることはない。
tesfrim  ［生物］電子顕微鏡　［レベル］５　19

tesfilo  ［名詞］電気ポット　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

tesfont  ［名詞］チャンネル　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アルバ
ザードはジャンルごとにチャンネルが分かれている。ニュースなら
ずっとニュースだけをやっている。　【用例】　［ユマナ］an inat tesfont 6. 
６チャンを見た。　jigat tesfont alt. チャンネルを変えた。　jig 
flen tesfont alt? チャンネル変えていい？
tesdons  ［化学］電気分解、電解　［レベル］５　20

tespam  ［名詞］電灯　［レベル］３　19:melidia alis　［文化］　mok

tesra  ［工学］発電機　［レベル］４　rt:vangard liizel;tes/ra「電気の家」　
22
tesrik  ［物理］放電　［レベル］５　19

tesren  ［地学］トルマリン、電気石　［組み数字］１０/１０　［レベル］４　
19　［文化］　ノアの流れをよくし、結果的にノアを強化する魔石。
tesrein  ［数学］ｘ軸→ sanl　［レベル］４　19

tesjizol  ［音楽］エレキギター　［レベル］４　21

tesl  ［普通動名詞］発電　［動詞］yul（主に何ワットなどの量）を発電する、
発電する　［レベル］４　13:制 :teslad

teslka  ［名詞］発電所　rt;/　24

teslat  ［物理］充電　［レベル］３　rd;/↓　19:電気を（充電池などの中に）
入れる
teslatar  ［名詞］充電器　［レベル］３　rd;/。科学が未発達な rdでも充電器
程度のものは既にあった。　23
teslan  ［企業］テスラン　［レベル］５　21:tesの語源となった人名が teslan。
　［文化］　東京電力に相当する企業。
teslan naon  ［人名］テスラン＝ナオン　19:ilmus:ridia　［文化］　アルティ
ル期の政治家。財政省貿易庁長官。メル２４０年の種枯れ病の際、
大規模な輸入政策を実施。運輸庁長官のルノ＝ファルファニアに協
力を要請。これがきっかけでルノの名声が上がり、第四次選挙でア
ルティスの議席が増えた。メル２４５年、ルノ暗殺を主張したミナ
リスに反対し、アルミナを立てた。ミナリスとの利権争いで揉めて
いたテスランには好機であった。
teslit  ［化学］樟脳、カンフル、カンファー　［レベル］６　20:teslit（楠木）。
slmeからの借入。te:tes（東）/zam:lit（香木）。ヴァルマレア・ヒュグ
ノー原産の植物。メティオから見て東方であったことから。　［文化］
　現在では防虫剤などに使われる。
teslets  ［音楽］エレクトリックピアノ、電子ピアノ　［レベル］５　21

teslem  ［音楽］エレクトロニカ　21

tesa  ［物理］プラズマ　［レベル］４　13:制 :古 :tessapli（電気の空気）
tesaxlei  ［電算］ブログ、ウェブログ、インターネット日記　［レベル］４　
19:ridia:arbaxelt
tesi  ［電算］マイク、マイクロフォン、送話器、拡声装置、音を電気信
号に変える装置　［レベル］３　rt　15:制 :tesfo（電機の音）
tesisar  ［名詞］電気ブレーカー、ブレーカー　［レベル］３　19:ridia:arbaxe
lt
tesifeim  ［電算］マイクスピーカー、ヘッドセット。スピーカーとマイ
クが一体化したもの。　［名詞］受話器　［レベル］３　rt;/　23

tese  ［化学］［電算］電池、バッテリー、バッテリーパック　［レベル］３　la
kta:｢ 電気を起こす水 ｣　［文化］　最古の電池はアズゲルの時代にファベ
ルのマレット人が作ったものをシフェルが導入したもの。マレット
人はメッキ用に peglteseを開発した。その後、カコでボルタ電池が
作られた。　rdで化学が起こっても魔動式のものが多かったため、
動力としての電池はナディアを待つことになる。　【用例】　la tau tese 
o fantgar ter. 電池とＤＶＤを買うらしい。
tesemo  ［物理］電源　［レベル］３　19

ten  ［単位］８　［レベル］１　19:制 :te　osoa:hen::anlu,alt

ten(2)  ［南方］［動詞］te　［レベル］３　21

ten,lsk  kot　tek「葉の数ほど多い」
tent  ［農耕］［動詞］yulを耕す、耕す、たがやす　［レベル］３　14:制 :sad:tno
　【用例】　tent kotan 畑を耕す
tenta  ［建築］土木、土木業　［レベル］３　14:制
tentan  ［農耕］農民　［レベル］３　19:ilmus:ridia　［語法］　小作も地主も含め、
田畑で tukuiや altukを作る人。　【用例】　tentan nalx altuk kinel. 農家の
人は農作物のことをとても気にしている。
tentaamo  ［名詞］ブルドーザー　［レベル］３　14:制 :土木工事する車
tenti  ［名詞］セメント　［レベル］３　14:制
tente  ［名詞］コンクリート　［レベル］３　15:制 :tenti　【用例】　tenti em 
hono{� evi}. セメントが固まる。セメントは乾いて固まるもので
はないので eviとは言わない。
tenk  ［動詞］yulをほつれさせる、解れる、ほつれる　［レベル］３　alakta

tend  ［被服］イヤリング、耳輪、耳飾り、ピアス　［レベル］３　16:制 :tem/
dial　［文化］　魔力を高める装身具とされ、特に召喚士に好まれる。耳
に近いため、神の声がよく届くと考えられているため。現代では敬
虔な信者が身に付ける。
tenga,fv  letti　e

tenliifa  ［植物］八角、トウシキミ　［レベル］５　19　［文化］　東洋料理の
香辛料として、アルバザードでは稀に用いられる。
tenlem  ［音楽］八重奏、オクテット　rd;/　23

tenekaviida  ［生物］［医療］八宗穴、八総穴、八脈交会穴　rd;/　24



28 teltetev
tev  ［物理］電圧、電位差　［レベル］４　ryuu:lakta

tevet  ［魔法］ゴーレム　［レベル］４　zg;teeve/te　24

tef  ［名詞］雫、滴　［動詞］yulを iから滴らせる、滴る、したたる、垂らす、
落とす、かける、こぼす、零す、もらす、漏らす、涙を流す　［レベル］
３　古 :滴る音　［語法］　コップの水をどばっと零す場合は niks pap, 
rik erとなる。tefは使えない。
tefviida  ［生物］［医療］栄穴、榮穴　rd;/「経脈のしたたる穴」　24

tefyapi  ［医療］点滴　［レベル］３　22

tefalmi  ［アイテム］カイトシールド　rd;/　24　［文化］　smで発明された騎
兵用の盾で、脚を守るために縦長になっている。雫型をしている。
tem  ［生物］耳　［動詞］yulを自然と聞く、yulが聞こえる、聞く、聞こえる、
耳にする、聴く　［電算］マウスのボタン。右クリックなどの「クリック」
する部分。　［文字］イヤー　［類義語］ter　［レベル］１　14:制 :古では te　［語法］
　領域は日本語の耳と同じ。　【成句】　ov tem 耳を立てる、耳を動かす。
意外なことを聞いたときなどの動作。　【用例】　tem kai 大きな耳　tem 
rat{frem} よく聞こえる耳　tem flon 耳が遠い、難聴
temtia  ［アイテム］テムティア　［レベル］４　21:teems/tiia「永遠の愛」　［文化］
　ヴァストリアのひとつ。ルノから世界を救った褒美としてリディ
アが mel21にもらったピアス。任意に７～２５才の姿になれる。セレ
ンの浮気防止策としてリディアが欲した。
temk  ［建築］倉、蔵、倉庫、納屋、物置　［レベル］３　古　［文化］　一戸建
ては庭に、集合の場合は大きな倉庫室の一部を間借りするか、貸し
倉庫屋から借りる。
temkgio  ［経済］税金等調整前当期純利益　19

temkozet  ［名詞］耳カギ　［レベル］３　19　［文化］　窓に付いているカギの
こと。縦になっている金属棒を下に倒すと鍵が開き、上に倒すと鍵
が閉まる。
temkez  ［建築］物置部屋　［レベル］３　19:xion

tems  ［建築］窓　［芸術］漫画のコマ← milslax　［レベル］２　13:制 :har:tehomyu
（風の扉）　【用例】　an terkat mesa homes tems xalel. 窓を開けっ放しのま
ま、外出した。　an retat tu lex la deyu tems. 窓を閉めるように彼に
頼んだ。　☆ an deyut tems lana stas esk. 雨が降り込まないように窓
を閉めた：stasの用法に注意。
temskaxl  ［建築］窓枠→ kaxl　［レベル］３　19

temssia  ［建築］窓ガラス。素材はガラスとは限らない。　［レベル］３　19

temsverant  ［医療］自閉症。発達障害の一種。　［レベル］５　vl;/↓　
23:mel>temslevl:19:ryuu:リュウが診察した限り、人の話を聞かないで
窓や床などを見ているケースが多かったことからきているそうだ。
temsdiad  ［建築］窓ガラス　［レベル］３　rd;/　24

temslots  ［ユマナ］［電算］ｗｉｎｄｏｗｓキー　［レベル］５　20

temsia  ［生物］鼓膜　［レベル］３　19

temsiafaiz  ［医療］鼓膜炎　19

temvano  ［生物］天窓　［レベル］５　21

temfeim  ［名詞］イヤホン、イヤフォン　［類義語］osnfeim　［レベル］３　
21　［語法］　渡りの部分（右のスピーカーと左のスピーカーをつなぐ棒
状の部分）を頭にかけるのが osnfeim。耳にかけるか耳に入れるの
が temfeim。耳に入れるインナーイヤホンは temfeimのうち potfe
im。
temfeetfel  ［言語］聴覚音声学　19

temmax  ［生物］耳の穴、外耳孔　［レベル］２　rd;/　24

temmilx  ［卑語］つんぼ、耳つんぼ　［レベル］３　21　［文化］　使わないこと。
temp,ltk  ervalil
tempit  ［医療］耳鼻科、耳鼻咽喉科。耳だけでなく鼻や喉も診る。大病
院内の科目。　［類義語］osnjimvals、osnjimvala　［レベル］３　19

tempiip  ［医療］耳鳴り、みみなり、耳なり　［レベル］３　14:制 :耳 /ピー
という音
tempest  ［魔法］テンペスト　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

tempera  ［言語］テンペラ。!記号。　［経済］デフレーション、デフレ　［レ
ベル］１　古 :tempera　［語法］　急下降調のイントネーション記号。びっ
くりマークに相当。
temperakuuno  ［言語］意外な驚嘆。文末で使用。!?で示す。　［レベル］
２　22
temlor  ［生物］外耳道　［レベル］５　19

tematem  ［美容］イヤーツーイヤー、イヤートゥーイヤー　21

temage  ［生物］蝸牛（耳の）　［レベル］５　19

temalu,alt  dolk
temis  ［魔法］テミス気質　［レベル］５　制 :テミスは元々よく人の言うこ
とを聞くという意味の言葉で、それがヴィル＋ノアの性質を示して
いることから流用されて今に至る。　［文化］　ヴィル＋ノア気質。
temil  ［経済］見積もり、見つもり　［動詞］yulを見積もる、見積もる　［レ
ベル］４　sorn　【用例】　ren temil gart. 値段を見積もって。
temext  ［生物］耳くそ、耳垢、耳あか、耳アカ　［レベル］３　19:ridia

ted  ［名詞］聞こえ、耳に聞こえた感じ、中立な意味での耳障り　［レベル］
３　16:制 :tod（聞こえる）　【用例】　ted melis 不快な音、耳障りが悪い
音
tede  ［化学］ダイオキシン　［レベル］５　alakta

teg  ［経済］定価　［反意語］gab　［レベル］４　rd;ate/gart「店での値段」　
23:ridia

tegl  ［名詞］ラジオ　［レベル］３　13:制 :古 :tesgyakeri　［文化］　ラジオは
災害時に使用される緊急の道具として一家に一台は置いてある。だ
が、通常はアンセを使うため、日常的にはあまり使われる機会がな
い。ラジオでは主にニュースや天気や交通情報を流している。番組
はテレビと同じく内容ごとにチャンネルが異なる。つまり、周波数
が異なる。　【用例】　an tenat{serat} tu vert kon tegl im toxel. 昨日そ
のニュースをラジオで聞いた。「ラジオで」の「で」は kon。「聞こえた」
であろうと kon→ kon　an tilat ketins mesa tegl es ar. ラジオをつけ
たまま居眠りをした。　an ter tegl ist in teik. テレビの代わりに
ラジオを聞く。　an felat kont ter tegl. ラジオを聞きながら勉強した。
　an mok nelt kont ter tegl. いつもラジオを聞きながら寝る。
teglka  ［名詞］ラジオ局　［レベル］４　rt;/　23

tep  ［生物］耳たぶ、耳朶　［レベル］３　lakta:耳のパン。食べ物のパンに似
ていると捉えられた。　【成句】　［婉曲］sex tep 耳たぶをはむ：性交時の
前戯をする。ただし、この場合、主に男が女に対し前戯をするとい
う意味になる。
teyo  ［動詞］yulを盗用する、盗用する、盗作する、パクる　［普通動名詞］
盗用、盗作、パクリ、パクり、オマージュ　［レベル］４　古 :teyo← teoyol
で（悪く使う）
ter  ［動詞］yulを聞く、聞く、聴く　［文末純詞］～だそうだ、らしい、だ
そうだ、ようだ。耳で聞いた推量や伝聞。　［類義語］kort、tem、rant　［感
動詞］ほら、ねぇ、聞いて　［レベル］１　rd;te　19:古 :te　te:te:　【用例】　
la teror kaan. 彼は父親の話を聞いている。ひとつの話題が終わるま
で聞き通すのだが、現在はまだその過程にあって話が終っていない
という意味。　an terat tu vert lamel im fis tis. 今日になってよう
やくその知らせを聞いた。　la vortat ter. 彼が死んだらしい。　avel
ant teror lu xed rens. 死神は黙ったまま彼女の言葉を聞く。
terk  ［動詞］yulに出かける、出発する、出かける、行ってくる　［普通動
名詞］通学、通勤　［反意語］kolt　［レベル］２　＠ 19　［文化］　食後暫くして
から出る。七時ごろに出発する。学生の登校時間は片道３０分ほどで、
社会人も大差ない。社会人は近場の職場を選ぶし、学生も近場の学
校を選ぶ。だから時間はかからない。　＜通学＞　ふつうは最寄の
学校へ行く。通学時間は３０分～１時間程度である。徒歩、自転車、
電車、バスなどを利用していく。　【用例】　an terkat sat. ちょうど外出
するところだった。　an terkat vil mil sae. 雪に閉じ込められた。　
el terk xin lana axo im durne. 夜遅くに遊びに出てはいけない。　
tu kad xin yuli terk im durne nov. この国は子どもが夜遅く出か
けるのを禁止している。　an terkat ris. 出かけたくなかった。
terkxaz  ［名詞］門限　［レベル］３　19　［文化］　日本語と違って個々の家庭
の門限をイメージしない。最初にイメージするのは国が定める門限
のこと。　【用例】　terkxaz et varzon on ra ant. ウチは門限が８時だ。
terkfont  ［名詞］通学路、通勤路　［レベル］２　20

terkmel  ［名詞］通学時間、通勤時間　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

ternakl  ［生物］聴覚　［レベル］３　21

tervilet  ［丁寧］聴覚障害者、聾唖、ろうあ　［レベル］４　rd/;　23

terfatil  ［動詞］yulを iから聞き出す、聞き出す　［レベル］３　22

tera  ［物理］電位　［レベル］５　ryuu:lakta

teran  ［名詞］聞き手、聴き手、リスナー　［レベル］２　20

teria  ［政治］テロ、テロリスト　［レベル］４　古 :ridia:teria← teeze/
eria（冷たい風）　【用例】　teria niit le til fiimbix asexik ok dio if
iimel kont sont osn t'altina lij le til 5 via tolis fo pof. 無精髭を
蓄えた優しいテロリストは黄ばんだ歯を見せながら笑うと、5つばか
りの幼い少年の頭をポンと撫でた。
terenvi  ［医療］聴力　［レベル］３　rd;/　23

tez  ［化学］窒素の通称、窒素　［レベル］４　19

tezspel  ［化学］ピリジン　［レベル］６　19

tezm  ［植物］柳　［レベル］４　lakta:風に揺れるもの
tezmnia  ［美容］柳髪　［レベル］４　19　［文化］　長髪の前髪が顔を隠してい
る髪。リングの貞子とか、ネギまの宮崎のどかのような髪。女の子
が風呂で髪を洗うと多かれ少なかれこうなるので、入浴中の髪の表
現としても使われる。
tezhou  ［化学］硝酸塩。tezalsiと同じ。　19

tezasl  ［化学］硝酸　［レベル］４　19

tezasla  ［化学］ニトロキシ基。硝酸が水素を１つ失って開いたもので、
ＲＯＮＯ２に等しい。　19
tezasli  ［化学］硝酸塩。ニトレート、ニトラート　19

tel  ［動詞］yulに逆らう、逆らう、抗う、あらがう、抵抗する、反抗する、
違反する　［普通動名詞］反抗、抵抗、違反　［形容詞］（telanで）逆らうような、
反抗的な　［形容詞］（telanで）逆、逆な　［格詞］逆らって、～と対照的に、
～に反するように、～に対して、～対～、～：～、：　［類義語］balte　［反
意語］haas　［レベル］２　13:制　【成句】　mesa ko tel(en) ko 一対一で、サシで、
タイマンで、１対１で　【用例】　tel miina, sae et dint. ミーナと対照
的に紗枝は暗い。
tel(2)  ［サール］tiitelの略称　［組み数字］２/１２　［レベル］１　22

tel,f  telt　teは風
telt  ［動詞］yulを aに吹かせる、吹く、吹かす、吹かせる　［レベル］３　
rd　20:赤 :tel　tel:tel:telt　【用例】　× teeze telt→ teeze ik sod. 風が
吹いた。　teeze teltat loob a koxe. 帽子が風に吹かれて池に落ちた。
telte  ［アイテム］テルテ　［レベル］４　古 :seren:teは風。lは alで ｢物 ｣。
teが二度来て強調になっている。セレンのデザインした服。たなび
くような羽衣がないかと色々探した結果、見つかった絵を参考に考
えたもの。リディアに伝えたが理解されず、絵を描いたが下手で分
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からないといわれた。　［文化］　ヴァストリアの１つ。リディアの持
つ羽衣。エルフレインからプレゼントされたもの。薄絹でできていて、
腕に絡めてマントのように羽織る。マントのように垂れ下がってい
るが、先っぽがずっと長い。肩の部分では留めず、もっと長い。左
右の上腕部でくるっと何度か先っぽを巻き、そこを支点にして更に
腕の下へ先っぽを持って行き、肘の上のところにある腕輪について
いる収納部で抑えて留める。残った長い先っぽは更に地面に垂らし
ておく。テルテを纏うと空を自由に飛べるようになる。宇宙空間で
も推進力なく行きたい方向へ飛んでいける。
telkonl  ［形容詞］非常識な　［レベル］３　22

telx  ［名詞］教育、教養　［類音］tels　［レベル］３　14:制 :tolxの対だが、意
味的にあまり対だと意識されないので残した。　［文化］　・家庭教育
と学校教育　　アルバザードで教育というと家庭と学校の２場面に
大別される。アルバザード人は３歳になる年（２歳）から学校に行
くので、学校教育が子供に影響を与えるウェイトは大きい。　アル
バザードは多文化社会なため、各家庭ごとに教育方針が異なる。総
じて言えることと言えば、親が学校教育を経ているので、学校でや
るような教育を家庭でもしがちということが挙げられる。　　では
学校教育はどのようなものかというと、それは生徒の家庭ごとに合
わせたものではなく、各学校の教育方針に基づいたものであり、親
は教育方針を見てどこの学校に通わせるか決める。　ただ実際には
いちいち学校の教育方針を見て学校を選ぶという家庭は少ない。ご
く一部の上流階級だけがそういったことをする。たいていは公立の
学校に行き、manakaまではよほどの学力がない限りは最寄りの学校に
通う。この辺りは日本と同じである。　　学校教育は学校ごとに方
針が異なるが、おおまかなところでは国レベルないし州レベルで一
致している。　アルバザードの学校において総じて言えることは、
徳育＞知育＞体育の順で注力するということである。特に、学力が
上の学校ほど徳育にも熱心である。　　アルバザードの学校は日本
と異なり、学科の勉強をするところというイメージよりも、人間と
しての勉強をするところというイメージである。　つまり、学力だ
けでなく、人間性を鍛えることが重要となる。　　・日本と異なる
授業体系　　日本はいわゆる詰め込み式の教育をしており、ゆとり
教育においてもその原理は変わらない。　日本の教育の原理は教師
から生徒への一方通行な知識の伝授である。　対して個人主義で言
葉の力を重視するアルバザードでは、自分の考えを自分の言葉でき
ちんと説明し、等身大でありのまま主張することが求められる。　
このため、アルバザードの授業は双方向性があり、基本的に対話式
である。教師は生徒に一方的に物事を教えるのではなく、生徒に意
見や考えを述べさせ、対話の中で授業を形成していく。　数学のよ
うな科目ですら、インタラクティブに授業が進んでいく。例えばあ
る公式を教える際、日本では公式の証明を教師が実演し、暗記を要
求する。アルバザードでは、卑近な例を取ってそこから公式を生徒
に帰納させ自解させるようなやり方を取る。最初からいきなり公式
を見せない。卑近な例を取ってそこから式を一般化させ、公式を帰
納させる。つまり、自分たちで考えさせる。この間、生徒たちは黙っ
て聞いているのではなく、周りの生徒と相談しあい、教師に質問を
しつつ、公式を練りあげていく。　公式を提示して覚えろというの
ではなく、どうしてこういう公式があるのか、どうしてこういう公
式になるのかなど、「なぜ」かを考えさせる。こうして自分たちで導
出した公式というのは忘れにくい。　日本のように詰め込み式でと
にかく覚えろというスタンスだと一見時間はかからないが、本当に
その公式のなんたるかを理解しているわけではないので、すぐに忘
れてしまい、復習で二度手間三度手間になってしまう。アルバザー
ドの場合、よくよく理解させるので、忘れてしまうということが少
ない。　日本では途中式を重視しないが、アルバザードではどうし
てその答えになったのかを異様に気にする。ひとつの式を展開した
ことについてすら、どうしてそこで展開したのか、そこで展開する
意味は何か、何のためにそこで展開したのか、そこで展開するメリッ
トは何かなど、細かく途中式を分析する。余分で冗長な途中式はな
いか、もう少し合理化できないか、逆に過合理で他人が見たときに
分かりにくい説明不足な途中式になっていないかなど、細かく見て
いく。　そう、日本だと数学は詰将棋のように最短手が美しいとさ
れるが、アルバザードだと、数学は言葉と考えられており、最短手
は舌足らずと考えられている。美しい数学とは説明が過不足なく、
より多くの人にとって分かりやすく無駄がないものを指す。最短手
は機械人間の言葉としては優秀だが、人間の言葉としては劣ってい
ると考えられている。　アルバザード人は自分の言葉で自分の考え
を他人に伝えるということを重視している。説明不足だと相手は分
かってくれないし、相手に腹芸を強いて多解釈や誤解を生じかねな
い。かといって冗長でも相手は時間を無駄に思って聞いてくれない
し、相手の時間を過度に奪うことは失礼だと考えられているので、
過不足ない説明が求められる。　その考え方が国語だけでなく数学
にも及んでおり、最短手よりも過不足のない親切な教材のような相
手の理解を促進させるような相手のことを考えたコミュニケーショ
ン力の高いやり方のほうが好まれるというわけである。　　アルバ
ザードの教師はとにかく「なぜだ？」を連呼する。生徒はそれを必
死に考える。逆に生徒も疑問を持ったら「なぜだ？」を教師に浴び
せる。教師は説明責任があり、過不足ない分かりやすい表現で生徒
に説明する必要がある。このため、教師という職は日本よりも難易
度が高く、必然的に教師の質は高く、社会的地位も高い。　　アル
バザードでは対話式の授業が大半で、教師が主に喋ることは日本と
同様だが、教師は一方通行で知識を与えるものというよりは、ディ
ベートの司会者的な存在である。　生徒同士も活発に議論を行い、
考察をし、お題である「なぜか」について考える。こういう教育は
非常に回りくどく、詰め込み式教育に比べて問題数を捌けない。し
かしこういう教育は忘れにくく、また、問題の本質を生徒は理解し
ているので、新しい問題を見たときに解き方を自解することがしば
しばある。　　・アルバザード式教育が生まれた現実の背景　　実
は日本でも頭の良い生徒というのは個人的にこういう学習法をして
いることが多い。　例えばセレン自身中学時代に英語や数学などで
学年一位を取っており、偏差値も７０を越えていたが、集中して勉

強した記憶は中３の数ヶ月、しかも進研ゼミを使って自力でやった
ことしかない。　セレンは公式などをそのまま覚えることはなく、
なぜこういう公式になるのだろうとか、どうやったら公式を過去の
偉人と同じく発見できるのだろうと考え、公式の本質を理解するよ
うにしていた。英語でも同じで、「なぜこの構文を取るのだろう。こ
の構文を取ることにどのような合理性やメリットがあるのか。英語
らしい構文とはなんなのか」といったことを考えながら勉強してい
た。単語を覚える際ですら、「なぜこの単語はこういうのだろう。語
源は何なのだろう」と考え、常に「なぜか」を考えていた。　その
結果、上辺だけの勉強でなく、物事の本質を理解する学習法になった。
この方法だと一度理解したことは忘れにくいため、二度手間がなかっ
たし、一つひとつの知識が組み合わさって新しい知識になり、未修
事項についても自分で「もしかしてこういう公式があるのではない
か」とか「もしかしてこのような英語表現が適切なのではないか」
などといった予想が立てられるようになった。　周りの子供は日本
式の詰め込み教育をしており、塾通いと学校で忙しそうにしていた
が、セレンは塾も殆ど行かず、中３になったら教師とケンカして辞
めてしまったので、殆ど勉強していない。進研ゼミも春の数ヶ月頑
張っただけで、それ以降は本屋で自分で教材を買って気が向いたと
きにやる程度であった。受験シーズンになると殆ど勉強せず幼馴染
と夜中まで自転車で遊びに出たり、リディアたちとつるんでいたり
した。受験日の前日には新作のゲームを買って一切勉強しないとい
う怠惰ぶりだった。　従って時間的には人の何分の一も勉強してい
ないのだが、普段から自転車に乗りながら「三平方の定理はなぜ成
立するのか」など、一々学問的な疑問を興味本位で自問自答しており、
物事について「なぜか」だけは考え続けた。　その結果、偏差値
７０以上のクラスに進学したので、恐らくこの「なぜか」を考える
学習法というのは、一見遠回りでも、最終的には詰め込み式教育よ
り短い時間で深く学習できるのではないかという考えに至った。そ
れで理想的な学習方法としてアルバザードの教育方法に採用した。
　　・アルバザード式は底辺には適用できない　　その後セレンは
塾等で教師をすることになるが、１０００人近くの生徒を見てきて
感じたことは、頭の良い子はアルバザード式で勝手にやってしまう
ということだった。　たまに詰め込み式を要領よくやる子もいたが、
そういう生徒はたいてい地頭力がいいというよりはよくできた機械
という印象だった。　共通してそういう生徒に言えるのは、学問自
体に興味がなく、課題として勉強をこなしているので、テストに関
係ないトリビア的な知識を与えてもつまらなそうにしているという
ことだった。　セレンはトリビアをたくさん仕入れて、そういった
知識を組み合わせて応用することで未修事項の予測をしていたが、
この手の生徒は学問に興味がないため、テストに直接関係のある知
識以外はどうでもいいと思っていて、興味を示さない。機械的に要
領よく詰め込み式教育に適応した子供は、そういう手合いが多い。
応用力がないので、この手の生徒は教えられたお勉強以外は苦手で
ある。　また、しばしばこの手合いの人間にはコミュ障な機械人間か、
人を見下したような態度の者が多い。これはなぜか分からないが、
１０００人近くの生徒を教育してきて経験的に知っていることであ
る。　セレンは「無駄な知識などない。知識は必ずいつかどこかで
繋がる」がモットーだった。テストに出る内容にしか教師の言葉に
耳を貸さないタイプは目先のことにしか目が行っていない愚か者で
ある。　特に女にこのタイプが多い。女生徒を見ていてしばしば感
じたが、女はテストという目先の現実しか見ず、学問という高尚な
レベルにまでは目を向けない。男子生徒のほうがトリビアを面白がっ
て聞こうとする傾向にある。学問に対する意欲があるのだ。女は目
先の現実、半径３ｍ以内の生活にしか目を向けない。高尚さや学問
の追求をする女は男に比べてレアである。その結果、セレンは平均
的に女は低俗でくだらない生き物だと考えるようになった。もちろ
ん１０００人近くの生徒を教えてきた経験からの平均的な話であり、
個人レベルではリディアや紫亞のような本当に頭の良い女がいるこ
とも分かっている。　さて、本当に頭の良い人間は、トリビアでも
なんでもたくさん吸収し、それを自分の力で組み合わせて応用し、
新たな知識に結びつける。それが創造性のある賢い人間で、アルバ
ザードで上層部に行くような人間はたいていこのタイプである。　
　教師をしていて、アルバザード式で自習する生徒が極稀にいるの
だが、そういう人間はたいてい天才肌で、しばしば興味のないこと
は一切学習せず、興味のあることは異常に高得点を取ることが多い。
たいていそういう学生は成績が偏っているのだが、オールラウンダー
でできる生徒も極々稀にいる。　　また、教師をしていてセレンは
あることに気付いた。それは、アルバザード式の教育は誰にでも適
応できるものではないということである。　頭の悪い人間というの
はどうしても存在する。彼らに「なぜか」を考えさせようとしよう
ものなら、いくら時間があっても足りない。どれだけ言っても理解
せず、上辺しか理解しないのですぐ忘れる。底辺の学生というのは
しばしばそうだ。　このような人間には詰め込み式というかパター
ンプラクティスが向く。アルバザード式は必ずしも万人にとって好
都合ではない。地頭力が悪い人間には、むしろ考えさせると余計混
乱させてしまうだけなので、「いいかお前ら、とにかくこういう問題
が出たら何も考えなくていいからこう解け」とパターンプラクティ
スをさせるのが向いている。　要するに工場で単純作業をする底辺
の人間と同じであり、こういう学生は「いいかこのベルトコンベア
にこれが流れてきたらこれを乗せろ」というような単純作業のパター
ンプラクティスしかできないし、それにしか向いていない。　　ア
ルバザードもそこら辺の事情を把握しており、下の学校ではパター
ンプラクティスの詰め込み学習が多い。上に行くほどアルバザード
式学習が多くなる。　日本のように詰め込み式で物事の本質を考え
ない人間は、いくらお勉強ができても、東大には行けるかもしれな
いが、アルナ大には入れない。逆にアルナ大の人間は東大にも入れる。
　　・徳育の重視　　上で述べたように、アルバザードでは徳育を
重視している。では具体的にどのように徳育を施すのか。　家庭や
学校で何が正義かということを子供は教わる。子供の頃は親や教師
の洗脳を受ける。子供の頃はそれでいい。ただ、成長するにつれて、
自分なりの正義感を持つように自立させられる。　自分の目で社会
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を見て何が正義であるかを考え、それまでに教育された知識を駆使
して自分なりの正義感を組み立てる。　　アルバザードでは人徳が
ないと上の学校や会社に入れない。これは日本と決定的に異なる点
である。アルバザード人はお勉強ができるだけの機械人間や欠陥人
間に上層部に入ってきてほしくないと考えている。　コミュ障で勉
強しかできない東大生でも日本ではしばしば良い会社に入って正社
員として高い地位に甘んじられるが、アルバザードではそういうお
勉強しかできない人間は職人と同レベルに見られる。アルバザード
では職人の地位は高いが、それでも社会の上層部には食い込まない。
つまりアルバザードではお勉強しかできない人間は職人扱いされ、
生きる機械のように扱われ、社会の上層部には行けない。　学力だ
け高く自分の正義感や人徳を持ち合わせない人間は職人扱いされ、
アルナ大のような名門校には入れない。代わりに、できる勉強の分
野に合った専門学校に入り、そこから企業の研究開発職などに就く。
名門大学卒でなく専門学校卒なので、日本よりも社会的地位は低く
見られる。要するにアルバザードではお勉強しかできない人間は機
械人間として歯車のように黙って働けとしか思われないわけである。
　　なぜそのような冷遇があるのかというと、それはアルバザード
が徳育を重視しているためである。　勉強ができても人間性を兼ね
揃えていない人間が社会の上層に行き国を動かすようなことがあっ
ては遠からず国が滅ぶと考えられているからである。日本が好例で
あろう。　　・人徳はどう評価するのか　　学力テストと異なり、
人徳は評価しづらい。どう点数を付けるのか。　これこそ教師の出
番である。アルバザードは上で述べたように対話式の授業なので、
教師が生徒一人ひとりとコミュニケーションを取る機会が多い。生
徒と深く関わるため、生徒の人間性を把握できる。ひねくれてないか、
相槌が打ててコミュニケーションが取れるか、他人の感情を無視し
て我利ばかり求めないか、協調的か、危険思想はないか、動物や同
級生に対する蔑視や虐待の兆候はないかなど、その生徒個人の人間
性を間近で見て取れる。　そうした対話式の授業を通じて教師は生
徒の人間性を評価する。むろん教師も人間なので好き嫌いがあるか
ら、公平な評価は約束されない。しかしアルバザードでも各科目ご
とに専門の教師が教鞭をとるため、一人の生徒の人間性を各教科の
教師それぞれが評価することになる。そのため贔屓があっても複数
人が評価するので評価は平均化され、公平な評価が期待できる。　
当然子供は教師に媚びを売るようになるが、教師は何千と生徒を見
てきているので、そのような子供だましには乗らない。媚びを売る
ような態度は卑怯とみなされ、評価はむしろ下がる。　　日本でも
内申点という評価はあるが、人間性というよりは授業をいかにまじ
めに受けているかを評価されることが多い。　アルバザードの場合
は対話を通して社会性に問題がないかなど、人間性を見られている。
もちろん日本のように真面目で積極的で意欲的かといった項目も見
られているが、アルバザードでは日本の内申点よりも広く人間性そ
のものが評価されている。　　いくら学力が高くても人間性を伴っ
ていない人間は上の学校には行けない。　たとえテストの点数が
１００点でも、例えば人を小馬鹿にしたような性格の悪い人間が上
の学校に行ってゆくゆく国を動かしていくなどということがあって
はならないと考えられている。そういう性格に問題のある人間が社
会の上に立って国を動かしていくと、長期的に見て国も政治も経済
も腐っていくためである。　アルバザードでしばしば上に行く人間
というのは、学力はもちろんあり、それでいて人間性が伴っている
者である。他人のことを考え、利他的に行動できるか。機械人間の
ような職人ではなく、きちんと自分の言葉で自分の考えを表現し、
人に伝えることができるか。精神が安定していてメンタルに異常が
ないか。――などなど、そういった人間性の問題をクリアした人間
だけが社会の上層部に行くことができる。　　・徳育教育とアルバ
ザード式「なぜ」学習の歴史　　徳育教育とアルバザード式「なぜ」
学習が流行ったのは sm初期の学校建設のころと、rdでアシェットが
リーザの指導のもと教育改革を行ったときと、vlでミロクが旧革命
を起こしたときと、ljでセレンが革命を起こしたときの４回である。
　その間は時折気が抜けて徳育の重要性が失われたり詰め込み式教
育が行われたりして、日本と同じような状況になったことがある。
　ただ、どの時代においても多くの上層部や学者は「なぜか」を考
える学習法を実践してきた。徳育は時代によっては日本と同じく失
われたこともあった。特に alでモンスターペアレントが現れて教師
の権限が抑圧された頃が最悪だった。　　・年齢ごとの教育　　ア
ルバザード人は一般に子供の年齢に応じて次のような教育を施す。
　　５歳：才能を開花させるような訓練を始める。一流ピアニスト
だスケーターだというのは大体この時期から始めることが多い。５
歳まではその子に何が合うのか見極める期間である。日本だと２歳
くらいから習い事をさせる親もいる（アルバザードにもいるにはい
るが）、２歳くらいだとその子の自我も確立しておらず、適性も分か
らない。５歳くらいになってくるとおおまかその子がどんな性格の
子か分かる。そこで子供に合った一生ものの技能を習得させようと
する。が、しばしば思春期になると子供が自分の意思で方向性を転
向してしまうこともある。　１０歳：使命を与える。これは歴史的
にリーザ、セレン、ミロクなど、１０歳で使命を与えられ全うして
きた偉人が多いため、アルバザード人は１０歳というのは偉人にとっ
て自分の一生の使命を与えられる時期だと考えている。凡庸な者は
使命を与えてもこなせず、転向してしまう。使命を与えるというこ
とは幼少期の親から至れり尽くせりを受けていた時代が終わり、徐々
に自立を促される時期でもある。　１２歳：自立の時期。思春期の
開始で、ここから maltになる。maltになると自立を促され、親からの
庇護及び束縛が一気に緩まる。１２歳になるまでアルバザード人の
親は子供を動物のように扱い、支配的に育てるが、１２歳になると
個性や子供自身の意思を尊重するようになる。子供のうちは動物と
同じで適正な判断ができないと考えられているため、親が価値観か
ら正義感から着るものに至るまでどうあるべきかいちいち手塩にか
けて世話してやる。また、１２歳になるまでは子供を猫のように可
愛がり、スキンシップも非常に多い。子が親に逆らうことは許されず、
親は必要に応じて言葉だけでなく折檻して教育しても良い。その代
わり親は子供にあらゆることを手取り足取り教え、互いにベタベタ

とくっついて濃厚なスキンシップを取り、親は子を無償の愛で可愛
がる。それが１２歳になるとなくなり、スキンシップは減り、親か
ら与えられる無償のサービスも減り、子供は自分の意思で考え動く
ことを要求されるようになる。親との接点は徐々に減っていき、ア
ルバザード人本来の個人主義になっていく。基本的にこの時期にな
ると日本人から見てとたんにアルバザード人の親は放任主義に転向
したかのように見える。要は動物の子離れのようなもので、それが
この国でははっきりした形で現れるということである。　１５歳：
試練が与えられる。これは神話で偉人たちが１５歳くらいに何らか
の試練を与えられてきたことが背景にある。子供は更に大人に近付
くための試練を与えられ、それを乗り越える必要がある。親からの
自立圧力も更に高まり、親との接点も減る。親は何かあったときの
アドバイザー的な役割でしかなくなる。子供が負う家事手伝いの領
分も増え、自立を促される。　２０歳：成人し、子供は親から完全
に離れ、親の支配から完全に抜け、個人としての責任を負う。子供
が２０歳になれば子供が何をしても親には一切関係がなくなる。親
とは個人対個人の付き合いをし、支配関係はなくなる。むしろ親が
後に老いれば子が親を扶養し、子が親を支配する関係に逆転するこ
ともある。
telxsinsol  ［名詞］教育番組　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用例】　rsiil va
rsat an in telxsinsol. 親は教育番組を無理に見させた。
telxlens  ［名詞］知的教養、教養　［レベル］４　20:melidia xier

telxets  ［形容詞］背徳的な　［名詞］背徳感　［反意語］haasxets　［レベル］４　rd;/
　23
tels  ［形容詞］卑怯な、狡猾な、卑劣、ずるい、汚い　［類義語］belna　［反
意語］tiik　［類音］telx　［レベル］３　rd;↓　13:制 :tols:古 :teolo　belna:be
lna:belna　［語法］　rdで telsができたときは belnaと同じ意味だったが、
belnaのほうが強い意味になっていった。　【用例】　an nat jo a sool tels 
laat. 彼の卑怯なやり口に怒りを覚えた。
telslexe  ［形容詞］ずる賢い、狡猾な　［レベル］４　19:melidia axte

teln  ［名詞］性格、気性、気立て、気質、キャラクター、キャラ、人格、
好み　［レベル］３　lakta　［語法］　好みやタイプという意味でも使うので、
an siina teln tiilは「君の性格が好きだ」だけでなく、場合によっ
ては「君の趣味はいいね」の意味にもなる。日本語より用法が広い
ので注意。　【用例】　lein til teln rat tin ento xion siina lu. レイン
はとても性格が良いので、紫苑は彼女が好きだ。　til teln ruuf 気
性が荒い
telnia  ［美容］逆毛　［レベル］５　21

telvas  ［普通動名詞］迎撃、応戦、抗戦　［動詞］yulを迎撃する、迎撃する　［レ
ベル］４　rd;/　24

telvels  ［名詞］テルヴェルス　19:tel:vels　［語法］　ミディート国のテロ組
織。ルージュと出会う際に出会った。
telfar  ［名詞］逆光　［レベル］３　22

telma  ［政治］衆愚、愚民　［レベル］５　fv;teolo/kama「愚かな大衆」　23

telmakolm  ［政治］衆愚政治、衆愚政、衆愚制　［レベル］５　rd;/　24

telmep  ［名詞］合わせ鏡　［婉曲］レズビアン　［レベル］５　20:mel:合わせ鏡
から、レズの意味も造語。鏡は女性の持ち物としてここでは女性の
メトニミー。合わせるというのは、女性×女性の意味。
teld  ［名詞］見栄、虚勢、虚栄、虚栄心、虚仮、こけ、強がり、つよが
り、見せかけ、みせかけ、はりぼて、ハリボテ、張りぼて、名ばか
り、形だけ　［形容詞］こけおどしの、虚仮威しの、見えをはった、名
ばかりの、形だけの　［形容詞］（teldanで）見栄っ張りな　［類義語］vien
kyo　［レベル］３　13:制 :古 :teoludo（偽物の宝石）。偽者の宝石を本物
のように見せかけるというところから。　【用例】　la til{sabes} teld rak. 
彼は見栄っ張りだ。　lu xarat teld o fie vers sil rul ol lax onk tuus 
i fiona. ただの強がりも嘘さえも、願えば『ほんとう』になるんじゃ
ないかって思ったんだ。
teldsins  ［動詞］yulを aに誇示する、誇示する、見せつける　［レベル］３
　19:ridia:arbaxelt
teldmiir  ［論理］屁理屈　［レベル］３　rd;/「見せかけの理屈」　23　［語法］
　一見理屈らしい理屈に見えるが実際ははりぼてでしかなく、単な
る見せかけの理論のことを指す。　【用例】　lad{ku} teldmiir 屁理屈を
言う
teldenam  ［言語］［文字］オーバーシュート。Ｏなどの文字が小さく見える
ためミーンラインより少し上、ベースラインより少し下にはみ出さ
せること。　21:「抗錯覚」
telgarma  ［企業］テルガルマ　21:「反戦企業」　［文化］　三井物産に相当す
る企業。元は反戦団体。
telpakkel  ［生物］承筋　21

telcam  ［ユマナ］［宗教］プロテスタント　24

telrein  ［言語］［論理］逆説、逆説的な　［文頭純詞］逆説的に、しかしなが
ら、そうとはいうものの、とはいえ　［反意語］haasrein　［レベル］４　20:
逆らう線→逆らう流れ　【用例】　rafel e tu senian et kalo ento an na 
nau, tal tu et telrein xel an ar elf tu. ゴールデンウィークの課題が
少ないのは嬉しいが、逆にやる気が起きない。
telzam  ［俗語］レズビアン　［レベル］４　20:mel:telmepを登録した際、セ
レンの「telmepは婉曲じゃなく俗だと思った」という言葉を受け、
「俗っぽくするなら telzamだと思うよ。脚と脚を交差させるという感
じでしょ」という生々しい説明とともに造語されたもの。
teljiiz  ［論理］反命題、反対命題　rd;/　23

tellaz  ［地学］［歴史］ペルム紀　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

tela  ［電算］電卓　［レベル］３　13:制 :古 :tespalala（電気 /数）　［文化］　mel 
152に faia gaaviが発明した。電子計算機はキャッシャーやコンピュー
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タが既にあったが、卓上で簡単に計算できるものはこれが始めて。
やがて計算尺を駆逐した。　画像はネットユーザーが 24に制作した
アルバザードの電卓ディスプレイ。交差しているところは表示上離
れているけど内部では繋がっていることにして合計８セグメント。

telas  ［形容詞］物理的に汚い　［類義語］begoa　［反意語］vantaj　［レベル］３　
22:ridia:den las{oj}（触るな）　［語法］　begoa

tel adel  ［娯楽］テルアデル　［レベル］３　21　［文化］　『ドラゴンクエスト』
に相当するゲーム。
telahac  ［言語］電卓体　19　［文化］　taphacから作った書体。機械っぽさ
や無機質さを表現。
telark  ［言語］逆接　［レベル］４　rd;/「逆な接続（接続詞ではないので
arkiではない）」　23
telifi  ［美容］アンチエイジング　［レベル］５　21

telet  ［代詞］［mayu］あんたたちの　［レベル］１　21:kliiz:telul/te

telestia  ［歴史］［軍事］連合国、テレスティア　［レベル］４　vl;tel/est/dia「そ
の名に抗う土地」　ミロクに抗う国々の意。　22
telen  ［接続詞］tel　［レベル］３　21

telenvi  ［名詞］抵抗力　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

telul  ［代詞］［mayu］あんたたち　［レベル］１　21:kliiz:tyu/古 al

tea  ［格詞］もし～なら。反実仮想。　［副詞］～ではないけれど。反実仮
想の副詞。　［レベル］２　17:制 :古 :myul/xa無い存在　:::tattawa,alt　［語法］
　ol　現実には起こらなかったこと、或いは未来的に起こりえるはず
のないことを指す。　【用例】　tea an et la, son an tan sot van soa. 私が
彼の立場にあったら、やはり同じようにするだろう。　an ke tea. 私
は行かないけど。　tea lena es nox a kalte ilia, lena xiel klema yu sen 
vand e retl. 一箇所に固まっていると、敵からの攻撃を受けたとき
に一網打尽にされやすいからね。
tea(2)  ［化学］アジド　19:teeze/a

teat  ［動詞］yulをバラバラにする、バラバラにする、木っ端微塵にする、
ぶっこわす、崩壊する、崩す　［類義語］teatl　［レベル］３　14:制 :har:teatol
（バラバラにする）　【成句】　acmadio es teat 覆水盆に還らず：四散した
アルマディオは元に戻らないことから。
teatkad  ［地球の国名］ミクロネシア連邦　19:散り散りなので
teatria  ［地名］テアトリア海　［レベル］４　20:ridia:大破壊された海　［文化］
　アルシェリア南～フレスティル西の海。ヴァステでミュールやア
ルカット大陸南岸が破壊されたことでできた。
teatl  ［普通動名詞］大破壊、台なし、台無し、だいなし　［動詞］yulを木っ
端微塵にする、台無しになる、棒に振る　［類義語］teat　［レベル］３　f;f
ovet　古 :teatol,teatl　［語法］　teatlのほうが teatより強い。
teakelm  ［医療］排泄器　［レベル］５　19

teap  ［医療］軟膏　［レベル］３　lakta:硬膏。「引き裂いて使う薬」？
teal  ［文末純詞］そうだろうかいやそんなはずがない。～ではないのだろ
うか、いやそうに違いない　［レベル］２　［言語］反語　17:制 :teaに古の l
を付けた。｢正しいものか？ ｣という意味。　［語法］　反語。肯定を否
定に、否定を肯定に変える。肯定を強調する用法はない。　【用例】　ar
miva vadet lins im vaste teal? アルミヴァはヴァステで悪魔に負けた
のだろうか？いや、負けたはずがない。
teik  ［名詞］テレビ　［レベル］２　古 :teik（絵（短縮形が ik）を伝える）　［文
化］　テレビは今の日本よりずっと薄い。大抵は壁掛けで、重さもそ
う重くない。優れた液晶高画質画面である。液晶の見える角度は広く、
ほぼ真横から見ても画像が見える。画素数は多く、色数も多い。映
像もクリアである。画面はフラットで、歪曲はない。画面の大きさ
は大きく、三十インチは余裕で越える。大抵の家庭は一台しかテレ
ビがない。或いはテレビがない家もある。大家族が多いので全員で
見るときも画面が大きいので見やすい。アルバザードはあまりテレ
ビに没頭しないので、チャンネル争いも起きない。　内容ごとにチャ
ンネルが分かれている。ニュースチャンネルはニュースしか報道し
ない。教養チャンネルは教養番組しか報道しない。スポーツチャン
ネルはスポーツのみである。チャンネルは無料と有料のものがある。
無料のものはどのテレビでも見れるが、有料のものは予め料金を支
払っていないと見れない。ホテルなどのテレビは無料番組は見れる
が、有料番組を見るときはフロントに申告して見れるようにしても
らう。そしてチェックアウト時に加算分を支払う。　有料と無料の
違いであるが、娯楽性の少ないものが無料である。ニュースや教養
や天気や交通情報などは無料であるが、スポーツ、バラエティ、ア
ダルトなどは有料である。日本と違ってアダルトは規制がない。有
料ではあるが、払えばいくらでも見れる。アダルトチャンネルを子
供に見せたくなければそのチャンネルに支払わなければ良い。　トー
クショーやお笑いはあるが、日本とは違うタイプのお笑いなので注
意。また、日本ほど発達したアニメがないため、アルティアからの
輸入アニメを放送している。　尚、有料チャンネルはテレビごとで
はなく、世帯ごとに契約するものである。ある家がバラエティチャ
ンネルと契約していれば、ケーブルを繋いだその家のどのテレビか
らでもそのチャンネルを見ることができる。　【用例】　teik kaen bal 壁
掛けテレビ　an kalma in teik du fil rak. よくテレビを見過ぎてしま
う。　an inator teik kont so yuu. 何もせずテレビを見ていた。　

an inat{serat} tu vert kon teik im toxel. 昨日そのニュースをテレビ
で見た。「テレビで」の「で」は kon。「見かけた」であろうと kon→
kon　an kalma in teik rakel. 普段、テレビを見過ぎる。　aruuj ant si
ina teik kinel. 弟はテレビっこだ。　an in teik du 3 miv tat sel. 日
に３時間テレビを見る。　an frem nelt a teik rakel im in tu. テレ
ビを見るときに近付きすぎる。　an flonik i teik ati kal. テレビか
ら少し後ろに下がった。　an kait fo e teik. テレビの音量を上げた。
　an isat teik xi vert veer. 最後のニュースを見てからテレビを消
した。　an fen ax mel l'an in teik. テレビを見る時間を減らさなけ
ればならない。　rsiil kalma jok an man an in teik rakel. テレビの見
過ぎで親によく怒られる。　an sedat teik lana xook sen em ati vein. 
会話の時間を増やすためにテレビを片付けた。　an inat vil teik fol 
fil. しばらくの間テレビを見れなかった。
teikka  ［名詞］テレビ局　［レベル］３　rt;/　23

teikyo  ［名詞］ドラマ、テレビドラマ　［レベル］２　vl;teik/kyo「テレビ演劇」
　古
teis  ［形容詞］不正確な　［反意語］tap　［レベル］３　16:制
tein  ［単位］１０の－３０乗　21:liiten

teo  ［感動詞］［形容詞］ちがう、いやだ、そうではない、もう、もうっ、だめ、
ダメ、駄目、マズイ、まずい、マズい、ヤバイ、やばい、ヤバい　［感
動詞］バツ、不正解　［レベル］１　f;e　赤
teos  ［形容詞］遠慮がちな、控えめな、控え目な　［反意語］xirte　［レベル］
３　古 :teos（いいえと言う）
teon  ［感動詞］あらいやだ、やだもう、お上手ね　［レベル］２　古 :kmiir 
az fulmiia:teo/n（指小辞）　［語法］　誉められたときなどに謙遜してい
う言葉。女性のみ。男性は特にこれを意味する特定の感動詞を持た
ない。
teona  ［形容詞］間違った　［類義語］evit　［反意語］axna　［レベル］３　vl:mirok
;teo/na　21　［語法］［文化］　axmiir

teom  ［名詞］永遠、永久　［数学］無限、∞　［形容詞］無限の、未来永劫、
永遠の　［副詞］永遠に、ずっと、永久に、いつまでも、終始、始終、
終日　［反意語］alteom　［レベル］３　13:制 :teems　［語法］　teel　［文化］　→ di
aalx　rdでセレンは無限は現実世界には存在せず、認知世界と数学世
界などにのみ存在すると主張した。　　・子供のころの記憶　　幼
稚園のとき、帰りのバスで友達と「無限と無量大数はどちらが大き
いか」で議論になった。お互い父親に聞いたが、当時はネットがな
いしウチの父親は理系でないので頼りにならなかったように思う。
そう考えると今ウチの５歳の娘がやたら高度なことを話しているの
もそこまで驚くことじゃないのかなとも思う。
teomsae  ［気象］万年雪、根雪　［レベル］５　rd;/「永遠の雪」　23

teomsovo  ［数学］無限小数　［レベル］４　23　［文化］　diaalx

teommirs  ［論理］水掛け論　［レベル］５　14:制 :永遠に続く論
teomiir  ［形容詞］間違った　［類義語］evit　［反意語］axmiir　［レベル］３　
vl:mirok;teo/miir　21　［語法］［文化］　axmiir

teol  ［名詞］ウィット、機知　［レベル］４　13:制 :非 teel｢ 無用な争いを避
ける ｣　［語法］　気まずさや相手の無神経な言動、攻撃的な態度などを
やんわりとかわして、その場の空気を和らげたり自分に有利な情勢
をもたらしたりする、気のきいた言葉やしゃれがとっさに出せる才
知。　【用例】　til teol 機知に富む、ウィットがある
teolo  ［名詞］アホ、あほ、阿呆、ばか、バカ、馬鹿　［感動詞］バカ、アホ　［類
義語］baa、baan、bec、leit、beolo　［レベル］１　古 :teoloo,teolo　［語法］
　悪意がなく、親しみが篭っている。
teolon  ［名詞］テオロン　［レベル］５　古 :kliiz:teolo（馬鹿）/指小辞 n。
英語 ･日本語ではバカーズ。　［文化］　ランティスのセレン ･オヴィ ･
ギル ･ザナの総称。　【成句】　yun teolon 気が置けない、気の置けな
い
tee  ［感動詞］teoの口語体。非常によく使う。固さを感じない言い方。　［レ
ベル］１　古　【用例】　tee on tu e. それは違います。
teet  ［名詞］性質　［反意語］kook　［レベル］３　16:制
teetis  ［魔物］テーティス（風竜）：第二十四天：風の衛天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:teeze/fretis　［文化］　風属性の飛竜。非常に細見
で骨ばっている。爪が異様に長く鋭く、カマイタチのように高速で
獲物を切り刻む。木に潜むため、肌は緑色。
teetia  ［宗教］テーティア　［レベル］３　古 :tetia, teetia← teemstia　［文化］
　letis
teek  ［物理］ワープ、時空間移動、瞬間移動　［魔法］テーク（ルーラ、
リレミト、テレポ、デジョン）。秘術のひとつ。パールが使える。一
瞬にして自分の馴染みある場所に移動できる。　［レベル］３　古 :teek
（ワープ）← teeze（風）/ke（行く）。風のように速く行くというと
ころから。　［レベル］３　【成句】　milx teek! 遅刻しちゃう！：直訳する
と「テークがほしい」。
teex  ［名詞］扇、うちわ、団扇、ファン　［名詞］扇形のもの　［数学］おう
ぎ形　［動詞］yulを扇ぐ、扇ぐ、煽ぐ、あおぐ　［レベル］３　zg;↓　14:制 :
古 :teezekaxu（風の紙）　teex:teex　【成句】　elet raken teex 扇の向こう
の表情：読めない腹の底。sm_rdの貴族（特に女性）が表情をあら
わにするのをはしたないと感じた結果、扇で笑うときなどに顔を隠
していたことから。なお、扇は貴族の装飾品でもあったため、絢爛
な扇を見せびらかす目的もあった模様。　［文化］　神々は温度調節を
魔法で行うので扇は必要なかった。zgで魔力の弱い下層民が魔法で
涼むよりも手で涼んだほうが楽と判断した結果編み出された。　当
時は今の扇型をしておらず、旗のような形で、smまで続いた。　sm
でカレンシアができて団扇や扇型のものが凪からもたらされ、貴族
の間で流行った。　　アルバザードでは団扇はレア。ほとんどが扇
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で、開閉のできる扇子。デザイン性が高く、携帯しやすい。　夏は
ほとんどの人が携帯する。暑さが本格化するディアセル以降によく
使われる。そのため、ディアセルにデートを申し込む際、扇に愛の
言葉を書いて贈ることがある。何も書かなくてもかまわない。ただし、
日本のラブレターと違ってロッカーに置いておくということはなく、
手渡しする。　【成句】　xant teex a aに扇を贈る。ディアセルに誘う。
夏に告白する　【用例】　☆ "saa der le teexor nos vesel man sit hatia da
zen teex e diasel lunak tiis"「さぁ、ディアセルに扇を贈る相手も
なく、自分で自分を扇いでいる俺が来ましたよ」
teexka  ［地学］扇状地　［レベル］４　19

teexhok  ［動物］帆立貝、ホタテガイ、ほたてがい、ホタテ、ほたて、
帆立　［レベル］３　14:制 :扇の貝
tees  ［動詞］yulを否定する、否定する、否認する　［普通動名詞］否定、否
認　［形容詞］否定的、否定的な。teesanで。　［論理］裏　［反意語］koox　［レ
ベル］３　19:古 tee/so（ダメ、する）
teesvok  ［言語］否定文　［レベル］４　19

teesmiir  ［論理］反論　［レベル］４　20

teen  ［rente］tee、teeのユンク語　［レベル］２　古
teeve  ［悪魔］テーヴェ　［歳時記］木曜日。週の第４日目。　［音楽］ファ　［組
み数字］４/７　［レベル］２　meltia 0:teeve;e　sorn:アルシェ形は tuue。
tuは土。uuが eeに変わったのは恐らく母音調和。　［文化］　ソーム
の４番目。性別がない。無言のゴーレム。土を操る。土でできた巨
大なゴーレム。知能がない。
teevefreadol  ［地学］クロム鉄鉱　19

teevelil  ［化学］クロム　［レベル］４　18:制
teems  ［悪魔］テームス　［シェルト］テームス、永駒　［レベル］２　meltia 0:sa
al;e　古　［文化］　悪魔の王ならびに母。ユーマが生まれたことで生じ
た世界の歪み。悪魔の死骸でできた塊の姿。黒と灰色の球体。会話
不可能。宇宙に住む。殺された悪魔を胎内に宿し、再び産み出す。
意思を持たず、ひたすら悪魔の復活を行う。蟲動を繰り返し、こけ
らとしてアデルを産む。ヴァステでアルミヴァに封印された。カコ
で復活しメテに封印された。rdで復活し、アシェットに滅ぼされた。
死と同時に復活し、ユーマ・アルテと対を成す存在になった（yuuma
参照）。　太陽を司る。太陽の黒点にいる。　＜誕生の経緯＞　ユー
マ誕生後、世界の歪みについては誰もが不安を抱かずに過ごしてい
た。しかし誰も知らないところで世界の歪みは起こっていた。歪み
の原因はユーマである。サールもエルトも気付くことはなかったが、
ユーマの存在は世界の歪みを引き起こしていた。世界に起こった歪
みは強大な存在を生み出した。それは終わることなく尽きることの
ない巨大な存在であった。アルデはそれをテームスと呼んだ。テー
ムスは始めに悪魔アルマを生んだ。悪魔アルマはヴィードのアルマ
を思うままに操ることができた。次にテームスは悪魔フレスティア、
悪魔ヴァルテ、悪魔ブレイス・クレートを生んだ。フレスティアは
ユノを操り、ヴァルテはヴィルを操り、ブレイスとクレートの２人
はノアを操った。テームスは更にフレスティアの下に悪魔ホーラ、
悪魔プスホーラ、悪魔テクラ、悪魔インプラを生んだ。これらは順に、
赤い霊力、青い霊力、緑の霊力、黄色の霊力を操る者である。同時
にテームスはヴァルテの下に悪魔ミダン、悪魔ヴェンシートを生み、
更に 7匹の悪魔ソームを生んだ。ミダンは聖の魔法を操り、ヴェン
シートは邪の魔法を操った。尚、ソームの内訳は闇の悪魔ヴェルム、
水の悪魔エルヴァ、風の悪魔サティ、土の悪魔テーヴェ、炎の悪魔
ベーゼル、雷の悪魔イルヴァ、光の悪魔パルトである。彼らはいず
れも強力なヴィードを操るテームスで、アルテを凌駕した。　フレ
スティアから始まるこれらの悪魔をまとめてヴィルテといい、ヴィ
ルテにアルマを加えたものをアルヴァという。更にテームスは名も
ない悪魔を無数に生み出していった。これらをまとめてテームスと
呼ぶ。そしてこうしたテームスたちを生み出すと、一旦は活動を止
めた。テームスは多種多様であった。言語を司る悪魔エルトや時間
を司る悪魔メルティアのようにテームスが存在し続けるために必要
なこの世界を支える重大な役目を負っている者もいる。その一方で
役目を持たずに自由意志で動く剣士キルセレスのようなものもいる。
あるテームスは宇宙にいて何もしないが、ある者はアトラスに降り
ていき、アルテを襲うことがあった。エルトとサールはいがみあっ
ていたが、より強大な存在であるテームスの出現によって一時的に
団結し、共にテームスを討とうとした。こうして神と悪魔の戦いで
あるヴァステが勃発することとなった。　【成句】　teems ravel また現
れたテームス：元の木阿弥
teemsxelt  ［歳時記］閏月、うるう月　［レベル］５　rd;teemssaltからの類推。
　23
teemssalt  ［歳時記］閏年、うるう年　［レベル］３　rd;/「テームスの日で終
わる年」　23
teemssel  ［歳時記］閏日、うるう日、テームスの日、大晦日　［レベル］３　
rd;/　23
teemsjin  ［歳時記］閏秒、うるう秒　［レベル］５　rd;teemssaltからの類推。
　23
teep,fv  1000　tek/palala

teebe  ［被服］法衣、テーベ、羽衣　［レベル］３　古 :teebe（法衣）← te
ezesabe（風の服）　［語法］　teebeは風になびくほど余りの部分がある
服。flosはバスローブのようになびかないもの。　［文化］　ひらひらし
た長いワンピースの服。風にたなびくような長めのワンピースを指
す。ただ布を巻いて纏ったようなもので、melteのように肌にぴった
りフィットするようなものではない。袖や裾が余り、全体的にだぶ
だぶで、それゆえ風に舞いやすい服を指す。宗教に用いなくても良
い。そういう服の種類をいう。元はアルティス教徒の男性用の服だが、
アルバザードでは礼服だけでなく普段着としても活躍している。女
性が着ても全く違和感がない。

teeyu  ［感動詞］［yunte］すみません、ごめんなさい、なんていいました
か？、えっ？　［類音］tee, teeo, teo　［レベル］１　20:右記 teefuから。
　参考 :leef:17:sorn:teefu（悪いことを許す）が原義で、それを始め
から人為的に音を変えて作った造語。だから teefuという語形で実
用されたことはない。leefは leevと区別できないので変更。　［語法］
　pent, vant, xante?など、なんにでも使える。
teere  ［感動詞］ノーサンキュー、いいえありがとう　［動詞］yulを辞退
する、辞退する、辞去する、断る、拒否する、拒絶する、遠慮する。
お礼を言って断ること。　［普通動名詞］辞退、辞去、遠慮、拒否、拒絶
　［レベル］２　tm;teo/seere　14:制 :teoと seereの鞄語　teere:teere:t
eere　【成句】　teere bas. ご遠慮なく、遠慮しないで。
teeze  ［気象］風、気流　［魔法］テーゼ（エアロ）。風の多段黒魔法。風
の刃で敵を切り刻む。　［数学］平行四辺形→ teezeikal　［名詞］様式、～式、
～風：赤アンクノットのころから続く伝統的な用法。　［歳時記］二気
ないし六候で一月　［動詞］yulに送風する、送風する、風を送る　［類義語］
flant　［レベル］１　f;teは風の faia　先　teeze:teeze:la fon(satii）:sawa,a
lt　【成句】　teeze lef xos ゾッとする　【用例】　teeze vien{tin} 強い風
　teeze em sod{ar}. 風が起こる。　teeze em ar{is}. 風が吹く {や
む }。　teeze mi atu merel. 風がまったくなかった。　teeze and 
ar vienel. 風が強く吹いている。　an nat xep a luk mil teeze vien. 
強い風のせいで歩くのが困難だった。　an lukat fal tel teeze. 風に向
かって歩かなくてはならなかった。　teeze ik ivn. 風が静まった。
　ans nat diit mil teeze t'axea. 浜風が私たちの体を冷やしてくれた。
　teeze and ar vienel. 風が強く吹いている。　teeze et vien o 
sort im fis. 今日は風が強くて冷たい。　teeze magand ra. 風が家を
揺らしている。
teezetesl  ［名詞］風力発電　［レベル］４　rt;/　24

teezeteslka  ［名詞］風力発電所　［レベル］４　rt;/　24

teezen  ［人名］テーゼン　［気象］偏西風 :19:ridia:arbaxelt　［組み数字］３/
１１　［レベル］３　古 :ridia:teeze（風）/n（指小辞）　［文化］　アルシ
アの３番目。風の魔法の大成者。女性。
teezevian  ［名詞］風力　［レベル］４　rd;/　24

teezelil  ［化学］窒素　［レベル］４　19

teezelof  ［物理］風洞　rt;/「風のトンネル」　23　［文化］　人工的に小規
模な流れを発生させ、実際の流れ場を再現・観測する装置ないし施設。
rtで作られ、航空機の発達とともに発展してきた。
teezeikal  ［数学］平行四辺形　［レベル］３　19:風に吹かれて横に薙がれ
たような四角形。　［語法］　通常 teezeのみで使う。
teezus  ［人名］テーズス　20　［文化］　(yuuma 5098:)メルテナ後期のエス
ピール派教皇。
teej  ［地名］テージュ海、夕月海　［レベル］３　ridia:古 :teemsjina（テー
ムスの空）　［文化］　アルバザードの南にある海。rdで巨人が復活して
暴れまわった場所であり、それ以前はヴァステにおいてデームスが
空から降ってきた場所である。リディアの時代にはデームスはテー
ジュより少し北、アルバザードの上空アルテージュから降ってくる。
teejtanx  ［料理］うどん　［レベル］３　19　［文化］　利食。アルバザードは
軟水が湧くため、昆布と相性が良く、その結果、うどんが発達した。
最初はパスタの一類であったが、後にアルティア人が醤油汁に入れ
て食べているのがナディアで紹介され、日本と同じようなうどんが
できるに至った。昆布の取れるテージュ海でできたため、テージュ
麺と名付けられた。　【用例】　kui{xen} teejtanx うどんを啜る。sipに
すると啜るという動作を強調している。ふつうは kuiを使う。sipは
啜る動作を強調するときだけ使う。
teejkleev  ［地学］［気象］西岸海洋性気候区、Ｃｆｃ区　［レベル］４　19:ri
dia:arbaxelt
teejar  ［天文］軌道エレベーター　［レベル］５　21:teej/ar（テージュ機械）。
悪魔が降りてきたトンネルのテージュとよく似ていることから。
teel  ［エルト］［サール］テール　［名詞］運命　［形容詞］運命的な、お決まりの
　［法副詞］～せざるをえない、どうしても～してしまう。宿命として抗っ
ても仕方がなくしてしまうというニュアンス。自分の意思というよ
り宿命としてやったというニュアンス。　［名詞］お約束。文字通り約
束の意味ではなく、「幼馴染みがヒロインとかお約束すぎる」という
場合のお約束のこと。　［形容詞］いつか来る　［類義語］alteom、velant　［反
意語］alteel　［レベル］２　fulmiia:古　［語法］　teelと alteomの違い。teel
は「いつかくる」という意味なので、必ず開始が存在するという意
味。alteomは必ず終了が存在するという意味。開始と終了のどちらに
視点を置くかの違い。　［文化］　生命を持った２枚のカード。１枚は
エルトでもう１枚はサール。エルトが出るかサールが出るかで人の
運命が分かれる。　【成句】　il xa teel. すべてはテールのカードの上に
ある：なるようになるさ。ケセラセラ。　vort teel いつか来る死　
vort e teel 運命の死（この句の意味は定かではない。単に上記と意
味が異なることを指しただけ）　teel rsit teel 塞翁が馬　【用例】　la vo
rtat teel mil tidati. 彼は貧しくて死なざるをえなかった。
teelvet  ［言語］メルテーブル、メルテーブルによってできた語　［レベル］
３　20:もう一枚の言葉　［語法］　http://constructed-language.org/
arka/study_mav_11.html
teelmadi  ［娯楽］テール・マディ、運命の指輪　［娯楽］リアルタイム戦略
シミュレーションゲーム、ＲＴＳ← xafilmelvasanosinxliva　［類義語］xaf
ilmelvasanosinxliva　［レベル］５　al;「運命の指輪」　23　［文化］　alで発売
されたリアルタイム戦略シミュレーションゲーム。リアルタイム戦
略シミュレーションゲームの代表作となったため、同ジャンルを指
す名前になっている。
teea  ［エルト］テーア　［動詞］yulに復讐する、復讐する、報復する　［普通
動名詞］復讐、報復、仕返し　［レベル］３　ridia:古　［文化］　皆殺しのジ
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オによって家族を殺された少女。テーアはジオへの復讐を誓い、復
讐の機会をエルトに祈り続けた。見かねたエルトたちはテーアが祈
り始めて４４４４日目が来たときに彼女をエルトにした。その後テー
アはエルトの力を得、ジオに復讐を果たした。　【成句】　dai teea van 
baz! 覚えてろ！、覚えてやがれ！
teeo  ［感動詞］だーめ、いーえ　［レベル］１　古　［語法］　teoより間延び
した感じで、柔らかい感じを受ける。或いは teeの部分が強調され
れば逆に強い否定に感じる。
teu  ［接続詞］［rente］del　［レベル］１　19:アシェット女子 :delの弱化。
tu  ［代詞］［形容詞］これ、この。前置。　［代詞］lu。人をこき下ろして物
扱いした言い方。　［反意語］le　［レベル］１　古 :tu, bake　bake,f wake,f 
jike,fv:af,ly　tu,lsd（これ）, lu,lsd_ard（それ）:tu,szs（tu,lsdからシー
ジア戦争で借入。ltkまで「これ」。後に中性定冠詞となる） tut,ltk tu
,ltf:ko,alt　［語法］　・人でも tuになるケース　　通常無生物を受ける
が、電話などで「こちら」という意味になるときは人でも tuを使う
ことがある。　tixante, tu et xion aano. もしもし、こちら紫苑です。
　　・名前を受けるときは tu　　"halka mist tor? meid ser moa mie
st halkan. tu et xion, ax malia?" 「何をなさっているのですか。もうお
名前は存じております。紫苑、ですよね？」 　　この tuは miest halk
an（あなたのお名前）を受けている。Ｉ　ｋｎｏｗ　ｙｏｕｒ　ｎａ
ｍｅ．　Ｉｔ　ｉｓ　Ｓｈｉｏｎ，　ｉｓｎʼｔ　ｉｔ？におけるＩ
ｔと同じと考えればよい。　名前は無生物なので、tuで受けること
になる。 　むろん tuが estでなく xion本人を受ける場合は、tyu et 
xion sete?のように有生人称代名詞を用いる。　　・照応　　照応
で一度 tuを使った後、同一文中で別の名詞を受ける際は距離に関係
なく leを使う。逆に文中で leが使われている間は、別の遠くのもの
を指すときであっても leでなく tuを使う。　tuと leしかないので、
無生物は同時に３つ以上照応させることはできない。tuubeや tuumi
や tuusにしても元の tuが代理している名詞のことしか指せない。an 
siina miik. tu et toto.の tuは miikであり、これを tuusにしようが
tuubeにしようがリンゴでしかない。もちろん tuusにすることで数
は変わる。　　・時間を指す tu　　１０月にｔｈｉｓ　Ａｕｇｕｓ
ｔと言ったら今年ではなく来年の８月を英語では指す。ｔｈｉｓは
未来を指す。過去は指せない。　一方アルカでは、paalの月に tu rald
uraと言った場合、その年一年を範囲として tuと呼んでいるので、tu 
ralduraといえば二ヶ月前の ralduraの月を指すことになる。　英語で
は月単位にｔｈｉｓがかかり、アルカでは年単位に tu（この）がか
かるのであろう。　日本語の場合、「この８月に」と言えば、せいぜ
い６，７，８月にしか使えず、月が離れると「今年の」とか「今度の」
といった言い方に変わるのが自然である。日本語の「この８月」は
現在が８月に近くないと言いづらい。どうも幻日英でそれぞれの語
法があるようだ。　アルカの場合は一年などある範囲を決めて、そ
の範囲の中であれば過去でも未来でも近くても遠くても tuで指せる
ようである。ans malsat xok im tu ralduraとも ans mals sil im tu raldu
raともいえる。それがたとえ何月であろうと年内であれば。また、
年内でなくとも、この句の元の意味は「その年のラルドゥラの月に」
という意味なので、話者のいる時間軸とずれていても、指示してい
る時間の範囲がいつなのか分かっていれば問題なく使うことができ
る。　【用例】　tu miik このりんご　tu et miik. これはりんごです。
tu,ltk  中性定冠詞　tu（それまで使っていた無生三人称代名詞「それ」
から来ている）
tu,ltf  tu　tut,ltk.xik

tu,lsd  tun　bu,fv.l

tu,alt  keno, e
tut,ltk  tu　tu/tu

tutti  ［サール］トゥッティ　［レベル］３　古　［文化］　アルデスとテュアの
三男。地の龍。toolと人型を使い分ける。
tuttivaan  ［軍事］陸軍　［レベル］４　19:地の龍トゥッティの軍
tuttia  ［建築］［地名］［ランドマーク］トゥッティアの長城、トゥッテイア　［レベ
ル］３　zg;tutti。平地に長く建てられたさまが寝そべっている地の竜
に見えたことから。　23　［文化］　yuuma 152　ヴェルディア軍はハクシ
ウス軍がケートを奪還しにくるだろうことを想定し、ケートとハク
シウス間に対地対空両用の迎撃砦を築きはじめる。ケートとハクシ
ウスの間に作られたのは主に飛竜兵に対抗するためのジンティアの
長城で、その後方にさらに長大なトゥッティアの長城を建設しだし
た。後者はレスティル国の力を見せつけるという目的のほか、ケー
トが陥落したときに本来のレスティル領が侵略されないよう築いた
もので、更にはレスティルに併合されたケートイア人の反乱を恐れ
て築いたものでもある。後にこれがケートイア建国の際、アルバザー
ドとの国境線となる。建設は急ピッチで進められたが、ハクシウス
軍は完成を恐れ、172年に進軍。長城は間に合わなかったものの、172
年の進軍が失敗に終わったことでレスティルは難を逃れた。　yuuma 
238　ジンティアの長城が完成　yuuma 389　トゥッティアの長城が完
成
tutu  ［代詞］［rente］これら　［類義語］antutu　［レベル］１　19:ridia

tutul  ［代詞］［rente］これらの、これらのもの　［類義語］antutul　［レベル］１
　19:tutu/tuul
tuk  ［植物］植物　［反意語］kum　［レベル］２　rd　19:tukui　mum:mum

tukka  ［名詞］植物園　［レベル］４　rd;/　23

tuksap  ［名詞］二酸化炭素の日常表現、二酸化炭素　［レベル］４　19:ilmus:r
idia:植物が（昼に使う）空気
tuknox  ［地学］植生　［レベル］５　19

tukvinl  ［建築］生垣、生け垣、垣根　［レベル］５　19

tukfiam  ［生物］植物界　［レベル］５　22

tuka  ［物理］場　［レベル］５　vl;tulo/ka「物理学上の場」　23

tukini  ［植物］毛茸　rd;/　24

tukems  ［料理］植物油　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アルバザー
ドはオリーブが多く採れるため、オリーブ油を主に指す。
tukui  ［農耕］［植物］穀物　［レベル］４　古 :har:tukui（食用植物）。tu（土の）
/kui（食べ物）。「土が作った食べ物」　［文化］　アルバザードでは主に
小麦、大麦、ライ麦、米などを指す。
tuxelt  ［名詞］今月　［レベル］２　rd;/　23

tus  ［名詞］大きさ、サイズ。具体的な大きさ。　［文字］級数、ポイント
← hacanttus　［類義語］kalha　［レベル］２　制　【用例】　tus tinka キングサイズ、
クイーンサイズ
tusvakl  ［農耕］半農半牧、混合農業　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

tusalt  ［名詞］今年　［レベル］２　rd;/　23

tusoot  ［名詞］今週　［レベル］２　rd;/　23

tusel  ［名詞］この日　［レベル］２
tun  ［名詞］修飾終点　［数学］括弧閉じ　［レベル］２　13:制 :古 :ker&buな
いし ker&tuの tuから　bu:tu:tyu　［語法］　tie

tun,ltd  ひとつの。単数形を示す。　tu keno「これの」
tun,lsk  これの、中性不定冠詞→ tiaren

tun,lsd  これの　tuの属格
tuns  ［農耕］農耕、農業　［レベル］３　19:seren:tuuno/so　［文化］　郊外に
農地は密集している。そのため、市と市の間にある工場や道路から
出る汚染物質から隔離され、きれいな水と空気で育まれる。自給率
は高く、輸入に依存しない国である。
tuna  風土　古 :tuuno土から
tuna,f  lette　saal;tuuno

tunas  ［地名］トゥナス　［レベル］５　15:tuno（土）から　［文化］　ソーンの
使徒ヴァシヴの支配地。
tunas(2)  ［アトラスの国家］トゥナス　［レベル］５　制　［文化］　面積：
750894.903251 km^2
tuvan  ［天文］上弦と満月の間、凸月　［名詞］北東、東北　［組み数字］４/８
　［レベル］２　14:制 :sorn:tvan　［文化］　xelteel

tuvanvim  ［生物］前鋸筋　［レベル］６　24<22:tuvanvimeと leevevimeで
拮抗させている。tuvanと leeveが逆の月であることを利用している。
この tuvanは弓道の打ち起しのことで、打起こしから会に至る間に前
鋸筋を使うことから。ちなみに前鋸筋は会でももちろん使うが、弦
の戻ろうとする張力をモロに受けるのはむしろ前鋸筋の拮抗筋であ
る菱形筋。実際、弓道の稽古をしていて初心者が痛めやすいのは前
鋸筋（横っ腹のほう）より菱形筋（背中のほう）であることからも、
会で負荷がかかるのは前鋸筋より菱形筋であることが分かる。そし
て leeveが会を意味することから、菱形筋が leevevimeとなる。
tuvanlil  ［化学］モリブデン　18:制
tuval  ［形容詞］十分な、充足した　［形容詞］心が満ち足りた　［副詞］十分に、
ひとしきり、ひととおり、ひと通り、一通り　［動詞］yulを概ね満たす、
概ね満たす、十分にさせる、満たす　［反意語］sej　［レベル］２　19:tuval（満
ちつつある月）　【用例】　ent, mel tur tuval. ごゆっくり。時間は十分あ
る。　an felat tuvalel. 十分勉強した。
tur  ［名詞］今、現在　［法副詞］現在時制の副詞　［動詞］今 yulである、で
ある。現在時制の繋辞。　［形容詞］現在の、現行の　［名詞］今回。動詞
が過去形になっているのに turが来ていたら、確実にこの意味。　［文
頭純詞］さぁ、じゃあ、それでは　［軍事］［形容詞］［法副詞］現在の、本～（本
作戦など）：軍隊では時制や相をできるだけ明示する特殊な位相を使
う。　［レベル］１　19:恣意だが、tuは「この」の意味。　【成句】　i tur 
今後　alkalt tur 今のところ、目下　tu tur この今、ちょうど今　【用例】
　in tur 現実を直視する　amir tur 現在の夫　an ke tur. 今行くよ
　tur, ans ke xiia. さぁ、行こうか。　baltir vandor tur asra. 大佐
が基地を攻撃中であります。　tur et sa fleanakea atu xan. こっちでは
夏休み前なのね。
turfelan  ［名詞］在校生　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

turmel  ［言語］現在時制　［名詞］現在　［レベル］４　21

turgart  ［経済］時価　［レベル］４　19

turgartklit  ［経済］時価評価　19

turgartvelk  ［経済］時価会計　［レベル］６　19

turito  ［娯楽］現在の得点　21

tureldfel  ［言語］共時言語学。通時言語学と対照するときに使う用語。
　19
tul  ［名詞］もの、物、物質、品物、物品　［化学］物質　［類義語］fam　［反意語］
vis　sert　［レベル］１　19:古 :tual（このもの）　al:al::to,alt　［語法］　形のな
いものも含む。visは出来事という動作性のあるものを指す。
tulte  ［哲学］形而下の、物質的な　［反意語］viste　［レベル］５　20:モノ的
な
tulsoda  ［交通］物損事故、対物事故　［レベル］５　rd;/　24

tulf  ［物理］熱、ヒート　［医療］熱、ネツ、体温。接尾辞として熱病を
指すことも。　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt:tul/saf　txie:txie:lu txie　【用
例】　tulf tin 高熱
tulftaf  ［普通動名詞］除熱　［レベル］４　19

tulffit  ［普通動名詞］加熱　［レベル］３　19

tulfdu  ［物理］熱量　［レベル］４　19:tulfalxにしようと思ったが、「熱を比
較したり数値で測ることのできるものとして捉えたもの」という定
義に従うと、duがふさわしい。
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tulfpol  ［地名］灼方　［レベル］４　20　［文化］　ファルファニア（ファベル
の）、アメルテ、アステルト、ディシリウス、ガーヴィ、アルガーヴ、
ミディートの地域。広範囲に渡っている。元々ガーヴィやアルガー
ヴはアステルトの横に接していたため。　ミディートが含まれるの
は、ファルファニアやガーヴからの移住者が多く、ルティアとは別
の王国を築いたため。
tulfbal  ［物理］比熱　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt:熱の壁。この値が高い
ほど熱すのに大きな熱が必要になることから。
tulfar  ［物理］熱機関　［レベル］５　19

tulmiyu  ［化学］化学変化、物質変化　［レベル］４　19

tulmiros  ［哲学］物神崇拝、フェティシズム　［名詞］フェチ　rd;/　24

tulmepi  ［化学］対物レンズ　［レベル］４　rd;/　23

tuldu  ［化学］物質量　［レベル］５　19

tulgart  ［経済］物価　［レベル］４　21　［文化］　アルバザードは日本に比べ、
食料品の物価が高い。その代わり質が高い。　主食となる穀物は安
く、利食も多くは生産量が多いため比較的安い。嗜好品は高くなり、
酒類はワインなど一部を除いて極めて税金が高いため、価格が高い。
例えばケーキは高いがパンは安く、焼酎は高い。　日本と比べて明
らかに値段の差があるものはチーズ。チーズは非常に安価である。
　意外なところだと、蕎麦、醤油、味噌、大豆製品はアルバザード
でも生産されているため安価。フルーツも全体的に安価だが、アル
バザードで取れないマンゴーなどは高価である。　魚は西洋と比べ
て安価。逆に肉は西洋より高価。ただし鶏肉は除く。牛肉の消費量
は少ないものの、乳製品は安価。　逆にチョコレートなど、菓子類
は非常に高価。ただしガムは安価。　　家賃は安価。水道電気光熱
費などのインフラも安価。通信費も安価。　タクシーは日本並みで、
高価。人力車は安価。　衣料品は高価だが、医療費は安価。交通費
はやや高価。　ヤマダ電機のような大型チェーン店がないため、機
械類は高価。　外食は高価。反面、喫茶店は安価。　美術館等文化
施設は安価。映画は日本並みだが、演劇やサーカスは日本より極め
て安価。　性産業はインプレンの発達により安価だが、いわゆるキャ
バクラなどの酒が入るところでは高価。　学費は条件にもよるが、
原則無料。
tulasut  ［物理］フェルミ粒子　［反意語］vianasut　vl;/　23

tulo  ［物理］物理　［レベル］４　19:seren:tul/oz（物に働く法則。神話では
最初に運動から研究され出したため）
tulofel  ［物理］物理学　［レベル］４　19　［文化］　カコから研究されていた。
物体の運動から最初に研究されだした。化学ほどリュウは貢献して
いない。　現実にはセレンがほとんど名付けた。制で作った単語も
かなり残っている。
tua  ［感動詞］はい、はいどうぞ、どうぞ、ほいよ、ほら　［動詞］yulを a
に差し出す、差し出す、差しだす　［レベル］１　f;to/a「物を /『あ』と
いう掛け声→物を渡すときの掛け声」　古 :tua｢ これがそれです ｣　［語
法］　物を人に差し出すときに使うことば。いつでも誰相手でも使え
る。tuaなしで差し出すと丁寧でないが、tuaを付けると付けないより
丁寧になる。
tuan  ［代詞］［milia］あなたの　［レベル］１　19:tu

tuo  ［名詞］（過去に対して）このごろ、最近、近頃、ここんとこ　［名詞］（現
在に対して）このころ、この頃　［名詞］（未来に対して）近々、そろそ
ろ、もうそろそろ、こんど、今度　［反意語］lemel　［レベル］２　14:制 :tua
　【成句】　im tuo この頃　【用例】　tuo e salt tox 去年の今頃
tuut  ［形容詞］［ネガティブ］地味な　［料理］あっさりした、油っぽくない　［形
容詞］脱脂した　［反意語］gank、faav　［レベル］３　20:tuuno/te（土の色の
ようにお洒落でない。土の色は農民を想起させるため）　［語法］　faav

tuut(2)  ［擬音］ツーツー。電話の切れる音。アルバザードでは ljでも
この音。　［レベル］３　rt;fovet　23

tuutmile  ［名詞］脱脂綿　rd;/　24

tuuk  ［名詞］グラウンド、広場、空き地、校庭、開けたところ、ひろば
　［類義語］mema　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt:tuuno/ka　［語法］　典型的に
は、建物がなく平らで土が出ていて何もない広いところのこと。
tuuka  ［動物］モグラ　［レベル］３　alakta:tuuka← tuunokama（土の鼠）
tuus  ［代詞］これら　［レベル］１　19

tuuna,lsl  lette　tuna

tuunas  ［人名］トゥーナス　［組み数字］４/１１　［レベル］３　19:seren←古 :
ridia:tuuno（土）　［文化］　アルシアの４番目。土の魔法の大成者。両
性具有の人物。
tuuno  ［名詞］土　［名詞］土砂。土と砂のことだが、アルカでは特に土砂
を指す専門の単語はなく tuunoという。　［魔法］トゥーノ。土の多段
黒魔法。土石流で敵を押しつぶす。　［植物］レゴリス　［名詞］［婉曲］子宮、
母親、母体　［レベル］１　f:e　赤　tuuno:tuuno:lu tuuno:ton,alt　【成句】
　tuuno xed(en) mom 根なし土：根性無し、バテたり諦めたりする
のが早いやつ：根のない（というか弱い）草ばかり生えた土はすぐ
雪崩れることから。　til mom! 根性出せ！、諦めんな！
tuumi  ［代詞］こちら→ luapia　［レベル］１　22

tuumis  ［代詞］こちら→ luapia　［レベル］１　22

tuumin  ［代詞］こちらの→ luapia　［レベル］１　22

tuumins  ［代詞］こちらの→ luapia　［レベル］１　22

tuube  ［代詞］［形容詞］こんな、このような→ luapia　［レベル］１　22

tuubes  ［代詞］こんな→ luapia　［レベル］１　22

tuuben  ［代詞］こんなの→ luapia　［レベル］１　22

tuubens  ［代詞］こんなの→ luapia　［レベル］１　22

tuuyu  ［文末純詞］［yunk］eyo　［類義語］anxii　［レベル］２　古 sorn:語源不詳。
eyoに相当するものとして使われていた。当時は男女区別なく使った。
tuul  ［代詞］それの、それのもの　［レベル］１　19:tu/tul　［語法］　「この部
品はそれのものだよ」などで使う。
tuul,ltk  le　tu/lu

tuules  ［代詞］これらの、これらのもの　［レベル］１　19

T  ［言語］述語、動詞　［レベル］４　20:tim

k
k  klenZ
kt  ［演繹音］がっ、ガッ、こつ、コツ、こっ、コッ、ごっ、ゴッ　［レベル］
２　21　［語法］　ぶつかる音。　力を一気に放出する寸前の溜める音。
ktk  ［演繹音］カチャ、ガチャ、コト　［レベル］２　rd;haalvet　23　［語法］　
ドアを開ける音、電話の受話器を取り置きする音など。
ktak  ［擬音］カチャ、ドアの開く音、ガチャ　［レベル］２　19:melidia axte

kk  ［歴史］カコ、kako　［レベル］３　21

kn  ［演繹音］コン、こん、コンコン、こんこん、ごん、ゴン　［レベル］２
　22　［語法］　ノックするような音。
knk  ［演繹音］ぐき、ぐきっ、グキ、グキッ、めき、メキ、めきっ、メキッ、
ぐにっ、グニッ、ぐにゃっ、グニャッ　［レベル］２　22　［語法］　ぶつけ
て捻る音。捻挫、突き指などの音。ぶつけてぐにゃっとする音。　【用例】
　an tilik vix on las fo gnog im las ik dakt a elen. 手を机にぶつけ
てグキっと怪我をした。
knak  ［形容詞］まっすぐな　［動詞］yulをまっすぐにする、まっすぐにする、
真っ直ぐにする　［類義語］dakknak　［反意語］kim　［レベル］２　16:制 :まっす
ぐ行く。開音節だと形容詞としていいづらいＣＣＶ構造なので、制
knaは不採用。
knaktaxemov  ［物理］等加速度直線運動　［レベル］５　19

knakkimfink  ［名詞］可展面　vl;knakfink/kimfink「平面になれる曲面」で
あることから。　24　［文化］　伸縮することなしに平面に展開すること
ができる計量を持つ曲面のこと。逆の言い方をすれば、平面を曲げ
たり切ったり丸めたりつなげたりすることで作ることのできる曲面
のこと。円柱の側面の筒の部分が曲面であり、展開すると長方形の
平面になるが、これが好例。　なお、球面は可展面にならない。も
しなったら、地図はこの世に一通りでいいことになってしまう。球
面を平面に展開できないからこそ、図法はたくさんあるのである。
knaknia  ［美容］ストレート、直毛　［レベル］３　19

knakvox  ［形容詞］［ポジティブ］一本気な、意思の固い、良い意味で頑固な、
職人気質の　［類義語］velante　［レベル］３　20

knakfink  ［名詞］平面。２次元という意味の場合は fiklを使う。曲面の
反対としての平面。　［反意語］kimfink　［レベル］６　vl;/　24

knakparm  ［ユマナ］カタカナ　［レベル］４　19:日本の字で、カクカクしてい
る
knakrein  ［数学］直線　［レベル］３　19

knab  ［動物］ラクダ、駱駝、キャメル　［レベル］３　lakta:｢ こぶの生き物 ｣
knabkad  ［地球の国名］エリトリア　19:国章に駱駝
knal  ［名詞］オカルト、超常現象　［レベル］３　19:knoos/nals

knis  ［生物］たてがみ、鬣　［レベル］３　13:制 :alakta:kni

knob  ［医療］こぶ、コブ、瘤　［レベル］３　13:制 :knab

knobipa  ［医療］いぼ痔。lulusknobと同じ　［レベル］５　19

knoos  ［名詞］謎、ミステリー　［名詞］問題、設問　［形容詞］［ポジティブ］不思
議な、神秘的な、風変わりな　［反意語］zal、erseer、rexir　［名詞］テ
ストや試験に出てくる問題　［レベル］２　fv;kuunosteira.k　古 :使徒ミ
ルフの名の kunOosが語源。kunOosは彼女の疑問文調の口調をからか
う言葉で、疑問というところから謎という意味になった。　knoos:kno
os:lu felmat　【用例】　na knoos a ～を不思議に思う
knooslei  ［名詞］問題集、ワーク　［レベル］３　rd;/　23

knoosenvi  ［魔法］超能力、異能　［レベル］３　rd;/「謎の能力」　24　［文
化］　カルディアにおいては、超能力は魔法学で説明が付かず、科学
的にも説明が付かない能力のことで、念力や読心術といった異能の
ことを指す。占いや予言は魔法学的に原理がよく分かっていないが、
神代からあり魔法の範疇で慣例として捉えられていたことから、魔
法と異能の間のような存在になっている。
kmin  ［植物］ラベンダー　［レベル］３　lakta:クミールの花
kmil  ［単位］１０の２７乗　21:kmiilia

kmiir  ［組み数字］２８/２８　［交通］クミール通り　［レベル］２　22

kmiir(2)  ［料理］miretek　［レベル］３　19:melidia axte

kmiir mete  ［人名］クミール＝メテ　［組み数字］２８/２８　［レベル］２　
古 :クミールは語源不詳。古アルカでの意味は ｢口頭弁論 ｣。メテは
『カコ』で、本来はドゥルガ側なのだからソーンのクミールが撰ぶ姓
としては不適当。　［文化］　→ mirverant　第４期４代ルシーラ・エ・
ソーン。女性。yunk。１６０ｃｍ、３９ｋｇ。髪は濃紺がかって見
える艶のある黒で肩まで届き、直毛。黒の瞳。肌は白：黄＝４：６。
　兄弟は無し。８歳で母親を事故で亡くす。１７歳でルシーラに就任。
虚弱体質で、心も非常に繊細。容姿が非常に美しく、アシェット一
のユンク。ルティアの文化に憧れている。　【成句】　in kmiir, tu fia 
et lol nod lei tiil. 見よクミール、世界は君の本より面白い：事実
は小説よりも奇なり。引きこもったクミールに対してセレンが送っ
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た言葉から。
kmiilia  ［歳時記］小暑　［名詞］１１時　［組み数字］１１／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

kmel  ［名詞］時期　［レベル］３　古 :kmel。kは keriや keeからの推移で季
節を意味し、melは時間のはずだが、これより古い形が不明。　【用例】
　tu kmel 今季　tu et kmel l'el til efa sofel. 風邪を引きやすい時期
だ。
kppp  ［擬音］くふっ、くふふふ。堪えた笑い声。　［レベル］３　19

kh  ［演繹音］クンカクンカ、クンカ、くんか、くんかくんか、くふーく
ふー、くふー　［類義語］sh　［レベル］４　rd:seren;haalvet　23　［語法］　物
を勢い良く嗅ぐときの音。思い切り吸い込むのは sh。　【用例】　rid
ia! ridia! ridia! ridiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnn!!!!!!!!!!　aaaaaaaaa
.......aaaa. aa...aaaggg!! ridia, ridia, ridiaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnn!!!!!!!
　aaaaa, kuh kuh! kuuh kuuh!! suh suh! suuh suuh!! aca ti et liito 
aa... son son.　ahaaa! an toan lax nia leje e ridia lutia liij fo kuuh 
kuuh aaa!!! kuuh kuuh! aaa!!!!　teo! an oj lax nia laat fo muf muf! 
mof mof, muuf muuf! nia, nia! muf muf! kyan kyan kyun!　rid
ia liij kaen ardia keno xelt e milf at ank tinka dac! aaaaaaa...aaaa...ap, aaaa
aa! oooouuuuuuuugggg!　an na nau on ti sil nok a slax 5 t'avelantis, 
ridia liij! aaaaaa! ank, ank e! ridia liij! ank!!! ap, aaaaaa!!!　vei kal
fia as at atm ento an na nau ati va--- teeeeeeeeeeeeeeeeeeee! te
oooooooooooo!!! aaaaaaaaaaaaaarteeeeeeeeee!!!　haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaizeeee
eeeeeeeeennnn! kalfia tis de fiana daaaaaaaaaa!!!!!! ap, an xaklik yul 
avelantis tan et........　RIDIA LIIJ et en fiana??????????????? te
eeoooooooooooooooooo!!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!　aaarteeeeeeeee
eeee! kleeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeeeeeeeeeelllllll! aaaaaaaaaaaaaaaaaaann
nn! aaaaaaaaarbazaaaaaaaaaaard!!!!　ocaaaaaaa! beo daaaaaa!!!!!! an leev! an 
leev van tuube fia tis-- to?? lu inor...? ridia liiz kaen olmaleis 
inor an xa!!!　ridia liiz kaen avelantis xookor a men da!!!! atta... 
tu fia des ges xa!! (xante　hwaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! an til ridia liiz!!!!! 
atta al an, mel! men so sen xed netal eu!　ou, ridia liiz kaen kalfia
aaaaaaaaaaaaaa! teooooooooooooooooooooooooo!　aaaaaaaa, aaaaaaag, ap, ap, lii
za xanxaaaaaaaa! k...kmiiiiiiiirrrr! luxiaaaaaaaaaaaa!!!!!! miliaaaaaaaaa!!!!!!
　u....uuuuuuuuuuuuooooooooooooo!!!!!!! der xiilas leyute fi
ina ti, ridia. alem ant, ti re luko sil ridia kaen arbazard!　リディ
ア！リディア！リディア！リディアぁぁあああわぁあああああああ
あああああああああああああああん！！！　あぁああああ…ああ…
あっあっー！あぁああああああ！！！リディアリディアリディアぁ
ああぁわぁああああ！！！　あぁクンカクンカ！クンカクンカ！
スーハースーハー！スーハースーハー！いい匂いだなぁ…くんくん
　んはぁっ！リディア＝ルティアたんの亜麻色の髪をクンカクンカ
したいお！クンカクンカ！あぁあ！！　間違えた！モフモフしたい
お！モフモフ！モフモフ！髪髪モフモフ！カリカリモフモフ…きゅ
んきゅんきゅい！！　アルディアミルフの月のリディアたんかわい
かったよぅ！！あぁぁああ…あああ…あっあぁああああ！！ふぁぁ
あああんんっ！！　アヴェランティス５面決まって良かったねリ
ディアたん！あぁあああああ！かわいい！リディアたん！かわい
い！あっああぁああ！　イラスト数枚も発売されて嬉し…いやぁあ
あああああ！！！にゃああああああああん！！ぎゃあああああああ
あ！！　ぐあああああああああああ！！！イラストなんて現実じゃ
ない！！！！あ…アルディアもアヴェランティスもよく考えたら…
　リ デ ィ ア ち ゃ ん は 現実 じ ゃ な い？にゃああああああ
あああああああん！！うぁああああああああああ！！　そんなぁあ
あああああ！！いやぁぁぁあああああああああ！！はぁあああああ
あん！！アルバザードぉおおおお！！　この！ちきしょー！やめて
やる！！現実なんかやめ…て…え！？見…てる？表紙絵のリディア
ちゃんが僕を見てる？　表紙絵のリディアちゃんが僕を見てるぞ！
リディアちゃんが僕を見てるぞ！挿絵のリディアちゃんが僕を見
てるぞ！！　アヴェランティスのリディアちゃんが僕に話しかけ
てるぞ！！！よかった…世の中まだまだ捨てたモンじゃないんだ
ねっ！　いやっほぉおおおおおおお！！！僕にはリディアちゃんが
いる！！やったよメル！！ひとりでできるもん！！！　あ、イラス
トのリディアちゃああああああああああああああん！！いやぁああ
あああああああああああああ！！！！　あっあんああっああんあ
リーザ先生ぁあ！！ク、クミール！！ルシアぁああああああ！！！
ミリアぁあああ！！　ううっうぅうう！！俺の想いよリディアへ届
け！！アルバザードのリディアへ届け！ 　（『クンカクンカジェネ
レーター』）
kyn  ［演繹音］きゃん、キャン、きゅい、キュイ、きゅん、キュン　［レベル］
２　rd;haalvet　23　［語法］　子犬などの高い悲鳴などに使う。
kyh  ［演繹音］きゃはは、キャハハ　［レベル］２　rd;haalvet　23　［語法］　
kynと似ており、女の高い笑い声などに使う。
kyan  ［感動詞］［rente］きゃん、kyaa　［レベル］２　tm;fovet　23

kyan,f  kaan　e

kyaa  ［感動詞］［rente］きゃあ！　［類義語］hyaa　［レベル］２　tm;fovet　21

kyo  ［普通動名詞］演技、演出、劇、芝居、戯曲、演劇、ドラマ　［動詞］yul（内
容や演目など）を演じる、演じる、演技する、見せかける、みせか
ける　［レベル］２　f;e　赤 :kyo（演じる）:語源不詳　［文化］　演劇は
あまり人気がない。映画の方が人気がある。多くの人が映画の方を
選ぶ理由は、視覚的な理由である。映画はＣＧやカメラワークを駆
使して多彩な演出ができる。ところが演劇の場合、視点は観客の視
点に固定されているし、ＣＧも使えない。確かに演劇は一回きりで
しかも生だから臨場感はあるかもしれない。だが、視覚上の華麗さ
は映画に劣る。声も生の声より編集して何度も撮り直してある映画
の方が聴きやすい。そういうわけで演劇は人気がない。アルバザー
ドは完成された客観的な作品を好む。失敗するかもしれない演劇は
完成されていない。映画は完成してから出すので必ず完成している。
だが演劇は人間がやるのだからどんなに練習しても小さなミスがで
て完成に達しないことがある。また、映画は誰がどこで上映しても

何度でも同じ映像が見られるが、演劇はそうではない。毎回毎回変
わってしまう。この客観性のなさをアルバザードは嫌う。　【用例】　tu 
kyo at meklak. そのドラマは再放送だった。
kyot  ［美容］ドウラン、ドーラン　［レベル］５　21:<>kyo

kyoka  ［名詞］劇場　［レベル］３　20　【用例】　tu fia et kyoka.　tu garv, le 
emt,　il et tio nifi tis　len ap nax o lol a kloa.　人生は劇場だ。　
この苦しみもあの悲しみも、　話を面白可笑しくする為の　一小節に
すぎんのだ。　(rens 741)
kyos  ［医療］インシュリン、インスリン　［レベル］４　lakta

kyosab  ［被服］衣装、コスチューム　［レベル］３　13:制 :演技に用いる服
装
kyomi  ［動詞］yul（場所）にいないふりをする、居留守をする　［普通動名
詞］居留守、いるす、いないふり　［レベル］３　22

kyod  ［動詞］yul（内容）を演出する、演出する　［普通動名詞］演出　［形容詞］
演出された、仕組まれた、約束された　［レベル］３　14:制 :kyodolk（劇
を飾る）　【用例】　kyod tiia 愛を演出する
kyoan  ［名詞］俳優、女優　［類義語］ensa, liifa, dialiifa　［レベル］２　21

kyu  ［動詞］yulをつんのめらせる、つんのめる　［レベル］３　ridia:古 :
体育館などの床で体育館履きを履きながら走り、急にブレーキをか
けて止まるとする ｢キュッ ｣という音に近いものを造語者のリディ
アは想像したのだろう。
kyuk  ［人名］キュク　［組み数字］７/１６　［レベル］４　meltia 41:ardu/esta;e
　古　［文化］　esta　エスタの第７子。男。
kyuk diim  ［人名］キュク＝ディーム　20　［文化］　(imul 1281:1355)ルシ
フェル校の魔法学者。元はアルシェリア人の留学生だった人物。
kyuwi  ［動物］イルカ、ドルフィン　［レベル］３　lakta:鳴き声から
kyuwiifa  ［地球の星座］［ユマナ］いるか座　24　［文化］　ifa

krak  ［音楽］カスタネット、ミハルス。区別はない。　［レベル］２　21:擬
音　［文化］　カスタネットとミハルスの区別はなく、学校では演奏が
簡単なミハルスが用いられる。　【用例】　krak krok, krok krik カチャカ
チャと鳴らす音　an krak, on krok (xn うんたん、うんたん♪ :an, on
は休符の間合いを取る声
kraket  ［音楽］タンゴ　［レベル］５　21:カスタネットを使うことがあり、
その音がクラックと聞こえることから
krain  ［形容詞］ギリギリアウトな　［反意語］loren　［レベル］３　20:rak rei
n→ krein→ krain（reinから離すため）。新生で語頭子音 krを認めた
初めての語。gradをその前に認めたことがきっかけ。　【用例】　mmm... 
le been et krain a! むー、あのブスはギリギリやれないラインだな。
krius  ［人名］クリウス　［レベル］６　20　［文化］　(yuuma 5631:6225(5755:6225))
カコ前期のヴェマ王。　yuuma 5755 ヴェマで召喚士 kriusが王を倒
して新王となる 
kreptia  ［人名］クレプティア　［レベル］６　20　［文化］　(yuuma 6946:7433)
　yuuma 6974 アンダント、旧イクサンテ系貴族のアルシェリア人 kr
eptiaを第二夫人として娶る。クレプティアは人種的にはシフェルだっ
たため、マレットの多いイクサンテの完全な理解は得られなかった
ものの、暴動は一時沈静化 
kwak  ［動物］ペンギン　［レベル］２　alakta　［擬声］　kwibuu kwibuu

kwan  ［南方］［格詞］kon, ok, kokko　［レベル］３　21:l.kon

kwar  ［生物］クァール。目と目の間の部分　［レベル］３　古 :オノマトペ。
この部分に指を近づけるとムラムラ気持ち悪くなってくる。その感
覚を kwarという音で表現した。「くわーっとなる部分」のような意味。
　［文化］　集中力が宿るとされている。
kwarselot  ［電算］［ユマナ］ｑｗｅｒｔｙキーボード　［レベル］４　22:ｑｗｅ
ｒｔｙだとアルカにならないので、クワールの音の部分だけを切り
取った。
kwarho  ［生物］前頭骨　［レベル］４　19

kwit  ［動詞］yulをつねる、つねる、抓る　［レベル］２　古 :kuuwi,kwit,kwiig。
どれも手の甲を抓る音からきている。
kwin  ［植物］ユリ、百合、リリー　［レベル］３　古 :ridia:"ax, non so┤
misso fiina sou seren kokko mel."から
kwol  ［動詞］yulに寝がえりを打たせる、ころんと転がる、寝返りを打
つ　［普通動名詞］寝返り、寝がえり、ねがえり　［レベル］２　古 :オノマ
トペ　【用例】　an kwolat ras di var vird. 一晩中寝返りを打っていた。
kls  ［演繹音］きしきし、キシキシ、きし、キシ、きしっ、キシッ、ぎしぎし、
ギシギシ、きー、キー、ききー、キキー、きっ、キッ、きーっ、キーッ、
ぎぎーっ、ギギーッ、ぎぎー、ギギー　［レベル］２　22

klat  ［名詞］ビザ、査証、入国許可証　［レベル］３　alakta

klak  ［動詞］yulを aに広める、広める、知らしめる、知らせる、放送する、
演説する、公演する、アナウンスする、広報する、宣伝する　［普通動名詞］
放送、演説、公演、アナウンス、広報、宣伝　［レベル］３　sorn:広く
言う
klakka  ［名詞］放送局　［レベル］４　rt;/　23　［語法］　ラジオ局やテレビ局な
どのことをいう。規模は企業規模から学校の放送部まで幅広く使え
る。
klaksems  ［名詞］放送部　［レベル］４　19　【用例】　klaksems fitat lem im harpn
ian siina. 昼休みに放送部員が音楽を流してくれた。
klax  ［医療］抗生物質　［レベル］３　15:制 :古 :lizkulaa（細菌を殺す）
klas  ［名詞］鋏、ハサミ、はさみ　［レベル］２　arxe:klas　参考 :sorn:homyuas
→ homs（鋏）　:::omuli,alt
klasklap  ［料理］トング　［レベル］３　16:制
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klaskaxi  ［料理］箸型トング　［レベル］３　16:制
klan  ［政治］奴隷　［反意語］milan、leem　［レベル］３　13:制 :古 :kumlan（動
物（のように扱われた）人間）　［文化］　革命後は、ＩＤ登録をされず
アンセを持たない戸籍のない人間のうち、奴隷商に支配されている
もの。３Ｋの仕事をさせられ、寿命も短い。アルバザードを裕福に
している影の存在。
klans  ［代詞］［amma］アンタら　［レベル］１　21:umtona:古 kum/lantis「生者ども」
klansen  ［代詞］［amma］アンタらの　［レベル］１　21:umtona:klant/en

klanvai  ［軍事］奴隷兵　［レベル］５　20

klandi  ［言語］［文字］大文字　［反意語］lemal　［レベル］２　rd;klandia「飾り文
字」　21　［文化］　＜概要＞　　rdで幻京書体ができたときに合わせて
作られたもの。　小文字の弁別性の向上、曖昧さ回避、装飾文字と
して作られた。　従って地球と逆で小文字のほうが先にありきで、
大文字は装飾用などとして後からできた。　　＜用途＞　　デザイ
ンや強調に使う。いずれも大文字の使用は義務でない。　英語と違っ
て固有名詞なども義務でない。　　・見出し：Lei e Miir：語頭の
み。機能語を除く。　・人名：Lein Yutia　・強調：tu et RIDIA l'
alkat tu fia da.　・見出し強調：LEI E MIIR, LEI e MIIR　・似た
文字の弁別：tu et t, T tisee, en k a.　・神の名と普通名詞の弁別：
Ardu del mirok ont ardu t'eria　・外国語の音素：Sで［θ］など。
この用法の場合は必ず大文字にするか小文字にアクサンを付ける必
要がある。　　＜成立＞　　t:横棒を追加　k:横棒を追加　x:横棒と
捻りを追加　s:反転し、横棒を追加　　n:旧字に横棒を追加　v:旧字
に横棒を追加　f:幼字 fiinaの変形　m:横棒を追加　　d:旧字の上
半分を切除し、縦棒を追加　g:旧字を巻かず、縦棒を追加　p:反転
したものと融合　b:縦に反転させて融合　　h:幼字 homyu　y:四方
に反転させ融合　c:四方に反転させ融合　r:yを傾ける　　z:二字重
ねる　j:二字重ねる　w:横棒を追加　l:横棒を追加　　a:横棒を追加
　i:横棒を追加　o:横棒を追加　e:縦に反転して融合させ角張らせ
る　u:縦に反転して融合させ角張らせる　q:反転して融合
klandia  ［魔法］［丁寧］［地学］ダイヤモンド、ダイヤモンド　［地名］クランディ
ア。ミュールの vsまでの呼称。　［組み数字］２/１０　［類義語］hord　［レ
ベル］４　zg;klendia.k　ミュールの vsまでの名から。ここで採れるも
のの質が良かったことから
klangin  ［名詞］奴隷商　［レベル］５　19:リディアの書
klavel alteems  ［人名］クラヴェル＝アルテームス　vl;kleevel.l　22　［文化］
　vl_alの実業家。ハイン＝アルテームスの父。サンテームス社のＣ
ＥＯを務める。378に vantemsを開発。
klap  ［名詞］挟み、クリップ　［動詞］yulを aにクリップで留める、留める、
挟む、はさむ　［化学］クリップ。顕微鏡の。　［レベル］３　alakta:klap　参考 :
古 :homyu。klasからの推移。
klal  ［名詞］空間、スペース、場所　［類義語］boppo　［レベル］２　20:kla:13:制 :
古 :kalbu（世界）　［語法］　物理的な空間だけでなく精神的な空間でもよ
い。
klai  ［料理］グルメ、美食　［レベル］３　sorn:klai　参考 :古 :kuikahi（食べ
る罪）
klain  ［植物］akleim　［組み数字］６/９　［レベル］４　f:saal;e　21

klaiant  ［名詞］割合、比率、レート　［類義語］aja　［アクセント］klAiant　sm;szd　［レ
ベル］３　21

klaiant,szd  mest
klit  ［サール］クリット　［動詞］yulを lexだと評論する、評論する、批評
する、評価する、鑑別する、鑑定する、見極める　［経済］［動詞］yul（不
動産など資産）を評価する、評価する　［普通動名詞］評論、批評、評価、
鑑別、鑑定　［類義語］glaid　［レベル］３　古 :kliiz　［文化］　サール界きっ
ての評論家。　【成句】　klit ratel rak 過大評価する、買いかぶる　klit 
yamel rak 過小評価する、侮る、あなどる　【用例】　☆ an klitik ti samel. 
見直したよ：samelとともに「見直す」。場合によっては「見下したよ」
という悪い評価のこともある。
klitfidn  ［経済］評価・換算差額等　19

klitdae  ［経済］評価損　19

klitgio  ［経済］評価益　19

klik  ［地学］島　［形容詞］～島。前置。　［レベル］２　sorn　参考 :古 :kalli。
水で周りを囲まれ、他の土地から孤立させられた土地。　kalli:kalli:lu 
kalli:rai,li
klikra  ［地球の国名］モルディブ　19:国名が島に住む人
klis  ［動詞］yulをきしませる、きしむ、軋ませる、軋む　［普通動名詞］きしみ、
軋み　［レベル］３　19:演繹音
klistos  ［地名］クリストス　［レベル］６　fv;e　23　［文化］　ガルヴェーユの
フランヴェールの南にある地域。湖が多い。
kliv  ［生物］生態　［レベル］４　13:制 :古 :kulivro

klivseim  ［生物］生態系　［レベル］４　19

klivfel  ［生物］生態学　［レベル］５　rd;/　23

klim  ［医療］臨床　［レベル］４　13:制 :古 :kliizima（クリスのとき）。クリ
スが５年に交通事故で車に撥ね飛ばされたとき及びその事件が kliima
で、そこから紆余曲折を経て臨床となった。この語は ｢クリスのと
きのように病院に運ばれて集中治療を受ける ｣という文で使われて
いた。その後、リュウが好意で助けた見ず知らずの少女を彼が親身
に看病したときに ｢クリスのときのようにリュウはその少女を看病
した ｣と言い表した。このとき、少女の容態を観察し治療するとい
う実地的なところから kliizimaが臨床の意味を持つようになった。
klimzon  ［地名］クリムゾン　zg　23

kliz  ［普通動名詞］スピーチ、演説、講演　［動詞］yulを演説する、演説する、

講演する　［レベル］４　13:制 :alakta:kuliiz（小さく喋る）
klizka  ［名詞］演説場、公演場、壇上　［レベル］４　rd;/　23

klizet  ［料理］キッシュ、クリゼット　［レベル］３　rd;kliiz/te「クリス
のような」　23　［文化］　rdでクリスが開発した料理。脂肪分が多いの
で革命期は一度害食に認定された。
klia  ［遊離副詞］［形容詞］かもしれない　［レベル］１　20:klea（粉）から。粉
程度の大きさの確率というところから。　［語法］　aluut

klianxe  ［アビリティ］クリアンシェ、ジャンプ、落下、急降下　［レベル］４
　sr;rkで「雹」。雹がバラバラ落ちてくるように相手に向かって何度
も落下していくことから。　23　［文化］　frelant

kliiz  ［組み数字］３/２８　［交通］クリス通り　［名詞］クリス組。アルナ大
のクラス。　［レベル］２　22

kliiz milee liisia  ［人名］クリス＝ミレー＝リーシア　［組み数字］３/
２８　［レベル］２　古 :クリスは不詳。ミレーは６年リディアとミルフ
が与えた ｢踊る ｣という語。クリスは格闘技がうまく、踊っている
ようだからという。リーシアは『カコ』から。クリスの古アルカで
の意味は ｢言葉少ない ｣。　［文化］　→ lisverant　(tif 8 dyu rav→ )
　第４期４代アルシェ第３使徒。女性。amma。１７０ｃｍ、６２ｋｇ。
髪は黄色い金色で背中まで長く、少しくせっ毛で、三つ編みを一本
にして結んでいることが多い。青の瞳。肌は白：黄＝８：２。　　・『ミー
ルの書』より　　　そう言うと女性はおおらかに笑った。女性はセ
ルフィッシュガーデンの女性の中では大柄な方で、170cm近くもあっ
た。体格はスレンダーであり、豊かな胸元と良く締まっている腰元
が非常に肉感的な印象を与える。流石にこんなドレスを着ているだ
けのことはあるなとミールは思った。こう言ってはなんだが、リディ
アのように比較的少女時代のままの体型で成長した女性にはあまり
にそぐわない服装だとも思った。先のアッシュもこの女性の様に魅
力的なだったが、アッシュに比べるとこの女性の方が活発に見える。
　【成句】　kliiz tis yun yunk ok fava ドレスを着ればクリスでもおし
とやかに見える：馬子にも衣装
klot  ［牧畜］［動詞］yulを屠殺して aにする、屠殺する、潰す　［普通動名詞］
屠殺　［レベル］３　alakta

klotom  ［牧畜］屠殺法　［レベル］４　22

klok  ［地学］高原　［レベル］３　alakta

kloxet  ［ポジティブ］［形容詞］売れない　［名詞］古本、中古本、古書、レディ
スレイ　［類義語］dolet、ledislei　［反意語］luuxe　［アクセント］klOxet（売れ
ない）、kloxEt（古書）　rd;lt（古書）　［レベル］３　23　［語法］［文化］　アル
バザード人、ルティア人、凪紗に共通する価値観として、「一番売れ
ているものは最大公約数的な人気しか得ておらず、一人ひとりの心
の核に響く作品ではない」という考えがある。だからこそ一人ひと
りにとって本当に良いものはむしろ売れていないものの中にこそあ
ると彼らは考える。本屋で人気の新刊として出されているものより
も、古書店でひっそり佇んでいる本の中にこそ良いものがあると考
えている。そこから ltの古書が転じて「良い意味で売れない」とい
う意味を獲得するに至った。　彼らの価値観では、kloxet > luuxe > 
dolet > golemの順で尊い。　kloxetは価値のある良作だが客層がコ
アすぎたりジャンルがニッチすぎたり客が無理解だったり内容が高
度すぎて売れないものに対して好意的に用いる。　luuxeは売れるべ
くして売れた名作、人々の人気の最大公約数を上手く突いた作品に
対して好意的に使う。　doletは売れないべくして売れなかったクオ
リティの低い作品に対して悲観的に使う。　golemは「俗悪なもので
も売れたので良い。売れたもの勝ち」という商業主義的な作品に対し、
「汚い」という批判的な意味を込めて侮蔑的に用いる。アルバザード
ではたとえ売れても、内容によってはくだらないとか低俗とか娯楽
にすぎないとして高評価を得られないことが多い。　基本的にアル
バザード、ルティア、凪の価値観では高尚なもの、学問、芸術が高
評価を得る（人気を博すかどうかは別として）ことが多いため、klox
etは良く golemは悪いというイメージがある。
klos  ［名詞］主張、～説　［動詞］yulを aに主張する、主張する、訴える、
強く言う、言う　［医療］［動詞］yul（病状）を訴える、訴える　［レベル］
３　14:制 :古 :kulos（考えを言うこと）　［文化］　主張は客観的に分か
りやすく短くはっきりと述べるべきとされる。また、主張は遠慮せ
ずばんばん行うべきとも考えられている。日本では上司には主張で
きないし、女友達同士も主張しあうと絶交に至ることが多い。だが、
アルバザードはもう少しざっくばらんに主張しあえる。女友達同士
も理論や思想を語り合い、主張しあえる。そんなアルバザードでも
馬鹿な相手と怒っている相手には主張しない。聞き流したりなだめ
たりして、まともに取り合わない。　【用例】　avix klosat tomyai. 患者は
腹痛を訴えた。
klon  ［動詞］yulをまごつかせる、まごつく、まごつかせる、まごまごする、
おどおどする、きょどる、うろたえる　［レベル］３　14:制 :古 :glan

klom  ［形容詞］心が広い、寛大な、度量の大きい、器の大きい、器が大
きい、磊落な、らいらくな、豪放磊落な、ごうほうらいらくな　［反意語］
naliz　［レベル］３　alakta　【用例】　im yuli, an nat xelt et max kaen jan.　
jan as le til na klom yuv sen vix, soa an serat.　子供のころ、月は空
に開いた穴だと思ってた。　空みたいに広い心があっても、傷つく
ことがあるんだなって思った。　(rens 725) ふつうの発話なら yuv
でなく tilを使うが、ここでは tilの重複を避けるため用いられている。
また、意味的にも yuvにすることで vixとの関連性を強めている。
kloa  ［名詞］物語、ストーリー　［レベル］２　20:klo:13:制 :sorn:kuloas　【用例】
　kloa xa pelsen kont vox xa kloa. see seles xa les til vox e. 苦悩ある
ところに物語があり、物語あるところに意志がある。そして意志あ
る者には魂が宿る（『ネギま！』「２６３時間目」ネギ＝スプリング
フィールド）　"lu solsat lax selan mal kloa luut veil dia luut sil sedo" 
「人の記憶に残ることが、夢を生かすことだから」
kloaka  ［名詞］物語の舞台　［レベル］４　20
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kloan  ［音楽］バラッド　［レベル］５　21:kloa/en

kloaliva  ［娯楽］ロールプレイングゲーム、ロープレ、ロールプレイング、
ＲＰＧ　［レベル］３　21:物語ゲーム。refonlivaと区別。
kletatis  ［人名］クレタティス　［レベル］６　古　［文化］　女性。２期のルシー
ラ。
klek  ［生物］扁桃腺　［レベル］３　古
klekfaiz  ［医療］扁桃炎、扁桃腺炎　［レベル］５　19

kles  ［普通動名詞］場面説明、状況説明、説明　［動詞］yulについての状況
説明を aにする、場面説明する、状況説明する、ナレーションする、
説明する　［レベル］３　13:制 :語源不詳　【用例】　lana xim kles 様子を見
るために
klessen  ［アトラスの国家］クレッセン　［レベル］５　23:ridia

klespial  ［音楽］効果音、サウンドエフェクト、ＳＥ　［レベル］４　20:klesl
emからの類推
kleslem  ［音楽］ＢＧＭ　［レベル］３　20:場面説明となる音楽。状況を叙述
する音楽
klen  ［経済］銀行　［レベル］２　sorn　［文化］　革命後は国の機関として存
在する。いわゆる日銀しかない。
klen,szd  diia
klens  ［代詞］［形容詞］あのような　［類義語］yua　［反意語］lendi　［レベル］１　
22;klenZ,szd.k　22　［語法］　soa

klensen  ［代詞］あちらの　［レベル］１　22

klendia  ［地名］クレンディア。ミュールの旧称。　［類義語］myuul　［レベル］
５　21
klenz  ［経済］輸出　［類義語］atm　［反意語］fert　［レベル］３　sorn

klenZ,szd  flon
klenas  ［魔法］クレナス、気動力　［レベル］５　20:kleet/na　［語法］　envelen

klevlans  ［名詞］使命、クレブランス、クレヴランス　［類義語］fas　［レベル］
４　f;e　23:以前にあった語形を再利用。
klevlanssenti  ［地学］［歴史］カンブリア爆発　［レベル］６　vl;klevlanslaz/senti
「カンブリアのボウル→カンブリア紀に起こった種の坩堝化」　23
klevlanslaz  ［地学］［歴史］カンブリア紀　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gaave
feme
klevlanslazsa  ［地学］［歴史］先カンブリア紀、先カンブリア時代、先カンブ
リア、隠生代　［レベル］６　vl;/　23　［語法］［文化］　冥王代から原生代ま
でを取りまとめて言う。
klevans  ［魔法］［哲学］五行説、五行、クレヴァンス　［レベル］４　szl;klevl/ans「五
つのエレメント」　［文化］　zgでシージアに起こった魔法理論で、lukle
tiaの重要な概念。基本７属性のうちさらに基本となる水風土火雷の
５属性を取り出して配列したもの。方位や季節や人体構造などと深
く関わる。アルバザード（レスティル）も zgのシージア戦争を皮切
りに、sm以降特に強く影響を受けている。　地球の五行説と比べる
と面白い。どちらも理論立ってできているものなので、かなり相同
するはずである。特に内臓との関連などがそうである。また、夏が
共通して南になっている点などは地理的な要因による。

laivra naaj floa belzen saplis

水 風 土 火 雷
方位 北 東 中央 南 西
季節 冬 春 変わり目 夏 秋
人体 体液 呼吸 肢体 脈 神経
臓器 腎 肝 脾 心 肺
器官 耳 目 口 舌 鼻
味 鹹 酸 甘 苦 辛
色 青 緑 茶 赤 黄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新緑の緑、紅葉の黄色、
土色の茶 

５行を男女に分け、さらに１０段階に分類する。ちょうど十干に相
当するのでそう訳すが、むろん十干とは別の概念である。男女は分

類の一側面にすぎない。別の分類も示しておく。

男 女
陽 陰
動 静

黒魔法 白魔法
交感神経 副交感神経

この時代、むろん交感神経やリンパ液の医学的な存在など知らない。
しかし経験的に知っていたのは地球と同じ。　人体で十干を作ると
以下のようになる。　　体液＝リンパ液・津液：血　　血が女にな
るのは分かりやすい。　呼吸＝吸息：吐息　　吐くと副交感神経が
優先的になるため。　肢体＝四肢：体幹　　母体が幹になる。　脈
＝動脈：静脈　　　動脈のほうが陽なため。　神経＝交換：副交感
　　副交感のほうが陰なため。
klevansviida  ［生物］［医療］五兪穴、五行穴　rd;/　24

klevia  ［植物］ゼラニウム　［レベル］４　20:ファベル語で「鶴の首」　［文化］
　ファベル原産。インセンスとして好んで用いられる。rdではファー
ヴァのお気に入りで、ファーヴァを通じてリディアも好んだ。
klef  ［動詞］yulを onについて口封じする、口封じする、口を封じる、

口に戸を立てる　［普通動名詞］口封じ　［レベル］３　alakta　［語法］　殺すとは
限らない。
klem  ［生物］［医療］膿　［レベル］３　古
klema  ［動詞］yulを殲滅する、殲滅する、滅ぼす、滅する、滅亡する、
滅亡させる、滅ぶ　［類義語］jial、grein　［レベル］３　20:klea/miyu（粉
みじんにする）　［語法］　敵を完膚なきまでに叩きのめすこと。　【用例】
　"lena sit xetul len klema teems tisse. 「私たちには悪魔テームスを殲
滅するのには足りないものがあった。
klemen  ［アイテム］ボウガン、クロスボウ、弩　［レベル］５　sm;klment.k　24　［文
化］　smの klementで発明された。
klement  ［地名］クレメント、クレメント県　［アクセント］klemEnt、klEment　［レ
ベル］３　21:ridia　［文化］　アルバザード東部の県。山岳地帯。県西部
は比較的アルナからの登山者やハイカーたちが来がちで、lavenの滝
が名所になっている。
klement(2)  ［アイテム］神弩クレメント、クレメント　［レベル］４　rd;klem
en/te　24:ridia/seren:ルージュだけヴァストリアがないことがずっ
と問題視されていたが、24にカレンダー作成が契機となってルージュ
にもヴァストリアを設けようという話にようやくなり、セレンとリ
ディアの協議により、弓と銃があるのに間のボウガンがないのはお
かしいということになってボウガンをヴァストリアのラインナップ
に加えることとなった。　［文化］　ヴァストリアの１つ。ルージュの
もつ神弩。
kledia  ［天文］太陽系外縁天体、クレディア　［レベル］４　20:kleetdia（ク
レートのゆりかご）海王星付近にあるため。
kler  ［丁寧］音　［類義語］fo　［レベル］３　szd>lss;faia>k　21　【用例】　esk kit. 
tu kler ref na ant siina. 雨が降ってきた。この音は心を落ち着けて
くれる。
klez  ［医療］化膿　［レベル］３　19:古 :klemkulul（膿を作る）
klezdilfai  ［医療］打膿灸　rd;/　24

klej  ［普通動名詞］創造、クリエイション　［動詞］yulを作る、作る、創る、
創造する　［類義語］lad　［レベル］４　szd;kulul.l　23　kulul:kulul:klej

klel  ［名詞］辞書、辞典　［名詞］事典← famklel　［名詞］大きな本、大著、本　［名
詞］論文集、大きな論文、大作の論文、論文　［レベル］２　13:制 :klelei（言
葉の本）　［語法］　通常は辞書を指すが、一般書籍でも辞書であるかの
ように大きなものや、論文でも長いものや論文集などについては klel
ともいえる。　［文化］　最初に作られたのはカコで、魔法用の語彙リ
ストとしてであった。　　・diafan e klel alxa aaj xin nos leix ax wel 
vet a klel. 辞書の編集者は辞書にどの単語を載せるか決めてはならな
い。　　セレンが rdで dkの制作理念として挙げた言葉。辞書にど
の単語を載せるべきかを編集者が決めるのはおこがましい。辞書に
何の単語が必要であるかは引き手が決めるものだ。そして引き手は
あらゆる単語を調べる可能性がある。可能性がある限り、この世に
存在するあらゆる言葉を採録する必要がある。セレンはそのように
考えた。この考えは後世まで受け継がれ、dkや felpeなどもすべて
引き継いでいる。　現実のセレンも同じように考えている。百科事
典でもウィキペディアでも国語辞典でも、掲載基準などというもの
はあってはならない。特にパソコンが普及して電子辞書が作れるよ
うになり、紙面の都合がなくなった現代においては、ますます掲載
基準など設けてはならない。辞書とは引き手のあらゆる可能性に対
応できなければならない。その意味でどんなスラングであれ、特定
のゲームにしか出てこない魔法の名前であれ、全く無名な固有名詞
の情報であれ、辞書はあまねくすべての概念を網羅していなければ
ならない。そういう意味でセレンにとって最も辞書らしい辞書はグー
グルである。最大の辞書はニッコクでもＯＥＤでも、ましてやウィ
キペディアでもない。グーグルである。
klelfel  ［言語］辞書学　［レベル］６　19　［文化］　カコで辞書が初めて作ら
れたが、学問として大成したのは rd。
klea  ［名詞］粉、パウダー　［レベル］２　sorn:紅茶用の角砂糖。hoeは
hoaなどと区別が付きづらく、hoだとむしろ塊を想像するため。　:::
ka,alt
kleasae  ［気象］粉雪　［レベル］５　19　［文化］　アルバザードでは最も美しい
雪とされる。　【用例】　tu at kleasae. 粉雪だった：誰かにどんな雪だっ
たと聞かれて答えるとき。
kleavext  ［気象］ダイヤモンドダスト、細氷　［レベル］５　19

kleam  ［魔物］クレアム（毒蛾）：第十九天：風の炎天　［レベル］５　19:ri
dia/seren/mel:klea/malz　［文化］　蟲族。風を操り、毒の燐粉を捲き散ら
す。特に火に弱い。
kleadist  ［筐堺］クレアディスト　［レベル］５　rd;「粉雪を捧げる土地」　
22　［文化］　筐堺司：kliiz liisia　筐堺国：liisia, vozamo alas

kleagalis  ［軍事］弾幕、クレアガリス　［類義語］galisesk　［レベル］６　20:「粉
の弾」。ダイヤモンドダスト kleavextからの造語。弾が多すぎてひと
つひとつが粉のように感じられることから。
kleagalisliva  ［娯楽］弾幕シューティング　［類義語］galisliva　［レベル］６　21

klealiifa  ［天文］星屑、星くず、ほしくず、スターダスト　［類義語］liifas
　［レベル］４　20:粉のような星
klei  ［言語］小説、ノベル　［レベル］２　13:制 :sorn:kmiirlei（クミール
の好きなジャンルの本）　【用例】　atte on isk klei! 小説読むの頑張っ
て！　tio, non isk lan klei ka ez im esk. 雨の時はただ部屋で小説を
読んでいたい。　tu et xep xel el axt fast e klei. 小説の要約を書く
のは難しい。
kleitos  ［アトラスの国家］クレイトス　［レベル］５　23:ridia

kleim  ［名詞］分身　［魔法］クレイム（ブリンク）。忍術。分身を作り、敵
の攻撃の命中率を下げる。　［レベル］３　20:kaitkleima（もう一人の自分）
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から
kleo  ［言語］辞書形　［レベル］５　19← 16:制
kleoon  ［サール］クレオーン　［レベル］５　seren:古 :恣意　［文化］　バオナ
を引き起こすサール。アルデスにバオナをかけ、テュアを犯させた。
kleet  ［悪魔］クレート　［レベル］３　meltia 0:kleet;e　ridia:古 :当時の原
則通り対となる bceisは eeという長母音でない　［文化］　ノアを司る。
２０代女性の姿。鍛えられた肉体で、軽装。ブレイスを守る。慎重。
ブレイスとペアをなす。常に２人で行動し、超絶的な気を操る。　
海王星を司る。
kleev  ［地学］気候　［レベル］３　19:melidia alis:kleevel

kleevel  ［エルト］クレーヴェル　［名詞］５時　［名詞］南南東　［交通］クレー
ヴェル通り　［音楽］ミ　［組み数字］５/１２　［類義語］lev　［レベル］２　me
ltia 4:kleevel;e　古　［文化］　アルミヴァの５番目。エルトの右足から
生まれた。太陽を司り、正義や秩序を重んじる。太陽を司ることと
天のエルトであることから、天気や天候も司る。コノーテの兄。創
世記ではよく審判を下す。長い杖を武器とする。厳格で規則的で潔
癖。自分の正義に逆らうものを許さない。　【用例】　kleevel xat jan. 日
が照っていた。
kleevels  ［気象］雨雲← eskesp　［レベル］３　19:keevel/els（クレーヴェル
神の憂鬱）。太陽神が憂鬱になって雨雲に隠れることで雨が降るため。
　【用例】　kleevels xat jan. 空に雨雲があった。
kleevel san  ［名詞］晴れ男、晴れ女　［反意語］yuuma san　［レベル］３　22:「ク
レーヴェルさん」　［文化］　アルティア人が持ち込んだ概念。
kleevelena  ［気象］狐の嫁入り、天気雨、晴れなのに降る雨　［経済］押し目。
上げ相場が一時的に下がることで、晴れなのに雨に喩えている。　［レ
ベル］４　19:晴れなのに雨が降るということは、太陽神クレーヴェル
が空で泣いているからに違いないという考えの元に。　【用例】　kleevel
ena at ar. 日が差しているのに雨が降っていた。
kleej  ［名詞］秩序　［反意語］voln　［レベル］３　20:kleevel/ji（クレーヴェ
ルの指）
ka  ［名詞］場所　［格詞］～で。処格。場所格。　［類義語］kalte　［レベル］１　
od;↓　13:制 :古 :kal, kalte（場所）　kal, kalte:kal, kalte:la dia（大地はサー
ル）:ka,alt　［語法］　「子どもの前で非常識なことをするな」は den em 
telkonl ka yuliという。格詞は saでなく kaを使う。「～の前で」と日
本語ではよく言うが、アルカでは本当にその人の前方にいることを
強調しない限りは kaを使う。よく誤訳しやすいので注意。　【用例】　an 
felat ka leika. 図書館で勉強した。
ka(2),alt  klea
ka,f  afix　e

ka,alt  ka　<>kalte

katkat  ［音楽］チャチャ　21:床を踏む音の擬音
kats,f  lei　e

katsu,frf  mas
kata  ［経済］貿易　［レベル］３　13:制 :kadate（国単位の販売）
katatau  ［経済］輸入　［レベル］３　19

katar  ［名詞］カタル　［シェルト］チェック、チェックの総称　［レベル］４　古　［語
法］　ラシェットのメンバーのこと。第４期４代のカタルはランティ
ス。
katalizno  ［政治］貿易庁　［レベル］４　19:ridia:ilmus　［文化］　外務省下。
貿易を管理する。
kataatm  ［経済］輸出　［レベル］３　19

katis  ［普通動名詞］救済、救世、救出　［動詞］yulを救う、救う、救済する、
救世する、救出する　［レベル］２　rd;alkatis.k　23

kateej  ［地名］カテージュ、夕月市、夕月京　［伝統色］山吹色　［アクセント］
kAteej　［レベル］２　古 :「テージュの場所」。「夕月」xante t'anjurから。
　［文化］　アルバザードの南端の大都市。テージュ海のすぐ北。守護
神はアッティ。
kateejfava  ［被服］アフタヌーンドレス　21

kateejmel  ［名詞］Ｐタイム　［反意語］arnamel　［レベル］５　vl;「カテージュ
式時間」　23　［文化］　arnamel

kateejpind  ［医療］スリオロシ形。打鍼法で使う。カテージュで打鍼法
ができたことから。　rd;/　24
kateejzol  ［音楽］マンドリン　［レベル］６　21

kateejan  ［名詞］カテージュ人　［レベル］２　22　【成句】　silt yun kateejan 
悠々自適
katu  ［形容詞］即席の、即興の　［レベル］３　21:ka tu「この場で」
kakt  ［動物］ダチョウ、駝鳥、オストリッチ　［レベル］２　13:制 :古 :kaikuto
（大きい鳥）　［擬声］　omuu

kakta  ［動物］オオハシ、チュウハシ、大嘴、巨嘴鳥　rd;kai/kuta　24

kaktaifa  ［地球の星座］［ユマナ］きょしちょう座　24　［文化］　ifa

kaktosn  ［名詞］頭隠して尻隠さず　［レベル］３　19　【成句】　til kaktosn 頭隠
して尻隠さず：ダチョウが危険を感じると頭だけ土に突っ込んで現
実逃避することから。
kakka  ［親族］お父さん、お父ちゃん　［レベル］２　19:luxia:セレンのことを
papaと認識したので、次は serenや kaanも教えようとしてメルとリ
ディアが kaanと言わせようと頑張ったところ、次にセレンが見たとき
「かーっ、かーっっか」と言っていたため、セレンが「かっかって何？」
と聞いたことから。非自発的ながら、ルシア＝アルバザードによる
最初の造語で、xia469、メル１９年ラルドゥラの月リュウの日のこ
と。リディアがこの音形をなぜかあまり好まなかったことと、娘自

身がやがて大きくなったこともあり、あまり長い間は使われなかっ
た。メル２３年メルの月ジールの日にｓｋｙｐｅでセレン含め４人
のアルカユーザーで話していたところ幼児語の話題からこの語に至
り、ユーザーによる「kakkaはフィンランド語の幼児語でうんちという
意味があります」という発言があり、ネット上をそれを確認したと
ころ、ｗｉｋｉｔｉｏｎａｒｙで確認が取れたため、ここに追記する。
なぜリディアがこの語形を気に入らなかったかが分かった。リディ
アは幼少期をフィンランドで過ごしていたためであると考えられる。
kakko  ［動物］カッコウ　［レベル］２　古 :鳴き声から
kakx  ［名詞］コピー、複製、複写　［動詞］yulを aに写す、写す、うつす、
模写する、コピーする、ダビングする、書き写す　［動詞］yulを aに
書き抜く、書き抜く、書抜く、書きぬく、かきぬく。国語の問題の
書き抜きなどに使う。　［普通動名詞］書き抜き、書抜、書抜き、書きぬ
き、かきぬき　［類音］kaks。コピーと本物が似ている音なので非常に紛
らわしいが、逆にレトリック的においしい。　［レベル］２　13:制 :kakixa
（同じに書く）　【用例】　mir kakx dels a tu gar. 映画をこのディスクに
コピーしてください。　an kakxor "lenxe riusgel e kami S" ont "amel 
ant et vil ank soa." 「とある科学の超電磁砲Ｓ」と「俺の妹がこんな
に可愛いわけがない。」をダビング中。　kakx mols fil loodel. ダビン
グは意外と時間が掛かる。　an kakx van maya l'an kaxnat a fantgar l'an 
taut sa fou sel. 録画しておいたアニメをこの間買ったブルーレイにダ
ビングしよう。
kakxteet  ［魔法］複写性　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

kakxan  ［ジョブ］写本師　rd;/　24

kakxev  ［普通動名詞］転載、転置　［動詞］yulを aに転載する、転載する、
転置する、転地する　［レベル］３　rd;/　23　［語法］　引っ越したり場所
を変えたりする場合には使えない。元のものをコピーし、元のもの
が残った状態を保持しないかぎりは使えない。
kaks  ［名詞］本物、本格的なもの　［形容詞］本物の　［反意語］fiel　［類音］kakx。
コピーと本物が似ている音なので非常に紛らわしいが、逆にレトリッ
ク的においしい。　［レベル］２　13:制 :kiks:kik（類似）
kaka  ［電算］スロット　［レベル］４　19:kaki。kakiと同形にしなかったのは、
パソコンにもヒビが入るので、kakiにすると故障のヒビと区別がつか
なくなるため。
kaka,alt  tin, tinka　kai.k

kaki  ［名詞］割れ目、裂け目、亀裂、ひび、切れ目　［婉曲］女性器　［レベル］
２　13:制 :古 :kalki
kako  ［歴史］カコ、月戦争、紅姫の憂鬱、こうきのゆううつ　［レベル］３　古：
紅姫とは皇女ルーキーテのこと。高貴と掛けている。憂鬱はアディ
アが抗争状態にあったことから。　［文化］　『幻想話集アティーリ』に
登場する物語。上弦の月と下弦の月に分かれた人類の戦いの物語だ
が、やがてアルシェ・ソーンという２団体の抗争へシフトしていく。
次第に召喚士はエルトと契約するかサールと契約するかで二大派閥
に分かれていった。召喚士が勢力をつけると次第に勢力争いが生じ
た。彼らは上弦の月と下弦の月を象徴として戦ったため、これを月
戦争カコと呼ぶ。カコは痛み分けで終わり、何世代にも渡って繰り
返された。一旦は収束しても長い年月を経て戦った者の子孫がカコ
を再発させるようなこともあった。だが依然として決着はつかずじ
まいであった。
kax  ［名詞］充足、満足、十分、充分、満タン、満杯　［形容詞］満足な、満
ち足りた、十分な、充分な、満員な、満員、一人前の　［動詞］yulを
満たす、満たす、満タンにする、満杯にする　［副詞］満足げに　［感動詞］
もうたくさんだ、もう十分だ、もういい、もういいよ、もう知らない、
もういい、もう結構です、もう結構　［反意語］lux　［レベル］１　13:制 :古 :kaxa
（存在が多い、満足）　【用例】　na kax a fixt 結果に満足する
kaxt  ［電算］スキャン　［動詞］yulを aにスキャンする、スキャンする　［レベル］
３　ryuu
kaxtar  ［電算］スキャナー　［レベル］３　19

kaxk  ［名詞］記録　［レベル］３　13:制 :lakta:kaxe（書かれたもの）
kaxn  ［名詞］ビデオカメラ、ビデオ　［動詞］yulを撮影する、撮影する、
撮る、とる、録画する、撮像する　［普通動名詞］撮影、録画、撮像　［レベル］
３　15:seren:lexe:古 :kaxa　［文化］　思い出を記録する良い道具としてア
ルバザードには普及している。特に恋人とのデートや子供の成長記
録や旅行先の様子などを撮るときに使われる。出先では荷物になる
ので持っていかないという人もいる。ビデオカメラは日本のものよ
り小さく、進歩している。記憶媒体は内臓メモリで、テープは不要。
画質を気にしないならアンセで録画も可能。
kaxna  ［名詞］満足、満足感　［レベル］３　rd;/　23

kaxnov  ［名詞］カメラワーク　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

kaxfillef  ［運動］フルマラソン　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　fillef

kaxl  ［芸術］枠、枠線、額、額縁　［芸術］サッシ、フレーム　［レベル］２　13:制 :
古 :kaxagil（絵の金属）
kaxlop  ［交通］満員電車　［レベル］３　vl;/　23

kaxa  ［地学］地図、道路地図、世界地図　［レベル］２　17:制 :場所の図　［語
法］　様々な地図を文脈ごとに指す。
kaxapit  ［地学］図法　［レベル］５　20:地図の種類　［文化］　アルティルで神々
が作成し、人類に伝えた。神代より様々な図法が神々によって開発
された。
kaxi  ［料理］箸、トング　［レベル］２　lakta:割り箸　［文化］　kuikon　金属製
か木製。
kaxiele  ［料理］箸置き、箸おき　［レベル］３　22

kaxen  ［接続詞］kax。～で満たされた、～に満ちた　［レベル］３　21

kax e miir  『ミールの書』　古 :ミールの書の古名。ミールの書は古
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アルカの時期に書かれたものなので、正式なタイトルは古アルカ名
となる。kaxとは古アルカで本の意味。
kaxu  ［政治］［法律］法、法律　［レベル］３　fv;原義は「紙に書かれたもの」
だろう。xuは恐らく紙。kasa,katsとの混同が過去にあったことからも分
かる。　赤 :kaxu（法律）　kaxu:kaxu　［語法］　→ arvant　kaxuは法律全体
を指す。「国際法」などというときは kaxuを使う。具体的な法、例え
ば民法だ商法だというときは、～ vantを使う。　［文化］　＜制定＞　
法律は法務庁が作り、事務省に提出する。事務省はそれを受け、副
王の制定を受ける。副王は王の承認を得る。　＜量刑の強化＞　　
ミロク革命までは人権擁護と犯罪者更生の観点で法が定められてい
た。ゆえに量刑は軽く、死刑も非人道的とされ、殆ど下らなかった。
正に殺し得の世の中で、被害者は泣き寝入りするしかなかった　　
ミロクはこれを悪とし、犯罪を抑制するために量刑を重くした。特
に殺人は情状酌量がなければすぐに死刑である　　尚、これは命に
は命を以って償うという単純な法ではない。ミロクは犯罪者の更生
を無駄だと断言した。一度法を犯せば後がないという風潮が軽率な
犯罪を防止すると判断した。犯罪者を更生するために税金をかける
のは無駄である　　そもそも犯罪者の更生など被害者や社会は望ん
でいない。彼らが望むのは彼がもう犯罪をしえない状況である。犯
罪者は殺すか閉じ込めるのが一番無難である。更生させたといって
も再犯の可能性が高い。だからその心配がないように殺すのが一番
安心である　　公共の福祉は個人の人権に優先される。だからミロ
クは殺人者を速やかに死刑にした。これは被害者や安全な社会の視
点から見た裁きである　　どの殺人も等価というわけではない。復
讐は十分情状酌量の余地がある。その殺人者は復讐のために殺人を
犯した。その相手がいなくなった今、殺す相手はいない。社会に戻
しても殺す相手がいないので心配ない。そう判断されるため、死刑
にならない可能性がある　　　ところで、殺人以外の罪も軒並み量
刑が重くなった。情状酌量がなければ詐欺でも二十年以上は懲役さ
れる。強盗なら五十年はかたい。また、いたずらや暴行など、どれ
もかかわらず、特定の誰かに恨みをもって罪を働いた場合、ふつう
終身刑になる　　もし自分に恨みをもっていたずらした加害者が捕
まって数年で出てくれば今度は更に恨まれて殺されるかもしれない。
被害者がそう悩んで生きなくてはならないのは酷である。ミロクは
そうした逆恨みを実行させないために恨みのある犯罪者は終身刑に
処している　　少年法の撤廃　　　犯罪者の更生が念頭にない以上、
誰にやられたかはどうでも良いことである。問題は被害者である。
被害者がやられたことが重要である。誰がやったかはどうでも良い。
それが大人だろうと子供だろうと関係ない　　ゆえにミロクは少年
法を撤廃し、何歳であろうと大人と同じ法で裁くように決めた。そ
れどころかミロクは「子供のうちから悪事を働くなど、とてもまと
もな大人になれそうにない」と失格者の烙印を押す。そして子供は
むしろ大人より量刑を重くされる　　不良少年少女の死刑や終身刑
などは日常茶飯事である。但し、ミロクは親に責任を求めることは
しない。親と子は別の個人であり、別々に扱われるからである。こ
こに連座の発想はなかった
kaxutipl  ［政治］［法律］違憲審査　［レベル］４　19

kaxukolm  ［政治］法治主義　［レベル］５　19

kaxukolmkad  ［政治］法治国家　［レベル］５　19

kaxuvent  ［法律］法曹界　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

kaxudaizkolm  ［政治］立憲君主制　［レベル］４　19

kaxulad  ［政治］立法　［レベル］４　19

kaxuladka  ［政治］立法府。国会のこと　［レベル］４　19

kaxuladlagel  ［政治］立法権　［レベル］４　19

kaxulizno  ［政治］法務庁　［レベル］４　19　［文化］　事務省下。法律を作り、
事務省に提出する。事務省はそれを受け、副王の制定を受ける。副
王は王の承認を得る。
kas  ［数学］三角、トライアングル、三角形の　［レベル］２　sorn　gege:g
ege
kastial  ［地名］カスティアル　［レベル］５　20:ridia:kal（場所）/s（砂）/tia
← dia（地）/l← al（もの）。砂の土地　［文化］　古代国家のひとつ。ファ
ルファニアの南。
kasto  ［植物］ナツメグ　［レベル］３　古
kastol  ［魔法］カストル、銀粉　［レベル］６　古 kastol（塵埃）　［文化］　代表
的な活性剤 (kalul)。銀を砕いて粉にし、月光に晒して得る。
kaska  ［地学］三角州　［レベル］４　19

kaskad  ［地球の国名］ニカラグア　19:国旗に三角のマーク
kasskin  ［名詞］あぐら、胡坐　［動詞］yulにあぐらをかかせる、あぐらを
かく　［レベル］２　19:前から見たときの脚の形が三角形になる
kasvim  ［生物］三角筋　［レベル］４　24<22

kasfran  ［数学］三角関数　［レベル］５　19　［文化］　三角関数における三角
形のそれぞれの辺は myut（斜線）, zom（縦線）, vemo（横線）と
呼ばれる。これは元々木の高さを影の長さから測定したときの名残。
太陽が南中したときに北に伸びる影と木が直角二等辺三角形になる。
この三角形のそれぞれの辺を上記のように名付けたことから、やが
て三角関数ができたときにも名前だけ流用された。三角関数は天文
学で距離を測るさいに利用された。　三角関数は単位円上で考えら
れることが多いため、辺の比を示すものであっても、日本語と同じ
く「弦」で命名される。
kasmi  ［植物］アガパンサス、ムラサキクンシラン、紫君子蘭　［アクセント］
kasmI　［レベル］３　sm;kasumi,alt　21　［文化］　南ファベル原産で、smでカレ
ンに伝来し、そこから北へ伝わった。アルバザード南部でよく見ら
れる。観賞用。
kasmi(2)  ［人名］カスミ　［アクセント］kasmI　21　［文化］　『夢織』の登場人物。
アルナ大７組で、アリスの友人。髪は黒髪ストレートの長髪。典型

的なアルティア人。バンド「フィーナ」のボーカルとリードギター
を担当する。メル組だがラーサを嫌って通常の制服を着ている。
kasmi sarbelia  ［人名］柊霞　21

kasdelk  ［地学］三角江、エスチュアリー　［レベル］６　19　［語法］　沈水海
岸のひとつ。
kasbad  ［音楽］トライアングル　［レベル］２　21

kasho  ［生物］肩甲骨　［レベル］４　16:制 :形から　［文化］　ここが凝ると疲
れる。膏肓があることからも、重要な部位とされる。
kashowax  ［生物］肩甲棘　rd;/　24

kashowaxrovmyut  ［生物］肩甲棘内端縁間　rd;/　24

kashowalx  ［生物］肩峰　rd;/。「肩甲骨の峰」　24

kasra  テント　13:制 :三角な家
kasrakad  ［地球の国名］キルギス　19:国旗の中の３本の輪がテント
kasa  ［被服］三角巾　［レベル］３　13:制 :kasabe（三角の布）。ソーン kyastが
三角形。
kasa,f  mas
kasa,fv  lei　kats,f.l

kasan  ［人名］カサン　［組み数字］３/５　［レベル］３　19:古 :kasa/kasaで alkasaになっ
て alkas。「法」の重ね。　［文化］　blanver xigre　リーファ隊の３番目。
男性。法と異端者尋問を担当した。徹底派で強硬な人物で恐れられた。
kasante  ［地名］カサンテ　［レベル］５　20:ridia:定規のようにまっすぐな
土地（山間にギザギザした地形があるため）　［文化］　ベルフェ南西部
の都市。鍾乳洞で有名。山間で、温泉も沸く。渓流遊びなどをする。
kasansel  ［ユマナ］水曜日　［レベル］２　19

kasanfaan  ［化学］ブロモメタン、メチルブロマイド、臭化メチル　19

kasanlil  ［化学］臭素　［レベル］５　18:制
kasana  ［化学］ブロモ　19

kasanatan  ［化学］ブロモアルカン　19

kasame  ［言語］処格　［レベル］５　20

kasalx  ［数学］三角数　［レベル］５　19:melidia axte

kasifa  ［地球の星座］［ユマナ］さんかく座　24　［文化］　ifa

kase  ［形容詞］洗練された、粋な　［反意語］alkase　［レベル］４　19:kase:古 kamaso
たくさんした（学んだ）
kaseev  ［物理］三角波　［レベル］５　21

kasumi,alt  kasmi
kan  ［名詞］缶　［レベル］２　古 :kan。kanはオノマトペで、缶を蹴ったりし
て衝撃を加えたときの音からきている。日本語の「缶」からではない。
kan(2)  ［格詞］メティオ語の能格を示す格詞。　［反意語］dos　rd;<me　24

kan(3)  ［生物］［医療］経、経脈　［反意語］sen　rd;<tan,szl(mivat).axek　24

kant  ［自然動名詞］［普通動名詞］成長、発展、発達、発育　［動詞］yulを a（状
態や年齢）まで育てる、育てる、成長する、成長させる、栽培する、
養う、子供を引き取る、扶養、育つ、発達する、発育する、伸びる　［レ
ベル］２　tm;kai/te「大きくする」　古　【用例】　re kant nos. 大人になれよ。
kant(2)  ［音楽］力や意味を持った特別な歌、歌、カント　［動詞］solは yul
の内容のカントを歌う、歌う、詠唱する、詠う　［魔法］歌魔法の詠唱、
歌魔法を詠唱する、唱える　［レベル］３　20:kante（缶の風）。鼓を打つ
ときの音。呪文に抑揚をつけて歌うときに鼓を叩いてリズムを取っ
たことから。その後呪文となる歌を指すようになったが、freimが
その意味を指すようになったので「特別な歌」や「力や意味を持っ
た歌」という意味になった。
kantgil  ［政治］養育費　［レベル］４　20　［語法］　離婚した夫が妻側に払う
養育費の意味と、単に子供のある家庭で父母が協力して子供を育て
る場合の養育費の意味があり、どちらも同じ単語で示す。養育費と
いう単語が出たからといって必ずしも離婚したというわけではない
点に注意。　［文化］　別居をすると子供は夫の家に残る。妻は夫より
稼ぎが少ないため、養育費を支払うことはない。妻の過失で別居に
なった場合は、養育費でなく慰謝料として妻ないし妻の親族から得
る。
kantliva  ［娯楽］育成ゲーム　［レベル］５　22

kantlevl  ［医療］発達障害　［レベル］５　19

kantan  ［名詞］ブリーダー、保護者、親権者　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

kantabel  ［医療］カンタベル、陽気な性格　［レベル］５　21:古「大笑いする」
　［文化］　kamelia　【成句】　kantabel luna 抱腹絶倒する、爆笑する
kantar  ［地名］カンタル、館紫街　［レベル］６　古 :「館」クミールの家、
「紫」クミール　［文化］　アシェルフィの北部の街。クミールの家があ
る。ソエンよりずっと手前。　【成句】　kantar telen adel 背水の陣。防
衛部隊であるソーン側の守りを越えられたら後がない。ここまで攻
め込まれるとアシェルフィに進入されてしまう。
kantene  ［名詞］伸びしろ　［レベル］４　22　【用例】　til kantene 伸びしろが
ある
kank  ［名詞］飼料、餌、えさ、エサ、飼い葉、飼葉、ペットフード　［レベル］
２　13:制 :sad:kamkuu
kankotan  ［魔法］［哲学］邪精　［レベル］４　sm;<alt<kan/kotan　21　［文化］　hinata

kanxion amanze  ［人名］カンシオン＝アマンゼ　［レベル］３　古 :kan,kyan（父）
/xion（シオン）。アマンゼ家の子はたいてい～ xionになる。xionの
親が出家したので、xion以降この法則は崩れる。　［文化］　シオンの
父親。
kansame  ［言語］能格　［反意語］dossame　rd;/　24
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kansen  ［生物］［医療］経絡　szl;/　24

kansenom  ［生物］［医療］経絡治療　rd;/　24

kanvi  ［形容詞］強い、腕力が強い、力が強い　［類義語］vien、naav　［レベル］
２　20:kamavime（筋肉が多い）
kanvel  ［植物］ピスタチオ　［レベル］５　古 sorn

kandzel  ［筐堺］カンヅェル　［レベル］５　rd;valmalea語で「塔」　22　［文化］
　筐堺司：jiil vaxiv　筐堺国：valmalea, alhanon, hyugno, yulo
kandal  ［人名］カンダル　20　［文化］　(yuuma 4587:5023)メルテナ中期の貿
易商。神商会の会長。
kandi  ［人名］カンディ　21　［文化］　dolmiyu

kandira  ［地名］カンディラの丘　［料理］モンブラン。モンブランによく
似た菓子。白でなく黄色。上には栗。人気が高い。　［アクセント］kandi
rA　［レベル］３　20　［文化］　ベルティアにある丘の名。　yuuma 8009 
15歳のソーンが前線でメテと対峙。ソーンはわざと未熟を装い、命
からがら逃げる振りをする。油断したメテが使徒を連れずにソーン
を追う。そして kandiraの丘でソーンに葬られる 
kandil  ［魔法］カンディル。１/１００ルノン。　［レベル］６　21:kandi/al「カ
ンディのもの」　［文化］　dolmiyu

kandial  ［歴史］帝国、カンディアル　［レベル］４　20:ilkant/dia/al（皇帝の
土地の物＝皇帝の土地）
kandialsiltxial  ［政治］帝国自由都市　rd;/　24

kandialakn  ［政治］帝国主義　nd;/　24　［文化］　帝国主義があった zgご
ろはそれが当たり前の制度すぎてわざわざ取り沙汰されることがな
かった。この単語が造語されたのは帝国主義という概念が問題視さ
れた産業革命後である。というのも、このころは植民地を手に入れ
て資源と購入者を一気に得ようとしたが、この考え方を帝国主義と
呼んだためである。
kanren  ［言語］能格言語、能格型　［反意語］yulren　rd;/　24

kanzerie  ［ランドマーク］［運動］武道館、カンゼリエ、カンゼリエ武道館　［レ
ベル］４　kt;「神に届く山」　21:ridia　［文化］　vlでできた。vlのアルナ
オリンピックが契機となった。　その後ライブなどにも用いられる
ようになった。バンドにとって最終目標となる国内最大の会館であ
る。
kanzel  ［地名］カンゼル、カンゼルの森　［レベル］６　f;e　23　［文化］　セ
ルア山の近くにある森。ヴィーネの家があった。
kanzel toxia  ［人名］カンゼル＝トシア　20　［文化］　(imul 1263:1341)メティ
オの機織職人。1321に nenkartを発明。
kanjel  ［娯楽］カンジェル　［レベル］３　21:kai/anjel　［文化］　『機動戦士ガ
ンダム』に相当するアニメ。
kanleizen  ［魔法］［哲学］悪霊　［レベル］４　sm;<alt<kan/leizen　21　［文化］　
hinata
kanlu,alt  yam
kana  ［名詞］階級、地位、職位、爵位　［名詞］男爵、子爵、公爵、侯爵、候爵、
伯爵、貴族、会長、社長、筆頭副社長、副社長、専務、常務、取締役、
経理担当役員、非常勤役員、監査役、本部長、本部長代 、部長、次長、
副部長、支店長、所長、課長、課長代理、係長、主任、平社員。こ
れらは訳語検索でヒットがかかるようにしただけのもので、kanaの実
際の訳語ではない。詳しくは文化欄を参照のこと。　［組み数字］２０　
［レベル］３　19:恣意　［語法］　tonk　［文化］　→ vaan　アルバ二世は軍隊を
整え、軍人を元帥と士官と兵に分けた。士官と兵をそれぞれ３分割
し、将官、佐官、尉官、准士官、下士官、兵卒とした。これら６種
をさらに３分割し、大将～下級兵までの１８区分を作った。頂点に
は元帥が来るため、１９段階の階級制度ができた。　ミロクはこれ
に大元帥を加え、元帥と大元帥の階級を総指揮官と呼称した。よって、
総指揮官・士官・兵の３階級ができ、その内訳は大元帥～下級兵ま
での２０段階となった。これが現在の軍の階級制度である。　一方、
警察や企業における階級は軍隊とは別のところで発達した。それは
非体系的で、ヴェレイにおいてすら非体系的であった。　現在の日
本企業でも「副社長と専務はどちらが上なんだ」「この会社は専務が
いない」「この会社は所長が一番上で社長はいない」「社長が一番上
かと思ったら会長がいた」「社長とＣＥＯはどちらが偉いのだろう」
といった疑問が日常的にある。　実際日本企業の場合、役職の序列
に公式なものはない。世間一般では通例こうであるという程度の目
安しかない。実際は会社によってまちまちで、理事があったりなかっ
たりするし、理事が中くらいのところもあれば、理事が一番上のこ
ともある。自衛隊と比べれば実にいい加減である。　また、日本は
警察も複雑で、同じ課長でも警察庁のは警視長になり、警視庁のは
警視正になる。さらに、警察本部のものだと警視になる。逆にいえ
ば、同じ警視正でも、警察庁の理事と警視庁の課長などが横並びに
なっており、大変分かりづらい。　実はこの複雑さはヴェレイでは
日本同様であった。そこでミロクは最も体系化された軍隊の階級を、
そのまま警察と企業に当てはめた。企業は有象無象に役職を増減し、
名ばかり管理職や天下りポストを作ったりした前科があるため、特
にミロクは厳しく２０階級性を敷いた。　日本語だと「警視」「中将」
「部長」などと別の単語で呼ぶので、覚えにくい反面、覚えればどの
組織の役職だか分かるという利点がある。アルカの場合どれも同じ
なので、汎用性がある反面、どの組織のことだか分からない。「リー
ダー」や「長（おさ）」と同じように、漠然とトップを指すだけで、
どの組織のことか分からない。ただ、「リーダー」にそこまで不便は
感じないのと同じく、アルカでも問題は感じない。　中小企業だと
２０段階すべてが埋まらないことがあるが、その場合は空白で構わ
ない。逆に大企業では２０段階で足りないこともあるが、その場合
は同一ポストに複数人を宛がって良い。日本企業で課長が部署ごと
にいるのと同じである。便宜上片方の課長に haltなどの修飾をつけて
さらに階級を細かくすることはできるが、それは社内の通用名であっ
て、商法および会計法では認められていない。　　＜訳語＞　会長、

社長、筆頭副社長、副社長、専務、常務、取締役、経理担当役員、
非常勤役員、監査役、本部長、本部長代 、部長、次長、副部長、支
店長、所長、課長、課長代理、係長、主任、平社員　――などは日
本の役職であり、アルカではすべて２０段階の中で対応させる。企
業によって役職数も序列も異なるので、本辞典では役職を各単語に
反映させなかった。ただし、会長か社長がおおむね arkaltで、平社員
はほぼ確実に molkwaltである。　警察庁長官、警視総監、警視監、警
視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査長、巡査 　―
―は日本の警察の階級で、１１段階になっている。アルカでは２０
段階になっているので、およそ２倍細かい。訳語が圧倒的に足りな
いため、企業の役職同様、本辞典では単語に訳を宛てない。　　＜
爵位＞　　爵位も同様に２０段階あり、男爵などよりも細かい区切
りになっている。システムが違うので公爵が何で男爵が何というよ
うな一対一の関係はない。　　＜２０階級＞　階級は３種類の呼び
方がある。　　１：八分法　arkalt, kaltis, hyuxa, benom, galte, noie, 
mool, waltの８段階に分ける。　hyuxa～ waltに関して、３段階の内訳
をそれぞれ halt～、seel～、molk～で分ける。例えば大将は halthyuxa
で、少尉は molkgalte。　長所は覚えやすいことと、どの階級エリアに
いるのか分かりやすいことで、ネイティブにとっては後者の意義し
かない。　短所は語形が長いことで、これが理由となって八分法は
特に口語で好まれない。　　２：七分法　arkaltと kaltisを総指揮官 fa
lxionにしたもの。あとは１と同じ。組み数字などに使われる。　　
３：全分法　halt, seel, molkを使わず、すべてを単純語で分ける方法。
　長所と短所は上記の逆。それにしても、２０段階もあると、聞い
たときにパッとどの階級エリアにいるのか分からないので不便であ
る。　そこでアルバ一世（およびミロク）は巧いことを考えたもので、
上記の８段階の語頭音がすべて食い違っていることを利用した。　
語頭音が食い違っているので、ソームと同じく省略時は頭字だけで
通じる。それを活かし、総指揮官以外の１８段階を命名する際、す
べて語頭音だけは保持した。　つまり、waltに属する３つの階級は、
すべて wから始まる。これにより、どの階級エリアにいるのか、単
純語レベルでもサッと理解できる。　ここが決定打となり、アルバ
ザード人は通例全分法を使う。　ちなみに、語頭音について付け足
すと、sorxet, rsiit, vaiを加えても重複がない。これを利用し、陣内
では語頭音だけを書いた駒が置かれている。vとあればすぐ３段階中
の３番目と分かる。　全分法の内訳は以下のとおり。　上位概念で
ある hyuxa, benomなどの最初の母音に対し、必ず異なった母音で始
まるようになっている。このことは全分法においても２文字で２０
段階の省略記号を作れることを意味している。bないし beと書けば
ベノムのことであるし、baとあればバルティールのことと分かる。
通例 bは h（将官）, g（尉官）などとの対比で使われ、beは内訳で
ある baltir（大佐）などとの対比で使われる。　また、内訳の３段階
については、下位のほうが上位より文字数が多いことがない。gilv
an（６文字）、guiyu（５文字）、geel（４文字）のように、少なくと
も下が上を越えることはない。これは一種のニーモニックとして考
えられたものである。　　arkalt（大元帥）　kaltis（元帥）　hardian（大
将）　hirvel（中将）　hestia（少将）　baltir（大佐）　bialet（中佐）　
bort（少佐）　gilvan（大尉）　guiyu（中尉）　geel（少尉）　nalmi（准尉）
　nelte（特務曹長）　niij（兵曹長）　matis（曹長）　milen（軍曹）　
ment（伍長）　wetta（兵長）　wiiz（上級兵）　wool（下級兵）　　７
分法と２０分法は最初の２文字で階級が分かる。no.は noie、ni.は
niij。ar.は arkaltで、fa.は falxionというように。
kana(2)  ［音楽］琴、こと　［レベル］５　alt<>kan（缶 <オノマトペ）　21

kanata  ［被服］袴、はかま　［類義語］nanako　［レベル］４　21:lusian:alt　【成句】　
til vix poten kanata 脛に疵を持つ
kanan  ［人名］カナン　［組み数字］１３/１３　［天文］カナン座　［レベル］３　
先 :ano:kunono　［文化］　第４期３代ソーン第１３使徒。アノが付けた
使徒としてのコードネームで、本名は不明。
kanamin  ［魔法］［哲学］邪神　［レベル］４　sm;<alt<kan/amin　21　［文化］　hinata

kanamod  ［普通動名詞］昇進、昇格、出世、立身出世　［動詞］yulを aに昇進
させる、昇進する、出世する　［反意語］kanamef　［レベル］３　21

kanamef  ［普通動名詞］降格、左遷　［動詞］yulを aに降格する、降格する、
左遷する　［反意語］kanamod　［レベル］３　21

kani  ［動物］孔雀、クジャク、ピーコック　［レベル］３　13:制 :古 :kamanim
（色が多い）　［擬声］　ahii

kaniifa  ［地球の星座］［ユマナ］くじゃく座　24　［文化］　ifa

kano  ［動物］鷲、イーグル　［名詞］つめかけ、爪かけ　［組み数字］３/５　［レ
ベル］２　lakta:｢ 大きい爪 ｣
kanokad  ［地球の国名］アルバニア　19:アルバニア語で自国をＳｈｑｉｐｅ
ｒｉｓｅ（鷲の国）と呼ぶことから
kanon  ［単位］穣　21:kano

kanoviet  ［地球の国名］アルメニア　19:国章に鷲とライオン
kanoi  ［人名］カノイ　［経済］インフラストラクチャー、インフラ　［レベル］
４　古 :hanoiの古形　［文化］　初代開発省長官。イムル２２年、カコ
で荒廃したアルバザードに上水道、下水道、トイレ、医療機関を設置。
避妊具を無料配布。ベルフェに自然に湧く温泉にヒントを得、公衆
浴場を設置した。
kanoifa  ［地球の星座］［ユマナ］わし座　24　［文化］　ifa

kane  ［名詞］缶詰、缶詰め　［レベル］２　14:制 :kana（缶）
kav  ［動詞］yulを含む、含む、カバーする　［言語］［動詞］yul在中、在中　［格
詞］～を含んで　［反意語］tix　［レベル］２　13:制 :古 :kupoto（口の中に）
kavl  ［経済］財政、財務、ファイナンシャル　［レベル］４　13:制 :kadavl｢ 国
のための経済行為 ｣の意
kavlpax  ［経済］財務諸表　［レベル］６　19

kavlarnon  ［政治］財務省、大蔵省　［レベル］４　19:ilmus:ridia
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kaven  ［接続詞］kav。～を含んだ。　［レベル］３　21

kavei  ［亜魔］カヴェイ　［レベル］５　22:kape/veigan　［文化］　頭に小さな
角の生えたヴェイガン。角がある以外は人間とほとんど区別がつか
ない。　【成句】　kape e kavei ik sins. 馬脚をあらわす。人間に化けた
カヴェイが角を見られて正体を知られてしまったというところから。
kaf  ［動詞］［ポジティブ］［ネガティブ］yulを憐れむ、yulに同情する、憐れむ、
哀れむ、あわれむ、同情する、可愛そうだと思う、気の毒に思う　［反
意語］beins　［レベル］３　20:kafn:17:制 :古　［語法］　本来はさげすむの反
対で良い意味の言葉だが、相手が「同情しやがって！」と思うこと
があるので、ネガティブになることがある。　【用例】　den kaf an! 同
情しやがって！
kafil  ［名詞］模擬　［形容詞］模擬の　［レベル］３　rd;kaks/fiel「本物のよう
な偽物」　23
kafiltas  ［名詞］模試、模擬試験、模擬テスト　［レベル］４　rd;/　23

kam  ［電算］ＵＲＬ、アドレス　［レベル］３　al;lumim　23

kamt  ［動物］鼠、ねずみ、ネズミ、モルモット、モルモットなどの類　［色］
ねずみ色。dolfより少し暗い。　［レベル］２　13:制 :lakta:kama（鼠）。kama
は多いとか増えるという意味で、鼠を指す。
kamk  ［名詞］寓話　［レベル］４　13:制 :sad:kamku（動物話）
kams  ［動詞］yulを a（画面や倍率など）に拡大する、拡大する　［普通動名詞］
拡大　［反意語］liize　［レベル］３　13:制 :古 :kama（多い）
kamv  ［医療］ペスト、黒死病　［レベル］５　19:kamt/levn

kamgi  ［動物］プルガトリウス　al;kamt/gii「鼠猿」　23

kamz  ［植物］ショウガ、生姜、しょうが　［レベル］２　古　［文化］　体を温
めるとされ、冬は風邪防止に生姜湯がよく飲まれる。料理にもよく
使われる。
kamzdilfai  ［医療］生姜灸　rd;/　24

kamze  ［商標］カムゼ、ジンジャーエール、ジンジャエール　rd;kamz　23
　［文化］　カルディアでは地球より早く開発された。
kama  ［名詞］玄人、専門家、熟練者、経験豊富な人、プロフェッショナ
ル、プロ、エキスパート、達人、名人　［形容詞］経験豊富な、玄人の、
プロの　［反意語］luta　［レベル］３　赤 :多い　［語法］　その仕事により１
円でも金をもらえばプロ。一切金銭を受け取らなければアマ。金銭
の多寡は問わない。バイトか正社員かなど身分も問わない。つまり
同人漫画家はプロである。逆に言えばどんなにボカロＰとかで再生
回数を稼いでも、お金を一切もらっていなければアマである。とい
うことはカルディアではプロよりも凄いアマが平気で存在するとい
うことである。
kama,f  di　elt;ka/mo「場所を占める物」→「場所を占められている」→「物
がたくさんある」
kama,alt  olt
kamat  ［政治］連邦　［レベル］５　23<kadmat:19

kamatmoel  ［政治］連邦政府　［レベル］６　23

kamatdaizkad  ［政治］連邦王国　［レベル］６　23

kaman  ［単位］カマン　［レベル］５　21:古 kama/anko　［文化］　anko

kamala  ［料理］お好み焼き　［レベル］３　nd<alt;kamala<kamali（多い）。具材が
多いことから。　23　［文化］　ndで遅れてアルバザードに流入した食
べ物。食べる前から食べ終わったような形をしている（つまり吐瀉
物のように見える）ということで smではアルバザードに受け入れら
れず、カレンシア内に留まった。
kamalan  ［芸術］キッチュ、キッチュさ　［形容詞］キッチュな　［レベル］５　
vl;kamala/en「お好み焼きのような」。一見吐瀉物に見える俗悪なものだ
が食べると意外とおいしいというところから転じてキッチュを意味
するようになった。　23
kamalet  ［政治］参事会。自治都市の議決機関のこと。　zg;「鳥の群れ→
会議」　24
kamalu,alt  di　><kama

kami  ［名詞］科学、サイエンス、理学　［レベル］２　13:制 :古 :kamiir（科学）。
語源不詳。mirは miir｢ 論理 ｣の mirだと思われる。造語者不明。
kami,szd  almixk
kamitte  ［形容詞］科学的な、科学の　［反意語］lusiatte　［レベル］４　rd;/　23

kamitats  ［名詞］理学部、理系　［レベル］４　22

kamidia  ［言語］サイエンスフィクション、ＳＦ　［レベル］３　rd;/　23

kamil  ［遊離副詞］［形容詞］きっと、恐らく　［レベル］１　古 :kamalないし kam
il。lは動作を表す l。動作が多いこと、すなわち頻繁に。kamalの kamaは
kama（多い）から。母音調和していたのがなぜ iになったのかは不明。
何か音の似た単語とぶつかりそうになったので避けたのではないか。
　［語法］　aluut

kamilsak  ［企業］カミルサック　［レベル］５　21:「きっと見つかる」。キャッ
チフレーズをそのまま社名にしたもの。　［文化］　電通に相当する企
業。
kamian  ［名詞］科学者　［レベル］２　rd;kami/an　23

kamo  ［交通］トラック　［レベル］３　19:リディアの書 :kaiamo

kamet  ［単位］正　21:kaim/te

kamelia  ［亜魔］カメリア　［医療］顔色　［レベル］３　21:古 kama/古 el/io　［文
化］　魔族ミエルの一種。阿修羅のように顔がたくさんある。　　顔
色とは、その人が持っている性格の一面のこと。悪さをする malvelや、
正義漢の luxiferなど、それぞれに役割が異なる。　現実はマンガ
のキャラクターと違い、完全に悪な人間もいなければ、完全に善な
人間もいない。リディアでもズルをすることがあるし、セレンでも

怠けることがある。色々なキャラクターが混在して一人の人間になっ
ている。　　多重人格と顔色の違い。多重人格の場合、例えば seren
と交替する malvelなどの別個の人格が存在するとことになる。顔色
の場合、malvelや luxiferなどは seren本人の一面でしかない。　日
本では多重人格は非常に有名なのにこの病気になる人間が極めて少
ないため、確かに苦しんでいるのに単なる思い込みや我侭とされる
ことがある。正常と多重人格の間に位置し、誰にでも多かれ少なか
れあるものが顔色である。　　顔色は rdでセレンが自己分析に用
いたのが始めて。セレンは気分屋で、ミルフと対照的な性格であっ
た。特にその日の体調によって気分の変化が激しく、そのことに悩
んで顔色の発見に至った。最初に分析されたのは luxifer, malvelで
ある。後に kantabel, nanoが分析された。　その後リディアから xiina
と erinaが、メルから dolfenが分析された。これらはセレンがほと
んど持っていなかったため、発見が遅れた。　　luxiferは善で安定
しており、我慢強く慈愛に満ち、人を守り、暖かく柔らかく幸福で
ある。頭の回転がよくアイディアに満ち、天才的な新しい発想をする。
　malvelは悪で疑い深く、焦りやすくイライラし、攻撃的で暴力的で
嫉妬深く、他人の不幸を嗤う。衝動的で犯罪を厭わない。人を傷付
けることで自分が強いと安心する。ストレスを受けたときに傷付か
ないように対処するための人格なので、ある程度までは必要悪。　ka
ntabelは明るく陽気で熱く、よく笑う。不注意で危険を好み、無計画。
失敗しやすく失言も多い。人懐こい。強気で厚かましく、周囲のこ
とを考えない。音楽や運動を好む。金遣いが荒い。　nanoは不安症
で神経質で生真面目で几帳面で慎重で他罰的。不安を払うために計
算ばかりしている。必ずマイナスの結果を支持する。ストレッサー
を調べ上げて排他しようと躍起になる。冷酷で、人を助けない。人
との関わりを避ける。守銭奴。　xiinaは優しく慈愛に満ち、利他的
で気がきく。人のことを考え、自己犠牲的。涙もろい。　erinaは嘆
き悲しみ、愛情を求め、孤独を恐れる。泣きやすい。　dolfenは無
感情で無感動で冷淡で虚無的。　　しかしこれでは際限がないこと
を指摘したリュウは、善悪で luxifer, malvel、陰陽で nano, kantabelを
組み合わせて使うとうまく収まると述べた。例えば erin, dolfenは
リディアやメルなりの nanoに当たる。　Ｘ軸に luxiferを取る。正
が luxifer。右が神なので印象が良い。また luxiferのほうが kantabel
より古いので第一軸を取るのが自然。Ｙ軸には kantabelを取る。気分
の浮き沈みという直感に沿っていて良い。 　　地球で実例を挙げる
と、ねこの郵便屋さんを書いたのが luxifer、玲音の書の最後を書い
たのが malvel、掲示板で常連と話していたのが kantabel、サイトを消し
たり人工言語関連の記事を書いたのが nanoに相当する。　季節や気
温の変化と関係があり、冬は nanoが出やすく、夏は kantabelが出やす
い。体調と深く関係があり、不定愁訴があると nanoと malvelが出や
すい。　　理想の状態はこの 4顔色をバランスよく使うことである。
座標を描いたときに原点にいるのが望ましい。　怒りやすい人は怒
らない人を羨むが、これは逆に malvelが少なすぎ、バランスが悪い。
　怒らないというのは必ずしも良いことではない。怒らない人とい
うのは舐められやすく苛められやすいなどのマイナスがあり、怒り
やすい人間には想像つかない悩みがある。また、自分の怒りや不満
に鈍感で、ストレスが大きくなるまで気付かないなどの欠点もあり、
結局バランスが大切である。　バランスのとれた人間は感情が豊か
で、しばしば偏ったまま動かない人間からは気分屋に見えるが、そ
れは気にしなくて良い。　偏った座標を転々とするのが最もストレ
スが溜まるとしたら、一箇所に偏るのが二番目に疲れる。単位円の
ように原点から少しずつ動くのが最も好ましい。つまり、怒るとき
はそれなりに怒り、喜ぶときはハメをはずさない。
kamula  ［魔物］カムラ（巨百足）：第九十二天：害の陽天　［レベル］５　古 :
kamula← kamalua　［文化］　蟲族。百足の化け物。立ち上がると平屋の屋根
ほどにもなる。無数の脚で絡みつき、強力な顎で獲物を生きたまま
喰らう。毒の粘液を吐き散らす。腺から出る黄色い粘液が体にかかっ
ていて、体に触れた相手を腐食させる。殻は固いため、物理攻撃は
避ける。魔法で倒すべし。
kamulu,alt  vano
kamui  ［ジョブ］神威、カムイ　［レベル］４　sm;alt→ kalan　21　［文化］　kalan

kad  ［名詞］国　［政治］国家　［政治］（行政単位としての）国→ salai　［形容詞］
～国。前置。　［レベル］２　rd;kaldaiz.xik　古 :kaldaiz（王の場所、国）
から　kaldaiz:kaldaiz:la vador（地はサール）:sia,alt
kadtiia  ［名詞］愛国心　［レベル］４　22　【用例】　"fok, non aluut aaj fan lan
tist mil luus kalma si kadtiia. 「それと、愛国心を持たれては困るから、
必ず混血児を選ぶことにしたわ。
kadtiian  ［名詞］愛国者　［レベル］４　22

kadkaxu  ［法律］公法　19

kadkuto  ［動物］国鳥　［レベル］５　rd;/　23　［文化］　vijon

kadxiam  ［経済］国債　［レベル］４　19

kadmyukale  ［宗教］国教　［レベル］４　rd;/　24　［文化］　kkでアゼリアがア
リスカンテを国教として定めたのが始まり。その後 ndで人類が魔法
を失ったことでアリスカンテは形骸化する。rtで政教分離の観点か
らアリスカンテが国教から外れ、アルティス教も国教でないままだっ
た。しかし vlの旧革命でミロクがアルティス教を国教とする。以後
アルバザードではアルティス教が国教となっているが、国民が全員
アルティス教徒というわけではない。丁信仰などを信じるものもい
る。
kadmiina  ［植物］国花　［レベル］５　21　［文化］　アルバザードは rdで決ま
り、桃。ルティアはコスモス。アルティアは桜 (kozue)。
kadmoel  ［経済］ソブリン債　［レベル］６　22:kadmoelxiam

kadmoellami  ［経済］ソブリンリスク　［レベル］６　22

kaddirei  ［政治］国境、国境線　［レベル］３　19

kadgaabel  ［名詞］国章　［レベル］５　rd;/　23　［文化］　kern　アルバザード
の国章は四角形の蔦の中に国木である欅が門のように二本立ち、そ
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の間に救世主であるセレンとリディアが描かれたもので、rdで制定
された。リディアがセレンにすがる構図で、セレンは空 (alteej)に向
かって飛翔しようとしている。欅は二人の出会いを象徴し、セレン
の翼は alteejへの飛翔、すなわち悪魔の討伐を象徴する。セレンと
リディアの色は xisから veltaveriaへのグラデーションで表現される。
　　・ルティア国章　　国旗同様 olivieから flianjを使ったグラ
デーション。人物はルティアの大魔導師にしてアルシアの１１魔将
の師匠であるユクレシア。魔法の光を手から放っている。　　・凪
国章　　国木（正確には木ではないが）の竹が四隅にあり、中央に
は yuno, vir, noaの三竦みが置かれ、中央に armaが座す配置となっ
ている。中央の文様は刀を振り下ろすときの揺らめくような切っ先
を示す。
kadzom  ［植物］国木、国樹　［レベル］５　rd;/　23　［文化］　→ jinz

kadlagel  ［政治］国家権力　［レベル］４　19

kada  ［政治］国旗、バナー　［レベル］３　15:制 :kadape　［文化］　＜アルバザー
ドの国旗＞　　アルバザードの国旗は rdでアシェットによって制定
された。　大きさは横長の長方形で、比率は１：√２の白銀比（大和比）。
　アルバザードの象徴色は赤なため、国旗の地の色は dialiiva ＃ｅ
２１８３ａ。dialiivaは月とリディアに掛かっている。　左上には国
を示す幼字が yuukoで書かれる。色は xis ＃００２２００。　右下
には arbazard ＃００３ｆｆｆの三角形。アルバザード人、ルティア人、
凪人で主に構成される三竦みであることを示す。アルバザードとい
う名前の色がそのまま用いられている。　　左下には絡みあう二本
の紐が二組。　上は北部アルシアに住み、凪人より早くから流入し
ていたルティア人及びルティア語を意味する紐。厳密にはシージア
のアヴァンシアンを象徴する紐であり、色は avanx ＃１７３ｃ５６。
　下は南部カレンシアに住み、ルティア人より後に入ってきた凪人
及び凪霧を意味する紐。カレンシア系凪国を象徴する紐であり、色
は suilen ＃００４８００。　二本の紐が絡み合っているのは「言語
と文化の交わり」と「アルバザード人と、かの民族の交わり」を象
徴する。　　中央部には国家のスローガンが掲げられている。　ス
ローガンは arka de lad kon ko sel（ローマは一日にして成らず）をも
じって arka ont arbazard de lad kon ko sel（言語と国家は一日にして
成らず）という意味である。　フォントは alblantを使用する。　　・
ルティア国旗　　背景は olivie（ルティアローズ）の b6b6ff。最下
部のナイキのような模様は南端にある sereria海を象徴し、色は flia
njの b6daff。中央下部寄りでは薔薇の蔦の絡まる魔杖ヴァルデが交
差し、その中央に幼字が座す。ヴァルデの色は黒で、幼字の色は els 
e mizariの 000048。　　・凪国旗　　背景は arikaの 3c9c9c。アル
バザード国旗の右下の三角の折り返しを半分程度に小さくしたもの
を四隅に付ける。色は hagaliの f05042。幼字は中央で、色は kamuiの
265642。kamui色の幼字の周りを護衛のように守り飾るのは saewaliの
002448。幼字の下に刀が横置きされる。色は ordianの d7d7d7。そ
の刀に国花である桜の文様が kozueの d48d75で乗る。　　なお、現
実では mel 23初頭にｔｗｉｔｔｅｒ上でネットユーザーとの交流の
もとで成立し、ユーザーの手によって実際に作られたものである。
kadan  ［政治］国民、人民、臣民　［レベル］３　19:melidia alis

kadankad  ［政治］国民国家　19　［文化］　→ kadanlagel　kadanlagelを採用する
国家。
kadanstas  ［法律］国民解職、リコール　［レベル］４　19

kadanvai  ［軍事］国民兵　［レベル］６　20

kadandas  ［法律］国民発案、イニシアティブ　19

kadanzim  ［法律］国民投票、レファレンダム　［レベル］５　19

kadanlagel  ［政治］国民主権　［レベル］４　19　［文化］　ランティスの即位後
にできたが、絶対王政の色が強く残っているため、形骸的であった。
　ミナレットの台頭から、徐々に本来の意味を得ていく。
kadivalvinx  ［医療］［法律］国民皆保険　［レベル］４　21　［文化］　ivalvinx

kadia  ［歴史］カディア族　［レベル］６　20:古リディア語「大きな人」
kadest  ［政治］国名、国籍　［レベル］３　19:ilmus:ridia

kadelma  ［歳時記］建国記念日　［レベル］３　20:国の記念　［文化］　イムル 10
年 9月 23日、アルバ二世はアルナ城を制圧し、アルバザードを建国
した。これを以って建国記念日とする。平年なので１６１０年９月
２２日に相当するが、これをメル暦に直すとメル－ 379 mik tanであ
る。
kadeld  ［言語］公用語　［レベル］３　22

kag  ［形容詞］富んだ、裕福な、お金持ちの　［形容詞］豊富な　［形容詞］心が
豊かな　［形容詞］土地などが生産力のある、豊穣な　［属格］金持ち　［類
義語］galdnal、gankems　［反意語］tid　［レベル］２　13:制 :古 :裕福＝ kagi（金
が多い）　［文化］　富は悪でもあるため、どちらかというと忌避される。
逆に貧困は清貧に繋がるため、善行とみなされる。どちらも行き過
ぎがよくないと考えられ、適度に金があり、適度に清貧であること
が尊ばれる。つまり、貪欲なのも貧困が過ぎるのも良くないと考え
られている。　【成句】　kagen sek tiden. 金持ち喧嘩せず。　【用例】　an 
na kag ol in altuk di. 豊かな収穫物を見ると心も豊かになる：日本語
の豊かとはニュアンスが違う。「俺、今年金持ちになったなぁ」とい
うわりと俗っぽい感じ。
kagra trikol  ［人名］南神楽　21

kagaxea  ［地球の国名］コスタリカ　19:国名が豊かな海岸
kagula  ［企業］カグラ　alt　［レベル］３　21　［文化］　ソニー、パナソニック、
ナショナル、富士通、東芝、日立に相当する企業。
kap  ［名詞］電話　［動詞］yulについて aに電話する、電話する　［レベル］２
　rt:arkalis hestia;lumim。発明者が、余っていた短めの好きな語形を
選んで命名した。受話器を置くときのかぽっという音から来ている
という説もある。　古 :kumuluteslanが長いので別語から何らかの頭
字語にしたものが kapだったが、それが何だかは誰も覚えていない。
古アルカでは kumuluteslan（テスランによって言う）だが、長いの

で kumteだった。kumteよりも kapの方が複合語中では使われた。　
*:*:　［語法］　・格組　「yulに電話する」ではない。典型的なミス。　
　・音　呼出音：apopo。プルルル　切れた時などの音：tuut。ツー
ツー　受話器を取り置きする音：ktak。ガチャ　　・出るとき　tu et 
miir antisse.（こちらはミールです）のように、tuを使う。　［文化］　
arkalis hestia　もしもしに当たるのは tixante?。相手はそれに対して自
分の名を名乗る。an etではなく tu etで始める。　電話はアンセの
一機能として実装されている。音声チャット、映像＆音声チャット
が可能。アンセは個人使用が前提なので、単体としての電話機は企
業内に残っている。　電話番号はアンセのＩＤ番号に等しい。ＩＤ
をじかに入力するのではなく、ケータイのアドレスと同じく短縮ダ
イヤルになっている。電話番号は世界共通である。つまり世界に同
じ電話番号を持つ人間はいない。電話番号はアンセに登録された個
人を表わす番号と同じである。端末を変えても生涯変わることはな
い。そのため、犯罪に使われることがないよう、番号はアンセと同
じく暗号化されている。　人に電話番号を教えるときはアンセをケー
タイのリーダ部分に当てて読み込ませる。テレビや雑誌などで会社
等の電話番号を伝える場合、日本のように何番と番号を言うことは
ない。画面や紙面に小さい模様のような物が表われるのでそれをケー
タイのカメラで写すと番号が登録される。　尚、企業用の番号は個
人用とは異なる体系である。といっても使用する国民にとっては何
ら違いを感じ得ない。　Ｍタイムを採用しているため、人といると
きは電話に出ない。ただし緊急時のみ断って出る。電車やバスなど
の中で話すことは許されるが、ふつうの会話同様、大きな声を立て
てはいけない。　【用例】　ar kap a ～に電話をかける　is kap a{i} ～と
の電話を切る　kap tu a そのことについて～に電話をかける　yuta kap 
iten{*e} ～からの電話に出る　yuki{sek} kap iten{*e} ～からの電話
を無視する、拒否する、電話に出ない　kap lunak. 電話がかかってきた。
　kap em is. 電話が切れる。電波などの具合が悪くて自然と切れるこ
と。　vina kap 電話を切る、電話が切れる。電話をかけてもいつま
でも相手が出ないと切ってしまうが、そのときの切るが vina（諦める）
に当たる。　yuta kap fo ktak 電話にガチャっと出る。受話器があるこ
ろの擬音。　non kapat a la tat durne sa mok. 毎晩、私は寝る前に彼に
電話をしていた。　xe kapat al an im an mi atu. 私が居ない間に誰か
から電話があった。
kap(2)  ［人名］カップ　［組み数字］１０/１６　［レベル］４　meltia 44:ardu/es
ta;e　古　［文化］　esta　エスタの第１０子。男。
kapka  ［動物］コガネムシ　［レベル］３　16:制
kapn  ［法律］条約　［レベル］４　13:制 :kadpina（国家間の約束）
kapvals  ［医療］電話医　［レベル］５　21　［文化］　ival

kappel  ［企業］カッペル　［レベル］５　21　［文化］　ニトリに相当する企業。
ディミトリアよりも安値路線。
kapok  ［動物］カブトムシ、かぶとむし、かぶと虫、カブト虫、甲虫　［レベル］
２　20:kapk:14:制 :kapekpo（角の虫）
kape  ［名詞］角、枝角　［動詞］yulを aに突っ込む、突っ込む、突進する、つっ
こむ。latと同じ格組。　［レベル］２　13:制 :kapel　【成句】　sins kape on 
toto ka toto 角を見せる：台頭する、頭角を現す、頭角をあらわす　【用例】
　la sinsat kape on vava ka felka. 彼は学校の体育で頭角をあらわした。
kapekad  ［地球の国名］マダガスカル共和国、マダガスカル　［レベル］６　19:
国章に角
kapeyame  ［交通］ママチャリ　［レベル］３　21

kapez  ［名詞］電話ボックス、公衆電話のあるところ　［レベル］３　19　［文
化］　ケータイの普及とともに徐々に廃れていった。
kapel  ［サール］カペル　［レベル］５　古　［文化］　角が生えた白い馬。たて
がみは栗色で目は青く、角が黄金に輝く一角獣で、ユニコーンのよ
うなもの。角から雷をレーザーのように出して敵を焼く。ネルメス
と同じなのでサール。
kapelzio  ［魔物］カペルジオ（角鰐）：第二十九天：土の陽天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:kapel/ziho　［文化］　爬族。背中のゴツゴツが異
様に大きく、角のようになっている。顎が強力で、人も飲み込んで
しまう。
kapellil  ［化学］ポロニウム　18:制
kapelifa  ［地球の星座］［ユマナ］いっかくじゅう座　24　［文化］　ifa

kahi  ［法律］罪、咎、とが　［類義語］diz　［反意語］tren　［レベル］２　f;e　
赤　kahi:kahi:le gei　［語法］　法に触れない罪が kahiで、法律上の罪が
diz。kahiのほうが軽いかといえば、そうとも限らない。民衆の私刑
では kahiが大きく考慮される。kahiは法には触れないが人道上、宗
教上、誤った行いによるものである。そのため、必ず dizより軽い
とは言い切れない。　敬虔な教徒にとっては dizよりも kahiのほう
が不名誉である。この違いはコロケーションにも及ぶ。na kahiとは
言えるが、na dizとは言えない。til dizが正しい。kahiは心に染み
込むが、disは対象でしかない。　【成句】　lein kahi 罪をかぶる、罪
を背負う　【用例】　na kahi 罪悪感がある
kahimi  ［名詞］帯　［レベル］３　22:alt　［語法］　布製で平たく幅が広い。
kaya,f  xep　yaは痛いと関連か。「痛むところ」？
kac  ［普通動名詞］引用　［動詞］yulを aに引用する、引用する　［レベル］３　
13:制 :古 :kuhacma（kuの幻字）。kuが引用符代わりに使われたことから。
kacte  ［名詞］カルテ、中央公園　［レベル］２　古 :kacte, kacten　［文化］　
→ arna（直径は１５００ｍ (1200melfi)である）　アルバザードの各都
市の中心にある大きな公園のこと。カルテは住宅区、企業区、商業
区から独立した街区。都市最大の公園で、中心にはカルテンがある。
休憩、談話、遊戯、憩いの場として使われる点はふつうの公園と同じ。
カルテは緑豊かで空気が清浄である。大抵は噴水や池があり、川が
あるところもある。全体の形は円形で、境界の多くは低木の植栽か
頑丈で高い金網で囲まれている。或いは葉の多く冬でも枯れない高
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い木が植えられている。地面は舗装されているところと、土が剥き
出しのところがある。　子供の遊具は遊戯場に集まっている。どの
位置からも監視の届く安全なところにある。遊具同士は固まって置
かれていて、必ず監視が行き届くようになっている。また、子供の
遊具の周りには特別に金網などで境界が設けられていることもある。
　水道の水は清浄されていて飲める。飲み水以外の水道がある。太
い水道で、各所に点在している。これは消火用の水道であり、子供
たちでは容易に開けないようになっている。これらの水道には長い
ホースが設置されている。カルテには守衛所があり、常に数人がカ
ルテ内とカルテの付近を巡回し、数人が守衛所で待機している。水
道は守衛所のところにあり、飲料水に毒を加えたりできないように
されている。　トイレは非常に清潔で広く、紙が備え付けられてい
て水洗である。個室の扉の外側にはパネルが付いていて、そこに手
をかざすことで扉が自動で開く。水洗は内部のパネルに手をかざす
ことで流れるが、無駄な水を使わないよう、水は１度しか流せない
ように設定されている。もう１度流すには１度出ることになる。ト
イレはカルテの隅の方にある。トイレは基本的に密室な為、何が起
こるか解からない。数人に連れ込まれて金を脅し取られるようなこ
とがありうる。その為、トイレ付近には男女二名の守衛が常に配置
されている。このことは更にトイレ紙の窃盗、覗き、痴漢、放火、
破壊などの犯罪の軽減に役立っている。トイレが有料なフランスで
は有人トイレがたまにある。エッフェル塔脇のトイレには階段を下っ
て中に入ったすぐ左手に窓のないオフィスがあり、人が座っている。
入って左が男子トイレで、使用後、オフィスを通った際に硬貨を置く。
これと似た造りであるため、トイレでのカツアゲ等が起きない。　
カルテには都市最大の図書館が常設されている。カルテは中心部に
いくほど賑やかである。中心部にはステージがあり、演奏などがで
きる。また、最も中心の場所にはカルテンがあり、アルテへの礼拝
が可能である。カルテンは防音効果が高く、中は静かであるが、機
械装置のおかげで涼しい。中心部に比べるとカルテの周縁部は静か
である。飛行機やヘリコプターはカルテの上空を基本的には通過で
きない。しかし、都市によってはカルテの利用者が多い時間帯にの
み通過を禁止することもある。カルテは国の管轄で、維持費は税金
でまかなわれる。　カルテ内では出店が許されていて、軽食などが
売られている。軽食というのは日本で言えば菓子類やたこ焼きやク
レープのようなものである。もう少し食事になるようなものも売っ
ている。軽食の出店はカルテの内部に多い。カルテの美化は徹底さ
れている。クリーンキーパーが数名常設され、軽食の店舗も極力ゴ
ミを出さないような商品を売る。一々資源を無駄にするような包装
は極力避けられる。とりわけ、利用者側にも強い美化への心がけが
要求される。　カルテはふつう公園に比べ、維持費がかかる。守衛
の人件費、設備費、維持費など。従って、多くのカルテを作ること
はできない。ゆえに一都市に一つである。住民達はよりカルテに近
いところに住もうとする。そのためカルテ付近の地価は高い。　日
本の番地は駅から近い方が一丁目ということがあるが、こちらはカ
ルテからどの程度離れているかで番地が決まる。
kacten  ［建築］礼拝堂、カルテン　［レベル］２　古　［文化］　→ xiika　カル
テンは xiika内の中心部にある礼拝堂である。全てのシーカに一つず
つ設けられている。　シーカはカルテにあり、カルテの周りはステー
ジがあるのでしばしば煩い。そのため、シーカには防音処置が施さ
れている。しかし、機械装置によって中は涼しく保たれている。　
カルテンの中心部にはサリュという祭壇がある。サリュは最もアル
テと交信を行いやすい場所とされる。カルテンの存在意義は正にこ
のサリュを保護することである。従ってカルテンの部屋は強固な造
りが第一に要求される。　アルティス教徒はふつう祈りをどのよう
な場所でも行うことができる。だが、祈りはアルテに届かなければ
意味がないため、信者はできるだけアルテに祈りが届きやすい場所
を求む。サリュは中でも特に交信しやすい場所とされているため、
特別な願いを持った信者はサリュに赴いて祈る。尚、サリュの使用
料は無料。　カルテンはカルテが開いている間は使用できるが、カ
ルテが閉まっている時間帯は使用できない。また、サリュを破壊し
たりしないようにカルテンで持ち物検査が義務付けられている。カ
ルテンでの祈りはキリスト教の告白とは違うので、誰かが祈りの内
容を聞くということはない。サリュのある部屋は強固な造りで、完
全な防音で、電波も入らない。盗撮や盗聴の危険がないように常に
サリュの部屋はチェックが行われる。
kactenlopn  ［交通］中央アルナカルテン駅　［レベル］５　19:melidia axte　［文
化］　カルテンの周囲にある地下鉄。１２本のアルミヴァ線のターミ
ナルである。
kacs  ［植物］園芸、ガーデニング　［レベル］３　古 :kacs（園芸）← kacte　
［文化］　園芸は庭で行う。ベランダも庭の一部なので、ベランダでも
良い。ベランダでは洗濯物を干したりせず、園芸の場として活用す
る。多くの家は緑化運動として自宅で何らかの園芸を行う。全世帯
が園芸を行えば都会の中でも緑の量はかなり多くなる。園芸で好ま
れるのは花。木は背が高いし根を張る場所がないので、一戸建てで
ないと難しい。したがって、鉢植えなどに花を植えておくことが多い。
どうしても木を育てたいのであれば小さい木を鉢植えなどで育てる。
つまり盆栽。アルバザードでは盆栽は老人の趣味ではなく、一般的。
園芸で好かれるのは匂いの弱いものである。匂いが強いと集合住宅
の場合、苦情が来るため。一戸建てでも隣家に迷惑なので匂いの強
いものは置かない。
kaclas  ［非言語］カルラス　［レベル］３　19:melidia axte:引用する手　［語法］
　ジェスチャーのひとつ。引用や特殊な造語であることを指す。ア
メリカ人は両手の人差し指と中指でダブルクォーテーションを作る
が、あれに相当する仕草。　手をパーにして、親指を曲げずに中指
の位置まで持っていく。親指はどこにもつけない。横からみると手
が「つ」の形になる。この「つ」の形の手を右手で作り、左から右
に流れるように持っていく。引用部分や強調部分をラインマーカー
で引いて指示する動作を手で表したもの。
kar  ［動詞］yulを使わないでおく、取っておく、存置する、残しておく、
残す、温存する、とっておく　［反意語］yol　［レベル］２　19:恣意　［語法］

　まったく使わないという意味ではなく、節約してゼロにしないで
おくという意味。　【成句】　kar anver 臥薪嘗胆　【用例】　kar xipl fiina 
non. 私の分のケーキ残しといてね。
kart  ［名詞］カード　［娯楽］カードゲーム、カード　［遊離副詞］［形容詞］した
りしなかったり：galdと同じ発想。　［レベル］１　19:古 :kaade（カーデ
占いに使うカード）無声音の方が言いやすいので tにし、kaatだと音
がかぶるので rに変えた。　［語法］　aluut　［文化］　kuzgin、latos　【用例】
　saa, an xen veld kartel a. まぁ、飲んだり飲まなかったりだな。　
non kor fal atoi lana ev gil a kart. チャージするためにコンビニへ行
かないといけない。
karte  ［サール］カルテ　［レベル］２　meltia 99 sen via:karte;kui/arte　古 :ka
rte← kui/arte。かつてエルトと考えられていた時期があったが、食物
は天より地に近く、主に地が作るものであるという考えでサールと
捉えなおされた。　［文化］　飲食を司る。転じて栄養、滋養などを司る。
　【成句】　al karte いただきます、ごちそうさま
kartenakea  ［企業］カルテナケア　［レベル］２　21　［文化］　イオン、セブン
アンドアイ、イトーヨーカドーに相当する企業。コンビニは少ない
のでスーパー小売としての大企業。
karx  ［政治］（行政単位としての）県→ salai　［形容詞］～県。前置。　［レベル］
２　14:制 :古 :kairuxilo（大きな家）
karxe  ［娯楽］カルシェ、トランプ　［レベル］２　古 :kaade/arxe　［文化］　地
球とほぼ同様のものがある。元々メル暦で１３ヶ月使っていること
から、月のカードとしてリディアからルージュまでが採用されてい
る。それを聖数の４種類分揃え、春夏秋冬のカードとする。そこに
おまけのカードとしてルシーラのセレンとクミールを足すと、ちょ
うどトランプと同じ枚数になる。トランプと異なるのは一枚一枚が
数字でなく、春のリディア、秋のメルのように人名になっている点。
なお、数を利用することもあるため、それぞれのカードには数も書
いてある。また、セレンとクミールの数は１４で固定されている。
トランプは遊びや小規模の賭けに使われる。　ゲームによってカー
ドの強さは異なるが、一般的にジョーカーのアシェットやテームス、
また１番であり世界の救世主である大召喚士リディアは強い傾向に
ある。もちろんゲームによって１が一番使えない場合もある。
karsiilxivisk  ［俗語］［普通動名詞］親前音読　［レベル］５　al;「親のところで
音読」　23　［文化］　alの yumikl用語で、キチガイなスレタイやレスに
対する揶揄として使われる言葉。「幼女のおまんこ美味しいよあばば
ばばｗｗｗｗｗ」→「親前音読」（親の前でそのレス読み上げてみろよ）
というような感じで使う。
karfan  ［人名］カルファン　［組み数字］２/１６　［レベル］４　meltia 36:ardu/
esta;e　古　［文化］　esta　エスタの第２子。男。
karma  ［エルト］不死鳥カルマ　［名詞］不死鳥、フェニックス　［レベル］４　
古 :ridia　［文化］　死なない鳥。エルトなのは空を飛ぶことから。
karmakad  ［地球の国名］ウズベキスタン　19:国章にフェニックス
karmakern  ［天文］オメガ星雲　19:ridia/seren/mel　［文化］　不死鳥カル
マが羽を広げたような赤い星雲。
karmamileel  ［アイテム］カルマミレール、不死鳥の羽、フェニックスの尾、
世界樹の葉　［組み数字］２/１２　［レベル］４　20:不死鳥カルマの羽　［文化］
　天然物なので、開発されたものではない。不死鳥カルマが舞う際
に落ちた羽。ヴィード死状態の人間を蘇生するアイテム。羽を死者
の胸の上にかざすと、暖かいオレンジ色の光があふれ、羽が崩れて
砂になり、死者が蘇る。レアアイテムで、通常は手に入らない。　【成
句】　karmamileel iten siel 棚からぼたもち、濡手で粟　kon karmamile
el 起死回生
karmadok  ［植物］常緑広葉樹林　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt:年中落ちず
に葉が幅広い木
karmaget  ［植物］常緑針葉樹林　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

karmain  ［植物］ハイビスカス　［レベル］４　19:「不死鳥の花」。南国で咲き、
年中咲いていることから。
karmaifa  ［地球の星座］［ユマナ］ほうおう座　24　［文化］　ifa

kard  ［生物］目、類　［言語］語。特定の民族に使われる言語というレベル。
lt, arなど、totorenに相当するレベル。これ以下が方言レベルとなる。
　［レベル］４　rd;kad.k　22　［文化］　ruma

kardina  ［魔法］カルディナ、心　［レベル］６　lj　22　［文化］　リディアの
失った９つの心。kardinalからだが、kardina,szl（夢幻）にもかかって
いる。　心の花で、集まるとクリスタルになる。
kardina,szl  lond、ladia、dia　<>ka/dia

kardinal  ［植物］diain　［ランドマーク］アルナ大学。校章からの異名。　［組み
数字］１/９　［レベル］４　szl;kardina/al　21

kardinal(2)  ［言語］［文字］標準書体、標準幻字書体、カーディナル書体、カー
ディナル　［類義語］tina　［レベル］４　22:fledilans　［文化］　fledilans

kardinalrein  ［組み数字］秋桜賞　［レベル］５　21　［文化］　→ rapalx　smで
liize姫が文官を技能に応じて９階級に分けた。アルティアから伝
わっていた浴衣のような服を着て登朝するのが習わしで、上位者は
白、中位者は青、下位者は緑と定めた。これを白文官などという。
またそれぞれの位をさらに３段階に分け、上白文官～下緑文官まで
の９階に分けた。これが smでアルバザードに伝わった。リーゼはま
た文官にそれぞれの位階を示す９種の草木花を定め、それぞれの位
階の象徴とした。このため、それぞれの以下は草木花の名で呼ばれ
るようになった。rdではこの花の名をセレンが序列組み数字９に用
いた。この花は当時のルティア王宮で美しいとされた順に定まって
いる。ルティア人は派手ではっきりとしたものを嫌い、ささやかで
か弱いものを好む。また、高価なものを下品と嫌う傾向がある。そ
のため蘭やバラなどは思ったほど高くない。フランスのようにバラ
を非常に愛する国からすれば、バラがかろうじて９位で、蘭が入っ
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てもいないというのは非常に驚くべきことだろう。とはいえ９位に
入っているのだから国花のひとつと呼ぶのにふさわしいくらいの人
気はあり、薔薇園も盛んである。アルバザード人はルティア人ほど
ではないが上流階級ほど同じような嗜好性を持つため、この序列に
は違和感を感じない。なお、ハスは風土的に沿わなかった。ライラッ
クよりラベンダーが好まれた。百合やチューリップのような形でし
かも花弁が比較的大きいものはランク外の傾向にある。スズランく
らいの大きさならば良いが、スズランは神話的にイメージが悪い。
カエデは国樹なので別枠。なお、桜と桃は木でなく花の付いた枝を
象徴とする。
kardilans  ［アイテム］鎌、カルディランス、カーディランス　［類義語］mark　［レ
ベル］３　szl;kardina/lans「夢祓い」　21　［文化］　大鎌の一種で、薙刀に
似た武器。刃の部分が横に長いのが markで、刃が薙刀のように縦に
長いものが kardilans。刃が三日月状になっている。　あやかしから身
を守る神器として現代でも儀礼的に用いられる。　夢織の紗枝の武
器でもある。
kardia  ［魔法］［アイテム］カルディア、カード、魔法のカード　［魔法］［アイテム］
月→ yulixis　［ユマナ］［娯楽］スペルカード　［レベル］３　20:kart/dia　［文化］
　魔法のカード。アデルなどの絵が描いており、力が封印されている。
　【用例】　el xim vil kardia ol ole si seles. tu apia na ont alem yunol 
et tio ladol enxel xel yuna si seles. tu et xiel xan xel yuna et tio 
lent miut ento yuna na.... 魂がなければカードは出ません。私に魂が
なかったらこの気持ちも感情も全てはニセモノの作り物で、私はた
だの空っぽな人形なのかも知れないと思うと……とても……（『ネギ
ま！』「２６３時間目」絡繰茶々丸）
kardian  ［魔法］カーディアン、カルディアン　［レベル］３　20　［文化］　カー
ディアを操る者。
kardian fiilia  ［娯楽］カーディアン・フィーリア、カルディアン・フィー
リア　［レベル］３　21　［文化］　『カードキャプターさくら』に相当する
アニメ。
kaz  ［名詞］ペン　［類義語］henji　［レベル］２　meltia 100:bert;e。もとはシャ
ンテを書くときの人差し指のことを意味する言葉。ペンの意味を持
つのは meltia 423から。　13:制 :古 :kasazamo（書く木）　［文化］　henji
　【用例】　hol kaz ペンを回す：アルバザードでは物を投げると同じく
無礼なのでしないこと。　an sit kaz l'an axt kon. 書くためのペンがな
かった。
kazka  ［名詞］ペン立て　［レベル］２　16:制
kazn  ［名詞］看板　［レベル］２　13:制　【成句】　yuu alin molen kazn faav 華
やかな看板の下に美人なし：名物に美味いものなし
kazhac  ［言語］ペン体　20　［文化］　hacrein

kazhos  ［名詞］筆箱、筆入れ　［レベル］２　13:制 :ペンの入れ物
kaza  ［文字］文房具、ステーショナリー、筆記用具　［レベル］２　meltia 
100:bert;kaz.k　16:制 :kaz　［語法］　→ hac　axtkonより広く、事務や学校
で使う定規や電卓など文具全般。　meltia 100に悪魔ベルトが開発。
光の魔法で空中に文字を書くもので、筆記用具や紙の質に字体が影
響されず、幻字のような曲線と直線を組み合わせた文字が最初から
可能だった。
kazet  ［名詞］シャープペンシル、シャーペン、シャープペン　［レベル］２
　21:kaz/te
kaji,alt  lin
kal  ［副詞］［形容詞］ちょっと、少し　［レベル］１　19:古 :kalo（少ない）　［語法］
　vart
kal(2)  ［アイテム］刀、かたな、カタナ　［レベル］３　［類義語］frei　fv;kili.k
　20　kal:kal:kali,alt sakla,figit
kal(3)  ［エルト］kalzasの略称　［組み数字］６/１２　［レベル］１　22

kal,f  ka、kalte、ako　e

kalt  ［接続詞］tは kより～でない　［数学］未満　［格詞］～未満、＜、（時間
を伴って）～まで　［反意語］nod　［レベル］２　19:古 :kalo（少ない）　［語法］
　kalt turという場合、今は含まれない。
kaltxel  ［植物］街路樹　［名詞］カルチェル　［レベル］３　lt;「植わった場所」
　22　［文化］　アルナ大の部室棟の別名が kaltxel。ケヤキの街路樹を歩
いた先にあるというメトニミーからこの名が付いた。後期大学と一
緒なので、前期大学生にとっては先輩たちに顔を売る機会が得られ
る場所になっている。高校以下は部室が宛てがわれないが出入りは
自由。
kaltan  ［宗教］司教、ビショップ　zg;「車輪のスポーク」　24

kaltis  ［軍事］元帥　［名詞］ラスボス　［組み数字］２/２０　［レベル］３　古 :za
na:kanoi/lantis（塔の上にいる人（とても地位が高い人））　［語法］　kaltia
　［文化］　大元帥の下。現代ではアルタレスが担当。
kaltiris  ［武道］組み手の型、天地拳、カルティリス　［レベル］５　20:相
手がカイトクレーマーになって反映しあう型なので、kaitkleimaaと ix
iriusで kaltiris　［文化］　ユベールの組み手の型。聖数の４を基盤とし、
４手の動作で攻め、４手の動作で受けの型を形成する。これを練習
すると一人でも組み手を練習できる。上中突きから始まるものが最
も基本型。　【用例】　tolx kaltiris 組み手を練習する　mais kaltiris 組み
手を覚える　ar kaltiris 組み手をする　ar kaltiris ok nene ～と組み
手をする
kaltiam  ［建築］庭、ガーデン、中庭　［レベル］３　sm　22:古 kalte amel「内
側に秘めた場所」　［文化］　庭園様式は smで発達した。ガーデニングは
現在でも盛ん。
kaltie  ［人名］カルティエ　［名詞］昼。１１時から１５時。　［形容詞］昼の　［レ
ベル］１　20:ridia:kaltet.szd（昼の太陽）　hyupa:hyupa:la kaltie　［文化］　
mizari

kalto  ［名詞］森　［形容詞］～の森。前置。　［レベル］２　f;kal/to（森）　赤　
kalto:kalto:la kalto　【用例】　kalto liefil 深い森
kaltoke  ［普通動名詞］森林浴　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:wakmodに対して
kaltoke。kaltoは modできないので。　［文化］　walmod

kaltodala  ［被服］ウッドマンズブーツ　rd;/　24　［文化］　smでできた。森
の中を歩くために作られた。
kalte  ［名詞］場所　［類義語］ka　［レベル］１　f:saal;ka/al/te→ kalte,f　古　kal, kalt
e:kal, kalte:la dia（大地はサール）:ka,alt　［語法］　kaが短すぎて格詞と思わ
れそうなときに誤解を避けるために使うのがひとつ目の用法。　も
うひとつは、kuと rensの違いに相当するが、kaに対して特に何かの
意味がある場所のことを kalteという。話者にとって何らかの意味の
ある空間を kalteと呼ぶ。別にそこがカーペットだろうと道端だろう
と、話者の焦点が当たっていれば kalteといえる。　【成句】　il kalte, il 
feme 古今東西
kalte,f  ［名詞］［副詞］am　［アクセント］kaltE　saal;ka/al/te　［語法］　kAlteだと場所で、
kaltEだと疑問詞「どこ」。
kaltet  ［気象］昼の太陽　［医療］陽明　rd;<szd　24

kalten  ［接続詞］kalt　［レベル］３　21

kalten(2)  ［政治］伯爵、アール　sm;kalte/en　24　［文化］　土地を持った貴族。
kalteel  ［アトラスの国家］カルテール　［レベル］５　19:ridia:kal/teems（テーム
スの地）
kalka  ［法律］刑務所　［レベル］３　古 :kal/kahi（罪の場）　［文化］　少年院な
どは存在しない。青少年も罪を犯せば一様に刑務所に入る。　ミロ
ク革命後は、終身刑の囚人にせよ死刑囚にせよ、囚人は刑務所で強
制労働をさせられる。革命中の収容所と異なり、極めてきつい仕事
というわけではない。ミロクは犯罪者を社会の役に立てるため、で
きるだけ長く働かせようと考えた。だから囚人の労働環境は悪くな
い。常人とそう変わらない仕事をさせられ、待遇もそうは悪くない。
健康で規則正しい健全な生活を強いられる。一方、死刑囚や終身刑
の囚人は過酷な労働をさせられる。死ねばそれで構わないし、生き
ていてもいずれ死刑が来る。最後まで囚人から労働力を搾る。この
囚人は不健康で不衛生で危険な最悪の仕事をさせられる。ときには
解剖や薬の人体実験の材料としても使われる。薬の人体実験はアル
バザードの医療を発展させるため、大きな利益を生む。これらの囚
人に人権はない。彼らは重大な犯罪を犯した時点で人権を放棄して
いるとみなされる。これらの囚人には監査が付き、脱走などを防ぐ。
だが監査の一番の仕事は彼らの自殺を防ぐことである。刃物は極力
持たせないし、舌を噛んでもすぐに治療する。　刑務所では囚人に
よって様々な製品が生産される。それは公共物として世の中に流布
する。たとえばカルテのトイレットペーパーなども彼らが生産した
ものが多い。それらの製品には「私は自分の罪を償います」とか「私
は社会に貢献します」などと印刷されていることが多い。
kalkahi  ［アトラスの国家］カルカヒ　［レベル］４　19:ridia:罪の処　［文化］　面積：
734175.885734 km^2　メティオの罪人が島流しにあった島。アルティ
ルでメティオの支配を逃れて独立。
kalki  ［天文］ベガ　［類義語］diamej　［レベル］５　fv;kuki.k　21:ridia　［文化］
　defans
kalki,f  jixi　kalは場所。kiは動き。「動いてできた裂け目」
kalkovel  ［軍事］［地学］カルコヴェル、筐堺、きょうかい　［レベル］４　20:ka
lte/kove/al（箱のような場所）　［文化］　1601 アシェット、トルバドール
を結成。アルバザードはカレンシアと合わさり、カレンザード筐堺
となる。この時点ではまだヴェルシオンとベルガンドは敗戦を宣言
していない。アシェットはこれらの征服を目指すべく、予めラヴァ
にヴェルシオンを、クノンにベルガンドを宛てがい、ヴェルアンジェ
筐堺とサントミュール筐堺を作る　　rdでアシェットは悪魔と対抗
するために人類をまとめようと活動した。その呼びかけに応えた連
合国を tolvadorという。その意味は「全国」だが、残念ながらすべ
ての国家が参加してはくれなかった。文明の遅れていた地域や悪魔
との戦いが深刻でなかった国はわざわざ派兵する旨みがない。結果、
midiit以南、farfania以南は参加していない。　アシェットはトル
バドールの参加国を文化圏・経済圏の観点で２８のグループに分け
た。そのひとつひとつのグループを kalkovelという。そして使徒を一
人ずつ宛てがい、保護責任者とした。テームスを倒した後も彼らは
持ち場において要職に就いている。　ただし最初のうちは彼らはア
ルバザード住まいが多かったので、出張という形で kalkovelに赴くと
いうのが実情で、遠方から権力を行使しているだにすぎなかった。
セレンらがアルカディアへ去る前後には、徐々に使徒は赴任先に定
住ないし長期滞在するようになっていた。　なお、vxと bgは確実
に人類が征服するという強い意思を持って予め kalkovelに含まれてい
る。そして実際その後人類が勝利し、トルバドールに編入されている。
　　arkantisの幼字の大文字部分が示すものは元は使徒の苗字であっ
た。彼らは子供の頃は素性が知れないものが多く、苗字を持ってい
なかった。自分が王家の血筋だと知って lutiaという苗字を得る者や、
副リーダーだからという理由で varsiilaという苗字を得る者など、パ
ターンは様々であった。　アルシェの苗字は後に統治することにな
る国の名である。登場初期には付いていない場合がほとんどで、王
族と発覚してから苗字を得るパターンが多い。　ソーンの苗字は個
性に基づいて命名されたもので、元々苗字を持っていないか苗字を
捨てさせられた子供の集まりだった。　　kalkovelができると、使徒
の苗字は kalkovelをも指すようになった。例えばクミールの苗字の字
は、クミールの苗字という意味では meteと読むが、同時に国名とし
ては metioであり、さらに kalkovelとしては sonarianである。sonari
anは metioおよびその周辺国家である。　kalkovelは文化圏・経済圏
ごとのまとまりでできているので、アシェットは経済の活性化のた
めに kalkovel内の通貨を統一し、小規模なユーロを作っていった。ユー
ロは国が多すぎて経済格差が激しい。２８地区に分ければ文化差や
経済格差はより狭まり、貿易の簡略化、労働力の流動性などが高ま
る。労働力の流動性が高まっても小さい面積なので、富める国の仕
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事が激減するリスクもユーロよりは低い。　この改革は結果的に成
功し、悪魔との戦いで大きく落ち込んでいた経済活動は導入前より
活性化した。さらにはこれが一部の kalkovel内で一部の商品について
の関税撤廃などにも繋がった。　　kalkovelは言ってみれば小規模な
経済圏で、必ず１カ国以上の国からなる。lutiaのような強国はひと
つでひとつの kalkovelを形成する。　幼字の苗字の部分は kalkovelとい
う地域圏ないし国名を指すとともに、それぞれの地域の通貨を表す
記号でもある。例えば lutiaの文字なら mianを指す。　　幼字の苗字
はアルバザードのように元々国を意味する字もあれば、valoのように
使徒個人の性質によって造字されたものもある。その字自体は本来 ka
lkovelとはなんら関係がないが、kalkovelの成立とともにそれぞれの ka
lkovelの名も表すようになっていった。もちろん使徒の苗字という読
みも残っている。一字が複数の読みを持つ日本語と同じ原理である。
　　rd以降、国の増減や各国の国力の変化があったため、現代では
rd当時の kalkovelはそのままの形では残っていない。しかし国が滅
んでも土地が動くわけではないため、地域圏や国名を示す字として al
以降も使われている。例えばリディアの苗字の lutiaは未だにルティ
ア国かつルテティア筐堺を意味する。　　・筐堺司　　kalkovelの責
任者は evanjel（筐堺司）という。白雪の槍をシンボルとして持って
いたためである。
kalku,f  astel　kal/ku。ku<kiで「動く」。
kalx  ［法律］定員、定数　［レベル］３　19:kax/alx（いっぱいになる数）
kalxelian  ［魔法］カルシェリアン　［レベル］４　20:kalxelieのカルミーユ　［文
化］　異空間に置いたアイテムを出し入れする魔法。時魔法。時空魔法。
カルシェリエは人だが、カルシェリアンは魔法。アティーリでは死
神のように武器を空中から取り出すといった特殊能力を持つものが
いる。これは魔法であって人間にも使うことができる。時魔法の一
種で、時空を操る。
kalxelie  ［魔法］［ジョブ］刀隠、戸隠、トガクシ、とがくし、鞘、カルシェ
リエ　［魔法］カルシェリアン。この意味で使われることも　［レベル］４
　20:kal/xelier　［文化］　自分の胎内に刀を仕舞う人のこと。神話にお
けるティーテルやエンナがこれに当たる。トガクシは常に女性で、
女性器の想起と関連付けられる。　【成句】　［丁寧］yuut kalxelie ok nene 
～と性交する　ar kalxelie 戸隠しする
kalsifar  ［形容詞］神に罰せらる、神に呪われた　［反意語］kalamiti　［レベル］
３　20:ridia:kalamitiの反意語であることを示すために kalを置き、光
を失った (sifar)を続けたもの。　【用例】　el em kalsifar ol kuver fi. 
人を悪く言うものは神の報いを受ける。
kalseel  ［地名］カルセール　［レベル］５　meltia 97 sen via;kal/seel　20:rid
ia:「中つ国」　［文化］　古代国家のひとつ。ハーディアン人の移民によっ
て建国された。サルディーンとメディアンの間。後にサールの本拠
地となる。
kalseelan  ［名詞］カルセール人　［レベル］５　20

kalsu,f  xeak　kal/su

kaln  ［法律］陪審　［レベル］５　sorn

kalvaenan  ［魔法］貧蓄体　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

kalviidron  ［魔法］低晄圧　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

kalvien  ［音楽］メゾフォルテ　［レベル］５　19

kalfalis  ［筐堺］カルファリス　［レベル］５　rd:paal;kal/falis「正義の土地」　
22　［文化］　筐堺司：paal iiluuto　筐堺国：iiluuto, sereria諸島
kalfai  ［料理］弱火　［レベル］３　19

kalfia  ［芸術］イラスト、イラストレーション、絵画、図画、一枚の絵画　［類
義語］leis　［レベル］２　rd;ikal/fia「四角に収められた世界」　23

kalfial  ［名詞］絵本　［レベル］２　rd;kalfia/lei　24登録だが以前からあっ
た。
kalma  ［遊離副詞］［形容詞］しばしば　［レベル］１　19:古 kama（多い）から　［語法］
　aluut　【用例】　an in ke dels kalmal im soottook. 週末は大抵映画を見
に行く。　an kalma xa ra skolel im durne. 夜は大抵家にいる。
kalmant  ［宗教］カルマント派　［レベル］５　20:kama/lantis（多い（と思う）人）
　［文化］　サルト教の一派閥。語源自体はサルト教を指す。アルテを
実在だと考えた。
kalmam  ［生物］貧乳、ひんぬー、ヒンヌー　［レベル］４　rd;/　24　【用例】　ka
lmam et ludix da! tu et tam da! 貧乳はステータスだ！希少価値だ！
kalmabez  ［医療］頻尿　［レベル］５　19

kalmi  ［名詞］レギュラーキャラ　［音楽］ドミナント　［レベル］４　19:kalma　［語
法］　物語にレギュラーとして登場する人物。
kalmiyu  ［言語］カルミーユ　［アクセント］kalmIyu　［レベル］５　20:kalo/miyu（少
し変える）　［文化］　音と意味が変わるもの。
kalmo,f  ako、jenka　kal/mo（低い）
kalmedi  ［地名］カルメディ　［軍事］カルメディ戦争　［レベル］６　20:skald
ia/median。カルセールのカルではないので注意。　［文化］　スカルディ
ア・メディアン国境付近で、３０００年戦争の舞台となった砂漠地帯。
kald,fv  ped　e

kaldaiz,fv  kad　kal/daiz

kaldiret  ［法律］軽犯罪　［レベル］４　20:19:ridia:arbaxelt

kaldilf  ［化学］弱アルカリ性、弱塩基　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

kaldia  ［地名］カルディア、幻界、人工世界カルディア　［レベル］２　21:
古 kal/dia（夢幻の地）　［語法］　アトラスは惑星、レカイは「この世」、
アルデルは「あの世」。カルディアはレカイとアルデルの総称。アル
カルテとの違いはユマナを含まないこと。　［文化］　＜カルディアの
基本方針・芸術性と嗜好・価値観の相違＞　　・「リアル異世界ファ
ンタジー」と「経験主義」　　カルディアの基本方針は「リアル異世

界ファンタジー」である。理論上はファンタジー要素が１個のとき、
最もリアリティが高くなる。架空の要素が少ないほど現実の要素が
相対的に増えるためである。カルディアでは viidのみを公理として
肯定し、そこから神や魔法などを演繹させている。リアリティが高
まることのメリットはその世界がまるで本物であるかのように感じ
られる点で、これは没入感等に貢献する。デメリットは作成に手間
がかかる点である。　星の形や大陸の大きさなど、アトラスの環境
は地球に似ている。もしアトラスが火星の位置にあったら人間は生
存できない。また、もし陸と海の比が８：２だったら人間の生きら
れる気温にならない。さらにパンゲア大陸の崩れ方もある程度プレー
トなどから定まり、恣意的ではない。リアリティを高めていくと自
由に弄れる部分は案外少なくなる。　１００％リアルにすると地球
のコピーになってしまうので、ある程度学問的に矛盾のないか少な
いレベルでオリジナリティを持たせ、いわゆる遊びの部分を作る必
要がある。こうした方針に基づいてアトラスはできている。もちろ
んほかにも異世界の作り方もあるだろうしそれは否定しないが、あ
くまでカルディアは「リアル異世界ファンタジー」という基本方針
を遵守している。　　もうひとつの基本方針に「経験主義」がある。
セレンは環境が人間社会に与える影響力を高く評価している。簡単
にいえば、例えば地球をもう一度作っても日本に当たるところには
日本語のような言語ができるだろうし、地球のような星があったら
日本に当たるところの言語は日本語のような言語になるだろうとい
うことである。中にはそう思わない人もいるだろうが、カルディア
はこの考えに即している。　アルティア語が日本語のような構造を
しているのもこの考えに則している。もちろんあくまで異世界なの
で、リアルに作り込んでいっても作者の側で自由に設定できる余白
も存在する。そういった遊びの部分は例えばアルティア語の京極が
ヴェマ発祥でなくアルティア（ハーディアン）発祥であることなど
に現れている。　同様に、用言である動詞と形容詞が日本語では互
いに異なる活用を持つ一方で、アルティア語では同一の活用を持つ。
これもまた余白の部分でできるアレンジといえよう。もちろんこの
アレンジも適当に取ってつけたわけではない。日本の隣国である韓
国では動詞と形容詞が活用を共有する。アレンジをするにもなるべ
く風土の近いものを調査して行っている。ラテン語がカッコイイか
らという理由で無理やりラテン語の特徴を持ってくるようなことは
しない。リアル異世界もそうだが、この辺りは極度の神経質のなせ
る業ということができよう。　　個々の人間は環境に逆らおうと思
えば逆らえるが、人間全体でみればそんな天の邪鬼は少なく、環境
に黙って適応するほうが圧倒的に多いため、個人の意思に関わらず
社会全体は環境に沿って作られる。　衣食住は分かるだろうが、セ
レンは言語にもある程度これが及ぶと考えており、大学院のテーマ
も風土が言語に与える影響についてであった。これは言語学の潮流
ではなく、無視されたテーマのひとつであった。証明のしようがな
いからというのが理由のひとつである。しかし現象が存在する以上
は理由があるはずで、研究の対象である。だが成果の出しようがな
ければ研究者によって無視されるのはやむを得ないのだろう。それ
でも世界や言語を作っていたセレンにとってはこのテーマは興味が
あった。　風土と言語の関係というと、例えば中国語は南に行くほ
ど声調が多く、印欧語は北に行くほど母音率が下がる傾向にある。
なぜ東西ではないのか。なぜ声調数がランダムにバラけないのか。
なぜ南北なのか。南北で風土というと気候ということになるが、ラ
ンダムに声調が配置されない以上は気候が言語に何らかの影響を与
えていることは確からしい。だが言語学はこの現象にそれ以上物を
言おうとしない。　風土と言語が関わっているのならカルディアを
作ったときにアルティア語は日本語風にすればよいという指針が持
てる。指針がないと何語風にすればリアルな異世界になるのか分か
らない。それでセレンにとってこのテーマは重要であった。　この
テーマを支えるのは環境決定論であり、広く言えば経験主義である。
従ってカルディアの基本方針に経験主義が挙がっている。　　・芸
術的嗜好性　　確かに作者側で弄れる遊びの部分は少ないが、少な
いからこそその部分を大切に作り込めるという見方もある。どうせ
作るのだから遊びの部分には理想や嗜好を反映させたい。ここは作
者の意思が明確に現れる部分といえる。　アルカとカルディアは日
常生活を送ることにも用いられるが、むしろ芸術用途に向いている
とセレンは考えている。従って遊びの部分は主に芸術的視点で作ら
れることになる。例えばセレンは世界中の様々なデザインを見た結
果、結局のところ和風とフランス風が好きだという結論に達した。
北欧のデザインが好きだという人がいるのももちろん分かる。ただ
セレンの場合、奇しくも自分の血に嗜好が沿っていた。理由の内訳
は血が半分で、物事を穿って見ない性格が半分だと感じた。　その
嗜好が反映されているので、アルバザードはフランス風なデザイン
のほかにカレン県経由の和風なデザインが存在する。別に風土的に
はカレンはアルティア人でなくてもよいのだ。もちろんアルティア
人が住んでいるのは彼らが smで大きな軍事力を有していたからとい
う歴史的な理由がある。だがそれでもメティオ人が入っていけない
理由はない。このように、遊びの部分をどうするかは嗜好が大きく
影響を与えているといえる。矛盾が生じない程度であれば嗜好を反
映させるのは問題ないし、モチベーションを維持できる。　文字に
も嗜好が絡んでいる。アルティア人に京極を与えたのは歴史的な理
由以外にも作者の理想がある。意外かもしれないがセレンはアルカ
と同じくらい日本語が好きで、甲乙の付けがたい存在と考えている。
その日本語はほとんどの語彙を中国語などの外国語から借りている
が、もし日本語が和語を巧く発達させ、かつ漢字も借りずに独自に
漢字のような文字を作っていたらどうなっていただろうかと考える
ことがある。またセレンはアルファベットのデザインも好きだが漢
字のデザインも好きで、どちらにも良さがあると考えている。だか
ら幻字のほかに京極のような文字を望んだし、それが地球で中国に
相当するヴェマでなく日本に相当するアルティアの文字であること
に面白みを覚えた。　アトラスの場合、ヴェマはサールの本拠地で
あったため、幼字から脱却することは政治的に難しい。一方アルティ
ア、当時のハーディアンは神との繋がりが弱く、かつ大陸の端とい
う防衛に適した位置にあったことからも独特の文化を生むのに適し
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ていた。京極がアルティアの文字であることにはそれなりの理由が
ある。ただ最終的な理由は嗜好によるものだろう。例えば京極がで
きたのがケヴェアの辺境でなかった理由はないからだ。なぜいくつ
かの矛盾しない選択肢の中からアルティアが選ばれたかという点に
関しては嗜好が関与しているといえよう。　　・価値観　　また、
セレンとリディアは２０代後半までは自分の正しいと思う価値観以
外を世界から排他するタイプの人間だった。しかしその後自分の嗜
好を遊びの部分では優先させるものの、遊び以外の部分ではリアル
に即して作っていくという方針に転換した。自分の嗜好よりも世界
の安定を優先させた結果である。どんなにリディアのことが好きだ
ろうと彼女と自分は別の個体であり、同じ価値観を共有することは
できない。メルやルシアについても同様だ。その個体と関係を持ち
たいと思うのならば、異なる価値観を受け入れる必要がある。ゆえ
に異なる個体が共有する世界はある程度寛大でなければならないと
考える。そして寛大であるがこそ、様々な作品が創れる。　　・混
血児リディア　　混血児は日本ではモテるが欧米ではモテない。リ
ディアはモテずに暗い思春期を過ごした。どこにも自分の居場所は
ないと感じ、どの国にもアイデンティティがないと感じた。だから
自分のための世界を作ろうと考えた。もしリディアがモテモテだっ
たら、カルディアは存在しなかったろう。劣等感はバネになる
kaldes  ［代詞］［gano］ウチらの　［レベル］１　21:ovi?:kalat/antesの es

kaldemi  ［音楽］アンダンテ　19

kalp  ［生物］手指を曲げて凹状にした手のひら、握りかけた手のひら、
手のひら、手の平、掌　［動詞］yulを把握する、把握する　［言語］把握
　［類義語］wis　［レベル］３　古 sorn:この手で何かを掴むときの「かる
ぷっ」という音から。日本人には分かりにくいが、口でものを「かぷっ」
とはむ時の音のイメージに近いのかもしれない。　［文化］　nakleldfel

kalpdia  ［植物］芙蓉、フヨウ　［レベル］６　nd;kalp/diain　22

kalpase  ［料理］薄力粉　［レベル］５　rd;/　23　［文化］　pase

kalpafia  ［アトラスの国家］カルパフィア　［レベル］５　19:ridia:「橋となると
ころ」
kalpafiatike  ［地学］カルパフィア海流　23

kalb  ［名詞］世の常　［物理］次元　［レベル］３　13:制 :古 :kalbu（世界）　kalb
u:kalbu
kalbu,f  il fia　kal/bu

kalha  ［名詞］規模。抽象的な大きさ。　［類義語］tus　［レベル］３　20:kalhan（広
いところ）
kalheim  ［宗教］修道会、修道院　［レベル］４　zg　22

kalyutan  ［魔法］半導体　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

kalyum  ［名詞］カリューム、双子宇宙。カルディアとユマナの総称。
arxeと sornでいう adiaのようなもの。　［アクセント］kalyUm　［レベル］３　
lt;kaldia/yumana　23　［文化］　myulkalm

kalyudia  ［名詞］孤児院、カルユディア、カリュディア　［類音］kaldia。言
葉遊びでカルディアと結びつけるのに使える。　［レベル］３　22:古 kalto
などと同じ造語。「孤児の場所」
kalzas  ［エルト］悪心カルザス　［名詞］６時　［名詞］南　［交通］カルザス通り　［音
楽］ファ　［組み数字］６/１２　［類義語］kal　［レベル］２　meltia 4:kalzas;e　古
　［文化］　アルミヴァの６番目。エルトの左腕から生まれた。悪い心
を司る。エルト神の破片から生まれた。ルフェルとダルケスの父で、
コノーテの夫。エルトを支配していた。デームスと戦い、大きな功
績を挙げる。ラヴァスになってルフェルが力を付けると彼女を初の
エルトの王に立てた。ヴァルファントに挑み、知略で勝ち、ヴァルファ
ントを従えた。本人は王にはなれなかったものの、娘のルフェルが
王になった。知的で狡猾で好奇心旺盛。
kalzaskuver  ［名詞］流言飛語、流言蜚語　［類義語］fiemez　［レベル］４　22　［語
法］　alの yumiklなどに見られる悪意のある嘘の悪口のこと。しばし
ば現実に沿わない嘘であり、基本的に悪口であっても本当のことな
ら kalzaskuverとはふつう言わない。
kalzasapa  ［ユマナ］［音楽］ヘ音記号　［レベル］５　19

kalze  ［名詞］市庁舎　［レベル］５　kk;kalte.k　24

kalzeele  ［軍事］カルゼーレ、漿座　［レベル］５　20:kalte/zelo　［文化］　ア
ンジェリカ脳内のコクピット。ヴェルディエルで満たされ、ディア
メルが壁面から出ている。
kalzeele(2)  ［人名］カルゼーレ、斬吹、きりぶき　kk;kalzeele,lolos<>kilse
les。訳語は kil（切る）/seles（息吹）→キリイブキ→キリブキ→斬吹
から来ている。　23　［文化］　暗殺者の大家。kkの lolos発祥の家だが、
rd以降本家をアルバザードに移した。初期は弓だけでなく忍者道具
のくないや手裏剣といった飛び道具を好んだが、gleaの発明以降は銃
火器を専門に取り扱うようになった。カルゼーレ家の者は遺伝的に
ユノとノアに恵まれるが、ヴィルには恵まれない。従って gleaの使
い手は少ない。ただし偶に多大なヴィルを持って生まれる女がおり、
この場合ユノ、ヴィル、ノア全てに恵まれることになる。このため、
カルゼーレ家の当主は伝統的に強力な能力を持った女性であり、典
型的な母系社会である。
kalwa  ［地学］高山、霊峰、大山、特別な山　［レベル］２　赤 :手のひらの
形のような場所という原義
kalwa,f  wal　kal/wa「手の形のような場所」
kalwakad  ［地球の国名］ネパール　［レベル］６　19:国旗にエベレスト
kalli,f  klik
kallil  ［化学］フランシウム　18:制
kala  ［動物］ムカデ　［レベル］２　古 :kala、kamalua（たくさんの足）
kala(2)  ［植物］ハギ、萩　［レベル］４　rd;alt　22

kalas  ［代詞］［gano］ウチら　［レベル］１　21:kmiir:koletと似るため <kalat:21:ovi

?:kola/te
kalasl  ［化学］弱酸性　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

kalan  ［ジョブ］武士、武者、カラン、侍、サムライ、さむらい　［反意語］
kalen　［レベル］３　sm;alt<kalan<kalu<kili　「刀の人」　20　［文化］　→ altian, 
lolosan　smのアルティア人の間に virが少なく noaと yunoの多い遺
伝子が普及する。その結果魔導師がほぼ絶滅。戦闘は男だけが引き
受けるようになり、女は家に押し込められるようになった。　アル
ティア人はヴィルを持たない代わりに強力なハノン等を持って生ま
れてきたため、剣士が非常に有力になった。豪族は有能な剣士たち
を集めて力をつけ、成り上がっていった。有事の際に豪族を守ると
いう名目で剣士を雇い、普段は奉公させその見返りとして石高を与
えた。こうして封建制ができあがった。　このとき剣士たちはカラ
ン（武士）と呼ばれた。カランに要求されたのは裏切らないことで
あり、すなわち忠誠心である。また、常にカランは誠実であること
が求められた。ここから忠義を尊ぶ武士道精神が生まれることとな
る。領主と武士の結びつきは強く、生涯にわたって続くものであった。
　魔法という常識が通じないこと、あまりに文化的に差異があるこ
と、地理的に大陸の端であることから、アルティアは孤立した国に
なっていた。kkでは鎖国が実施され、ルティアから貿易の打診を何度
も受け続けた。　smで業を煮やしたルティアがアルティアに開国を
迫ると、開国派と鎖国派に分かれて内乱が起こった。結局鎖国派が
内乱に勝利し、攘夷を決行。カランの軍団を率いてルティアに攻め
入り、圧倒的な刀の力でルティアの魔法兵団を切り捨てる。　フラ
ンディール（現トモエ）陥落後、ルティアは現領土の西半分を明け
渡すことで和平に同意。こうしてアルティアの文化がルティアに入
り、武士やアルティア人の服装がルティアに入る。元来ルティアは
寒い地域なので、アルティア式の合わせを持った服は着ない。しか
しこのときのことが原因で、現在ルティア人は袴や浴衣のような服
も着る。　　カランの戦闘方式は剣による集団戦法である。１０人
程度からなる小さな隊を複数組み、組長の指揮の下に動く。隊の規
模が極めて小さいため、機動力に優れる。地上では馬を使って移動
し、長距離は飛空する。戦闘時には馬を降り、剣で戦う。機動力を
重視するため防具はほとんど着けず、下記の画像のような服装で戦
う。　カランの持つ剣は kali（刀）であり、アルティア産の刀は世界
一優れている。rdではリュウがほれ込んで愛用した。　刀の威力は
絶大で、特に卓越した武士にかかれば、魔導師がいくら魔法で防御
しても防壁ごと斬り捨てられてしまう。　rdになるとルティアが勢
力を強め、現在の領地を取り戻す。　カランの性格は武士道を重んじ、
非常に寡黙で恥を恐れる。しかしプライドが高すぎて刃傷沙汰にな
ることがある。また、集団になると始末に負えない点があり、一人
一人は大人しいのに戦場になると急激に残忍になる性質を持ってい
る。そのため、ルティア人虐殺など、歴史に汚点が散見される。　　・
下位区分　　戦場における武士の各部隊は galumaという。ガルマは
カランとアマガタリで構成される→ amagatali　武士は上級、中級、下
級にランク分けされる。下級は「裾持ち」という意味の saewali、中
級は「石切り」という意味の honokali、上級は「天薙ぎ」という意味
の solamakiliと呼ばれる。　画像は石切りの服装。刀は左に一本。帯
と長い鉢巻。髪は結って上げる。色は裾持ちは黒青、石切りは赤茶、
天薙ぎは黒灰となる。　このうち上流から精鋭九十九人を選び、王
の親衛隊を作る。この親衛隊は kamulu（守る）の名詞形 kamuli（守護）
の転で kamuiと呼ばれる。訳語には神威を当てる。　数が九十九人な
のは王自身を百番目にして最後の守護者として計上するためである。
　戦時には kamuiの半分の５０名が国外に出て、残りが国内での役務
につく。　神威は浅葱色の羽織と袴を着ている。国外を務める５０
人の総大将は新橋色の羽織を纏う（国内は言うまでもなく王）。　新
選組と違って浅葱色の服などは平時から着られる。といっても常に
着ているわけではなく、適宜黒い袴とやうちきなども着る。
kalanlab  ［名詞］滅私奉公　［レベル］３　22

kalamiti  ［形容詞］神に守られた、神に認められた、神の加護を得た　［反意語］
kalsifar　［レベル］３　20:ridia:古 kal/古 amiti「神とともにある光を与
えられた」　［語法］　アルデの一族とは限らない。むしろ魔方にとって
はしばしば悪魔属を指す。　【用例】　artena kalamiti 神に護られし召喚
士
kali,alt  kil, frei wen
kalis  ［副詞］［形容詞］わずかに、気持ち　［レベル］１　20:kal/lis。tinkaから
tinが来ているように、隣同士語源的に相関関係を持たせようとして、
kalから kalisを作った。この点が頻度や確率とは異なる覚えやすさに
なっている。　［語法］　vart

kalismam  ［生物］微乳、ちっぱい、チッパイ、ちっぱいぱん、チッパイパ
ン、ペチャパイ、ぺちゃぱい　［レベル］４　rd;/　24

kalin  ［魔法］宿木、架琳、鳥居、とりい、トリイ、ヤドリギ　［伝統色］朱色。
陽命朱が塗られて経年変化するとこのように退色する。さらに経つ
とこの色からも外れる。　［レベル］３　sm;alt <>kal/i「見るところ」門に
立って外を見ることから。　21　［文化］　eska

kalivn  ［音楽］メゾピアノ　［レベル］５　19

kaliz  ［地名］カリーズ、カリズ、カリーズ市、狭処市　［交通］カリーズ駅　［ア
クセント］kalIz　［レベル］４　22:「小さなところ」　［文化］　名前に反してカリー
ズ市は大きく、人口密度も高い。駅はジャンクションで、幻環線を
始めとする国鉄や私鉄の線が走る。
kalil  ［名詞］墓　［レベル］２　fv　赤 :ridia:kalil（墓）。kalは場所。ilは全
てという意味で、全員の意味。kalilは ｢全ての者が行き着くところ ｣
の意で、即ち墓。　【用例】　an ker kalil e fio (ant) ok laal (ant) man vo
rtsel luut sesil luna. 祖父の命日が近いので母と墓参りに行く途中だ。
kalil,szd  vert　><kalil

kalie  ［建築］アトリエ、工房、執務室、書斎、カリエ　［レベル］３　20:
古 kal/ie（左右に並んだ部屋）
kalie t'alis  『アリスのアトリエ』、カリエ・タリス　20　［文化］　rdの



47 kaankalie
錬金術士アリス＝アンシャルの日常をコミカルに描いた小説（予定）
kalo  ［形容詞］少ない　［反意語］di　［感動詞］おしい、あと一歩　［レベル］１
　f:elt;kama.k。「多い」の kamaの音を一部変えることで対語を作った。
　赤 :kalと混同するかと思ったが、miik kaloを程度を表す miik kal
（ちょっとリンゴ）で解釈することはないので古アルカのまま採用し
た。　kalo:kalo　【用例】　lan kalo 少ない人数、少人数
kaloxalten  ［哲学］［言語］ローコンテクスト、低コンテクスト　rd;/　23　［語
法］［文化］　dixalten

kaloxite  ［親族］小家族、核家族　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　小
家族と核家族を日常的には区別しない。
kalon  ［ポジティブ］［名詞］質素、倹約、慎ましやか、つましやか、倹しやか
　［類義語］yed　［レベル］３　cv;kalo.k　21　::kaloa

kalontyua  ［企業］カロン・テュア　［レベル］４　21　［文化］　ユニクロに相当
する企業。
kalovaik  ［名詞］小部分　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

kalomiyu  ［形容詞］変化に富まない、単調な、退屈な、安定した　［反意語］
dimiyu　［レベル］３　19

kalogand  ［経済］寡占　［レベル］５　19

kalopit  ［形容詞］種類が少ない　［反意語］dipit　［レベル］４　19:ridia:arbax
elt
kaloyulian  ［環境］少子化　［レベル］３　19

kalol  ［魔物］カロル（巨蛇）：第五十天：雷の巨天　［レベル］５　19:ridia/
seren/mel:kai/lolo　［文化］　爬族。雷を帯びた大蛇。通常の青大将の直
径と長さを１０倍にした大きさ。恐ろしい怪力で敵を絞めつけ、そ
こに電気を流して敵をしびれさせ、確実に逃がさないようにする。
そして毒の牙で獲物を仕留める。飛べないが、地を這う速度は予想
外に速い。蛇というのは意外なほど早く動く。
kalolifa  ［地球の星座］［ユマナ］うみへび座　24　［文化］　ifa

kaloa  ［組み数字］７/１０　［哲学］素　［医療］肝　［歳時記］丁、ひのと　［レベル］
４　rd;kaloa,szl　21　::la kaloa
kaloa,szd  kalon　kalon,cv.l

kaloakan  ［生物］［医療］肝経　szl;/　24

kaloaltuk  ［名詞］［形容詞］凶作　［反意語］dialtuk　［レベル］３　20

kaloeetan  ［経済］貸借対照表の少数持株分　19

kalen  ［ジョブ］カレン、技術者、技工士、技師　［電算］神、ネ申、プロの
犯行　［反意語］kalan　［レベル］３　20:古ハーディアン語「刀を持たないも
の」　［文化］　ハーディアン人、特にアルティア人は非常に器用で職人
気質であり、力の弱いものは武士にならず技師になることが多かっ
た。技師は刀を作ったり服を作ったりしていた。　現在カレンはそ
の気質を活かし、アニメや漫画などの細かい芸術作品を生産してい
る。アルティア人の作るサブカルは世界一で、仕事は早いがいい加
減というアルバザード人は舌を巻く。　【用例】　we (axte tu et yut kal
en a! ちょｗこれプロの犯行だろｗ
kalen(2)  ［地名］カレン、火憐、カレン県　［地名］カレン半島　［レベル］３
　21:ridia:kal。半島が刀の形をしていることから。訳語はセレン。　［文化］
　アルバザード南端、アゲイト島の西に位置する半島。また同半島
に存在する県の名。　アルバザードはルティア系の人間がアルシア
に多いが、sm以降アルティア人がアルシアに流入。しかしアルシア
は強固なルティア社会だったことと気候が彼らに合わなかったこと
から、アルティア人の移民は南下して同半島に入った。　カレン南
端の緯度は東京とほぼ同じかやや高い程度であり、日本と気候が変
わらない。アルバザードの内陸部で最も温暖な気候である。アルティ
ア文化が花咲き、地球的にいえば最も和風な県である。　同じ国内
でも文化圏や気候の違いから外国並みの扱いを受けている。ふつう
のアルバザード人の感覚ではケートイアのほうがよほど自国に感じ
られる。
kalensia  ［地名］カレンシア、カレンシア王国、幻凪国、幻凪　sm;kalen/sia「カ
レンの国」　［レベル］４　22　［文化］　1102 アルティアがアルバザード南
部を支配。カレンシア王国が建国される。最大版図は北はワッカで
東はカテージュ。アルティアを本国ないし宗主国と称し、アルティ
ア王への忠誠を誓った。　1590 ベルガンドの猛攻によりカレンシア
が弱体化。　1605 弱体化していたカレンシアにbgが猛攻をしかける。
これによりカレンシアはアルバザードへ吸収される道を選択。カレ
ンシアは亡国する。この時点でアルティア本国へ帰ったものもいれ
ば、残ってアルバザード人となったものもいる。少数ながらベルガ
ンド側に亡命したものもいる。　　sm中期にできたアルティア人の
国。アルバザード南部を征服し、最大版図は北はワッカで東はカテー
ジュ。建国以降、凪紗はアルバザードの中央政府にも官僚を輩出し、
アルバザード辺境部の領主なども務めた。もともと ly, lsを継承して
客観的把握をする言語だった arは主観的把握をする凪霧の影響を強
く受け、主観的把握を取り入れるようになった。しかし根底には客
観的把握があるため、アトラス初の二重把握という認知様式を獲得
するに至る。　sm後期で arと ltの勢力が強まるとカレンシアは領土
を狭めていき、rdでは凪霧を解するアルバザード人は北部を中心に
減っていった。　また sm後期の 1473には bgによってカテージュが
陥落される。これによりカレンシアはアルバザードとの同盟を強め
ている。しかし結局国力の弱体化は避けられず、ついには rd(1605)
でアルバザードに吸収された。　国は滅んでも凪紗はむしろ時代を
追うごとにアルバザード全土へ薄く広がっていった。現在ではアル
バザード人は一般に ltは学んでも altは第二外国語でしかない。従っ
て altで話されても理解できない国民が特に北部には多い。だがアル
カが arから継承した二重把握はカレンシアの亡国後も失われず、現
在でも生き続けている。
kalensian  ［言語］カレンシア方言　［名詞］カレンシア人　［レベル］５　22　［文
化］　altiaren

kalenfalxe  ［名詞］カレンの恋人　［料理］カレンファルシェ、琥珀羹、琥珀糖、
琥珀菓子、錦玉　［レベル］４　21:ridia　［文化］　smのカレンに住む少女
とカテージュに住む少年の悲恋の話。双方の親が仲が悪く、二人の
結婚を認めなかったために、二人は駆け落ち。双方の親が相手側の
子供に刺客を放ち、追われた彼らは最終的にカレンの隠れ家に自ら
火をつけ自害。ここからカレンの訳語が「火憐」となっている。　
また、同時にカレン県発祥のお菓子の名産品でもあり、琥珀羹のこ
とである。smで作られた。
kalenpind  ［医療］松葉形。管鍼法に使う。カレンシアで管鍼法ができ
たことから。　rd;/　24
kalenzard  ［筐堺］カレンザード　［レベル］５　rd;kalensia/arbazard　22　［文化］
　筐堺司：seren arbazard　筐堺国：arbazard, 旧 kalensia, ageit
kaled,vx  erfi
kaledvulf  ［交通］［アイテム］［魔法］カレドヴルフ、飛銀竜、飛竜艇カレドヴ
ルフ　［レベル］６　rd:ridia;kaled,vx/vulf,vx　24:ridia　［文化］　→ faldi
as　rdでリディアがラグナロクと神々に依頼してセレンのために作っ
てもらったセレン専用のファルディアス。　セレンの持つ尋常なら
ざるユノをスピードに反映できるようオーダーメイドされた一機。
装甲も堅牢で、軍事利用にも向いている。ギア数（飛水晶数）は通
常の飛竜艇と同じく六速まで。しかし飛水晶の質や機体の質が特別
で、セレンの持つ異常なユノに負けない仕様になっている。　通常
の飛竜艇の最大速度が時速２５０ｋｍであるのに対し、カレドヴル
フの最大速度は時速５０００ｋｍに達する。ただ時速４万ｋｍに満
たないため、アトラスを脱出して宇宙に行くことはできない。あく
までアトラスで用いる乗り物である。　なおカレドヴルフは「甘い
風 (xiiateeze)」という特殊機能がついており、体に受ける風の抵抗
を魔法の力で１００分の１程度まで抑えてくれる。従って最大速度
で走っても時速５０ｋｍのバイクと同じ程度にしか風の抵抗を感じ
ず、すこぶる快適である。　ちなみにカレドヴルフは武器ではない
ため、セレンの愛車ではあるものの、ヴァストリアではない。
kaleria  ［ランドマーク］カレリア水族館、紫灯水族館　［レベル］５　20:ridia:
古 kal/eria（水の場所）。「紫灯」ブラックライト　［文化］　大航海時代
にできた水族館で、革命後はランスケルンの西部にある。ネブラ＝
ミルフにあり、ランスケルンに接している。ブラックライトなどを
使った薄暗く幻想的な雰囲気なため、カップルに人気。男子学生に
とっては、女子をランスケルンに誘うのは比較的気軽にできても、
カレリアにはなかなか誘えず、勇気がいる。女子側もそれを知って
いるので、カレリアに誘われると、相手は自分にかなり気があると
判断する。
kalel,szd  ver　kalil.k

kaleiwa  ［アトラスの国家］カレイワ　［アクセント］kaleiwA　［レベル］５　19:ridia:
左右対称な土地（左右対称な山があり、その間の長い谷を通って国
に入る）
kaleeze  ［建築］東屋、休憩所、カレーゼ　［レベル］４　20:kaileeze（大傘）　［文
化］　東屋のように休めるところ。屋根があって、その下にベンチが
あり、日かげで休むことができる。この屋根を傘に見立てた命名。
kalu,alt  kil　<>kili

kalul  ［魔法］活性剤、カルル　［レベル］６　20:古 kulul（作る）　［文化］　錬
金術において溶質を溶媒に入れたときに、それだけではアディスト
が生じない場合に、アディストを生じさせるために入れる物質。溶
質と溶媒を活性させて反応させる働きを担う。
kalua,f  tier　kal（場所）/a（海）
kaluak,f  ake　kalua/ke

kalualoob  ［被服］バイコーン　sm;/　24　［文化］　smでできた。海兵が身に
付けたことから。
kaat  ［文頭純詞］そもそも、それに　［レベル］１　中期制 :古 kiito　【用例】　
"kaat, la leev sil vil em lena i seles im la es kant a mav" 「それに、大
人になったころには、もう私たちから離れられない身体になってい
るわ」
kaak  ［文末純詞］［arden］kok　［レベル］１　21:kok

kaax  ［動詞］yulを lexだと認める、認める、承認する、認証する　［普通動
名詞］承認、認証　［レベル］２　古 :kaax（はいと言う）　［語法］　「彼を認める」
など、「よく評価する」という意味のときは、an kaax la et totoのよう
に具体的に述べる。an kaax la単体だと単に「何がしかを認める」であ
り、「よく評価する」という意味になれない。
kaan  ［親族］父、父親　［反意語］laal　［レベル］２　rd;kaan.l　18:赤 :kyan　kyan
:kyan:lu aan　［文化］　laal　・父親と子供と妻　　一般的に、アルバザー
ドの父親は日本ほど子供に干渉しない（もちろん、中には子供好き
もいる）。夕方には家に帰るわりに、子育てにはあまり参加しない。
父親の関心の７割は妻に向いており、子供に３割といったところで
ある。　日本人は一般的に妻に関心を払わないが、アルバザード人
は妻に一番の興味を寄せ、妻の機嫌を取ることに時間を費やす。機
嫌を取っているかぎりアルバザード人の女性は貞淑で従順で家事も
効率よくこなす。　アルバザード人の妻は機嫌を損ねても表面上夫
に逆らわない。その代わり、仮病を使う。精神的に具合が悪いなど
といって（厳密には嘘ではない）、部屋に篭って泣きはらし、子育て
を放棄する（姑がいるからできる芸当）。この国ではたいてい姑は嫁
の味方をするので、夫は自分の母親からも叱られる羽目になる。そ
のため、夫の関心は常に妻に向き、子供に向く余裕がない。　　・
避難場所としての父親　　子供、特に娘にとって父親は避難所であ
る。母親は父親の前では可愛い女の顔を見せるため、鬼のように怒
る母親から逃げるために、父親のところへ逃げる。しかし父親は「母
さんの言うことを聞きなさい」と言って適当に追い返す。　アルバ
ザード人は家庭を持っても趣味を止めないため、父親は趣味を続け
る。たいてい父親は子供が fianalになると自分の趣味に誘う。ここ
で子供が同じ趣味に適応できれば、そこで初めて父親は子供を大い
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に可愛がるようになる。これは友達づきあいというより師弟関係に
近い。同じ趣味を持ち、自分が師となり、子供を弟子とみなす関係
で、親子のそれではない。子供が「そんなのつまんないよ」というと、
父親は子供に関心を持たないまま子供は成人する。　　・父親と娘
　　一般に子供、特に娘は父親になつくが、父親は娘より妻に関心
を示す。ただし息子に比べるとアルバザード人男性は圧倒的に娘を
可愛がる。つまり父親は妻＞娘＞息子の順で愛するのが慣例である。
　娘は幼く話題も合わないので、父親は「小さい人が家にいる」く
らいにしか考えていない。娘は「パパはママから私を守ってくれる
ので、なんとか好かれよう」と考え、同じ趣味に手を出すことが多い。
趣味が一致すると、父親にとって「この小さい少女は面白い人間だ」
という認識になり、会話をするのに値する人物になる。　えてして
会話が成立する３歳ごろから父親は娘を本格的に可愛がりはじめる。
蜜月がピークに達するのは５歳ごろで、そこから関係は徐々に冷え
ていく。　日本の漫画では娘や孫に褒められてでれっとするシーン
が散見されるが、アルバザードの父親は娘に褒められるより妻に褒
められるほうを喜ぶ。　一般に、父親は娘の性的なシーンを強く拒
絶する。オムツを取り替えるのも嫌がるし、風呂に一緒に入るのも
ためらう。頑張っても９歳までしか一緒に入らない。風呂後に娘が
裸で走り回ったりすると「はしたない」と言って叱る。　　父親が
娘に対して一歩引いて接する反面、娘は一般的に父親が好きで、日
本と違って思春期でも父親に憧れたままというのがふつうである。
日本人のように「洗濯物を一緒に洗わないで」とか「お父さん汚い」
と言った発言はない。そもそも、その発想自体がアルバザード人の
娘にはない。むしろ逆に、家庭内で娘の下着が干してあったりする
のが目に入ると、父親は気まずく不快に感じる。　娘は幼い頃は父
親と結婚したがり、母親を排除しようとすることすらある。父親に
懐いてくるのは生涯続く。一方父親は生涯通じて妻に関心があるた
め、過剰に甘えてくる娘を適度に引き離すことが多い。　特に１０
歳を過ぎると父親は娘と一歩距離を置いて、女性として扱うように
なる。娘は父親に近付こうとするが、父親のほうが距離を置こうと
する傾向にある。思春期以降、父親が娘に行う接触はハグや頭撫で
撫でやキスなど、狭い範囲に限定される。（身体接触自体を好まない
日本人や凪人にとってはこれでも親密に見えるが）　また、たいてい
の娘にとって理想の男性像は父親である。それは子供のころから母
親や周囲の人間が、父親がいかに偉大かを吹き込むためである。　
日本では母親が父親の悪口を子供の前で言うことがあるが、アルバ
ザードでそれをすると完全な悪妻となる。母親は子供の前では常に
父親は偉大だと吹き込むことが美徳とされ、子供の前で父親を貶す
などあってはならないとされる。　たまった母親のフラストレーショ
ンはたいてい夫本人か、あるいは母親の両親へ持ち込まれる。する
と母親の父、つまり夫から見た舅が怒る。夫はそれが怖いので、妻
をなるべく怒らせないようにするという好循環が生まれる。　　・
父親と息子　　父親は娘に比べ、息子をあまり可愛がらない。息子
に対しては壁として立ちはだかり、「いつか俺を倒して越えてみせろ」
という態度で臨む。息子はそんな父親を偉大だと思うと同時に、怖
いとも感じる。　父親にとって息子は後輩と部下とライバルと後継
者を合わせたような存在である。立派に育て上げ、いつか自分を越
えさせようと考える。　　・夫と姑　　→ laalの通り、アルバザード
人男性は総じてマザコンがデフォルトなので、何かあれば夫は姑を
優先する。しかし姑はここで息子を味方に付けると、「嫁が家出する
のでは？」と危惧するため、あえて嫁の味方をする。　従って嫁と
姑が仲違いした場合、たいてい次のようなパターンで事態が解決さ
れる。　１：嫁が姑と喧嘩する　２：嫁が夫に相談する　３：夫は
姑の肩を持つ→嫁、発狂　４：３を見てカタルシスを得た姑が満足
し、嫁の肩を持ってやる　５：姑から華を持たされた嫁がカタルシ
スを得て、問題解決する　６：夫にだけフラストレーションが残るが、
男なので我慢する
kaansel  ［歳時記］父の日　［レベル］３　20　［文化］　20年にアシェットがユー
アをもとに制定。日付は dia nen。この時期はちょうど冬至ごろで、
日本同様かぼちゃを食べる風習があり、娘や嫁がかぼちゃ料理を父
親に振舞う。ビタミンＡの効果で粘膜が強くなり、風邪を引きにく
くなる効果があるため。また、父親のために柚子湯を入れる。
kaanmilx  ［俗語］母子家庭、ボッシー　［類義語］mikaan、mikaanra　［レベル］４
　rd;/　23
kaana  ［名詞］(til)桃色の心。ゆかいな、楽しい、元気な、えっちな、思
い出深い　［レベル］３　19?:ピンクは膨張色。膨張色は輪郭がぼやけて
見える。過去の記憶は現在に比べ、ぼやけている。そこでピンクで
過去を指す。
kaaf  ［色］桃色、ピンク、カーフ。FF7F7F　［形容詞］桃色の、ピンクの　［レ
ベル］２　19:kaam e fulmiia　19:フルミネアの頬　komme:komet:la pulet

kaafkarma  ［植物］むくげ、ムクゲ、槿　［レベル］６　19:kaaf/karmain

kaam  ［生物］頬、ほお、ほほ　［名詞］左右片方のページ→ lei　［類義語］hark
am　［レベル］１　古　::puul　【成句】　fab kaam 頬を膨らませる。怒ったり
不満に思ったときの子供っぽい仕草。　kaam fiv 痩せこけた頬。fab
の反対なので。　kaam fab 膨らんだ頬。ぷーっと膨らませた場合と太っ
てこけてなく肉がついた場合とがある。　an til kaam fab im tuo man 
es jax. 最近太ったので頬が太った。
kaamnis  ［生物］えくぼ、エクボ、笑窪　［レベル］３　20

kaamnim  ［美容］チーク、チークカラー　［レベル］５　21

kaambix  ［生物］頬髭　［レベル］４　22

kaamasex  ［動詞］yulに口だけ笑わせる、口だけ笑う、笑う。目は笑わな
い　［レベル］３　19:melidia axte:頬の筋肉だけで笑い、目は動かさない
ことから　［語法］　裏に秘めた意味や含みがあることを暗示する笑み。
kaamop  側注→ lei　22

kaad  ［名詞］兆し、お告げ、きざし、前兆、予兆、サイン、シグナル、
予言　［レベル］３　19:kaade　【用例】　☆ ko tek l'at met apiat kaad del alis lu
nak in. 一枚の落ち葉は秋の訪れを告げる兆しのようだった。

kaade  ［名詞］カーデ　［レベル］３　fulmiia:古　［文化］　rdでフルミネアが
作成した占い。また、その占いに使うカードの名前。タロットカー
ドのようになっているが、枚数は遥かに多い。歴史上の偉人や神な
どを絵柄にしている。
kaaden  ［名詞］運、ラック、巡り合わせ　［レベル］２　21:古 kaade/en

kaar  ［名詞］ブーム、流行　［レベル］３　16:制
kai  ［形容詞］大きい　［反意語］lis　［レベル］１　f;e　古　kai:kai:mal:malu,alt　【用
例】　［メタファー］kai yun kaila カイラのように大きな：韻を踏んでいる　
xiv kai 大きな声
kait  ［料理］栄養　［レベル］２　古 :kait（栄養）。｢大きくするもの ｣。
kaitkleima  ［名詞］カイトクレーマー　［娯楽］一機、自機の予備、あと何
機の機、エクステンド。kittoも可。　［レベル］２　fv　17:制 :古 :kaitkl
eimaa　［語法］［文化］　もう１人の自分。自分の中に居て自分を諌めたり
誘惑したりする。長いので通称キットと呼ばれる。
kaitim  ［生物］巨核球、骨髄巨核球　rt;/　24

kaitimsa  ［生物］前巨核球　rt;/　24

kaitimoe  ［美容］トリートメント　［レベル］４　vl;/　23にセレンが造語し
たがその後リディアの辞書を見たら同じ語形で既に登録済みだった。
　［文化］　リンスと同じ効果があるが、毛髪の内部にまで、タンパク
質成分が浸透できるので、ダメージ部分に栄養を補給する事ができ
る。 
kaik  ［動物］恐竜　［レベル］２　古 :大きい者
kaiko  ［動物］主竜類　vl;kaik.k　23

kais  ［経済］通貨　［類義語］anfan　［レベル］３　13:制 :kadgil　［文化］　→ anfan
　アルバザードの通貨は solt。ルティアの通貨は mian。アルティア
の通貨は gin。メティオの通貨は naazel。ケートイアの通貨は gilia。
ヒュートの通貨は gilius。　　最初の貨幣はアズゲルで生まれた。
これに伴い月なしの存在した不完全なメルティア暦の太陰太陽暦が
改められた。
kaisia  ［音楽］トムトム、タム、ロータム　［レベル］６　21

kain  ［天文］カイン、木星、巨天　［魔法］水のクリスタル　［組み数字］５/
９　［レベル］３　古 :kain← kai/tuuno

kain(2)  ［名詞］巨人　［レベル］３　rd;kai/en　24

kain,szk  yukka　< kal,f/i,f

kain yutia  ［人名］カイン＝ユティア　［レベル］５　19:ilmus:ridia　［文化］　
(350→ )レイユ期のアルティス教徒。生誕と同時にアルシオン派のシ
オンに拾われ、生き延びる。しかし同年シオンがミナリスとの一騎
打ちで殉教したため、シオンのことは覚えていない。しかしアルティ
スに多大な恩を感じ、マルテに仕えた。マルテの死後はその死後は
アメリを支えた。300年にミロクの表向きの父親となる。310年にア
メリとユレットがアルファウスと戦って戦死すると、アルタレスと
なり、ミロクの摂政となった。316年、ミロクにアルタレスの座を渡し、
開発庁長官となる。
kaini  ［動物］メインクーン　［レベル］６　21:大猫
kaivala  ［医療］大病院　［反意語］lisvala　［レベル］３　21　［文化］　ival

kaifel  ［ユマナ］大学　［レベル］３　20

kaim  ［動物］象　［レベル］２　lakta:大きい者が語源　［擬声］　fao（鳴き声）　【用
例】　toa e kaim 象の鼻。厳密には上唇。　kaim til toa fil. = kaim et 
fil on toa. 象は鼻が長い。
kaimviet  ［地球の国名］スワジランド　19:国章にライオンと象
kaimzio  ［名詞］象牙、アイボリー　［地球の国名］コートジボワール　［レベル］
４　19
kaimixiolz  ［医療］前立腺肥大症　［レベル］６　19

kaigao  ［音楽］チューバ　［レベル］５　rt;kai/gao　21

kaigel  ［軍事］大銃、砲　［レベル］６　rd;/　24　［文化］　gel

kaihinkliti  ［生物］アポクリン汗腺　［レベル］５　21

kaiz  ［音楽］ディスコ。ホールのほう。　［レベル］４　21:kai/ez

kaizar  ［筐堺］カイザー　［レベル］５　rd;arta語で「大きな国」　22　［文化］
　筐堺司：pinena valo　筐堺国：arta, zerdia xiar
kaiwata  ［歳時記］大市場、年末決算セール、大バーゲン　［レベル］３　21　
［文化］　南区で大規模なマーケットが開かれる日。大バーゲンの日で、
年末商戦最大の掻き入れ時。革命で制定された。繁忙期のルージュ
の日のちょうど後半戦開始となる ruj ravで、メルセル用の商品な
どが飛ぶように売れる。また、決算セールも兼ねるため、家電製品
なども飛ぶように売れる。モールでは世界各地の名産品の物産展が
開かれ、世界の珍味が味わえる。腐敗しにくい時期なので露天で売
りやすいということもある。
kail  ［動詞］yulを aに収穫する、収穫する　［普通動名詞］収穫　［レベル］３
　古 :kail（収穫）。大きくするが原義。　【用例】　arbazard kail altuk im 
alis. アルバザードでは秋に収穫を行う。
kaila  ［魔物］カイラ（巨鬼）：第三十二天：土の巨天　［レベル］４　古 :kail
antis（大きい人）　［文化］　人型の巨大なアデル。棍棒を振り回し、怪
力を持つ。知能は低く、言語は解さない。　【成句】　fian toe kaila. 窮
鼠猫をかむ。
kailazep  ［名詞］朝三暮四　［レベル］３　22:「愚鈍なカイラの計算」
kailias  ［化学］高分子、高分子化合物　［レベル］５　19

kaian  ［ユマナ］大学生　［レベル］３　20

kaianfa  ［軍事］重火器、アーティラリー　［類義語］dadanfa　rd;/　24　［文化］
　gel
kaiaglea  ［アイテム］ブロードソード　sm;/「レイピアより幅広い剣」　24
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kaiagep  ［音楽］スーザフォン、スーザホン、スーザホーン、スーザフォー
ン　vl;kai/agep　大型で蝸牛のような形をしていることから。　22
kaiomaifa  ［地球の星座］［ユマナ］おおいぬ座　24　［文化］　ifa

kaiopnia  ［被服］アロンジュ　sm;/　24　［文化］　smでできた。男性貴族用
の大きなカツラ。
kao  ［名詞］壺、壷、ジャー、ポット　［レベル］２　古
kao(2)  ［名詞］お香　［レベル］３　alt;kao（壺）と同根。香りをたきしめる壺
のメトニミーでお香を指すようになった。　22
kaoxist kulnors  ［人名］カオシスト＝クルノース　sm　古 :もともとファ
ミィの名が小説版アンクノットにおいてはファミィ＝カオシスト＝
クルノースとなっていた。このミドルネームの使いどころがなかっ
たため、先祖の名にした。　［文化］　smで光の魔法 kaolinを開発した
人物。アルバザード出身の男性。kaolinを任意の材質にかけると、そ
の材質には色が付く。kaolinは光を色に変換し、かつそれを物質に定
着させる効果がある。これを使えば紫などの高価な色を安く提供で
きる。kaolinは粉にかけることができるので、粉を練ってペースト
にすれば染料になり、絵画などに利用できる。また、麻や綿や絹な
どの繊維にもかけることができるので、衣服の染料としても使える。
それまでは色によって高価や安価といった価格の違いがあり、さら
に色によってはそもそも染料がなく作れないということもあった。ka
olinを使えばどんな色でも安く作ることができ、庶民でも綺麗な色
のついた服を着ることができるようになる。この結果、カオシスト
は庶民の熱烈な歓迎を受けた。　カオシストは kaolinを使い、染料
を安価に提供した。これが大ヒットとなり、巨額の富を抱えるよう
になった。kaolinが彼にとって好都合だったのは、これが難合だった
ことである。基本的に彼自身が伝授しなければ真似できず、技術の
流出リスクが少ない。また、カオシストによる寡占経営が可能となる。
このことが巨額の富を得た要因となった。　その後財力を背景にカ
オシストは商人から貴族に成り上がり、クルノース家は隆盛する。
rdでアルシェが現れたころの当主は mimozaで、息子に ivlim、娘に
famiiがいる。ミモザは「クルノース家はもともと安価な染料を庶民
に提供することで庶民の支持を得た。それゆえ我々は貴族になって
も庶民の味方である」ということをアピールし、当世の貴族批判を
なるべく避けようとしていた。そのパフォーマンスの一環として娘
のファミィを庶民の学校であるアシェルフィ校へ入れた。そしてこ
の行動がファミィとセレンの出会いに繋がり、ひいては色魔法の成
立を促した。そして何より、このときの出会いが後世のミロク＝ユ
ティア誕生に繋がっていく。
kaos  ［数学］直径、ディアミーター　［名詞］径　［レベル］３　古 :ryuu:kaos（こ
こからここまでという意味か）
kaoli  ［植物］金木犀　［類義語］alisin　［レベル］５　alt;kao/liito「良い匂いの
するお香」　22
kaolin  ［魔法］カオリン　［レベル］６　sm;kaoxist　21　［文化］　→ kaoxist kulno
rs、xistina、saikan　光の低位難合白魔法。最も安定するのは白のときで、
同時に最も容易に出せる色である。
kae  ［名詞］タンク、貯水槽　［レベル］３　13:制 :｢ 大きな水 ｣
kaen  ［接続詞］ka。～にある。　［レベル］２　21　【用例】　an xa tur felki kaen 
nagoya. 名古屋の塾なう。
kaenkleep  ［化学］構造異性体　［レベル］６　19:結合の場所が異なる異性
体
kaez  ［動物］オットセイ　［レベル］４　13:制 :恣意
kit  ［動詞］yulを始める、始める、はじめる、始まる　［名詞］はじめ、開
始、紀元　［名詞］先端、先っぽ、末端　［名詞］オープニング、ＯＰ　［法
副詞］～しはじめる。開始相の副詞。　［文頭純詞］まず、はじめに、始め
に、最初に、そもそも、てゆうか　［接辞］「はじめの」の意味を作る。
lamと意味が近い。　［レベル］１　rd;kiito.l　19:古 :kiito　kiito:kiito　
kiito er（法副詞）:::kizolu,alt　【成句】　i kit 最初から　【用例】　yan lu 
bikik kit e las e sae. そして彼は紗枝の手の先っぽを握った：kitは名
詞。　 
kitta  ［名詞］スタート、起点　［交通］ターミナル、ターミナル駅　［反意語］
tokka　［レベル］２　20:melidia xier:kit/ka

kittaxit  ［物理］初速度　［レベル］４　19:スタート時の速度
kitto  ［名詞］キット　［医療］交代人格。主人格以外の人格　［娯楽］一機、
自機の予備、あと何機の機、エクステンド。kaitokleimaでも可。　［レベル］
３　fv　古　［文化］　キット。カイトクレーマーのこと。日本語では
交代人格だが、主人格と交代人格が同時に出てくることもあるので、
kittoとしている。
kitte  ［名詞］カウンターパート、対の片方、相方、対立項　［レベル］３　
20:kitto
kitxen  ［料理］タホ　［レベル］３　rd;<fgn　24　［文化］　rdでフィガンか
ら伝わった料理。フィガンでは朝食に食べられるが、アルバザード
では主にお菓子とされる。甘くした豆腐にタピオカを入れ、黒蜜を
かけたもの。
kitsel  ［歳時記］最初の日、元旦、元日　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

kitnif  ［言語］開始相　［レベル］４　20　［語法］　行為動詞の一端、事前段
階の一端、外相の一端。 　非単位動詞の左端点。 　「～しはじめる」
という意味。 
kitlox  ［生物］十二指腸　［レベル］３　19

kitleis  ［芸術］口絵　［レベル］５　20

kitoka  ［天文］初期宇宙　20

kikt  ［名詞］像、ステーチュー、肖像、ポートレート、小像、何かの形
をまねたもの　［レベル］３　14:制 :似たもの
kikx  ［芸術］肖像画　［レベル］４　13:制 :kikasxak（似た絵）　［文化］　写真より

も絵のほうが肖像画として真実を写していると考えられている。写
真は一瞬の瞬間しか写さないのでたいてい変な顔をしており、顔の
平均値を知るには写真よりも似顔絵のほうが適していると考えられ
る。なお、その理屈でいえば顔を知るには動画が一番ということに
なる。確かにそうだが、絵や写真と違って動くので落ち着いて鑑賞
しづらいという欠点があり、絵に引けをとる。
kikilu,alt  lant, osk
kikelo,f  avix　ki/ke/lo「（おかしな）方向に動いた頭」
kis  ［単位］６　［レベル］１　19:制 :ki　iji:an::anmi,alt

kist  ［植物］［建築］芝生　［動詞］［ネガティブ］yulを iからさぼらせる、サボる、
さぼる：セルメルで、授業をサボった生徒が構内の芝生で寝っころ
がって友達と遊んでいたことから。　［レベル］２　初 :istは不明。kは
生命？　［語法］　手抜きしてやるの意味でなく、欠席するという意味
のサボる。　【用例】　den kist i felka. 学校をさぼるな。
kistis  ［アトラスの国家］キスティス　［レベル］５　23:ridia

kisten  ［音楽］サンバ　［レベル］５　21:「ロクハチ」リズムの隠語から
kisk  ［名詞］伝説、語り継ぎ、武勇伝、いいつたえ、言い伝え　［名詞］伝
記← kisklei　［レベル］３　13:制 :kuis

kisklei  ［名詞］伝記→ kisk　［レベル］４　rd;/　24

kisfor  ［音楽］六十四分音符　19　［文化］　→ for

kishardia  ［地球の国名］アンティグア・バーブーダ　19:６人の聖人の名
前が６つの郡についている。
kisliifa  ［地球の星座］［ユマナ］南斗六星　24　［文化］　ifa

kislem  ［音楽］六重奏、セクステット　rd;/　23

kisel  ［天文］エリス。準惑星　［レベル］６　meltia 0:kilseles;kilseles.xik　23

kin  ［形容詞］つらい、ツライ、ツラい、しんどい、辛い、きびしい、
キビシイ、キビしい、厳しい　［類義語］viit　［反意語］nafar　［名詞］困難、
苦労、苦境、耐えがたい困難。難しいという意味の困難は xep。　［レ
ベル］２　13:制 :恣意　［語法］　se kinで「ひどく」。程度の強さを表す。
ネガティブな意味とは限らないが、ネガティブな雰囲気は残ってい
る。「切望」という感じがする。laxとともに使うと「どうしても～し
たい」というニュアンス。ｂａｄｌｙに近いが、se yamとは言わない。
日本語でも「ひどく」とは言うが、「辛く」とは言わないので、アル
カ独特の言い方に注意。kinと脚韻を踏むため、kin tinの形で使わ
れることも多い。　【成句】　ridia en ser kin e liiza 親の心子知ら
ず　【用例】　fis at sel kin. 今日はしんどい一日だった。　tu at kin xel 
an lab var sel. 一日中働くのはつらかった。　tu et kin xel an akt vil 
la xi tur. 彼にもう会えないのはつらい。　tu et kin xel el ter xax t'
alf del felpant le lu et looa al fol 3 miv 20 fei as. 苦手教科である
数学の講義を３時間２０分も受けるのは辛い。
kinka  ［名詞］苦境、辛い状況　［レベル］３　19　【用例】　an xat kinka. 苦境に
晒されていた。つらい状況にさらされていた。
kinxalt  ［名詞］窮地、窮状　［レベル］３　20

kinz  ［経済］［動詞］yul（金額など）を a（目標など）に入札する、入札
する　［普通動名詞］入札　［レベル］５　sorn　［文化］　入札は日本と同じや
り方。たとえば建設業が入札を行う場合、いくつかの会社が会場に
集まる。自分の会社はいくらでこれを建てられますよという見積を
立てた金額を紙に書き、それを箱に入れる。全社が入札を終えると
紙を開き、一番安く仕上げることのできる会社に仕事を依頼する。
価格競争を防ぐために談合が行われることがあるが、これは違法。
談合を行うと入札の意味がなく、入札が形骸化するため。談合をす
るくらいならそもそも入札を止め、いつの回はどの会社が引き受け
るという協定を結ぶ方が良い。それなら合法。
kif  ［料理］卵白　［レベル］３　19:xaki/fir

kift  ［化学］アルブミン　rt;kif/et「卵白の」。卵白の構成タンパク質の
うちの約６５%を占める主成分タンパク質に対して命名された。　24
kifviro  ［化学］アルブミン　19:seren

kim  ［動詞］yulを曲げる、曲げる、歪曲する　［形容詞］曲がった、曲がっ
ている、くねくねした、歪曲した　［言語］キム、昇降調　［反意語］knak　
［レベル］２　f;ki eks "ov"　赤　kim:kim:kim

kimnia  ［美容］くせっ毛、癖毛、天パ、天然パーマ　［レベル］３　20:meli
dia xier
kimfink  ［名詞］曲面。平面の反対として。　［反意語］knakfink　［レベル］６
　vl;/　24
kimparm  ［ユマナ］ひらがな、平仮名　［レベル］５　19:日本の字で、曲がっ
ている
kimho  ［生物］肋骨　［レベル］３　19

kimhosia  ［生物］肋膜　［レベル］５　19

kimhosiafaiz  ［医療］肋膜炎　［レベル］６　19

kimhomi  ［生物］肋軟骨　［レベル］６　rd;　24

kimhomirein  ［生物］肋骨弓　rd;　24

kimhomireinmol  ［生物］下肋部、季肋部。上腹部で左右の肋骨弓下の
部分。　［類義語］jamhovesnmol　rd;「肋骨弓下」　24

kimyo  ［アイテム］ブーメラン、キムヨ　［レベル］３　20:loyo, rakyoからの
類推。曲がり飛び道具。
kimrein  ［数学］曲線　［レベル］３　19

kimlasl  ［被服］ルイスヒール　rd;/　24　［文化］　smでできた。貴族の女
性用。
kimela  ［アトラスの国家］キメラ　［レベル］５　19:ridia:ひん曲がった
kip  ［動詞］yulを測る、測る、はかる、量る、計る、計測する、計量する、
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測定する　［普通動名詞］計測、計量、測定　［レベル］２　14:制 :恣意　ima
i:imai
kipar  ［名詞］計器、計り　［レベル］２　19

kipartfel  ［魔法］計量魔法学　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

kipo  ［動物］ツル、鶴、クレーン　［レベル］３　lakta:曲がった首が原義　［擬
声］　pococo　【成句】　ar kipo a aを首を伸ばして見る
kipokad  ［地球の国名］ウガンダ　19:国章に鶴
kipoifa  ［地球の星座］［ユマナ］つる座　24　［文化］　ifa

kib  ［名詞］棚、シェルフ、ラック、荷物棚　［レベル］２　古　【成句】　yui 
lei ka kib e ridia リディアの棚で本を探す＝見つかるはずのないも
のを探す、無駄骨を折る、無駄足：アルバシェルトを作り上げたリディ
アは万物を勉強するほどの努力家で、書架にものすごい量の本があ
ることから。
kirs  ［名詞］文化、風俗、習俗　［反意語］antis　［レベル］３　14:制 :kars（共
通文化）　［語法］　kirsは総称的な文化。特に異文化間で共有される文
化、ないし共通な文化。　antisは個別の文化。国だけでなく企業など、
細かい単位にも使える。また、異文化間における「異なっている部
分の文化」も示す。　kirsが共通部分で、antisが共通しない部分と
見てもよい。　antisは「異なっている部分」を指すことがあるので、
arbazard til antis a lutiaは「アルバザードはルティアに対し異なっ
た文化を持っている」の意味になる。これは arbazard til antis enk a 
lutiaとしてもよい。
kirset  ［哲学］エティック、エティックな　［反意語］antist　［レベル］６　vl;
kirs/te　23　［語法］　文化の外部から客観的に比較する態度のこと。逆
に主観的なのはイーミック。
kirseld  ［言語］新生人工言語　19　［語法］　自然人工問わず、意識的に文
化を持った人工言語のこと。アルカなど。狭義には人工文化を持っ
たものを指す。
kizolu,alt  kit
kil  ［名詞］［料理］刃、刃物　［動詞］yulを切る、切る、斬る　［言語］キル、
中止調　［類義語］avans　［レベル］２　f;ki/al「物を動かす→物を変化させ
る→切って形を変化させる」　13:制 :古 :kili（切る）。日本語の ｢切
る ｣とは無縁。韓国語のカルとも無縁。この kiは変形するという意
味の前期アルカからの音象徴。　kili:kil::kalu,alt, kali,alt　［語法］　nia　

【用例】　☆ an nat tu et sort yun kil. 身を切るような寒さだった。　an 
kilat xaki a tifa. 私は卵を半分に切った。
kilt  ［エルト］キルト　［動詞］onについて yulの相談に乗る、顧問する、
相談に乗る　［反意語］tark　［レベル］３　mel:古　［文化］　茶色い犬の姿を
したエルト。背に大きなずた袋を背負っていて、ここに人の悩みを
吸い込むことができる。キルトは悩みを聞くとこの袋に悩みをしま
い、代わりに打開策を袋から出してくれる。
kiltan  ［名詞］顧問　［レベル］３　19:melidia alis

kilti  ［名詞］女副主人公　［レベル］３　20:cuukiite

kiltikno  ［アイテム］キルティクノ　［レベル］４　ridia:古 :kilitikno（ティ
クノを切る）　［文化］　ヴァストリアの１つ。リュウのもつ魔剣。悪魔
キルセレスが竜王ティクノと戦ったとき、自慢の最速の太刀でティ
クノに切りつけた。ティクノは光が見えたと同時に切られていた。
致命傷には至らなかったものの、負けを悟ったティクノは早々に逃
げた。その剣が恐ろしいと瞬時に悟ったティクノは自分に剣が刺さっ
たまま逃げた。そのおかげでティクノはその剣を手に入れることが
できた。その剣を調べてみると、どうやら居合い専用の剣のようだ
とわかった。しかも両刃でないので、刀と呼ぶにふさわしいもので
あった。ティクノはその刀を家宝にし、自ら kiltiknoと呼んだ。ティ
クノはキルティクノを試してみたが、鞘がないので神速が発揮でき
ない。鞘を臣下に作らせて見たが、にわか作りの鞘では到底太刀打
ちできない。ティクノはキルセレスの鞘を欲した。しかし彼とはも
う戦いたくない。そこで黙って家宝にしていた。rdになるとキルティ
クノはリュウの手に渡る。リュウはキルセレスを出し抜いて鞘を奪
い、キルティクノの本領を発揮させる。リュウはライバルのリーネ
とこの剣で居合いの勝負を行った。
kiltia  ［アトラスの国家］キルティア　［アクセント］kiltiA　［レベル］５　19:ridia:kil
seles
kiltoma  ［動物］柴犬　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

kilkalzas  ［アイテム］キルカルザス　［レベル］４　ridia:古　［文化］　ヴァスト
リアの１つ。リーネのもつ魔剣。キルセレスがカルザスに切りつけ
たときの刀。リーネはライバルのリュウとこの剣で居合いの勝負を
行った。
kilx  ［動詞］yulを剃る、剃る、そる　［レベル］３　13:制 :kilxi（切ってなくす）
kilxar  ［美容］髭剃り、剃刀、ひげそり、かみそり、カミソリ、レイザー
　［レベル］３　21

kilxarmo  ［美容］レザーカット　21

kils  ［形容詞］細かい、仕事が細かい、切り方が小さい、繊細な、デリケー
トな、念入りにした、精巧な、精巧にした、まめな、マメな、几帳面な、
精度が高い、詳細な、仔細な、詳しい、くわしい　［料理］［動詞］yulを
細かくする、細かくする、刻む　［文頭純詞］厳密には、厳密に言えば　
［反意語］wan　［レベル］２　13:制 :恣意
kilstab  ［動詞］yulを精査する、精査する　［普通動名詞］精査　［レベル］４　
rd;/　23
kilslyudia  ［言語］ハードファンタジー　［レベル］６　rd　22　［文化］　lyud
ia
kilsanoz  ［音楽］トレモロ　［レベル］６　21

kilseles  ［悪魔］キルセレス　［アクセント］kIlseles　［レベル］４　meltia 0:kils
eles;kil/seles　古 ryuu/fulmiia:フルミネアがリュウと『幻想話集ア

ティーリ』の話が興じた際に２人で作った悪魔。kilは古の kiliで、
｢切る｣の意味。selesはセレスのこと。即ち｢魂を切り裂く者｣の意。
　［文化］　悪魔最強の剣士。ヴァルファントと戦って勝つが、ヴァル
ファントに与えられた傷が原因でカルザスに破れ、逃げ延びる。そ
の後ティーテルの剣を狙うが、ティーテルは娘のエンナに剣を託し、
エンナをアトラスに送り込んでしまう。あきらめたキルセレスはテー
ムスの封印が解けるまで寝起きを繰り返すことにした。　非常に紳
士的で、強いものをこよなく愛す。ただし、口数は少ない。低く響
く声をしている。紳士的というのはフェアプレーを好むという意味。
１対１での戦いを好み、勝負前には必ず傷ついた相手を回復してか
ら勝負に挑む。　準惑星のエリスを司る。　【用例】　kilseles"saa, an kea 
van ti. son re vas an enzel" キルセレス「さぁ、回復してやろう。
全力でかかってくるがよい」（『ＦＦ４』ルビカンテ）
kilvand  ［普通動名詞］斬撃　rd;/　24

kilm  ［名詞］チャンス、機会、好機　［レベル］２　13:制 :古 :kilimel（チャ
ンス）。｢切るとき ｣が語源。リュウの造語。　【成句】　haas kilm 折角、
せっかく、折角だから　kilm ilia 一世一代　kilm veer 千載一遇　【用
例】　lana kilm kes 出直す。またの機会を狙う　ti den tifl tu kilm. こ
のチャンスを逃すなよ。　le at ko kilm rat loten yur kilm. １０に１
つのチャンスだった。　an sit kilm. チャンスがなかった。
kilmi  ［名詞］舞台裏、裏話、秘話　［レベル］３　rd;ka/ilmi「イルミに記
された→秘密の内容→秘話」　23
kilmet  ［動詞］yulを切り落とす、切り落とす　［レベル］２　22

kild  ［政治］（行政単位としての）州→ salai　［レベル］２　19:ridia:kilkad（国
を分かつ）
kildol  ［地学］斧石群　19:刃のような結晶を持つことから
kilp  ［動詞］yulを煌かせる、煌かせる、きらめく、きらめかせる、きらっ
と光る、煌く、閃く　［動詞］yul（下着など）をチラっと見せる、チラ
見せする　［名詞］ひらめき、閃き、きらめき、煌めき、閃光、一閃　［名
詞］スラッシュ、/記号　［類義語］avans　［レベル］２　13:制 :kilpaa（刃の光）
　【用例】　kilp veltel 鈍く光る
kilpakn  ［名詞］チラリズム　［レベル］４　21

kilpado  ［地学］角閃石　19

kilb  ［動詞］yulを彫る、彫る、ほる、彫刻する、刻む、刻み込む　［普通
動名詞］彫刻　［レベル］３　13:制 :kilmeb（切って彫る）　【用例】　tu kilb et 
tinka. この彫刻は見事だ。
kilba  ［芸術］版画　［レベル］３　16:制 :klib

kilbifa  ［地球の星座］［ユマナ］ちょうこくぐ座　24　［文化］　ifa

kilbezifa  ［地球の星座］［ユマナ］ちょうこくしつ座　24　［文化］　ifa

kilrens  ［動詞］yulを aに言い返す、言い返す、口答えする　［普通動名詞］
口応え　［類義語］bats　［レベル］３　19:ridia:kil/rens（刃物のような言葉）
　［語法］　batsと違い、聞き手が少なくとも「この野郎！」と思ってい
るような言いかえしのこと。アルバザード人は総じてプライドが高
いので、非論理的に口応えされると激しくキレる人が多い。kilrens
は文字通り言葉の暴力と捉えられるため、言いかえされてキレて殴っ
たとしても、言葉の暴力の分と相殺される。とはいえ、たいてい「暴
力＞言葉の暴力」という評価が下るので、差し引いてもゼロにはな
らない。　【成句】　［言葉遊び］den tel minti man laas til en kilrens hot 
tet belkil tan. 嫁に逆らうな。言葉で刺してくるほかに包丁も持って
るぞ。　［rente］te kilrens tel xiia lana sordat. 優しくしてほしいなら、
夫には口応えしないこと。
kilrein  ［武道］斬撃の線、刀剣の軌跡　［レベル］４　22

kilz  ［植物］切り株　［レベル］３　13:制 :古 :kilizamo

kilzxipl  ［料理］ロールケーキ　［レベル］３　22

kilzol  ［数学］正弦、サイン　［レベル］５　19:単位円の弦を半分に切った
もの　［文化］　アルテムで神々が天文学を始めた後に発見され、ユー
マの一族にも伝わった。従ってアズゲルのころには既に正弦表が発
見されていた。　yuuma 2531の冷戦期に半弦の考え方ができる。　
yuuma 2633に弦を半分にして直角三角形を当てはめたところから余角
が発見され、余弦ができる。　遅れて三角比ができたのは遠い imul 
1121のことである。
kilzoleev  ［物理］正弦波　［レベル］５　21

kiladil  ［植物］［医療］切モグサ　rd;/　24

kili  ［医療］解剖　［レベル］３　alakta:切ると解剖が同じ語形だった。
kili,f  kil　ki eks ov. l eks sool.

kilifel  ［生物］［医療］解剖学　rd;/　24

kiliwala  ［アトラスの国家］キリワラ　［レベル］５　19:ridia:左右対称な山
kile  ［地学］断層、切り口　［レベル］３　14:制 :kileel（切ったあとにでき
る顔）
kiit  ［建築］枢、とぼそ、くるる、くる、くろろ　［レベル］６　tm;ki（動く）
/i（目）/te（のような）「目のような中心になるもので、くるくると
動くもの」　23
kiito,f  kit　ki=ov

kiis  ［名詞］横の列、横の行、行、列　［類義語］xtal　［反意語］niim　［レベル］
３　rd;akis.k　24　［語法］　saks

kiina  ［植物］サイプレス、糸杉　［レベル］４　sm;hy

kiip  ［名詞］錐、きり　［レベル］３　14:制 :古 :kiip（切る剣）。元は kili
piiki。元の意味が忘れられたため余った語形となったところにリュ
ウかメルが錐の意味を当てた。
ko  ［単位］１　［レベル］１　13　jij:fuu::pi,alt

ko(2),alt  個。助数詞。　iko



51 koxekako(3),alt
ko(3),alt  ［接頭辞］［接尾辞］指小辞、縮小辞　22

ko,f  pot、kok、konte　e

ko,alt  tu　<>ko

kot  ［単位］千、１０００　［レベル］２　19:恣意　teep:ten

kotta  ［代詞］［solferj］kok　［レベル］１　22:kmiir:myulkotaなどの kotaから。
kotti  ［化学］［単位］スコヴィル値。辛さの単位。　vl;kotton/ati　23

kotton  ［植物］ペッパー、唐辛子、トウガラシ、とうがらし、唐芥子　［レ
ベル］２　19:katn:13:制 :sorn:kottnn（良い匂いのする実）
kotton(2)  ［音楽］太鼓、たいこ　［レベル］４　alt;擬音　21

kots  ［建築］タイル、瓦　［動詞］yulをこつこつ叩く、コツコツ、叩く　［レ
ベル］３　lakta:タイルを叩いたときの音
kotsho  ［生物］外側鼻軟骨　19　［文化］　アルバザード人の男の一部がイ
ライラしたり不安だったり考えていたりするときに、この部分（な
いし鼻骨）を人差し指の爪でコツコツ叩くことから。
kotl  ［農耕］小作　［レベル］４　13:制 :kotnlif（田畑を借りる）
kota,f  koot　ke/ta

kotan  ［農耕］［地学］田、田畑、農地、耕地、田んぼ、田園、農場、農園、
田圃、圃　［レベル］２　19:kotn:13:制 :古 :kumutuuno（田畑。植物の（育つ）
土）　［語法］　野菜や穀物を育て、動物を飼育する場所。　【用例】　tentan 
et vokka ka kotan lana kail altuk. 農家の人々は畑で収穫に忙しい。
kotan(2)  ［魔法］［哲学］精　［レベル］３　sm;<alt　21　［文化］　hinata

kotanklan  ［農耕］農奴　［レベル］４　22

kotanmiros  ［哲学］精霊崇拝、アニミズム、汎霊説、汎神説　rd;/　24

kotanisti  ［言語］精霊代名詞　［レベル］４　22　［文化］　精霊に関わらず命を
持たないものが九十九など意志を持って言語を操る場合に使う代名
詞。九十九によってはこの代名詞を使わないこともある。無生物に
も使う。こういう代名詞がある言語は地球ではアルカだけではない
か。言語的にはアルティア人が持ち込んだものである。　solferjに
伴いクミールがユルトをあやしながらリディアの家で相談しながら
作ったもの。アルティア語の代名詞そのものとは異なるので混同し
ないように。特に nanaなど。
kototabe  ［化学］一級イミン　19

kotoko,alt  sapre
kotokobe  ［化学］一級アルジミン　19

kotobezal  ［化学］一級アミン　19

kote  ［名詞］画一性　［形容詞］画一的な　［反意語］dite　［レベル］３　20:ko/te
eze
kok  ［形容詞］同じの、同じ　［純詞］［感動詞］こちらこそ、同様に、同じく、
右に同じ、右へ倣え、ライクワイズ　［格詞］～と同じく、～と同じで　［文
末純詞］～ですね？　確認を求める。　［接続詞］tと kは同じくらい～だ。
　［数学］合同　［音楽］シーミレ　［反意語］koot　［レベル］１　sert　13←古 :koko。
純詞用法は「私の考えと同じか？」という意味から来る。　ko, koko, 
iho（文末純詞）:ko, koko, iho:koko:hala,alt, halahalu,alt　［語法］　kok a toto
は「～と同じ」という意味である。tu et kok a le（これはあれと同じだ）。
よく間違えやすいのが、tu et slax kok a leのような文である。この a
は kokではなく etにかかるので、「これはあれに同じ光景だ」となり、
通じない。tu et slax kok alen leだと alenは slax kokにかかるので、「こ
れはあれへの同じ光景だ」になり、通じない。tet non inat slax kok 
on les non sot sa ask（しかし私のみたものはさっきと同じ光景だった）
のように、onを使うのがよい。これは enkや kootも同様。　【成句】　
im kok 同時に　【用例】　ti siina miik kok? 君はリンゴが好きだよね？
　an kok ti et kai. 私は君くらい大きい。
kok(2)  ［擬音］カツカツ、コツコツ、カッカッ　［レベル］２　20:kalie

kokt  ［動詞］yulを a（場所など）に伴う、伴う、ともなう、連れ立つ　［レ
ベル］３　20:古 kokko/ketta（共に行く）
koktaxitov  ［物理］等速度運動　［レベル］４　19

koktab  ［普通動名詞］照合、同一照合、アイデンティフィケーション　［動詞］
yulが lex{a}と同一かどうか照合する、照合する　［レベル］４　19:ridia
:arbaxelt　［語法］　daztab

kokka  ［名詞］バランス　［動詞］yulのバランスを取る、調整する　［形容詞］
バランスの取れた、天秤の釣り合った　［化学］無極性の　［レベル］３　
19:kokko:16:制 :kokka　【用例】　til kokka on vian パワーバランスが取れてい
る
kokka kakko  ［名詞］どっちもどっち、どっちも同じ、同じようなもんだ、
どちらも同じ、どっちでもいいだろ、五十歩百歩、目くそ鼻くそを
笑う、どんぐりのせいくらべ　［レベル］３　古 :zana:シーソーとカッコ
ウの音形が似ていて混同されがちだったが、それを指摘されたとき
に ｢どちらも似たようなものだ ｣という意味で引き合いに出してザ
ナが言い出したのが由来。
kokkan  ［名詞］シーソー　［レベル］２　古 :kokka← kokkan

kokkalias  ［化学］無極性分子　［レベル］５　19

kokki  ［名詞］ヤジロベー　［名詞］やじろべえ形のもの　［レベル］３　19:リディ
アの書 :kokka　【成句】　t o k xa kokki. tと kの関係が薄氷の上にある：ヤ
ジロベーの両端に乗っかっていて、どっちかが変なことをすると落
ちることから。
kokko  ［格詞］［rente］ok、kon　［レベル］１　f;e　赤　kokko:kokko　［語法］　ok
と konの両方を意味する。区別する場合は女性も ok, konを使う。
kokko(2)  ［幼児］［言語］ことば、言語、言葉　［レベル］２　20:子供（ルシア）
がよく出す「こっこ」という謎の喉音から
kokkol  ［形容詞］誰かを伴った、孤独でない　［反意語］reino　［レベル］３　

21:kokko/al
kokkolyuo  ［言語］他動詞　［反意語］reinoyuo　［レベル］５　21

kokkoen  ［yunte］［接続詞］kokko。～を伴って。～を使って。　［レベル］２　
20
koksan  ［数学］等式　［レベル］４　19

koksafmiyu  ［物理］等温変化　［レベル］５　19

koksapnrein  ［気象］等圧線　［レベル］５　19

koksaim  ［名詞］同じクラス、クラスメート、クラスメイト、同級生　［類義語］
felmei　［レベル］２　19:melidia alis

koksoritrein  ［地学］等高線　［レベル］４　19

koksems  ［名詞］同じ部活やサークルの仲間　［レベル］４　19:melidia axte

kokn  ［形容詞］外向的な、積極的な、外交的な　［反意語］titi　［レベル］３　
14:制 :kekn:14:制 :古 :kekkona（内向的 (来る心 )）
koknif  ［名詞］同級生、級友　［レベル］２　19:melidia alis

kokneal  ［言語］ポジティブフェイス、ポジティブ・フェイス　［反意語］tit
ieal　al;「積極的面子」　23　［語法］　eal

kokvet  ［言語］同義語　［レベル］３　19

kokfo  ［言語］同音異義語　［レベル］４　19

kokmyut  ［名詞］等間隔　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

kokmainmiyu  ［物理］等積変化　［レベル］５　19

kokmom  ［言語］同根　［レベル］６　20　【用例】　kokmom on kai kaiと同根
kokhars  ［言語］同字異語、同字異義語、同綴異義語　［レベル］４　19

kokhim  ［生物］［形容詞］同性　［反意語］koothim　［レベル］３　rd;/　23

kokraix  ［化学］同素体　［レベル］５　19

kokronmiyu  ［物理］等圧変化　［レベル］５　19

kokwil  ［医療］同性愛、ホモ、ホモセクシャル、レズ、ゲイ　［類義語］
test、testeel　［反意語］kootwil　［レベル］４　rd;kokhim/wil　23

koka  ［料理］スライスパン　［レベル］３　15:制 :kokilpof（一切れのパン）
koka,alt  atu　ko/ka

kokapa  ［数学］等号　［レベル］４　19

kokab  ［被服］共布　rd;/　24

kokajasas  ［数学］等比数列　［レベル］５　19

kokajaboi  ［地学］モルワイデ図法　［レベル］５　20:面積比の等しい楕球
状の地図
kokim  ［名詞］同時　［文頭純詞］同時に　［レベル］２　21

kokilm  ［名詞］唯一のチャンス　［名詞］シングルイリミネーション、シン
グルエリミネーション　［レベル］５　rd;/ | rd;kokilmfalsevitaから　24

koko  ［動物］鳩　［レベル］２　13:制 :古 :kokkoo (泣き声のオノマトペ )　::
la verial　［文化］　まぬけで群れるという象徴。平和という意味はない。
　鳩は暗い所で大人しくなる習性があるため、手品師に好んで使わ
れる。　鳥のプロトタイプ。　【成句】　elf yun koko 鳩のように逃げる：
蜘蛛の子を散らすように逃げる
koko,f  kok　ke/ko

koko,lat  kon, ok　kokko.l

koko.alt  ez
kokot  ［魔法］虚引力　［反意語］tatak　［レベル］６　ard;ko/ko　21

kokon  ［言語］駄洒落、ダジャレ、シャレ、オヤジギャグ、掛詞　［レベル］
３　古 :kokon← koko（同じ）　［語法］［文化］　音の同じか類似した語句を
利用して二重の意味を持たせる表現技法。一つの語句に複数の意味
を持たせる場合と、複数の同音・類音の語句を並べる方法とがある。
　日本語は同音異義語の多い言語なので容易に kokonができるため、
どちらかというとオヤジギャグとして小ばかにされがち。アルカで
はあまり kokonが作れないため、粋な表現技法として良く見られがち。
kokolo,alt  ［名詞］selest, avelant　［名詞］死神、凪国風死神　［アクセント］kokolO
　22　［文化］　凪国の死神。着物を着ており、ボートの櫂のような木の
枝に乗って飛ぶ。乗り方は地球の西洋の魔女のようなまたがって乗
るタイプでなく横乗り。横に進むため、首を右か左に曲げて進行方
向を見る。
kokoifa  ［地球の星座］［ユマナ］はと座　24　［文化］　ifa

koken  ［接続詞］kok。～と同じの。　［レベル］３　21

koken(2)  ［名詞］同一人物、同一物　［レベル］３　rd;/　24

kokendi  ［数学］等差　［レベル］５　19

kokendisas  ［数学］等差数列　［レベル］５　19

kokem  ［言語］同化、アシミレーション　［数学］通分← forkkokem　［レベル］
３　19
kokemfar  ［名詞］カウンターイルミネーション　al;/「同化光」　24　［語法］
　海の底から水面方向に見上げたときに、浅い場所の深海魚が太陽
の光を背にして自分の影を目立たせないように、自分の腹側を発光
させて光にとけ込むようにして、自分より下の水位にいる捕食者に
狙われにくくするための深海魚の防御方法のこと。
kokeri  ［親族］同胞、同じ親から生まれた雛、兄弟、仲間、同志、一族、
親類、民族、はらから　［レベル］３　19:ilmus:ridia:同じ血の
koxe  ［地学］沼、池　［名詞］スランプ　［レベル］２　8:fulmiia『すなおな気
持ちになれる風』　:::lu elfe（アルドゥ）　［語法］　沼は湖の小さいも
のだが、アルカでは沼は池に近い。アルカの沼は池よりも広い。また、
しばしば浅い。　【用例】　an xa tur koxe e leis. 絵がスランプだ。
koxeka  ［地学］沼地　［レベル］３　13:制 :沼の場所



52 koftkoxesal
koxesal  ［名詞］井の中の蛙　［レベル］３　19:池のリーダー
koxevana  ［名詞］［形容詞］井の中の蛙の自信、勘違いした自信、実のない
自信、井の中の蛙大海を知らず　［類義語］vana　［レベル］３　20:→ koxesal
　［語法］　井の中の蛙の自信のこと。実際にはまるで能力がないのに
自信だけはあること。eribの成句とニュアンスが異なる。　【用例】　
aa, an na elfin a la koxevana rulel(axte あの井の中の蛙、マジでｱﾁｬｰな
んだけどｗ
kos  ［名詞］方法、手段、やりかた、やり方、仕方、様式　［格詞］～の方
法で　［反意語］tex　［レベル］２　＠ 19

kos(2)  ［化学］アルデヒド　［レベル］５　19:ko/tes。tat参照。kotにしなかっ
たのは千と重複するため。
kost  ［形容詞］あつらえた、テーラーメイド、誂える　［反意語］mapx　［レベル］
３　20:kons/sat
koslei  ［名詞］マニュアル、教本　［レベル］３　21

kosa,alt  lu　ko/sa

kosen  ［接続詞］kos　［レベル］３　21

koseren  ［ユマナ］［名前］コセレン　13:ridia:klel:非アルカ。korinと同じ
ような語源。　［文化］　リディアの飼い猫。雄。猫を飼おうとしてい
た時期のリディアのところにちょうど良く庭先に現れたので捕獲さ
れた。
kon  ［格詞］～を使って。具格、道具格。　［名詞］道具← molt　［類義語］
mekia　［反意語］vit　［レベル］１　制 :古の kokko（具格）から　:::koko,alt　
［語法］　→ e　　・偶然性　　konは偶然性や無意識を意味しない。無
意識だろうと偶然だろうと道具を用いた行為にはすべて konが使わ
れる。例えば insat kon teik（テレビで見かけた）のような場合、た
またまテレビで流れていたのを見かけるわけで、この場合、konを使
うことに違和感を感じる日本人ユーザーがいた。恐らくこのユーザー
は konを「～を使って」と訳していたため、違和感を感じたのだろう。
日本語の「使う」は意図的な動作なのでたまたま見かけた場合は kon
が不適切に感じたのだろう。だが konに意図の有無は関係ない。道
具を用いた行為ならすべて konを取るので、「～を使って」という訳
語に引きずられてはならない。　【用例】　kil zom kon diol のこぎりで
木を切る
kon(2)  ［エルト］konooteの略称　［組み数字］１２/１２　［レベル］１　22

kon(3)  ［生物］［医療］腑。陽である。　szl　24　［語法］［文化］　han

kont  ［格詞］～しながら、～しつつ、～している間に、～の間に。同時
格。　［反意語］siet　［レベル］１　13←古 :kontxil（共有する）　［語法］　kont
は同時性を持ち、okは同時性を持たない。これらを否定するとそれ
ぞれ sietと xedになる。alis kut soa ok wikの場合、アリスは喋る前
か後に頷いたことになる。alis kut soa kont wikの場合、アリスは喋り
ながら頷いたことになる。頷いた回数はどちらも不明だが、後者は
たいてい複数回と取られることが多い。　なお、okや xedは必ず同
時性がないかというとそうではない。行為が後ろに来ない限りは同
時性を持つ。例えば alis wikik xed xivの場合、xivは行為名詞では
ないので同時性を持ち、通常「声を出さずに頷いた」と解釈される。
なお、この例文では okの代わりに kontを使うことができない。kont
が使えない場合の okは同時性を持ちうるという理解でもよい。kont
と置き換えられるときは、同時性がある場合に kontを使い、そうで
ないときにokを使う。　【用例】　la naxat kont ena. 彼女は泣きながら笑っ
た。
konton  ［言語］節字、ハーディアン文字、アルティア文字、ロロス文字、
コントン　［レベル］５　21　［文化］　hac、lim

konte  ［名詞］ウチ、身内　［反意語］tante　［レベル］２　21:古 ko（ウチ）/te
tona（関係）　ko:　［文化］　アルバザードのウチソト観について。　日
本人はウチソトを日本文化の特徴と思いがちだが、ウチソトは外国
にも見られる傾向である。　ただ、ウチソトがあればその価値観は
日本と同じかというのもまた誤解である。　　アルバザードの場合、
ウチとソトを分けるが、キーワードは恥ではない。　キーワードは
愛で、悪く言えば身贔屓である。　アルバザード人は身内や仲間な
どウチには甘く、ソトには冷たい。　　これは歴史的に見てアルバ
ザードが戦争を繰り返し周辺国家と戦い続けてきたことに由来する。
　アルナが革命前からやや円形気味な都市だったのも城壁で囲んで
いたためである。　城壁の外や国外や異邦人はすなわち敵で、脅威
であった。地球でいうならフランスなどに似ている。　　このこと
からアルバザード人はウチに対して甘い文化になっていった。　日
本の場合ウチにはむしろ厳しく、身内の恥を出さないためには粛清
も厭わないルティア的な考えである。　　アルバザード人は身内を
他人の前で褒めることは控える。　しかし本人の前では褒める。また、
他人の前で貶すこともない。
konk  ［動詞］yul（内容）を a（相手）に啓発する、啓発する　［普通動名詞］
啓発　［レベル］４　13:制 :konsanku（専門家が言う）　［語法］　kuと同じ格組。
konko,f  pot　koが内。
kons  ［名詞］専門、専攻、専属　［動詞］yulを専門とする、専業する、専
門とする、専攻する　［レベル］３　fv;konは kokkoなどの具格に関与？
　古　【用例】　lu kons self. 彼は文学を専攻している。　lu konsor 
self. 彼は一時的に（非本来的に）文学を専攻している。
konsvet  ［言語］術語、専門用語、業界用語、ジャーゴン　［レベル］４　
rd;/　23
konsame  ［言語］具格、道具格　［類義語］oksame　［レベル］４　20

konset  ［形容詞］専門的な、マニアックな　［レベル］３　fv;kons/te　23

konvir  ［魔法］閉式赫晄　［レベル］６　20:古 ko（中に、同じ）/vir　［文化］
　dolmiyu
konviida  ［生物］［医療］下合穴　rd;/。腑病に用いることから。　24

konmalm  ［生物］腑。西洋医学における腑のこと。　［レベル］５　rd;/　24　［語

法］［文化］　han

konl  ［法律］常識、通念、倫理、規範、良識、公序良俗　［類義語］anleman　［レ
ベル］２　古 :konl。元は konlo｢共通の知恵、思考｣　［文化］　法律と同程度、
ときにはそれ以上の効力を持つ不文律。　【用例】　til konl 常識がある
konlil  ［化学］ラドン　［レベル］４　18:制
konasa  ［生物］［名詞］［形容詞］一卵性　［レベル］３　19

konart  ［魔法］閉式魔法　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

konark  ［生物］［医療］腑会　rd;/　24

konim  ［名詞］［形容詞］モノカラー、単色　［名詞］白黒、モノクロ、１Ｃ　［レ
ベル］４　rd;/　24　［語法］　通常単色だと墨を使うのでモノクロの意味
として使う。白黒でない場合例えば白緑などの場合は「単色で色は緑」
のような言い方をする。無標が黒というだけである。
konia  ［美容］ポニーテール　［レベル］２　19

konots  ［経済］単式簿記　［レベル］６　19

konoha  ［人名］コノハ　lj;alt　22　［文化］　　三人目は konoha。見た目は 16
歳程度。凪人の名を持つが、れっきとしたロゼットで、神と人の混
血児だ。　　コノハはロゼットにも関わらず、あるものを司って生
まれてきてしまったため、天界から追放されてしまった。　　人を
幸せにすることに生き甲斐を感じる。けなげで純粋で天真爛漫。し
かし呪われた血のせいで、親切心がいつも裏目に出てしまう。
konoote  ［エルト］善心コノーテ　［名詞］１２時　［名詞］北　［交通］コノー
テ通り　［音楽］シ　［組み数字］１２/１２　［類義語］kon　［アクセント］kOnoo
te、konOote　［レベル］２　meltia 4:konoote;e　古　［文化］　アルミヴァの
１２番目。エルトの左足から生まれた。善心と名高い。ルフェルと
ダルケスの母で、カルザスの妻。クレーヴェルの妹。慈愛にあふれ、
献身的で安定を望む。
konoe  ［植物］木　［名詞］木材、材木　［類義語］zom　［アクセント］konoE　［レベル］
３　rd;alt　21
konen  ［接続詞］kon。～を使って。　［レベル］２　21　［語法］　e

konez  ［名詞］資料室、用具室　［レベル］３　19:melidia alis

konel  ［形容詞］言葉に表わされた、感情などを口に出す　［反意語］denk　［レ
ベル］３　20:kon eld（言葉を使った）
kov  ［名詞］箱、ケース、漠然と道具箱、何かを収納するカセットテー
プのカセットのような殻、釣り道具入れ、牛乳パックのような容器
　［メタファー］箱詰めされてしまわれて大事にされた物や人。箱入り娘な
どの箱と同じ。　［メタファー］世間知らず　［交通］車両、車体← palko　［電算］
ドライブ　［類義語］kofel　［レベル］２　13:制 :古 :kove（箱）（中（ko）が
暗い（ve））　kove:kove　［語法］　代表的な収納容器。様々なメタファー
に使われる。temkとの違い。kovは収納目的が強く、temkは貯蔵目的
が強い。また、kovは大事に手元に収納しておこうとするので箱入り
という意味にもなる。　【用例】　tu et vil mer xel an flox le kov dad. 
私があんな重い箱を運ぶなんて不可能だ。
kovlets  ［音楽］アップライト、アップライトピアノ　［レベル］６　21

kova  ［医療］カプセル　［レベル］２　16:制 :kov

kovas  ［運動］サバイバルゲーム　［レベル］４　20:kyo/vas　［文化］　団体競技
の中で最も人気のあるスポーツ。おもちゃの銃を使った日本と同じ
タイプのゲームもあるが、銃撃戦は歴史上あまり出てこなかったた
め、そこまでメジャーではない。最も人気のあるのは戦場を模した
白兵戦で、剣や槍を持って戦うという内容。弓兵もいる。武器や防
具は安全設計になっており、一定の箇所に一定のダメージを与えら
れると死亡とみなし、倒した陣営にポイントが加算される。倒した
敵の階級により、ポイントは異なる。女子も参加でき、授業で習っ
た薙刀などをここぞとばかりに振るう。
kovalp  ［名詞］小包郵便物、小包　［レベル］３　16:制
kovaenan  ［魔法］単蓄体　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

kovi  ［名詞］ブロック　［レベル］３　16:制 :kov

kovit  ［遊離副詞］［形容詞］たまに、偶に、あまりない　［レベル］１　20:ko/
vi/te（３つに１つくらいの）→ kovit。言葉遊びから来ている。頻度
を９段階で示すと、１段階あたりの見込みは訳１１％（１０回に１
回ほどの頻度）となる。kovitは下から３番目だから約３３％を示す。
３３％は確率に直すと３分の１で、３つに１つであるから、kovitと
した。　［語法］　aluut

kovo  ［数学］直方体　［レベル］３　14:制 :古 :kove(箱 )

kovoxisa  ［化学］角砂糖　［レベル］３　19

kove  ［建築］押入れ、物入れ、クロゼット、クローゼット　［レベル］２　
13:制　参考 :古 :kove（箱）
kove,fv  kov　「中が暗い」
koves  ［名詞］一人きり、一人ぼっち、ひとりぼっち、ぼっち　［形容詞］
一人きりの、一人ぼっちな、ひとりぼっちな　［レベル］３　rd;/　24

kovesto  ［言語］単母音　［レベル］６　19

koven  ［名詞］鉈、ナタ　［レベル］３　15:制 :kmiir:sorn:kven　【用例】　leev, 
non axo fan kokko tyu, kovenmana.  遊んであげるわ、おいで、鉈女。（『ひ
ぐらしのなく頃に』）
kover  ［魔法］魔封石　［レベル］５　21:kove/ren「箱の宝石」　［文化］　dolm
iyu
kovel  ［名詞］闇　［類義語］vel　［レベル］３　rd　22:kalkovelと同根。rdな
ので kalkovelより古いことになる。
koft  ［動詞］yulを iから引き出す、yulを iから返してもらう、yul（預
けた子供など）を iのところまで迎えにいく、引き出す、迎えに行
く　［反意語］tofl　［レベル］３　20:古 ko（こちら側へ）/古 futo（取る）
　【用例】　koft gil ka klen 銀行で金を下ろす
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kofle  ［建築］面積の狭い薄い板　［芸術］タブレット、ペンタブレット、
ペンタブ　［電算］タブレット、スレート　［レベル］３　sm;koppel.k「小さ
い箱」。その後薄い板になり、現在ではタブレットに。
kofa  ［医療］流行性感冒、流感、インフルエンザ　［レベル］３　15:制 :sad:ek
oefa（伝染する風邪）
kofor  ［音楽］二分音符　［レベル］５　19　［文化］　→ for

kofel  ［名詞］小さい箱、小さな箱、小箱、宝石入れ、貴金属入れ　［名
詞］単位。大学の授業の単位。ひとつの授業の単位を小さな箱になぞ
らえたもの。　［電算］変数。値や数値を入れる小箱と捉えられたため。
　［レベル］３　22:koppelと同根　［語法］　変数：kofel　配列：lop　配列
の要素（添字）：falm　ハッシュ：felka　ハッシュのキー：saim　変数、
配列、ハッシュ等の値：radl　【用例】　ev 1 del radl a t del kofel 1と
いう要素を tという変数に入れる　zep ax kofel samel lana lad felsano 
e flom kes. 来セメスターの時間割を組むために、単位を計算しなお
すべき。
kom  ［動物］子犬　［レベル］２　19:melidia axte:kooma

komt  ［生物］クローン、複製人間　［レベル］３　13:制 :古 :koko（同じ）
komvasn  ［ネガティブ］［名詞］(til)無謀な、蛮勇の　［類義語］vasn　［レベル］３　
20:子犬の勇気。敵から見て子犬がキャンキャン騒いでいるだけに見
えるような。
komma,f  yek　elt;ko/main

komme,f  kaaf　saal;komma.k

komb  ［名詞］トロッコ　［レベル］３　14:制 :kov（箱）
komyuo  ［魔法］［化学］単離　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

koma  ［数学］比例、正比例　［動詞］yulを aに比例させる、比例する　［副詞］
比例して　［レベル］４　古 :komaないし kooma（比例）。koomaが本来的だが、
犬のコーマと間違えるので komaが多かった。kokkoと kamaからきている。
つまり ｢共に増える ｣の意。
komaget  ［音楽］シングルリード、単簧　21

komis  ［動詞］yulを跪かせる、膝まづかせる、膝まづく、跪かせる、跪
く、ひざまずく、ひざまづく　［レベル］３　20:melidia xier:kolmixk（片
方のひざ）　［語法］　片膝で座ること。すなわち跪く。忠誠を誓うしぐ
さ。同時に、男性が女性に対し、自分が相手を守るとの意思を伝え
る際の動作。この後、右手を心臓の前に当てがい、これをもって忠
誠を誓う約束の動作とする。
komintikoamir  ［法律］一夫一妻、一夫一婦、一夫一妻制、一夫一婦制　［レ
ベル］４　rd;/　24　［文化］　アルバザードでは神代においては女性は魔
導師としての地位が高く、男尊女卑の傾向はなかった。このころは
一夫一婦制が一般的であった。しかし有力なものが複数の妻や夫と
結婚することはあった。smになり魔力の衰退とともに貴族社会が発
達して女性が家の奥に閉じ込められると、有力な男性が複数の女性
を妻とすることがあり、一夫多妻制になったが、それは一部の話で
あった。なお、smでは通常一妻多夫制は社会通念上はしたないとし
て見られなかった。この傾向は rtまで続いたが、vlになるにつれて
男女平等の名の下に一夫一婦制が明文化され、ljに至る。
komintivoasamir  ［法律］一妻多夫、一妻多夫制　［レベル］４　rd;/　24　［文
化］　komintikoamir

komo  ［文頭純詞］なぜか、なんとなく、何故か、何となく、なんのけなしに、
何の気なしに、なぜだか、何でかしらないが、何故か分からないが、
不思議なことに　［レベル］２　f;e　古 :komo。元は ｢何故 ｣を意味する
疑問詞だったが、｢何故 ｣が ioに代わったため、｢なんとなく ｣の
意義を持つようになった。
komo,f  es　elt:「どこへ向かう形→どのような理由」
komok  ［音楽］二分休符　［レベル］４　19　［文化］　→ for

komet  ［単位］マイナス２８乗　21:kamt/te

komet,lsl  kaaf　komma/te

komem  ［数学］単位円　［レベル］５　20:半径１の円
komelt safrein  ［人名］コメルト＝サフレイン　［レベル］６　古　［文化］　
リーザの教師。リーザをナルシェに引き合わせた。
komeli,alt  soa、このような、こういう　ko/meli

kog  ［名詞］錫、スズ　［レベル］４　meltia 9:gilius;kokko/gi　古 :ryuu:kokko
giから。kokko（ともに）、gi（金属）で、「くっついていく金属」の意。
ほかの金属との合金に使われたことから。制では４対の中に消え去っ
た。
kogdol  ［地学］スズ石　19

koglil  ［化学］錫→ kog　［レベル］４　19

kop  ［名詞］合体、統合、一致団結、融合、ユナイト、ユニオン、包括、
包括的、統一、総合、結合、併合、和合　［経済］合計、総計、トータ
ル　［名詞］トリニティ、三位一体　［名詞］合計金額→ kopgar　［数学］数
学のシグマ　［動詞］yulを aに合体させる、合体させる、合体する　［形
容詞］統一された、画一的な、包括的な、全般的な、合併された　［化学］
合成　［経済］合併　［音楽］タイ　［反意語］dons　［レベル］２　rd;fgn　13:制 :
語源不詳　【用例】　xaml kop 統一的なデザイン
kops  ［数学］積分　［レベル］５　nd;kop.k　16:制 :kop

kopn  ［運動］ヨガ、ヨーガ　［レベル］３　13:制 :sad:kopipnia（精神を）統
一する座り　［文化］　ルヴァンの一種。座って瞑想するのではなく、
色々なポーズをとりながら呼吸をすること。
kopvet  ［言語］合成語。複合語と派生語を含める　［レベル］５　14:制 :合
成の語　［語法］　anklet

kopfala  ［名詞］合併号　［レベル］３　rd;kop/fala「合わさった号」　23

kopgen  ［化学］合成樹脂　［レベル］５　19

koppe  ［単位］斤、一斤。アルバザードのものは地球より少し少ない。　［名
詞］一斤の食パン　［レベル］３　22:koppel　【成句】　1 koppe tat 1 sel 一日
一斤のパンで人は生きる：起きて半畳寝て一畳
koppel  ［名詞］柩、棺、ひつぎ、棺桶、棺おけ　［電算］函数、関数。複
数のステートメントが入っている箱のように見えることから。kofel
や kovは別の意味で使われるため、kofelより大きな箱として採用さ
れた。　［類義語］vortkov　［レベル］３　lsd;kove（箱。「中が暗い」。音象
徴の複合語）>kovel（kove/al（物））>koppel.l　20:古レスティル語で「暗
い箱」　laakove:koppel:lu koppel:yulixis,in
koppel(2)  ［人名］コッペル　［レベル］６　20　［文化］　(yuuma 3956:4418)ア
ルヴェーテの教祖リデルの参謀。
koppel(3)  ［人名］コッペル　or　22　［文化］　サプリ村の住人。パン屋の
経営者。大柄で気の優しい中年男性。顎髭と頬髭あり。
koppelia  ［論理］産婆法、コッペリア　［レベル］５　20:koppel/古リュディ
ア語 lia(→ lia)　［文化］　相手に自分の考えを引き出させる誘導するよ
うな語り口のこと。アルバザード人は知的かつ融和的なやり方とし
て非常に好む。アズゲルでコッペルが主君 lidelに対して行ったこと
から。
kophop  ［化学］合成ゴム　［レベル］５　19

kopyuvel  ［運動］［ユマナ］合気道　［レベル］５　20:相手とぶつかりあうよ
りも相手の呼吸や動きに合わせ、和合するように動くことから。
kopzom  ［植物］接木、接ぎ木　［レベル］５　16:制
kopliml  ［化学］合成繊維　［レベル］５　19

koplias  ［化学］合成高分子　［レベル］５　19

koplet  ［音楽］コード　［レベル］５　21:kop/tul/te　［文化］　ソームを使って
表す。例えばＦなら teeve。音階と区別するよう単に頭文字を取って
tとするか幼字を使って表す。
kopapal  ［アトラスの国家］コパパル　［レベル］５　19:ridia:「太陽の方」
kopet  ［名詞］詰め合わせ、つめあわせ、詰めあわせ、詰合せ、詰合わせ、
つめ合わせ、アソート　［レベル］３　21:kop/te

kobl  ［物理］三次元、３次元、３Ｄ、立体、立体という意味でのステレオ、
ステレオ、立方　［俗語］三次元、三次、惨事。現実の人間や現実世界
そのものを指すスラング。　［形容詞］三次元の、立体の　［レベル］３　13:
制 :kabl　古 :kabl（３次元）、kalbu（世界）　【用例】　kobl et beo dac! fikl 
et alkaaaa! 惨事はクソだ。虹最強伝説！　milf kobl le xa atu xanel yun 
本当にそこに存在するかのような３Ｄアート
koblnitmelfi  ［数学］［気象］立方ミリメルフィ。降水量などに使う。　［レ
ベル］３　19:ridia:arbaxelt

koblmelfi  ［数学］立方メルフィ　［レベル］３　19:ridia

koblpamo  ［数学］空間図形　［レベル］４　19

koblixta  ［名詞］立体映像、ホログラム　［レベル］３　19:melidia alis

koblin  ［物理］立体視　［レベル］４　23　［語法］　平行法と交差法がある。
kobe  ［化学］アルジミン　19:アルデヒド＋イミン
kobel  ［アトラスの国家］コベル　［レベル］５　23:ridia

kohaku  ［名詞］若、わか、王子　［類義語］ardist、miler　［アクセント］kohakU　［レ
ベル］３　sm;<,alt</「小さな宝物」　24　［語法］　→ apt, est　○名　×姓　
×前置　×後置　○男　○単体使用 /名詞用法　敬称の一種であるが、
名前とともには使えない。kohaku serenというような使い方はできな
い。　［文化］　アルティアやロロスで王の息子を呼んだ言葉。smでは
凪の王子を指したが、smのうちに王子一般を指すようになった。　
smのうちにアルティア本国で主君の息子や自分が仕える若い主を指
すように意味が変化し、それがロロスに行き、その一方でカレンシ
ア経由でアルバザードにも伝わった。　rdではルビィがセレンを若
と呼んで仕えた。セレンが大人になってもルビィはセレンを個人的
に若と呼び続けた。
kohaffran  ［数学］一次関数　［レベル］４　19

koyol  ［名詞］使い捨て　［形容詞］使い捨ての、ディスポーザブル　13:制 :1
回使用
koyoli(2)  ［人名］こより　［アクセント］koyolI　21:koyoli　［文化］　『ねこの郵
便屋さん』の主人公。
koyoli,alt  arten t'amagatali　koyolu,alt

koyolu,alt  ku arten　<>ku/yol

koyu  ［電算］半角　［反意語］tayu　［レベル］３　20:koyuat

koyulian  ［名詞］一人っ子、ひとりっこ　［レベル］３　19

koyulianarfa  ［政治］一人っ子政策　［レベル］３　19　［文化］　ヴェレイのメ
テで行われたが、失敗に終わった。
koyulots  ［電算］無変換キー　［レベル］４　20

kor  ［格詞］～の方へ　［名詞］方向　［yunte］［動詞］ke　［動詞］yulを aへ向ける、
向ける、向く　［シェルト］方向転換。歩やテームスの方向転換。　［類義語］
arkor　［反意語］rot　［レベル］１　sert　14:制 :古 :kera（方向）　ke（方向） 
ker,f（後置詞の）, kera, keker（～のほうへ）:ke, ker:ker, kera keker
（～のほうへ）　【成句】　la kor vil a dia o mel vindel. 彼は夢と時間に
同時に安全には向き合えない：虻蜂取らず、二兎を追う者は一兎を
も得ず。実際には言葉遊びになっていて、laはセレンで、diaと mel
が何を意味するかは言うまでもないだろう。向き合えはするが安全
は保障されないというわけで。　tifl kor 前後不覚　【用例】　eelik kor 
xi 後ろを振り返った　kor paal a hix パールを方向転換して横駒にす
る
kort  ［動詞］yulに耳を傾ける、耳を傾ける、聞く　［類義語］ter　［レベル］
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２　19:kor tem。類音は koot, koltだが、明らかに文脈が異なるので問
題ない。
korte  ［動詞］yulを a（場所）に干す、干す、ほす　［レベル］２　19:kor 
teeze（風に）
kork  ［動詞］yulの量を減らす、減らす、減る、削減する　［普通動名詞］減少、
減量、削減　［反意語］meif　［レベル］２　19:kor kalo（少ないほうへ）　【用
例】　vals kut an kork ax veld. 医者に酒量を減らすように言われた。
korkim  ［生物］伸展　rd;/「～のほうへ（去るほうへ）曲げる」　24

korkorx  ［生物］外返し、外反し、外がえし、外反　rd;/　24

korx  ［動詞］yulをのけぞらせる、のけぞらせる、のけぞる、仰け反る、
そる、反る　［反意語］kolj　［レベル］２　19:kor xos　【用例】　la naxat kont 
korx. 彼は体をのけぞらせて笑った。
korxfo  ［言語］そり舌音　［レベル］６　19

kors  ［動詞］yulを aと共生させる、共生させる、共存する　［普通動名詞］共生、
共存　［レベル］３　19:kokr:19:kokkora　【用例】　kors ket ont oma 猫と犬を共
生させる
korsai  ［生物］回外　rd;/　24

korn  ［魔物］コルン（羽妖精）：第八十二天：利の炎天　［レベル］５　古 :
korn← kernのアプラウト。セレンの絵の入った黄色いファイルでは
同名のコルンという少女の名前に使われている。花言葉を魔力に変
える花魔法を使うという設定だった。　［文化］　妖族。翼の生えた手
のひらサイズの少女の姿をしている。人見知りが激しく、臆病で、
すぐ逃げてしまう。気に入られると、魔力を回復してくれる。甜菜
糖が好きなので、xifaを餌に釣れる。　【成句】　xiit korn kon xifa 海
老で鯛を釣る　korn xelf 飛んで火に入る夏の虫
kornfrens  ［名詞］蛇足、余計なこと　［レベル］３　20:魔族コルンの羽
根　［文化］　カコで、あるアルバザード人の男が高価な指輪を盗んだ。
男は容疑者として咎められたが、魔族コルンの悪戯だと証言した。
役人がコルンの姿を描いてみよと命じた際、男はコルンの背中に翼
でなく羽根を描いた。妖精は大概羽根が生えていると思ったためで
ある。ところが kornという名は kernのアプラウトから来ており、
学のある人間ならコルンに羽根がないことは分かる。無学な男はあ
われ不必要な羽根を描いたことで捕らえられてしまった。転じて、
不必要な蛇足を指す際に leis kornfrensというようになった。　【用例】
　leis kornfrens 蛇足を述べる　tu et kornfrens. それは余計なこ
とだ。
kornet  ［電算］コルネット、電子秘書　al　［レベル］３　22:korn/te　［文化］
　人格化されたＯＳのこと。最古はリュウの elfian。　alでできた。
人気キャラクターが画面内に表示され、ＯＳとして働いてくれる。
電脳メガネを使えばＧＰＳと連動して携帯機でも使え、３Ｄで空中
に表示することもできるので、「リアル俺の嫁」を実現できる。　音
声認識もあり、声で操作できるため、秘書のような存在となる。
korga  ［料理］［植物］干し柿　［卑語］玉ぶくろ、陰嚢　［レベル］２　19:korte/
gaxt　［文化］　アルバザードでは柿は生食より干し柿にして食べること
が多い。柿は日本ほど人気でないが、干し柿は昭和の日本並みに人
気がある。
korhol  ［生物］外旋　rd;/　24

korin  ［ユマナ］［名前］コリン　13:制 :日本語の ｢小 ｣/ridiaの ri/指小
辞の n。本名コリディア。通称コリン。　［文化］　厳密にはアルカの単
語ではないが、［ユマナ］なのでかまわない。セレンの飼い猫。白地に黒
茶色の模様の入った雄。子猫のとき他家の庭先で捕えた。リディア
に猫を共通で飼おうと言われたのがきっかけで捕獲した。ひとぎら
い。
korov  ［生物］外転　rd;/「去るほうへ動く」　24

koret  ［名詞］一方向　［形容詞］一方向の　［交通］一方通行　［化学］不可逆　［反
意語］tsul　［レベル］３　20:kor/hot（ひとつの方向だけ）→ korot→ koret
　【成句】　hek koret 梨のつぶて
koretta  ［化学］ダイオード　［化学］半導体ダイオード← orpkoretta　［化学］
発光ダイオード、ＬＥＤ、LED、エルイーディー← fariskoretta　［レベ
ル］４　rt;koret。電流を一定方向にしか流さないことから。　【用例】　
an evat koretta lex fag ka ra miskanel. 家の電球を LEDに変えてみた。
koretmiyu  ［物理］不可逆変化　［レベル］５　20

koretrens  ［名詞］モノローグ、独白、ひとり語り、一人語り、独り語り　［反
意語］tsulrens　［レベル］５　rd;/　24

korespon  ［企業］コレスポン　21　［文化］　富士ソフトに相当する企業。
koren  ［接続詞］kor　［レベル］３　21

korei  ［化学］界面　［レベル］５　19:seren:kook/direi　［文化］　液体や固
体などの相が別の相と接している境界のこと。別の相が気体や真空
の場合は特に表面 (yulo)と呼ぶ。例えばコップに入れた水とコップ
の外の空気が触れる部分が表面である。
koreifotvian  ［物理］界面張力　［レベル］６　20

koreimait  ［化学］界面活性剤　［レベル］５　19:seren

kozl  ［名詞］ロッカー、下駄箱　［レベル］２　14:制 :kozkov（錠のついた戸棚）。
鍵はついてないので koz。鍵を手に持たずにロッカーに付けてたら防
犯の意味がない。
kozet  ［名詞］鍵、キー　［動詞］yulを解錠する、解錠する、開ける、鍵
を開ける　［メタファー］事件や問題などを解くためのカギ　［反意語］kuki　［レ
ベル］２　sorn:kozett（鍵）　【用例】　an nat dagd man tifl kozet. 鍵をな
くしてイライラした。
kozetkad  ［地球の国名］キューバ　［レベル］６　19:国章に鍵
kozetvet  ［名詞］キーワード　［レベル］３　20:melidia xier

kozetvemv  ［娯楽］キーモブ　22

kozue  ［ランドマーク］フェリシア学院　［類義語］felixia　［レベル］６　sm;校章
による異名　22
kozue(2)  ［言語］［文字］印刷標準京極書体、業界標準京極書体、印刷業界
標準京極書体、コズエ、桜京極　［レベル］６　22:kozue,alt　［文化］　セリ
フの京極書体。本文に用いる。
kozue,alt  seron　［アクセント］kozuE
koj  ［被服］ミトン　［レベル］４　13:制 :kojisab（親指の服）　【用例】　non 
leinat koj. ミトンを手に嵌めた。
kol  ［名詞］片方　［反意語］io　［レベル］２　rd;↓　19:xion:ko/tul（ひとつ
のもの）
kolt  ［動詞］yulに帰る、帰る、還る、戻る　［普通動名詞］帰還、帰宅、下校、
退社、帰港　［動詞］［婉曲］solは死ぬ：ヴェーユで生まれた魂があの世
へ戻ることから。leev atolasよりも畏まった言い方。　［反意語］terk　
［レベル］２　19:制 :kod（出かける）　［語法］　ある地点に戻ることを想定
した出発が terkで、その帰還が kolt。　　相手を追い返すときは kolt!
（帰れ！）とは言わない。leev!（去れ！）と言う。　【用例】　an koltat 
ra ok sab eves. 濡れた服を着たまま家に帰った。　an koltat ra man tu 
emik velt vadel. たちまち暗くなったので家に帰った。　el kolt xaf 
ra alkalt varzon olta aven. 遅くとも８時までには帰らなければならな
い。　non kapat a maal yul nan kolt sil ra novel. お母さんに電話して
家に帰るのが遅くなると伝えた。
koltfrei  ［名詞］因果応報、自業自得　［レベル］３　22:「自分に帰ってく
る剣」
koltova  ［アトラスの国家］コルトヴァ　［アクセント］koltovA　［レベル］４　23:ridia

kolte  ［形容詞］高圧的な、強引な、脅迫的な、偉そうな、高慢な感じの、
無理強いな、横柄な、生意気　［反意語］yukl　［レベル］３　20:kolman teeze（支
配者風の）。dalkや dalsと似ているため、離した　参考 :dalx:16:制 :dalx。
　【成句】　liiz seren kolte hanx arka 生意気な小僧がアルカを広めた：
憎まれっ子世に憚る
kolxe  ［名詞］パーティ、一座、一同、仲間たち　［レベル］３　22:kola/axe　【用
例】　lad kolxe パーティを組む、編成する
kolset  ［格詞］～のおかげで、おかげさまで　［類義語］man　［反意語］milgaal　［レ
ベル］２　20:pinena:kont sent～（～を感謝して）が短くなって機能語
になったもの。lが入っているのは語気の整えとのこと。　【用例】　an 
raklik kolset tiis il. 皆さんのおかげで成功しました。
kolseten  ［接続詞］kolset　［レベル］３　21

koln  ［釣り］リール　［レベル］４　13:制 :kool

kolf  ［論理］帰納　［動詞］yul（帰納結果）を iから帰納する、帰納する　［反
意語］haal　［レベル］５　19:kolt/from　［文化］　lantahaal

kolfxiv  ［言語］擬声　［レベル］４　21　［語法］　fovet

kolfvet  ［言語］帰納音　［レベル］４　21:直訳は帰納語　［語法］　fovet

kolfpial  ［言語］擬音　［レベル］４　21:帰納音が kolfpialだとこれが pialpi
alになってしまうので kolfvetだった。　［語法］　fovet

kolfrei  ［アイテム］片手剣　rd;/　24

kolm  ［政治］支配する、統治する、治める　［普通動名詞］支配、統治　［レベル］
３　14:制 :恣意
kolmgalena  ［医療］支配欲　［レベル］４　vl;/　23

kolmlang  ［政治］統治権　［レベル］４　19

kolmozom  ［医療］片手挿管法。鍼の。　rd;/　24

kolyulm  ［被服］モノクル、片眼鏡　nd;/　24　［文化］　彫りの浅い凪人は
着用できず、地球の白人よりも彫りの浅いトール人にも難しく、一
部の彫りの深い人が身に付けた。地球と違って上流階級の装飾品と
いうイメージはない。なぜか医者の間で普及したため、医者のイメー
ジを持たれている。
kolj  ［動詞］yulをかがませる、かがませる、屈ませる、屈む、かがむ、
前かがみになる、前屈する、腹の方に身を屈める、身を縮める　［類義
語］asp　［反意語］korx← dom。音がよく似ていて聞き分けづらい。　［レ
ベル］３　19:kor tomで kortだったが、kortでは korxと似すぎるため、
変えた。kor luwaji（足の指のほうへ）　［語法］　仰け反る（のけぞる）
の反対動作。
kola  ［名詞］仲間、味方、同類、同志　［娯楽］［軍事］友軍、同盟軍　［形容詞］
味方の、友軍の　［反意語］retl　［レベル］２　古 :同じ人
koladi  ［経済］第一次産業　［レベル］５　19

koli,alt  kool　><

kolin  ［名詞］眇、すがめ。斜視の場合は avolins。　［類義語］kolins　rd;k
olins.k　24
kolins  ［名詞］片目　［類義語］kolin　rd;/　24

koliifa  ［天文］一等星　［レベル］４　rd;/　24　［文化］　等級を数値で表す
のは神代からの習慣だが、６等星より暗い星を観測できるようになっ
たのは rdで魔動望遠鏡ができてから。魔動望遠鏡が契機となり、よ
り細かい等級が作られるようになった。数値は小さいほど明るく、
０を超えるとマイナスになる。マイナスのほうが明るい。例えば火
星は tifviliifa（マイナス三等星）になる。
kolo  ［名詞］精神、マインド、理性、思性、悟性　［反意語］main　［レベル］
２　f;e　古 :kolo（精神、金）　kolo:kolo:lu kolo:koi,alt　［語法］　envelen
　［文化］　→ seles　精神は第一頸椎、首と頭の間に座す。この部分を
kolonという。ルクレティアによって特定された部位で、fvなどには
ここを指す言葉がなかった。現代医学的に見ればこの場所は自律神
経と深く関与しており、ここが冷えたり凝り固まったりすると不定
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愁訴を訴えることが多く、精神の座と考えた古代人の身体性が非常
に優れていたことがわかる。　【用例】　☆ an tiflates kolo aluutel! 私の
頭がどうかしていたのだ。
kolosnyai  ［医療］片頭痛　［レベル］３　19

kolon  ［生物］首の後ろ、コロン　［レベル］２　szl;kolo/main>kolom>kolon　
21　*kolon:kolon:kolon　［文化］　kolo

kolon(2)  ［ジョブ］落ち武者　alt;kalan.k　24

kolonhaguli  ［ジョブ］野伏、のぶせ、のぶし、レンジャー、落ち武者狩
り　alt;/　24
kolopant  ［名詞］教養科目　［反意語］mainpant　［レベル］２　22　［文化］　felpa
nt
kololevn  ［医療］精神病　［類義語］avixkolo　［レベル］３　rd:ryuu;/　19:ilm
us:ridia　［文化］　verant

kole  ［名詞］ロール、巻いたもの　fv;kool/et　24

kolet  ［代詞］［yunk］私たち　［レベル］１　21:kmiir:kolett（つながれた→同胞）
kolett,szl  aav　kool,fv.k

kolen  ［美容］ロール、巻き髪　sm;kole/nia　24　［文化］　smでできた。
koleevtaxit  ［物理］第一宇宙速度　［レベル］５　19

koluk  ［名詞］一歩　［レベル］２　21:lusian

koa  ［動詞］yulを aに乗せる、乗る、乗せる、積む、重なる、重ねる　［経済］
［動詞］yulを a（一部二部など）に上場する、上場する　［反意語］kend　［レ
ベル］２　古　【用例】　koa a lop 電車に乗る　koa lep al amo 荷物を車に
載せる
koaks  ［建築］一階　［レベル］３　19

koakoplet  ［音楽］オーギュメントコード　［レベル］６　21

koas  ［化学］モノマー、単量体　［レベル］５　19:seren:seasから類推。koは１。
koavent  ［経済］上場企業、上場会社　［レベル］５　21

koark  ［化学］単結合　［レベル］５　21

koaeng  ［経済］単利　［レベル］５　22:単純に載せていく
koi  ［動詞］yulを iから lex{a}だと同定する、同定する　［普通動名詞］同定、
アイデンティファイ　［反意語］tai　［レベル］４　21:古 ko（内、同じ）/i（見る）
koi(2)  ［名詞］kolo,alt　［文字］精、偏、旁、冠、脚、構、垂、繞　［レベル］
３　kolo.l　［文化］　koimanlen

koit  ［動詞］yulを aに吸収する、吸収する、取り込む　［普通動名詞］吸収、
取り込み　［魔法］コイト（アスピル）。利の中位黒魔法。敵のヴィル
を吸収する魔法。敵に魔法を使わせなくするとともに、自分は魔力
を回復して魔法を撃てるようにする魔法。　［経済］［動詞］yulを吸収す
る、吸収する、買収する、Ｍ＆Ａする。Ｍ＆Ａも含めて言う。　［反意
語］rins　［レベル］３　古 :koitで ｢吸収 ｣。koが ｢中 ｣。itは不明。　［語
法］　koit jo（怒りを吸収する）は慣用句。失敗などで怒られたとき
に、「あー、すみません！」と大げさに捉えて高速に慌てた感じで謝っ
て、相手の怒りを広げないように吸収することを言う。日本人がほ
ぼ毎日必ずやっていること。アルバザード人は平静にしているのが
常なので、こういう動作をまずしない。"ou, vant"で済ます。ただア
ルバザードでもこうするときがあって、例えばハイジャックとかで
人質に取られたときに、怒れる犯人相手に機嫌を取るためにへつらっ
てやることはある。だが、会社や学校ではしない。だから例えばレ
インから見たら、日本で働く静は奴隷か人質のような扱いに耐えて
いるように見える。　【用例】　la koitat jo e haxt. 彼女は上司の怒りを
吸収した（慌てて上司に大げさに謝った）。
koitet  ［魔法］吸収　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

koiko,alt  tu　ko/iko

koin  ［魔物］コイン（独眼鬼）：第六十八天：聖の巨天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:ko/ins（一つ目）　［文化］　薄い青い肌をした一つ
目の巨人。眼が大きい。眼からレーザーを放ち、大きな斧を振るう。
弱点は目だが、まぶたが固いので、閉じている間は潰せない。
koinmep  ［天文］サダルメリク　19:ridia/seren/mel　［文化］　リュウは巨
人コインと戦ったが、その怪力と目から出るビームに苦戦した。弱
点は目なのだが、攻撃するとまぶたを閉じてしまうし、ビームを出
している間は危なくて近寄れない。そこでリュウは大きな魔法の鏡
を作り、ビームを放つコインの前に持ってきた。ビームはコインの
目に跳ね返り、コインは封印された。そのときの鏡がサダルメリク。
koinlias  ［化学］巨大分子。ダイヤモンドなど。　［レベル］５　19:魔族コ
インのような巨大な分子。
koimanlen  ［運動］［文字］心技体、精身技　［レベル］３　22　［文化］　アルティ
ア人の武道でよく言われる概念。精神、身体、技術の三位一体によ
り上達するという考えのこと。　日本語の心技体に当たるものだが、
こちらでは精身技という。技の位置する場所も異なるので注意。　
　また、京極において順に偏と旁とその他のパーツを指す。　偏は
京極の最も大きな分類項目を示す一次要素である。偏はある京極に
必ず１個存在する。弓 (van)のように偏だけで構成される文字もある。
　偏は左に来るものだけでなく、冠や烈火や門構えといった様々な
場所に来るものも指す。場所や形でなく、その字の中で最も主要と
なる構成素を指すので、漢字の偏と違って京極の偏は文字によって
「偏、旁、冠、脚、構、垂、繞」のいずれにもなる。　旁は主に右に
来るが、漢字と同じで必ず右とは限らない。京極の中分類を示す二
次要素である。京極は必ず０個ないし１個の旁を持つ。　最後の技
に当たるものは字の細かい意義を決定するための付加物であり、様々
な位置に付く三次要素である。一次と二次以外はすべて三次要素と
して、あらゆる京極に０個以上存在する。
koiest  ［電算］トリップ名、トリップ、鳥　［レベル］３　21:同定名
koot  ［形容詞］反対の、逆の、まったく異なる、さかさま、逆さま、傘

がおちょこ、服が逆さか後ろ前　［反意語］kok　［副詞］［文頭純詞］むしろ、逆に、
反対に　［レベル］２　rd　19:赤 :kota　kota:kota:kota　［語法］　kok　【用例】　esn 
emat koot mil teeze vien. 強風のせいで傘がおちょこになってしまっ
た。
kootnoa  ［生物］［医療］逆気　rd;/　24

kootnoalept  ［生物］［医療］逆気而泄　rd;/　24

kootvet  ［言語］反意語、反義語、対義語、反対語、アントニム　［レベル］
４　19
koothim  ［生物］［形容詞］異性　［反意語］kokhim　［レベル］３　rd;/　23

kootjals  ［数学］逆数　［レベル］４　19

kootwil  ［医療］異性愛、ヘテロセクシャル、ストレート、ノンケ、のん
け　［反意語］kokwil　［レベル］４　rd;koothim/wil　23

kootekx  ［医療］逆流　［レベル］３　19

kook  ［名詞］状態、様子、様態、具合　［名詞］機械のモード　［化学］物質
の三態の相　［医療］症状→ leko　［医療］容態→ levnkook　［反意語］teet　［レ
ベル］３　＠ 19:ridia:arbaxelt　mulg:mulg　【用例】　tex kook e jan, esk sil 
im kest in. 空模様からすると、あしたは雨だろう。
kookvet  ［言語］擬態語　［レベル］５　21　［語法］　fovet

kookminif  ［言語］状態無相　20　［語法］　状態動詞における無相区間。
完了～終了相に等しい。 　動詞＋副詞 xaで示す 　例：skin xa（座っ
ていはじめる～座っていおえるまでの総称） 
kookyuo  ［言語］状態動詞　［レベル］６　20　［語法］　単位動詞の経過～影
響相までの 5相からなる区間のこと。 　行為動詞に比べ、動作主の
意思が表れにくく、動きも静的。 
koox  ［動詞］yulを肯定する、肯定する、うべなう、肯う　［形容詞］肯定的。
kooxanで。　［反意語］tees　［レベル］３　＠ 19　【用例】　la kooxat klos ant. 彼
は私の主張を肯った。
kooxtees  ［言語］極性　rd;/　23　［語法］　叙述を肯定するか否定するかと
いう要素のことを指す。
koos  ［名詞］たすき、襷、たすき状のもの　［娯楽］（スロットの）リール、
スロットマシン　［レベル］４　14:制 :koolsab　［文化］　kuzgin、latos

koon  ［音楽］鉦、摺鉦、当たり鉦、しょう　rd;<alt。こーんというオノ
マトペから。　24
koom  ［親族］兄弟姉妹、兄弟、姉妹、シブリング　［レベル］２　19:ilmus:r
idia:ko tomないし kok tom　［語法］　長幼と性別で４種に分類する。義
理の兄弟も通常は同じように呼ぶ。血が繋がってなくても兄貴分、
妹分のような間柄であれば、兄弟として呼ぶ。セレンがメルを妹と
呼んでいるのはこの用法に基づく。
koomfelka  ［名詞］姉妹校　［レベル］４　22

kooma  ［名前］コーマ　語源不詳　［文化］　メルの飼っていた犬。rdでは
竜に変身する犬として登場。　【成句】　kooma sot コーマがやったの＝
人のせいにすること：メルが９歳くらいのとき、アルシェの資料を
紛失したとき、コーマのせいにしてあっさりバレたことから、オヴィ
らがからかって反復した。当時のアルカだと kooma sodだと思うが、
よく似ている。　kooma dio mel 飼い犬に手をかまれる　【用例】　"qm... 
pap at rig, mama"　"hqn, son ne sot? kooma?"　「あの……ママ、コッ
プが割れたよ」　「で、誰がやったの？コーマ？」：明らかに子供がやっ
たと分かっていて、嘘をついてる子供にイラつきながら、いびって
る感じ。kooma?はむろん、嫌味。
koomate  ［名詞］姉妹店　［レベル］４　22

koomeld  ［言語］同系、姉妹語　［レベル］６　19

kooditta  ［料理］巻き寿司、巻きずし、手巻き寿司、手巻きずし　［レベル］
３　alt　23　［文化］　ditta

kool  ［名詞］巻物、スクロール　［動詞］yulを巻く、巻く、くるくる巻く、
スクロールする　［電算］スクロール　［レベル］２　fv;e　古　kool:kool:k
ool:koolu,alt　［文化］　アルカは縦巻き。上から下に読む。　【用例】　ren 
isk alkalt mol kont kool. スクロールして下まで読んで。
koolslez  ［電算］巻物型掲示板、ティーカップ型掲示板、ふつうのネッ
ト掲示板、個々のスレッド、スレッド、スレ　［レベル］４　19:ridia:ar
baxelt
koolpolka  ［電算］プルダウン　［レベル］４　20

koolzon  ［電算］スクロールバー　［レベル］３　21

koola  ［名詞］リール、巻き枠　［レベル］３　16:制 :kool

koolet  ［名詞］アーカイブ、書庫、文庫、資料保存室　［名詞］＠ウィキ、
アットウィキ、＠ｗｉｋｉ　［レベル］４　sorn:koolet← kool　［語法］　「学
級文庫」、「子ども文庫」などというように、ある集団に対して開か
れた蔵書群の比較的小規模なものを文庫というが、これは kooletで
はない。子ども文庫などは yulileiのように leiという。
koolel  ［人名］コーレル　［組み数字］１３/１６　［レベル］４　meltia 
47:ardu/esta;e　古　［文化］　esta　エスタの第１３子。男。テステェル
の父。
koolel wakka  ［人名］コーレル＝ワッカ　19:melidia axte　［文化］　アルティ
ル期の芸術家。アルバザード出身。新古典主義の先駆者。魔法を失
い神を見れなくなったことにより、人類は新古典主義を開花させた。
koolu,alt  luna　<>kool

koeks  ［名詞］一意　［形容詞］一意的な　［反意語］dieks　［レベル］５　rd:mel;/
　24:mel
ke  ［動詞］yulに行く、行く、いく。移動動詞。　［副詞］～しにいく　［動詞］
sol（道）が yul（目的地）に通じている、通じる、通ずる、行く　［反
意語］luna　［レベル］１　13←古 :ketta　ke,f（移動） ketta,f（行く）:ke kett
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a:ker:talu,alt　［語法］　強調以外で ke a felkaと言わないこと。　【用例】　an 
ke felka. 学校に行く。　an tau ke xipl. ケーキを買いに行く。
ke,f  ke、kor、tank　e

ket  ［言語］kの文字　［レベル］１　14:制 :猫　ketto:ketto::mio,alt　［語法］　第
２文字目の幻字。
ket(2)  ［動物］猫　［類義語］miiko、uni　［レベル］１　19:古 :森（to）の方向（ke）
を知るもの。古では kettoで制では kets。新で ketに。　［擬声］　nya（にゃぁ） 
mya（みゃあ） uni（うにぃ。甘え） kccc（くるるる、喉鳴らし） gccc（唸
り）  xaa（シャー！威嚇） nyaan, myaan（にゃーん、長鳴き。えさくれ
とか、ドア開けろとか、コタツ入れろとか、そういうときの声） waan
(「いい加減ドア開けろや、鳴くのも疲れるんじゃ！」とか、「いつま
でも抱いてんじゃねえよ、早く離せゴルァ」とか、イラついたとき
の大きな要求声）　［文化］　アルバザードで最も好まれるペット。静か
なのでどこでも飼える。元々一匹狼なので飼い主に従わない生き物
であると考えられ、厳しい躾は始めから放棄される。アルバザード
の人間は個人主義が強く、猫の生き方は肌に合う。だから猫を同類
とみなすことが多い。同類とみなすので犬と違って上下関係で従う・
従わせるという関係にはならない。共同生活者として飼うことが多
い。ただ、トイレの躾はするし、どこで爪を研ぐかなどの躾も行う。
つまり、最低限の躾は行う。尚、アルバザードでは飼いやすいとい
うことと肌に合うという理由から猫の方が多く飼われている。血統
書つきの猫を買うという発想はなく、可哀想な捨て猫を拾うか、知
り合いから分けてもらう。なお、アルバザードにも勿論血統書つき
の猫はいるが、それはステータスとして飼うのでなく、単にマニア
として飼うだけである。たとえば猫に詳しい人がマニアになって血
統書つきの猫をほしがるという場合である。ただ、それがイコール
ステータスにはならない。
ket(3)  ke/at
ket(4)  ［人名］エケトネの略称　［組み数字］２１/２８　［レベル］１　制　【成句】
　fiina ket 万一に備えて :19:mat:「心配性のエケトネのために」が原義。
従ってこの ketは猫ではない。
ketta  ［感動詞］さぁ、さあ、ほら。相手を促す感動詞　［感動詞］開始、は
じめ、始め、どん、ドン、のこった、ファイト、ファイッ、ゴー　［レ
ベル］１　古 :行く　［語法］　renteは leevだが、彼女らも気合を入れ
る場面などでは kettaという。
ketta(2)  ［南方］［動詞］ke　［レベル］３　古
ketta,f  ke　ke/ta「外へ行く」
kettats  ［生物］ネコ属　［レベル］５　20

kettakt  ［名詞］猫派、ネコ派　［レベル］３　19

kettan  ［rente］ketta　［レベル］１　19

kettantoa  ［化学］Ｌ殻　［レベル］５　19

ketti  ［単位］漠　21:古 ketto

ketto  ［サール］ケット　［レベル］５　古 :ridia:ketto（猫）。原義は ｢森の
方向を知るもの ｣という古アルカのものであるから、英語のｃａｔ
由来ではない。英語排他が行われていない時期の語なので、英語な
ら katか kyatになるはずである。　［文化］　猫を司るサール。高潔で気
位が高く、美しい。魔力が極めて高い。また、動きが俊敏で格闘技
にも長ける。ケットは強力な力を帯びた自らの爪を武器に戦い、敵
を瞬時に切り裂く。
ketto,f  ket　f;e 現在の猫を指していたとは思えない。ミアキスを指
したのではないか。tm頃にはリビアヤマネコを指したのではないか。
kettol  ［動物］アビシニアン　［レベル］６　21:ketto神に似ている
kettem  ［生物］猫耳、ネコミミ　［レベル］３　rd　22　［文化］　アルバザー
ド人は猫好きが多いため、可愛いものとしてコスプレなどでも一定
の人気がある。魔族などで本物の猫耳を持って生まれた場合、環境
次第では虐められたり逆にもてはやされたりする。アルナ大のよう
な環境の良いところなら貴重がられて愛されることが多いだろう。
ketx  ［動物］川蝉　［レベル］５　23<kets:alakta:ketx← eketxit（川の雀）
ketxelk  ［動詞］yulをぶらつかせる、ぶらつかせる、ぶらつく、ぶらぶ
らする、散策する　［レベル］３　19:ridia:ねこが家の中や縄張りをて
くてく歩いているさまから。人間からすれば特に意味もなくぶらつ
いているようにしか見えないため。　【用例】　an ketxelkat lax mes ra man 
jent et rat tin. あまりに天気がよいので外をぶらつきたくなった。
　fis at daz tin a ketxelk. 散策するにはもってこいだった。　an ketx
elkat kacte im cuuks ok hacn. 夕方に友達とカルテをぶらついた。
kets  ［普通動名詞］巡回　［動詞］yulを巡回する、巡回する　［レベル］３　rd;
ket/so「猫のようにする」　23　【用例】　kets noxal e samen 新刊コーナー
を巡回する
ketn  ［普通動名詞］移植　［動詞］yulを aに移植する、移植する　［電算］移植
　［レベル］４　14:制 :ketna

ketverant  ［医療］回避性パーソナリティ障害、回避性人格障害、不安性
パーソナリティ障害、不安性人格障害　［レベル］５　vl;eketone/verant
　23:mel
ketdelia  ［生物］イエネコ亜種　20

ketpafl  ［名詞］怒って威嚇した　［レベル］３　19:猫のアーチ。猫が怒った
ときに弓なりになることから　【用例】　til ketpafl 怒って威嚇する
ketrein  ［数学］ｙ軸→ ink　［レベル］４　19

ketins  ［名詞］いねむり、居眠り、うたたね、うたた寝、まどろみ、ま
どろむ　［名詞］一休み、小休止　［経済］一服　［ユマナ］ミニストップ　［類
義語］yunis　［レベル］３　19:古 :ridia:kettoi（猫の目）。猫は常に居眠
りのような浅い眠りをしていて、半開きの目をしばしばさせている。
居眠りをする人間がその様子に似ていることから。　［語法］　til keti
nsにすること。arはやや不自然。　【用例】　☆ an tilat ketins alfin belt 

es vap sin. 鍋が煮えてるにもかかわらず、居眠りをしてしまった。
　den til ketins im xax. 授業中に居眠りしてはいけません。　an at 
omo tinka ento an tilat ketins ras fou fol nia ant em kil. 眠すぎて髪
を切ってる間に何度も寝そうになった。
ketinj  ［地学］キャッツアイ、猫目　［レベル］４　19

keton  ［植物］マタタビ、またたび　［レベル］４　22:「猫の木」
ketet  ［形容詞］女々しい、めめしい、野暮な、野暮ったい、やぼな、粋
でない　［名詞］女々しさ、野暮　［反意語］adiiyu　［レベル］３　rd;ket/et「エ
ケトネのような」　24
ketena  ［名詞］泣き虫　［レベル］２　rd;eketone/ena　22　［文化］　til ketena 
泣き虫だ
ketern  ［生物］ネコ科　［レベル］５　20

kek  ke/ik
kekt  ［動詞］yul（場所）を循環する、循環する、回る、回す、廻る、廻
す。移動様態動詞　［経済］回転する　［音楽］ターン　rd　［レベル］３　14:制 :
古 :kettakekko　［語法］　「yulを循環させる」ではない。　【成句】　kekt rens 
話を続ける、話をつなげる、話を繋げる
kektkui  ［名詞］回し飲み、回し食い　［レベル］３　20　［文化］　paskkui

kektxen  ［普通動名詞］回し飲み→ kektkui　［レベル］３　20

kektmiks  ［音楽］輪唱　［レベル］３　rd;/　23

kektpit  ［医療］循環器科　［レベル］５　19

kektrens  ［言語］ケクトレンス、循環話法　［レベル］３　rd;/　20　［文化］　
複数人がひとつの話題を順繰りに話すこと。　例えば道で迷ってい
るとき、３人の女の子の集団に声をかけたとする。このとき、日本
だとたいてい一人の子が代表で説明するが、アルバザードだと３人
が順々に言葉を回していく。　例：　t子「ランスケルンは北区にあ
ります」ここで k子に目を微かにやる。　k子「コノーテ＝ミルフに
ありますよ」ここで x子に　x子「ここからだと電車でいくといいで
すよ」　――このように、３人がそれぞれ少しずつ情報を回し飲みの
ように喋る。これが彼女たちにとって協調的に話せていることの証
明であり、同時に複数人がその情報を納得しているということを示
すことでその情報の正確さを示している。なお、この喋り方は古ア
ルカの時代にアンシャンテを通じて広まったもの。
kektaja  ［経済］回転率　［レベル］５　19

kektelm  ［生物］循環器　［レベル］５　19

kekko  ［感動詞］ようこそ　［感動詞］どうぞどうぞ、どうぞ、ぜひ、是非　［動詞］
yulを受け取る、受け取る→ mix,yu　［動詞］yul（人）を kaで歓迎する、
yul（人）を kaで出迎える、歓迎する、出迎える→ xitil　［感動詞］いらっ
しゃいませ、いらっしゃい　［反意語］xant　［レベル］２　古 :keko（来る）、
kekkokekko（ようこそ）。non nahyu ker tis kekko tu（私はあなたが来
て嬉しい）の意味で、kekkokekkoと繰り返して使った。　［語法］［文化］　・
ようこそ　　人を歓迎するときは kekkoという。家に招待するときに
使うが、パーティなど人の集まりの輪に入れてやるときも kekkoとい
う。言われた相手は sentantと返す。また、販売店の店員は kekkoとい
わない。店は客を歓迎するのではなく、客と売買をする場だからで
ある。ゆえに soonoyunという。　ただし、店員がホスト役になる店
では kekkoという。つまり旅館やホテルでは kekkoという。メイド喫茶
は自分の家のメイドという設定なのでいらっしゃいではなく、milun
an（おかえりなさいませ）だろう。　小さな小売店や個人商店の場合
はむしろ soonoyunでなく kekkoのほうが妥当。soonoyunと個人商店
で言われると知人や町の人に挨拶されたかのような気になる。　バ
スや電車など、人を運ぶ業務は soonoyunという。不動産も物を売る
ので soonoyunである。客を招待した場合、ホストはパーティなど、
迎える用意をしておき、歓迎する。時間は大抵ホストが決めている
のでホストの家に迷惑ということはない。また、前触れなく客が来
るということはまずない。友人の家に遊びに行く場合でも予め連絡
は取っておく。いきなり行くと迷惑。　　・どうぞ　　人の行為な
どを歓迎するときに使う。
kekko(2)  ［南方］［動詞］luna　［レベル］３　古
kekko,f  luna　ke/ko「内へ行く」
kekkokekko  ［感動詞］ようこそ　［レベル］２　古 :kekkoより丁寧　［語法］　kekko
より丁寧。
keks  ［普通動名詞］旅行、旅路　［動詞］yulを旅行する、旅行する、旅する
　［レベル］２　14:制 :koks（長い旅行）　［文化］　ディアセルとメルセルは
国内で過ごすことが多いので、特に決まった時期はなく、スケジュー
ルの調整がつく時期にごっそり休みを取って行く。国内の場合はカ
テージュやアルナが人気。国外ではやはりルティアやメティオが人
気。　日本人と比べるとアルバザード人は旅行好きではなく、近場
の国内で遊ぶことが多い。日本の場合は国内旅行のほうがかえって
高くついてしまうからかもしれない。アルバザードだと国内のほう
が安い。　団体行動は苦手なので、ツアーやパックは利用しない。
そういう国民性なので旅行代理店はなく、チケットを各自取って行
く。　【用例】　tat salt, an keks nelt ok xite lana fonl hart. 毎年夏には家
族で避暑地に行く。　an keksat lax dipit l'an xem lax. 気の向くままど
こかに旅行に行きたかった。　an keks van haas ano. 予定通り旅行に
行くつもりだ。
keksvent  ［ユマナ］旅行代理店　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　【用例】　an ket 
keksvent man an ke lax em alyu. フランスに行きたくなったので、旅行
代理店にいってみた。
keksmas  ［名詞］パスポート、旅券　［レベル］３　14:制 :旅行の券　［文化］　
国外旅行にのみ使う。アンセに入っているので紙としては不要。
keksan  ［名詞］旅行者、旅人　［レベル］２　22

kekl  ［動詞］yulを aに呼ぶ、呼ぶ、来てもらう、召集する、召喚する、
呼び出す、誘う　［名詞］［動詞］再生、再生する。ＣＤプレーヤーやビデ
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オなどのテープなどを。　［反意語］solk　［レベル］２　14:制 :kakl←不明　【用
例】　☆ an keklat la amol esn ant. 彼女を傘に入れてあげた。
keklmente  ［名詞］出張ヘルス、デリヘル、デリ、ホテトル　［レベル］４　
18　［文化］　富裕層に限られ、アルバザードにもある。アルバザードで
は本番あり。
keke  ［動物］鮭、サケ、鱒、マス　［レベル］２　13:制 :『制定語彙』kekoeli（旅
をする魚）　［語法］　サケとマスの区別はない。
kekexaki  ［料理］イクラ、筋子　［レベル］３　14:制 :鮭の卵
keker,f  ～の方へ
kes  ［名詞］次　［形容詞］次の、続きの、次世代の　［文頭純詞］次に　［反意語］
tox　［レベル］１　19:制 kes　doova:doova:

kes(2)  ke/es
kest  ［名詞］明日　［反意語］toxel　［レベル］１　19:keslfis　【用例】　tu et im 
l'an lo on kest. 明日について考えるときだ。　an lor nos to van im 
kest. 明日何をするか考えているところだ。
kesxelt  ［名詞］来月　［レベル］２　rd;/　23

kessalt  ［名詞］来年　［レベル］２　rd;/　23

kessoot  ［名詞］来週　［レベル］２　rd;/　23

kessel  ［名詞］翌日、よくじつ、その次の日、あくる日　［レベル］２　19

kesflei  ［電算］ページダウン　［レベル］３　20

kesan  ［名詞］後継者　［類義語］xita　［レベル］３　19:ilmus:ridia

kese  ［料理］まな板　［レベル］２　14:制 :alakta:ksen（プラスチックまな板）
ken  ［南方］［格詞］kor, al　［レベル］３　21:l.ker

kent  ［動詞］yulを aに招待する、招待する、招く、まねく　［普通動名詞］
招待　［レベル］２　19:ketr:13:制 :ketrei（来ることを依頼する）　［文化］　
招待状はヴェレイでメールになり、アレイユでもアンセによるメー
ルが一般化している。パーティの招待は遅くても数日前にはされる。
kentmas  ［名詞］招待状　［レベル］３　19

kend  ［動詞］yulを iから降ろす、降ろす、おろす、降りる、降ろす、
下りる、下ろす　［反意語］koa　［レベル］２　15:制 :kond（降りる）:古 :koa

keno  ［接続詞］～の　［レベル］２　f;keは「方向」　古 :所有や所属など、
修飾を表わす語で、後に eに代わった。kenoは修飾語＋ keno＋被修
飾語の語順であった。たとえば non keno hacmaで「私の勇者」の意味。
だが、後に生まれた古アルカの eは制アルカの eと同じく kenoに対
して順番が逆転している。これは古アルカの語順がＳＯＶからＳＶ
Ｏに変わったときに起こったことである。　keno:keno::tu,alt:tan,dm　【用
例】　arubazard keno arna アルバザードのアルナ　non keno hacma 私
の勇者様。ザナのことでもある。
kev  ［動詞］yulを aに例える、例える、喩える、譬える、たとえる、比
喩する、なぞらえる、準える　［レベル］３　14:制 :語源不詳　【用例】　
"yuna kev fan moe a soa xantaan" 「エリカたとえてあげる～」（家なき
子）
kevea  ［地名］ケヴェア　［組み数字］４/６　［レベル］３　fv;e　古　［文化］　
サヴィアの南にあるマレットの大陸。　面積：15389774.464359 km^2
keveasiza  ［地学］ケヴェアプレート　23

kevei  ［ユマナ］南アメリカ大陸　［レベル］４　制
keft  ［建築］瓦礫、ガレキ　［レベル］３　13:制 :元は kop。音が変化して
kefとなった。
kefon  ［名詞］軌道　［類義語］akl　［レベル］４　21:ke/font

kem  ［生物］胃　［レベル］２　古 :kem　【成句】　til kem lis 小食だ　til kem e 
mel ほとんど何も食べない　til kem e ridia 食べようと思えば大食
できる体質だ　til kem t'ovi 大食だ、大食いな　【用例】　ol el til kem 
lis, son el et valn tex ela. 報告によると小食は体に良いらしい。
kems  ［動詞］yulを摘む、摘む、つむ、抜く、引っこ抜く、摘み取る、
むしる、毟る　［反意語］tonx　［レベル］２　＠ 19

kemfaiz  ［医療］胃炎　［レベル］３　14:制 :胃の炎症
kemmixk  ［生物］梁丘　21

kemmelt  ［生物］内関　［レベル］６　21

kemgalt  ［生物］幽門　［レベル］５　19:閉じたり開いたりするので門か扉が
候補となった
kemguz  ［医療］アニサキス　［レベル］６　rd:ryuu;/「胃に噛み付く糸く
ず状の（回虫）」　24　［文化］　smで凪人が刺身をもたらした頃から謎
の胃痛がアルバザード人の間に起こった。rdでリュウが魔動内視鏡
を作ると患者の胃中にアニサキスを発見。これが原因であることが
判明した。実際には胃だけでなく小腸などにも進行することがある
が、たいていは胃痛で気付くのでこのような命名となっている。ち
なみに小腸に達すると alの技術をもってしても開腹手術が必要とな
る。　リュウは実験の結果アニサキスが６０度以上の加熱ないしマ
イナス２０度以下の２４時間の冷凍で死滅することを発見した。こ
れ以降アルバザード人は刺身を食べるときには冷凍してから解凍し
て食べるようになった。現在では業務用冷凍庫にて冷凍した後に解
凍する。冷凍すると味は落ちるが、生食を嫌うアルバザード人は安
全を取る。　　現実には魚類の生食を嫌うリディアによってアシェッ
トの人々にもたらされた文化。日本人のセレンはリディアに寿司や
刺身などを食べないよう何度も言われて苦心した。
kempa  ［地球の国名］イラク　［レベル］６　古 :星の国 kenpekaが kempaになっ
たもの。nは mに
kempig  ［医療］胃がん　［レベル］３　19

kempe  ［天文］天文　［レベル］４　13:制 :古 :kenpe（星）　［文化］　ユーマの
一族は神々の知識を得て、アトラスが球体であることや、星の運行

がどうなっているかということを最初から知っていた。そのため天
文学は地球よりも早く正確に確立された。逆に知識として始めから
得ていたため、ストーンサークルのような天文関係の遺跡はかえっ
て少ない。　学問としての天文学は神がレスティルで農耕を始めた
ころから社会上の運用として開始され、その後人間にも伝来した。
アズゲルではレスティルを中心に各民族が高等な天文学の知識を
持っていた。
kempest  ［アトラスの国家］ケンペスト　［レベル］５　20:seren:星の土地
kempe disidia  ［人名］ケンペ＝ディシディア　20　［文化］　(imul 
1472:1537)ラグナロクの工学者。学長を勤めた。トワーゼルの父親。
anjelの構想を練った人物。imul 1512に階差機関を発明。
kembap  ［医療］胃潰瘍　［経済］塩漬け　［レベル］３　19

kemyai  ［医療］胃痛　［レベル］３　22　【成句】　kemyai e ridia 鬼の霍乱
kemjior  ［生物］胃兪、胃愈　［レベル］６　21

kemwalv  ［医療］胃ポリープ　［レベル］５　19:seren

kemlox  ［生物］胃腸。胃と腸のこと　［レベル］３　19

kemasl  ［生物］［医療］胃酸　［レベル］３　19

kemanver  ［医療］ＦＤ、ＮＵＤ、機能性胃腸症、機能性胃腸障害、慢性
胃炎　［レベル］４　21:kem/anver　［文化］　vlで PC等の普及とともに蔓
延した病気。vl初期は PCがそこまで原因だと社会が認知していな
かった。自律神経失調症や鬱も併発する。　労働効率が悪すぎると
してミロクが徹底的に作業環境を向上させた結果、電子ペーパーや
アンセや音声認識などの技術が vl末期に発達した。　労働時間の短
縮やワークシェアリングや格差社会の軽微な是正などにより、徐々
に alに向かうに従って FDは減少していった。
kepl  ［名詞］罠　［動詞］yulを罠にかける、罠にかける　［レベル］３　13:制 :
古 :ketta（罠）/古 pas laa（行くと死ぬ）　【用例】　yuv kepl 罠にかかる
　an keplik ti! かかったな！
kepi  ［地学］コンパス、羅針盤、磁石、方位磁針、方位磁石　［レベル］３
　16:制 :古 :ke（方向）/pi（針）　［文化］　zgのシージアで発明された。
zg_rdは人類は空を飛べ、rdでは飛空挺も発明された。人々は自由
に長距離を旅できる環境にあったが、その裏にあったのは羅針盤で
ある。地球では羅針盤の発見が大航海時代の幕開けに繋がっている
が、人が空を飛べ飛空挺が存在したカルディアでは羅針盤は古くか
ら発明されている。　カルディアにおける大航海時代は人が魔法を
失い、地球と同じ方法でしか航海をできなくなってからであり、羅
針盤がもたらしたものではない。貿易品の需要と 3,2遺伝子の普及が
直接の理由である。
kepiifa  ［地球の星座］［ユマナ］らしんばん座　24　［文化］　ifa

keyes  ［名詞］片道　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

keyu  ［名詞］客、お客さん、ゲスト　［反意語］stal　［レベル］２　19:kekko yu（歓
迎を受ける）　［語法］　店の客は tauan。
keyuez  ［建築］客間、ゲストルーム　［レベル］３　rd;/　23

ker  ［名詞］類、種類のうちの類、上位概念、あるグループのまとまり。
　［反意語］pit　［レベル］３　19:恣意
ker,szd  ke　ker,f.alvez

ker,f  tie, a, kor　ke（方向）
kert  ［言語］括弧、カッコ、かっこ　［レベル］２　13:制 :古 :ker～ tu構文
の kertu。kerはかっこで、tuはかっこ閉じ。昔は ker～ buだった。
kern  ［生物］翼　［魔法］ケルン（トベルーラ）。風の古代魔法。ルテの上
位版。高く自由に飛ぶことができる。参照 lute　［名詞］バイク、オー
トバイ← faldis　［類義語］frens、mileel　［レベル］２　mt　古 :ker jina（つ
ばさ）。｢空へ ｣が原義で、後に kernになった。リディアとクミール
が１９９７年パールとメルの調査『高好感度幻字調査』において共
に上位１４位以内に入れた語。　kerjina:kern:la milet:faldias,vx　［語法］
　羽が集まってできたもので、空を飛ぶのに使う。　［文化］　絵画に
おいて翼は飛翔の象徴として用いられれることがある。霊人はユノ
を使って自由に飛べるが、飛んでいることが絵画の中で判然としな
い場合は、飛んでいるということを表すためにあえて翼を象徴的に
付けることがある。アルバザードの国章などがその代表例である。
kernkad  ［地球の国名］マーシャル諸島共和国　19:国章に羽のような絵
kernkaik  ［動物］翼竜　vl;/　［レベル］６　23　［文化］　分類学的には恐竜で
はない。
kernmals  ［魔物］ケルンマルス（鳥乙女）：第二十六天：風の風天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:kern/mals。malsはここでは花嫁、乙女。　［文化］
　鳥族。羽の生えた若い女。裸で、臍から下が鳥。臍から頭までが
人間の姿。手と腕も人間のもの。風と雷の魔法を使う。弱点の風が
効かない相手。高らかにけたたましく笑い、歌で相手を誘惑する。
kernmom  ［生物］曲垣　21

kernakor  ［植物］わかめ、ワカメ、若布、若芽　［レベル］２　19:ridia:arba
xelt:羽状に広がる大きな海藻だからか。
kernakorhimelm  ［植物］メカブ、めかぶ→ sotkakor　［レベル］３　19:ridia:a
rbaxelt　［文化］　肝臓にいいとして、好んで食べられる。日本のものと
違って酸っぱくない。わかめごはんの味がする。
kernard  ［魔物］ケルナルド（飛鮫）：第十四天：水の巨天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:kern/hird　［文化］　魚族。空飛ぶ巨大な鮫。水辺
におり、突如水中から飛び出て人を喰らう。人に噛みつくとそのま
ま空を飛んで水辺に戻り、水中に獲物を引きずりこむ。
kerjina,f  kern　f:saal;ker jina

kera,f  kor　ker

kel  ［動詞］yulを忘れる、忘れる、忘却する　［普通動名詞］忘却　［レベル］２
　19:kol:13:制 :古で知るは loで、状態動詞。｢知識を中に入れる ｣と
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いう意味の koloというのがあったが、｢精神 ｣の意味の koloに消さ
れてしまっていた。制ではｎ対語彙として復活させた。　［語法］　kel 
ixmだと「ノートの存在自体を忘却する」という意味。「置き忘れる」
の意味ではない。～し忘れるには副詞の kelanelを使う。　ところで
日本語の「置き忘れる」にはふたつの意味がある。ひとつは「本来持っ
て帰るべきところを忘れて、置いたままにしてしまう」。ひとつは「き
ちんと置いておかなければならないのに、置くのを忘れてしまった」。
前者は ev kelanelで、後者は en ev kelelである。英語のｆｏｒｇｅ
ｔ　ｔｏ　ｄｏは後者に相当する。　【用例】　an kelat sen tu et hart. 
暑さを忘れることができた。　la en netat an kelel. 彼は私を起こし
忘れた。　an kelat enz tu. そのことを忘れようとした。＝そのこと
を頭から振り払おうとした。
kel,fv  aal　kikelo.k

kelt  ［形容詞］婉曲な、遠まわしな、遠回し、婉曲的な　［反意語］palv　［レベル］
３　19:keelat yu（包まれた）
kelk  ［音楽］曲、ソング、歌　［類義語］miks、lem　［レベル］２　fv　21:古 gy
akeriku（歌）
kelklad  ［音楽］作曲　［レベル］３　21

kelved  ［生物］［医療］奇穴、新穴、特効穴　szl;<kelvid.mv<kel/viida　24　［語
法］［文化］　viida

kelfrens  ［植物］ひなげし、ヒナゲシ、ポピー、雛芥子、雛罌粟、コクリコ、
虞美人草、グビジンソウ、シャーレイポピー　［言葉遊び］羽忘れの精霊、
羽を失くした精霊、精霊。keelが kelになっていることから、羽忘れ
の精霊とも呼ばれる。アリア＝イネアートのように、精霊族の血が
入っているのに羽を持っていない混血種を指す。　［レベル］３　22:keel/
frens　大きさの割に花弁が薄く、下から見上げると太陽光で透けて
蝶の羽のように見えることから。keelとなっているのは花弁が何か
を包むような形になっていることから。
kelya,f  kei　keは行く。
kelyu,f  elf　keは行く
kea  ［形容詞］正常だ、あるべき状態だ、治っている、直っている　［動詞］
yulを治す、治す、なおす、治療する、直す、修繕する、あるべき状
態にする、セラピー、更生、矯正する、回復する、癒す、いやす　［普
通動名詞］治療、癒し、いやし、ヒール、ヒーリング、正常、回復　［普
通動名詞］メンテナンス、メンテ→ pat　［魔法］ケア（ケアル）。利の白魔法。
ヴィード傷を癒す魔法。　［反意語］avix　［レベル］１　f;e　赤　kea:kea　【用
例】　an lax la em kea vadel. 彼が早く回復することを願う。　an nat nau 
man serik la ik kea. 彼が回復したと聞いて嬉しかった。
keat  ［植物］ミント、はっか、ハッカ、薄荷　［レベル］３　13:制 :古 :keato（癒
しの匂い）
keaxalte  ［音楽］イージーリスニング、ムード音楽　［レベル］５　21

keasorit  ［生物］理想身長　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　mainaja

keamel  ［医療］回復期間　［レベル］４　19:ryuu

keadud  ［生物］理想体重　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　mainaja

keaom  ［医療］セラピー　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

keaem  ［名詞］回復、正常化　［レベル］３　21

kei  ［動詞］yulを aまで追う、追う、追いかける　［反意語］elf　［レベル］
２　19:古 :kelya　kelya:kelya
keis  ［植物］ナガイモ、ヤマイモ、ヤマノイモ、ジネンジョ、山芋、長
芋　［レベル］２　19:kem/sui（胃の芋）→ kesi→言いにくいので keis。　［語
法］　山芋と長芋は同一視される。実際にアルバザード人が食べてい
るのは長芋。　［文化］　胃に良い芋として、アルバザード人に好まれる。
これに含まれるムチンが胃粘膜を保護するため。　rdではパールが
東国に行った際にお土産として持って帰り、胃に良いという原住民
の話を信じてセレンに食べさせたところ、元気になった。それから
セレンはナガイモをアルバザードでも生産させ、それに倣って人々
がナガイモを食べ始めた。それがレイユまで続いている。なお、少
量の醤油をかけて食べる。
keisviro  ［化学］ムチン　［レベル］５　19

kein  ［交通］往復、往来、行ったり来たり　［動詞］yul（場所）を往来す
る、往来する、往復する　［レベル］３　20:ke/luna→ kena→ kein（keや
lunaそのものと類音なため、音素を逆転）
keindopm  ［交通］往復切符　［レベル］４　20

keima,f  im
keirak  ［動詞］yulを追い越す、追い越す、追いこす→ rak keil　［名詞］追
い越し、追いこし　［レベル］２　20

keiluko  ［動詞］yulに追い付く、追い付く、おいつく、追いつく→ luko 
keil　［レベル］２　20

keom  ［交通］行き方、道　［レベル］２　21

keol  ［動詞］yulを侮辱する、侮辱する　［普通動名詞］侮辱　［レベル］３　13:制 :
古 :kuteoloo（愚かだという）
keet  ［格詞］～を行き着く先として　［格詞］～を子として　［反意語］emo　
［レベル］４　21:古 ke/古 te　［語法］　emoの反対で、源から流れいでた先
を示す。また、血脈でいえば子を指す。keet amavelで「アマヴェル
を子として」という意味になる。すなわち ryuu/paalを指す。　アル
バザードは夫婦別姓なため、親をまとめて指す場合「田中家」のよ
うには呼べないので、子の名に keetを取って示す。　【用例】　elt hati
at saal keet yuuma. エルトはサールと恋に落ち、ユーマを設けた。　tu 
erke leev{ke} {keet} le erei. この大河はあの川へ流れている。　 
keeto  ［地名］ケート、荊京　［人名］ケートイア王　［レベル］４　tm;ker/to「森
へ」。妙な語源に見えるだろうが、イスタンブールの諸説ある語源の
中のｅｉｓ　ｓｔｉｎ　ｐｏｌｉ（街へ）と同じような造語で、こ

ういうものは自然言語にもちゃんと見られる。　古 :keetoiaから　［文
化］　ケートイアの首都。rdではセレンが時魔導師メルと出会った地。
　【成句】　daiz keeto tis til sanje 盗人にも三分の理　lana vast daiz ke
eto ケート王を倒すために：大義名分を持って
keetoyuuji  ［軍事］清教徒軍、ケートユージ　［レベル］６　20:keeto/
yuuji　［文化］　yuuma 4214 清教徒兵団、ケートイア義勇軍と挟撃し
てレスティリア軍をアデュで破る。彼らはまとまり、清教徒軍を名
乗る
keetoia  ［地名］ケートイア　［レベル］２　kk;keeto/dia「ケートの街がある
ところ」　kako　［文化］　メテの使徒イムルの支配地。
keetoia(2)  ［アトラスの国家］ケートイア、荊国。アデュなど、厳しいイメー
ジが付きまとうため荊。同時に音符にもなっている。　［レベル］２　kk;
keeto/dia「ケートの街があるところ→首都ケートのある国」　kako　［文
化］　面積：700250.889024 km^2　imul 10 レスティルからケートイア
が独立。アルバ二世は対抗する戦力がなく、これを承認。レスティ
ルをアルバザードと改名する。
keete  ［形容詞］暴君な、偉そうな、尊大な、わがままな、暴虐な、邪
知暴虐な、邪智暴虐な　［名詞］暴君、タイラント、フンチュン、黄君、
馬鹿王、バカ殿　［レベル］４　rd;keeto。rd時代のケート王が邪知暴虐
であったことから。　24　［語法］　王だけでなく偉そうな夫など、一般
人にも使える。暴君のように振る舞う人全般に使える。
keeten  ［接続詞］keet　［レベル］４　21

keev  ［物理］周波、周波数、振動数　［レベル］４　14:制 :kakeev（同じ波）
keel  ［動詞］yulを aに包む、包む、つつむ　［レベル］２　古 :ridia:リディ
アは包装紙を指して keelといっていた。セレンは包装紙と思ってい
たがそうなのかは不明で、リディアに聞いても思い出せないどころ
か、そんなことがあったのかさえ覚えていなかった。語源はもはや
不明。
keelt  ［化学］グロブリン。α、β、γがあり、前者２つはホルモン屋￥や
ビタミンを運び、γは抗体として免疫の働きを持つ。　rt;keel/et　24
keelmas  ［名詞］包装紙、包装材　［レベル］３　13:制 :包装する紙
keelbakl  ［化学］保護コロイド　19

ku  ［動詞］yulを aに言う、言う、云う、伝える← rens　［名詞］言葉
→ rens　［類義語］rens、kuo、tist、piyo、ham、flanj　［レベル］１　f;e
　古　ku:ku:　［語法］　rens　【成句】　ku ku よく言うよ、はいはい、言っ
てろ、ほざけ　ku kalol 無口な、口数の少ない　ku dil よく喋る、口
数の多い　ku kit 言い出す
kut  ku/at
kuts,f  xen　kuは口
kutl  ［被服］プラッターハット、ピザハット　sm;kuto/lo「鳥頭」　24

kuta  ［生物］くちばし、嘴　［レベル］２　f;kuto.k　15:制 :古 :kutoku（鳥の口）
kutag  ［名詞］つるはし、ツルハシ　［レベル］３　meltia 8:gilius;kuta/gi　
16:制 :kuta
kutaloho  ［アイテム］アーメット　rd;/「くちばしのある兜」　24　［文化］　
smで作られた。
kuto  ［名詞］鳥、鳥類　［生物］鳥網　［レベル］１　f;kuは生き物。　赤 :kuto
（鳥）　kuto:kuto:lu rsiel（天）　［語法］　コウモリなどの鳥でないものや、
ニワトリなどの飛ばないものも含む。　プロトタイプは鳩。
kutokolen  ［美容］プーフ　sm;　24　［文化］　smでできた。貴族の女性用。
kuton  ［動物］小鳥　［象徴］可愛いもの、小さいもの　［レベル］２　19:meli
dia axte:鳥に指小辞の nがついたもの　［語法］　可愛いもの、小柄なも
のの象徴。
kutoleps  ［名詞］鳥葬　［動詞］yulを鳥葬する、鳥葬する　rd;/　24

kutoerei  ［地球の国名］ウルグアイ　19:ウルグアイはグアラニー語でウ
ルという鳥の飛ぶ川の意味
kuk  ku/ik
kukki,frf  avix、kikelo,f

kukkul  ［感動詞］くっくっく　［レベル］３　21

kukl  ［動詞］yulをきゃっきゃと笑わせる、きゃっきゃと笑う、くすくす
笑う、へらへら笑う、笑う　［レベル］２　古 :子供や女が笑う声のオノ
マトペ
kuka  ［動物］鱸、スズキ、バス　［レベル］４　14:制 :alakta:kukai（大きな口）
kuki  ［名詞］錠、ロック、錠前　［動詞］yul（ドアなど）に鍵をかける、
施錠する、鍵を掛ける　［反意語］kozet　［レベル］２　fv;kiは「動き」を
示す。錠前を動かすため。　赤　kuki:kuki:kuki　【用例】　kuki omi ranel 
ドアをしっかり閉める　hom kuki 鍵を開ける　vast kuki 泥棒などが
鍵を開ける、正規の鍵以外でこじ開ける
kukolu,alt  kui　ku/ko(apot)/lu

kukert  ［言語］喋り括弧　［反意語］osnkert　［レベル］４　21

kukuli  ［言語］ククリ、f、fv　古 :「言語」
kux  ［形容詞］くしゅくしゅな　［レベル］３　古
kuxi  ［料理］シュークリーム　［レベル］２　16:制 :kux/xai

kus  ku/es
kun  ［人名］クノンの略称　［組み数字］２７/２８　［レベル］１　制
kun,alt  vet　<>ku

kunverant  ［医療］依存性パーソナリティ障害、依存性人格障害　［レベル］
５　vl;kunon/verant　23:mel
kuni  ［生物］触覚　［類義語］ojnakl　［レベル］３　19:制 kuponia
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kunim  ［色］えんじ、エンジ、臙脂　［レベル］４　20:ridia:mirok:kupo/
nim
kunon  ［組み数字］２７/２８　［交通］クノン通り　［レベル］２　22

kunon valbes  ［人名］クノン＝ヴァルベス　［組み数字］２７/２８　［レベル］
２　古 :語源不詳 :valbesは ｢最後の人 ｣　［文化］　→ kunverant　第４
期４代ソーン第１３使徒。女性。milia。１５８ｃｍ、４５ｋｇ。金
色の髪で、５歳の頃の紫亞のように髪を二つに結いていることが多
い。長さは肩より長い。青の瞳。肌は白：黄＝８：２。常にぼーっ
としているように見える。たまにギョッと驚く。　　・『ミールの
書』による　　　アッシュの左手にはクノンと呼ばれた女性がいた。
彼女はリナと同じようにどこか気の抜けた雰囲気があるのだが、目
つきからして元気がありそうな女性だ。　　ミールは自ら名乗った。
すると突然リナがはっとして、「きゃっ！」と小さく叫んだ。その拍
子に円卓の上のグラスを倒してしまい、中に入っていた水がクノン
にこぼれる。ミールは思わずビクッとしてしまった。　「あぁあ、ご
めんなさい、ごめんなさい！　私……ごめんなさい！」　　リナは慌
ててハンカチを取り出し、クノンの服を拭く。クノンはその頃になっ
てようやく「あーびっくりしたぁ！」と叫んだ。
kunono valbes  ［人名］クノノ＝ヴァルベス　［レベル］５　古 :右の名は後
付け　［文化］　初代ソーンの第１２使徒。異性魔王。
kuver  ［普通動名詞］悪口、悪評、愚弄、けなし、貶し、罵倒　［動詞］yul
をけなす、けなす、貶す、愚弄する、ののしる、罵る、罵倒する、
揶揄する　［反意語］hak　［レベル］２　19:melidia axte:ku/ver。verkにする
と venkに似るため、順序を変えた。　moku:moku　【用例】　kuver xin 
netal 人の悪口は言うな
kuf  ［動詞］yulを aに申告する、申告する　［普通動名詞］申告　［レベル］４
　古 :kuf← kufuto（口を取る）らしい。
kufmas  ［名詞］申告書　［レベル］５　14:制 :申告の紙
kum  ［生物］［動物］動物、有生物、生物、生き物　［類義語］kuliv　［反意語］
tuk　［レベル］２　f;kuは動物。　赤
kumtuk  ［動物］［植物］動植物　［レベル］４　rd;/　23

kumtukka  ［名詞］動植物園　［レベル］５　rd;/　23

kumka  ［名詞］動物園　［レベル］２　rd;/　23

kumsap  ［名詞］酸素の日常表現、酸素　［類義語］sap、zomlil　［レベル］３　
19:ilmus:ridia:動物が吸う空気
kumfiam  ［生物］動物界　［レベル］４　22

kumesse  ［名詞］獣姦　［レベル］４　rd;/　23

kup  ［俗語］フェラチオ、フェラ、オーラルセックス　［レベル］４　古 :kup
（フェラチオ）← ku（口）/ponno（ちんこ）
kupn  ［動詞］yulを aに寄生させる、solは aに寄生する、寄生する　［普
通動名詞］寄生　［レベル］３　19:kuponiak（虫が依存する）
kupnlevn  ［医療］寄生虫病　［レベル］５　19

kupnan  ［生物］寄生虫、寄生動物、寄生植物　［レベル］４　19　［語法］　寄
生の語源には虫が入っているが、この虫はアルカ独特の「気持ち悪
いもの全般」の用法。実際に寄生虫という虫がいるわけではない。ku
pnanは寄生生物全体を指す。
kupnol  ［生物］宿主　［レベル］５　20

kupileyu,ltd  maltsex
kuHa,f  vesn　「口のしっぽ」
kuyu  ［形容詞］［副詞］いわゆる、所謂　［レベル］２　古 :kuyu（言われる）　
［語法］　挿入的によく使われる。　【用例】　la et kuyu hardia. 彼はいわ
ゆる聖人だ。
kure  ［植物］プルーン　［レベル］３　古
kuz  ［俗語］クズ、屑、ダメ人間、クソやろう、糞野郎、ドキュン、ＤＱＮ、
カス、かす　［類義語］beo、kuz　［レベル］２　fv;gyuz.k　古 :ovi(zana?):< 
gyuz（苦い奴）
kuzgin  ［経済］クズ商売、ドキュン商売、ＤＱＮ商売、賤業、虚業　
［レベル］４　21　［文化］　→ alkakad　　馬鹿相手の商売。ギャンブル、た
ばこ、ブランドバッグ、スイーツなど、ドキュンの好む低俗なもの
を餌にした商売のこと。　ミロクは革命で排他しようとしたが、ミ
ルギらの強い説得で維持することとなった。　ミルギ曰く、「馬鹿は
殺さず絞るべし」。現実には９０年代のリーザの言葉で、最も早く呼
応したのはメル。最後まで呼応しなかったのはセレンとリディア。
２０１０にセレンが折れた。　　＜案外変わらない世界＞　　かつ
てアルバザードを理想の国として作ろうとしたが、リアルに作りこ
んでいった結果、理想とリアルが相反することがあった。例えば交
通。かつてアルバザードは車のない社会を目指したことがあった。
しかしそれでは経済が成り立たないため、歩行者と自動車を完全に
分離して、地下道路を発達させた。ところが現実にはスーパーマー
ケット等は地上にあるため、商品を搬入するためには、トラックを
店までつける必要がある。従って店舗は車道沿いに存在することと
した。そういった配慮のもとで人と車を分離してきたが、アルバザー
ドが世界一の経済力を誇るという事を実現するためには、例えばこ
の交通においてもこのような社会システムをとっていること自体が
経済の発展の妨げとなる。交通だけでなくこういった諸般の事情か
らリアルに考えていくと、経済的な問題でアルバザードが一番であ
ることを維持するためには、どうしても現在の地球でいうところの
アメリカや日本といった先進国の姿がある意味一つの答えと言わざ
るをえない。　それでは歩行者の安全をどう守るかだが、あらゆる
道を広くして必ず歩道と自転車道路と車道を作る。さらに、信号は
すべて歩車分離式にする。――といったことを実現するためには予
算が掛かりすぎる。それにこれだと渋滞もひどい。また、作るだけ
ならまだしもそれを毎年毎年維持していくとなると莫大な予算がか
かり、税金を上げざるを得ない。税金をむやみに上げると国民の消

費は冷え込み、経済全体の流れは悪くなる。限りある税金を効率的
に使うために、ある程度の社会的な不便さは仕方ないといえる。も
ちろんそうした社会的インフラを作ることで雇用を生み出すことは
できるが、むやみに公共事業をふやすとかえって経済に深刻なダメー
ジを与えかねない。　社会インフラの不備により交通事故に遭って
怪我をするものや死亡する者も出てくるだろう。そのような社会が
とても理想の社会とは思えないが、リアルに考えるとそのようにな
る。理想を言えば誰もが働かずに安心して食べていける犯罪のない
世界が理想である。しかしそれは架空の世界の中でもさらに架空の
ことであり、リアリティーを考えていくと、どうしてもそのように
せざるを得ない。結局のところ突き詰めて考えていくと、色々な細
かいところで先進諸国の姿に似ていくこととなる。　ギャンブルに
ついても同様で、ギャンブル自体がすごくくだらないことだと分
かっていても、ではそんなくだらない商売は廃業してしまえばいい
かというとそうでもなく、それで経済が回っているというプラスの
面もある。ミロクのような人間は、そんなくだらない商売で回る経
済などいらないと考えるが、それではアルバザードが世界一を貫く
ことができない。　例えばミロクはこう考える。ブランドのバック
やギャンブルやたばこといったくだらないものに金を出すならその
金で勉強したり本を買ったりした方が良いと。ところが実際それを
国民が行った場合どうなるか考えてみよう。書籍というのは日本で
もそうだが値段はたかがしれている。ギャンブルやブランド品等と
比べると、非常に安い。日本でも高いと思われる本はせいぜい１冊
５０００円ぐらいの学書だが、そういった学書でも、逆に言えばせ
いぜい５０００円くらいで買えてしまう。またそういった学書を読
むのに何週間や何ヶ月もかかるものだから、月の出費などたかが知
れている。もし国民が全員真面目になって学者のように本を読めば
国民の学力は上がるかもしれないが、それだけでは当然経済は回ら
ない。そう考えていくと、わざわざくだらないことに金をばらまい
てくれる知能の低い層というのは逆にありがたい存在であり、マー
ケットを活性化させているといえる。学者からしても、そういった
くだらない人間がくだらないものに沢山の金を使ってくれることで
経済が回り、国が維持され、巡り巡って自分が研究をする環境が整
えられる。そのように考えれば、まあ要するにバカも使いようとい
うことである。　　＜ lj以降＞　　alkakadにもある通り、革命家たち
は賤業を規制してきた。ミロクも規制した時期があったし、ljのセ
レンは完全に殲滅した。
kuzest  ［俗語］DQNネーム、ドキュンネーム、キラキラネーム　［類義語］
luliest　al;/「クズの名前」　［レベル］４　23　［語法］［文化］　→ est, estlang, 
luliest　発展した先進国で少子化が進むにつれ、主に低学歴層から
徐々に増加する性質を持った個性豊かな名前のこと。　２０１２年
の日本でいうところの光宙（ぴかちゅう）や美妃（みっふぃー）な
どのことを指す。　alごろからアルバザードでも徐々に増え、社会問
題となった。例えば lulu-rap-rat-teezemenなど。これは現実でもク
リスが子供の名に付けようとしてリディアから猛反対にあった。
kuwinz  ［生物］完骨　21:口の歪みを取るのにも用いた
kul  ［名詞］話、ストーリー　［動詞］yulを aに話す、話す、伝える、言う　［見
立て］液体　［レベル］２　古 :kul,kual（言われたこと（但しこれは多義語））
　【用例】　ekxom {ekxom e kul} 話の流れ　xookat al edat on kul sid im 
harp. 昼、祖母と昔の話になった。
kulan  ［形容詞］空腹な、おなかがすいた　［類義語］alap　［反意語］deik　［レベル］
２　20:古 kui lan（食べたい）　【用例】　non es{et, tur} kulan. おなかが
すいた。お腹が空いた。お腹がすいた。
kulama  ［被服］胴着　［レベル］４　21:lusian:alt　［文化］　アルティアからルティ
アに伝わった服で、剣道やなぎなたやなどで袴とともに着られる。
日本の弓道着のような袖の長い、剣道着より柔らかい素材のもので
ある。日本と異なり、普段着にもなる。vl以降、アルバザードでは
日本のような体育会系を象徴する服ではなく、むしろ古風な人柄を
想起させる。
kulala  ［料理］食べ物、料理、飲食物、食事、ごはん、食料、食品、飲食
　［レベル］２　f;ku/al/al　赤　【成句】　kulala lad main 医食同源
kulalavent  ［名詞］食品会社　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［語法］　kuilvent
と区別。
kulalapitl  ［医療］食中毒　［レベル］３　19

kulalarez  ［医療］［料理］ダイエット、食事制限　［レベル］３　19:ridia:arbaxe
lt　［文化］　痩身改善も含む。
kulalaaja  ［経済］エンゲル係数　［レベル］４　rt;/「家計における飲食物の
占める割合」　23
kuliv  ［動物］獣、けもの、けだもの、動物　［類義語］kum　［レベル］３　tm;
ku/livro「動物 /命」　23
kulivkard  ［動物］獣弓類、獣弓目　vl;「獣の目」　［レベル］６　23

kulivro  ruma　ku/livro「命のある動物」
kuloe  ［アイテム］クロエ、命水晶、クリスタル　［類義語］flia　［レベル］４　
古 :fulmiia:元は小説版アンクノットの喋るクリスタルの名前。すな
わち ku/lo/e（話して考える透明なもの）。　［語法］　ヴィードを蓄えた
特殊な水晶が kuloe。　［文化］　flia　単なる水晶のクリスタルではな
く、アティーリに登場する大量のヴィードを秘めたクリスタル。意
思を持ち、会話することができる。
kuluwa  ［美容］シニヨン、シニョン、まげ、丁髷、ちょんまげ、おだん
ご　alt;<>kulul　21
kuluwa,szd  eld　<>kukuli

kulul  ［魔法］造形術、クルル　［レベル］５　古「作る」　［文化］　神々の使
う魔法で、物質を生み出す魔法。ユーマの一族にはこれがなかった。
また、神であっても剣や家といった小さいものしか造形できない。
kulul,f  lad　lは「物」
kululkalil  ［名詞］独裁者、革命家、殺し屋、アサシン、暗殺者、ギャン
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ブルのディーラー、ディーラー、クルルカリル　［レベル］４　fv;「墓
を作る者」　赤
kuan  ［名詞］話し手、話者　［レベル］２　20

kui  ［動詞］yulを食べる、食べる、食う　［反意語］xen　［類義語］aku　［レベ
ル］１　f;ku　古　kui:kui::kukolu,alt　【用例】　an kuit lax vein. もう少し
食べたかった。　an kuit harx du rak. 昼に食べ過ぎた。　an kuit du 
rak ento nak melis. 気持ち悪くなるほど食べた。　an kuit lax em fi 
sa mok. 寝る前に何か食べたくなった。　an kuit yuu. 何も食べなかっ
た。　an kui ke van harx tant ra. 昼食は外食しにいく。
kuik  ［動物］モズ　［象徴］残酷　［レベル］３　13:制 :古。前期古アルカ kuik
uto（食べる鳥）
kuikon  ［料理］食器　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　フォークなど、
手の持つほうは材質は金属か木。子供用には木が好まれる。茶碗な
ど、椀類は陶器か金属か木かプラスチック。子供用には木が好まれる。
プラスチックは食事がまずくなると言われ、不評。料理の種類から
いってアルバザードはナイフとフォークを使って食べる。ただ、箸
も普及していて皆使うことができる。用途に合わせて箸も使う。箸
は中国のように長いものではなく、日本のと同じように短い。料理
は大皿から自分の小皿に取って食べる。席から遠い場合は人に取っ
てもらう。箸で渡すのは無礼。菜箸を使って皿に盛ってから渡す。
食器は木製や金属製のものがあり、陶器のものもある。箸にしても
金属製のものと木製のものがあるが、料理によって使い分ける。
kuikonkib  ［名詞］食器棚　［レベル］３　22

kuixaz  ［料理］賞味期限、消費期限　［レベル］２　20　【用例】　yolx{rak} kuix
az 賞味期限を過ぎる
kuina  ［医療］［料理］食欲　［レベル］２　rd;/　19:xion　【用例】　kuina eles 
em dot im alis. 秋になると食欲が出る。　kuina liv 食欲が少ない、
小食だ：本人のふだんの性向を示す。　til kuina 食欲がある：その
日の体調を示す。　an si kuina man an kuit pof lex kuilsov. おやつ
にパンを食べたので食欲がない。
kuinayu  ［医療］摂食障害　［レベル］３　19

kuim  ［文頭純詞］そういえば、思えば、そういや　［レベル］２　古 :kui,kuim
（今言う）　【成句】　kuim on t tといえば、～といえば、～と言えば
kuil  ［料理］食事、飲食　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt:kui/ol　［語法］［文化］
　faax, harx, cuux, dunexの総称。食事の量は少なく、栄養重視。小
食でもアルバザードは食料品が高く、エンゲル係数が高い。食事は朝・
昼・夕・夜の４回。食事量のウェイトの置き方は家庭によって異な
るが、夕は必ず軽食。品目数にこだわる習慣はないが、「これはタン
パク質、これは炭水化物、これはビタミン」など、必要な栄養素が
献立にあるかどうかは気にする。特徴的なのは、人種によって洋食
と和食の比率を決める点。luxianは和食１回洋食２回、yultanは和食
２回洋食１回が腸に適応しているというような説を信じている。ア
ルバザードは人種のるつぼで、しかも食糧危機に瀕した経験が少な
いため、マナーがほとんどないといっていい。わざわざ汚らしく食
べるというようなことをしないかぎり、誰も気にしない。食事中の
会話はＯＫ。　【成句】　kuil et pita 医食同源　【用例】　kui{ar} kuil 食事
をする　an nat ban a kuil. 食事を楽しんだ。　an taf kuil ras 4 tat sel 
ranel, tal an kui xia as. きちんと４食食べるが、さらに間食もする。
kuilsov  ［医療］食間　［レベル］３　19　【用例】　an xen bakm im kuilsov. = 
an xen bakm sov kuil. 食間に牛乳を飲む。
kuilvent  ［料理］外食産業　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

kuilez  ［建築］食堂　［レベル］３　19

kuiom  ［料理］食べ方、マナー、食事作法　［レベル］３　rd;/　23

kuiext  ［料理］食べ残し、食べカス　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt:extで造
語しているのは鼻くそなどの応用だろう
kuielf  ［普通動名詞］食い逃げ→ elf　［レベル］３　22

kuo  ［生物］口　［動詞］yulを自然と言う、言う、思わず言葉が漏れる、
呟く　［類義語］kuu、kuuku　［レベル］１　fv;ku.k　17:制　kuo:kuo:la pux　

【成句】　il til kuo kok 異口同音　【用例】　an ovat er pot kuo kor dipit. 
口の中で水をあちこちに動かした。　du kuo 一口
kuoka  ［音楽］マウスピース（楽器の口を当てる部分）　［レベル］４　17:制 :
口の場所
kuokaos  ［軍事］口径　［レベル］６　rd;gelkuo/kaos　24　［文化］　gel

kuosiaj  ［言語］［生物］口蓋　［レベル］３　19

kuofeetfel  ［言語］調音音声学　［レベル］６　19

kuom  ［名詞］言い方、口調　［レベル］２　19:melidia alis

kuomilx  ［卑語］おし、聾唖　［レベル］３　21　［文化］　使わないこと。　【成句】
　kuomilx falsan 生き残った聾唖：言わぬが花、沈黙は金なり。残虐
なケートイア王に呼ばれた二人の男がいた。琴の演奏の意見を求め
られ、片方は答えたが穿って解釈されて処刑された。片方は聾唖で
喋れず、無言で頷いていた。一言も褒めることのできなかった自分
は殺されるに違いないと恐怖に震えた男は泣き出した。すると感涙
したものと誤解した王に気に入られ生き延びることができたという
寓話から。
kuodespa  ［名詞］猿轡、猿ぐつわ　［レベル］４　制　［語法］　さるぐつわな
どの口を封じるものなら何でも良く、ハンカチやギャグボールでも
良い。
kuohet  ［名詞］一部始終、徹頭徹尾、終始一貫、首尾一貫　［レベル］３　
22
kuoresk  ［地名］クオレスク、竜の口　［レベル］５　19:ridia:ku/fretis/kal（竜
の口の所）　［文化］　ユピトールとイールゥートを竜の口に見立てたも
ので、その間にある海のこと。シェルタージュが眠っていた。
kuojim  ［生物］口腔　［レベル］４　17:制 :口の腔

kuol  ［名詞］台詞、せりふ、セリフ　［レベル］３　17:制 :ku　【用例】　kuol 
piot くさいセリフ
kue  ［生物］唾、つばき、唾液　［レベル］２　古 :kue（唾）。原義は ｢口の水 ｣。
kuel  ［生物］よだれ、涎　［レベル］２　20:kue（唾）と moe（滝）から。
moeの元が moelであるため、lが添加。
kuelabe  ［被服］よだれかけ　［レベル］２　20:涎の布
kueli  ［人名］クエリ　22　［文化］　rdのリディアの飼い猫。翼の生えた
白猫。メス。
kuu  ［rente］おくち、お口　［レベル］１　20:mel:古 ku

kuu,f  vav　kuが動物なので「動く」とかから「運動」の意味になっ
ているのだろう。
kuuku  ［幼児］お口、おくち　［レベル］１　20:mel:古 ku

kuuno  ［言語］kuunosteira　22

kuunosteira  ［言語］［文字］クーノステイラ、？記号、？、クエスチョンマー
ク、急下降調→ kuuno　［レベル］２　f;kuは「言う、口」で noは「疑問」。
　古
kuud  ［単位］クード　［レベル］５　21:古 ku/du「一口量」　［文化］　anko

kuupo  ［動物］昆虫　［類義語］veliz　［レベル］２　f;kuは生き物。　赤　ku
upo:kuupo::gan　［語法］　節足動物門の昆虫網のこと。ふつうのアルバ
ザード人はアリのような形をしたもの程度にしか考えておらず、ク
モも kuupoだと思っている。
kuupotalk  ［生物］昆虫網　22

kuupovix  ［医療］虫刺され　［レベル］３　20:seren

kuuhe  ［アトラスの国家］クーヘ　［レベル］５　19:ridia:舌（長いので）
kuuhe(2)  ［地名］クーヘ　［レベル］５　20:ridia:現 kuuheと同じ名だが、
古アルカなので正式なスペルは kuuHe。　［文化］　古代国家のひとつ。
カスティアルの西。

x
xtat  ［名詞］引き出し　［反意語］zat　［レベル］３　20:lakta:xta（引き出しを引
くオノマトペ）　【用例】　let{rok} xtat 引き出しを出す {閉める }。hom/
deyuでも可。
xtan  ［名詞］ナプキン。テーブルクロスは別。　［レベル］３　13:制 :食事布　【用
例】　han(em) xtan al elen 机にナプキンを広げる
xtam  ［動詞］yulを aに立たせる、立たせる、立つ　［文字］ローマン、立体、
正体、正字体　［反意語］skin　［レベル］１　rd;skin.teel　＠ 19:古の zana
は使徒の現在の名と重なるので避けた。　zana:zana　【成句】　xtam mox 
nene ～の側に立つ、仲間になる　xtames demsel 呆然と立ち尽くす
xtamnana  ［地学］［歴史］オロシリアン　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

xtap  ［美容］ムース　［化学］フォーム。ホイップクリームなど。　［レベル］
３　古 :fovet　【用例】　ev xtap a nia 髪にムースを塗る
xtar  ［名詞］上下、上下方向　［数学］ｚ軸← xalrein　［レベル］２　19:xtam/kor（立
つ方向）
xtarkev  ［言語］タクソノミー　［レベル］５　19:上下方向の比喩
xtarhol  ［名詞］ピッチ、ｘ軸周りの回転、上昇旋回　［レベル］６　21

xtaranoz  ［音楽］オルタネイトピッキング　21

xtarez  ［名詞］エレベーター、リフト　［レベル］２　19:melidia axte:上下
動する部屋。エスカレーターのように ov～とすると、日本語で「エ
スカレーター」と「エレベーター」を間違える人がいるのと同じこ
とになると思い、造語の発想をあえてずらした。
xtal  ［名詞］行列の各列、列　［魔法］晄基配列の列　［レベル］２　［反意語］saks
　20:melidia xier:xtam/sas→ xtas→ xtal（言いにくいため）　［語法］　saks

xtok  ［数学］弧度、ラジアン、平面角　［レベル］５　14:制 :古 :aljtok（弧
の度）　［語法］　円の半径と同じ長さの弧に対する中心角のこと。例
えば単位円（半径１の円）で考えると、弧は半径と同じ１になる。
円周は２パイである。円１周分の角度は３６０°であり、求めたい
角度を x°とすると ,｢ ２パイ :１＝３６０° :x° ｣ という式が成り立つ。
すると x°＝３６０/２パイで、パイ＝３．１４１５９とすると、x°≒
５７．２９５８°である。この値を１弧度 (＝１ラジアン )と呼び、ア
ルカでは１シュトックと呼ぶ。 
xtel,vx  esta
xxx  ［擬音］しゅー。電車やバスのドアが閉まる音。ドアそのものの音
でなく、開閉時に生じる空気圧の変化による音。　［感動詞］しーっ、
静かに　［レベル］１　19:unilei

xlain  ［軍事］同盟　［レベル］４　20:txilmain

xa  ［動詞］solは yul（場所）にいる・ある、いる、ある、居る、おる、
有る、存在する、在る　［文末純詞］～だ、～だった。気付きを示す。　［法
副詞］状態動詞の無相を示す　［レベル］１　f;xa/al「ある物」　古 xal　xal:xal
:xalul　［語法］　・ｔｈｅｒｅ　ｉｓとＳ　ｉｓ　　Ｔｈｅｒｅ　ｉｓ　
ａ　ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｄｅｓｋもＴｈｅ　ｄ
ｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ｉｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｄｅｓｋも klel xa hal le 
elenとなる。　　・居続ける　　「居続ける」の場合、xa xalelでなく
xalだけでよい。　　・「有料」と「無料」　　xa（接頭辞）：xagart（有
料） 　mi（接頭辞）：migart（無料） 　　xa,miは di,kaloと同じく形容
詞的に使っている。 本来garttilなどと言うべきところを、xagartと言っ
ている。 garttilが煩雑なのと、「母なし」などの意味を表わすとき
は laalsiよりも milaalのほうが理解しやすいため。xaは静的な動詞であ
るため、特別に派生語中では形容詞として使われ、tilに相当する意
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味を持つ。派生語では形容詞的な接頭辞として働くことに注意。　【用例】
　lan di xat atu. そこにはたくさんの人がいた。　skin xa 座っている：
skinの状態動詞の無相。
xat  xa/at
xatta  ［文末純詞］［pikko］kok　［レベル］１　21:eketone:ax aata?「そうですよね？」
xatim  ［生物］真核生物　［レベル］４　20

xatof  ［電算］オンライン　［レベル］３　22

xatem  ［形容詞］素直な、人の言うことに耳を傾ける　［反意語］mitem　［レベル］
３　20:耳のある　［語法］　xatemは欲望に正直なとか、人の好意などを
素直に受け入れるといった意味の素直さではない。その場合は hom 
tak aを使う。　【用例】　lan xatem luko sen soren nod lexen. 賢い人間よ
り素直な人間のほうが高みに昇る。(rens 724)
xak  xa/ik
xakka  ［芸術］画廊、ギャラリー　［レベル］４　13:制 :絵の場所
xakkap  ［名詞］ファックス、ＦＡＸ、ファクシミリ　［レベル］４　13:制 :絵
を送る電話。電話回線を用いたことから。　［文化］　レイユでは既に
廃れている。スキャナで取り込んだ画像を端末で送る方が一般的で
ある。
xakx  ［形容詞］シャリシャリ、サクサク、さくさく　［レベル］３　古　［語法］
　歯ごたえがあって瑞々しく、それでいてどろどろしていないさま。
レタスなどの食感に使う。触った感じにも使えるので触感でもある。
砂のシャリシャリではない。ポテトチップスはむしろパリパリなの
で riks。ritsはパリパリ、カリカリでクリスピーなさま。
xaks  ［普通動名詞］［生物］孵化、ふ化　［動詞］yulを孵化させる、孵化する、
ふ化する　［レベル］３　13:制 :xaki

xakn  ［植物］レタス、チシャ　［レベル］３　13:制 :lakta:では xakl｢ シャリシャ
リするもの ｣
xakl  ［動詞］yulに気がつく、気がつく、気が付く、気づく、認識する、
気付く、悟る　［類義語］nalko　［反意語］ven　［レベル］２　13:制 :xakol（存在
を知る）　［語法］　xaklが広義で、nalkoが狭義。nalkoは潜在的には気づ
いていたが自覚には至っていなかったものが意識に登ってきたとき
に使う。特に心情を表わすときに用いやすい。　【用例】　xakl sanje 原
因に気がつく、心当たりがある
xakllond  ［名詞］明晰夢→ felnoa　［類義語］felnoa、lond　［レベル］４　rd;/
　23
xaka  ［名詞］位置、ポジション　［物理］位相← eevxaka　［レベル］３　19:ridia
:arbaxelt　【用例】　jal xaka tuul これの位置を決める
xakal  ［アイテム］打刀　kk;xalu/kali　24

xaki  ［名詞］卵　［生物］卵、たまご　［レベル］２　ridia:古 :xaki（卵）。卵が
割れるオノマトペが xakiであり、それが語源。　［文化］　通常鶏卵のこ
と。
xakipind  ［医療］卵形。鍼尖の一種。　rd;/　24

xake  ［名詞］カスタード　［レベル］３　alakta

xax  ［動詞］yulを aに教える、教える　［反意語］sisl　［名詞］授業　［名詞］教
え　［レベル］２　13:制 :古 :xuxo（習う）　hek:hek::sen,alt　［文化］　ixm　
授業が八時から始まる学校の場合、実際には十分ほど前に来て朝礼
を行う。担任が出席確認や何らかの告知をする。その後授業に入る。
授業は一コマ五十分である。休み時間は十分で、合わせて一時間で
ある。八時から始まる学校の場合、十二時までに四コマの授業がある。
頭を使う難しい学問はこの時間に集中させる。四時間が終わると昼
休みである。二時間ある。三十分で昼食を採り、一時間ほど歓談な
どをし、三十分ほど寝る。寝る場所は主に校庭である。軒の下と空
の下がある。雨の日は軒の下に集まる。皆思い思いに芝生などでう
つらうつら眠る。昼休みが終わると二時である。そこから五時まで
三コマの授業がある。ここでは午前の復習や、複雑に頭を働かせな
い種類の学習に勤しむ。五時になると担任の教師が終礼をする。今
日の変わった出来事や明日以降の行事等に関する告知を行なう。そ
して十分間ほどで解散となる　授業はチャイムと同時に始まったり
終わったりする。時間に正確に終わらせたり始めたりするのが教師
の義務である。ゆえに生徒はチャイムが鳴ればまだ話が終わってな
くとも退席して良い。教師はチャイムが鳴る前に必ず終わらせよう
とする。誤って長引かせてしまい、もし鳴ってしまえば教師は「チャ
イムが鳴りましたので、申し訳ありませんが、ここで中断させてい
ただきます」と謝辞して即座に終わらせる。生徒にしてみれば中断
されるので続きが気になる。これは中途半端で良くないことである。
だから教師は尚更時間通りに終わらせようとする。　授業中、教師
は生徒に名指しで質問して答えさせる。また、生徒が教師に質問す
ることもある。時間の都合上長くなる場合は個別に後で生徒を呼び
出す。　授業中にトイレに行くのは自由である。断りなしに退席し
て構わない。また、事情があって帰る場合も自由に退席できる。む
しろ一々名乗りを上げて報告するのは授業を中断するので迷惑であ
る。教師側もトイレに行ける。ただ、生徒とは立場が違う。教師は
一人しかいないわけだから教師がトイレに立つと授業が中断してし
まう。だからできれば事前に行っておくのが好ましい。　尚、私語
は厳禁である。授業は録音されているため、私語は慎んでもらう。
私語をすれば退席させられるし、最悪退学させられる。また、授業
中に関係のない行動を取ったり、騒いだり、暴れたりしても同じ処
分である。因みに、寝るのは構わない。誰も注意しない。但し、鼾
がうるさいと起こされる。　＜授業のデータ化＞　全て授業の内容
はレコーダーに記録され、日付とクラスと教師と学科が記載された
上で電子データの形で保存される。全ての授業内容は閲覧可能であ
り、図書館が管理している。　【用例】　ter xax 授業を聞く、授業を受
ける、授業に出る　xaft a xax 授業に出る、出席する　ans til 4 xax 
hot t'eram oks 1 sel alnod kest (xante 明日から１日に授業が午前中の
４コマだけになる♪　tur, xax em kit. さあ、講義が始まる。

xaxt  ［名詞］研修会、ゼミ、ゼミナール　［レベル］４　sorn:｢ クミールがソー
ンにアルカを教えるときの集まり ｣　【用例】　fakt a xaxt ゼミに出る
xaxk  ［名詞］箒、ほうき　［動詞］yulをほうきで掃く、掃く　［レベル］３　14:
制 :lakta:xaxa（竹箒で掃く音）　【用例】　an xaxkat sae. 雪を履いてよけた。
xaxka  ［名詞］教えるところ、学校、学び舎　［交通］教習所　［名詞］寺子屋、
私塾　［類義語］felka、felki　［レベル］３　22　［語法］　広義には教えるとこ
ろ全般。狭義には felkaより小さな私塾。
xaxxa  ［音楽］マラカス　［レベル］５　21:擬音
xaxvia  ［名詞］シラバス、講義要項　［レベル］６　14:制 :講義の概要
xaxmyuoin  ［普通動名詞］授業参観　［レベル］３　vl;/　24　【用例】　ans til 4 
xax t'eram hot mil xaxmyuoin im kest. fok 45 fei tat 1 xax! 明日は授
業参観で午前の４コマだけだ。しかも１コマ４５分！
xaxmaisfelan  ［名詞］教育実習生　［レベル］６　rd;/　24

xaxa  ［名詞］はけ、刷毛　古 :音から
xaxan  ［名詞］先生、教師、指導者、講師　13:制　::vrein　［語法］　敬称
としては使えない→ xanxa　【用例】　an vastat arnamana mil xaxan. 先生のお
かげでアルナ大に合格しました：教師本人に語りかけるときは xaxan
ではなく dyussou, luaないし xanxa。　an em lax xaxan rat. 良い先生に
なりたい。
xaxanbals  ［名詞］教師棟　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

xaxanez  ［名詞］職員室　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　日本のよう
な職員室はない。教師の部屋は全て個室である。その他に教師が集
まって会議をするときに使う会議室がある。個室は六畳程度の広さ
である。本棚や机などが置いてある。ただの講師でも部屋がきちん
と割り当てられている。教師の数は少なくないので、その全てに部
屋を割り当てると大層なスペースがいる。そのため、教師がいる部
屋は校舎と繋がった別棟にある。教師棟である。教師は一日のうち、
全てのコマで授業することはない。連続しても二、三コマである。
そのため、教師は授業が連続する場合は部屋に帰らない。必要な資
料を鞄に入れて教室がある学生棟へ向かう。そして授業が一段落つ
けば部屋へ戻る。また、職員棟には学科ごとの事務室があり、事務
手続きの一部をここで行う。
xaxez  ［生物］脊椎動物　［レベル］４　19　［語法］　脊椎動物と無脊椎動物の
区別はアルカにもある。人間にとって身近な動物とそうでない動物
を分けるために、この分類は自然。しかし生物学上は、脊椎動物は
脊索動物の亜門に過ぎない。
xax e lein  ［ユマナ］［言語］はじめてのアルカ、はじアル　23

xas  xa/es
xasap  ［言語］有気、有気音　［レベル］６　19

xan  ［名詞］真、真実、真相　［形容詞］本当の、真実の、真の　［文頭純詞］本
当は　［副詞］本当に、本気で　［類義語］yuliet　［反意語］enx　［レベル］２　
13:制 :古 :xin（真実）← xan（実在の、存在するもの）← xal（存在）。
まず xalから xanが生まれた。次に真実と実在を使い分けるため、母
音変化しただけの xinが生まれ、こちらが専門で真実を請け負った。
やがて本当を表わす日本語語源の hontooが現われたが、これが新た
に現われた本当を表わす ruliに追いやられて消える。この間に xin
と xanの使い分けは消え、xinは実在の意味も表わすようになった。
この xinは古の xinkalbu（現実（実在する世界））に残っている。一方、
本当の意味を表わすのは専ら ruliであったが、『ミールの書』で日
本語の ｢真 ｣という語が繰り返し使われたため、訳者であるリディ
アらが ruliの代わりに語形が同じな xinを復刻させた。そして制ア
ルカでは xinが残った。xinを ｢真 ｣起源とするのは誤りで、それだ
と xabの語源となっている古アルカの xinkalbuの存在が時間的に説明
つかない。　::lu milko（hainが男性）　【成句】　xan yun ixta le mep lad 
鏡が造る像のように真実な　el siiz fonl xan kont nekt fonl tu list
el. 真実は喧伝するものでも謙遜して隠すものでもない (seren arbaza
rd)　el lut xal ax tiik ka xan. 真実は常に堂々としていればよい (seren 
arbazard)　xan luna les lax tu kont dia tan so. 真実は求める者の前に
現れる。そして幻想もまた求める者の前に現れる (seren arbazard)
xan(2)  ［文末純詞］［rente］xa　［レベル］１　18:ridia

xant  ［動詞］yulを aに送る、送る、贈る　［名詞］プレゼント、ギフト、
贈り物　［動詞］人を aまで見送る、人を kaで見送る、見送る→ yulev　
［文末純詞］～してあげる、～してやる、～してくれる　［電算］［名詞］［動詞］
アップロードする、送信する :19:ridia:アップロードと厳密に言う場
合は xant a poxet→ ned　［法律］贈与する　［類義語］amel、sefir、ned　
［反意語］mix　［レベル］２　f:elt;e　sorn:アンシャンテが原義　xant:xant:se
fir　【用例】　tu xant et les an laxat alkal. このプレゼントは私が一番ほし
かったものだ。　an pio van ti lyu xant. 俺がそこへ連れてってやる
よ。　xant sefir プレゼントを贈る
xantdaig  ［経済］［法律］贈与税　［レベル］５　21　［文化］　控除額は年間日本
円にして３００万程度 (mel21)で、相続税の７００万に比べて甘い（２
年数カ月分にしか相当しないので）。その代わり取り締まりが厳しい。
　相続税の控除額が７００万なので、資産が７００万程度ならば３
年かけて生前に贈与しておくこともできる。３０００万もあれば消
化に十年もかかるため、この法律は中産階級以下に甘く、金持ちに
厳しい。ミロク革命らしい制度と言える。
xantan  ［魔法］仙術、仙人術、仙道、タオイズム　alt　24

xantar  ［名詞］発信機　［レベル］４　21

xantaliet  ［名詞］残念なイケメン、残念な美人、シャンタリエット　［レベル］
５　rd;xante/aliet「左右非対称な満月」　24　［語法］［文化］　見た目はい
いのに性格や趣味や言動が変だったり人に理解されなかったりして、
見た目ほどモテない人のこと。セレンやリディアやメルなど。
xanti  ［化学］飽和　［レベル］４　19:ridia:xante

xantin  ［ジョブ］仙人　alt　24
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xantir  ［植物］プリムラ　20:xante。春を呼ぶという意味。アルバザード
では見ごろが立春。
xantiark  ［化学］飽和結合　21

xantiarluno  ［化学］飽和炭化水素　19

xantook  ［娯楽］トゥルーエンド、トゥルーエンディング、ＴＥ、ＴＥＤ、
ＴＲＵＥ　［レベル］５　al;/　23

xante  ［天文］満月。日本の満月より幅が広く、月相１４からプラスマイ
ナス１ほどである。つまり日常的には tuvanxanteと leevexanteも xante
に含める。　［名詞］北　［名詞］［形容詞］食べ物がちょうど熟していて食べ
頃である、熟した、熟れた、うれた、熟れる、うれる、熟する　［名詞］［形
容詞］満開　［経済］満期　［魔法］シャンテ。光の低位白魔法。任意の色の
光を出し、文字や絵を空中に書く。　［組み数字］５/８　［レベル］２　mel
tia 100:bert;e　古 :axett e anxanteの略で、anxanteというとアンシャン
テと誤解されるので xanteと略していたもの。最も光の強い月で、魔
力が宿ると信じられている。　［文化］　xelteel、arwant　meltia 100　［言語］
［文字］悪魔ベルトが文字を発明。神はそれに倣う。ベルトはこれまで
の歴史をまとめるため、空間に文字を書く魔法 xanteを開発。ならび
に筆記用具を開発。歴史の記録にはセルトの記憶を受け継ぐアルミ
ヴァも協力した　【用例】　xante xat jan. 満月が出ていた。　xante or le
eve. 満月が欠けていく。
xante(2)  ［魔法］シャンテ　［レベル］５　rd　12:lei e miir　［語法］　xante
も参照。　『ミールの書』にでてくる魔法。宙に発光する文字や絵を
浮かばせる魔法で、セルフィッシュガーデンの住人やミールはこれ
を使って紙がなくともノートを取ったり板書したりすることができ
る。xanteに記載。
xante(3)  ［感動詞］すみません、あのー、あのぅ、エクスキューズミー。
通常尻上がりで。　［感動詞］［丁寧］（疑問文で）えっ？、何て言ったんで
すか　［レベル］２　古 :｢返事する？｣が原義。元は｢今返事できますか？
｣の意味で、アンシャンテに使われた。　［語法］　人に話しかけるとき
に使う。上下性別場面は関係ない。公的な感じがするので友達など、
親しい間柄では使わないのが妥当。友達なら neeなどといって呼び
かければ良い。疑問文では ｢すみません、もう一度言ってください ｣
の意味。丁寧。to?と聞き返すのは丁寧でないが無礼でもないので日
常的に良く使われる。
xante,f  xante, sokta　saal;e 第一語義は満月。満月に声をかけるとエルト
から言葉が返ってくるというサールの発想から返事という意味に。
xante t'anjur  ［歳時記］シャンテ・タンジュール　［レベル］３　21　［文化］　
カテージュで毎月晴れた満月の日（xanteは毎月数日間あるので、す
べて雨でつぶれる確率は低い）に行われる祭り。カルテなどで竜騎
兵の格好を模してアンフェルを着て、アンフェリアを踊る。ヒラヒ
ラと舞うロンテが特徴的。月が昇り出し東の低い位置に大きく輝く
ころ（おおむね６時頃）から始まり、２時間ほど続く。古スカルディ
アのころからあり、現在では竜は使わない（存在しないため）。また、
現代では時計の普及により、時刻は月と関係なく６時からとされて
いる。
xantexaki  ［料理］目玉焼き　［レベル］３　14:制 :満月の形をした卵料理　【用
例】　an kuit pof o xantexaki lex faax. 朝食にパンと目玉焼きを食べた。
xantehac  ［名詞］幼字 xanteのこと　［レベル］３　21

xantelil  ［化学］テクネチウム　18:制
xanteon  ［植物］トケイソウ、とけいそう　17:制 :xantezem。花の模様が
時計版の文字のように xanteに似てるから。
xanteonik  ［植物］パッションフルーツ、果物トケイソウ、果物とけいそ
う　［レベル］６　17:制
xank  ［サール］シャンク　［レベル］５　mel:古　［文化］　笑いながら多くの子
供を殺した男。シャンクは５歳の最愛の娘を見殺しにされ、見殺し
にしたものを呪った。そこにサールのメロウは目をつけてシャンク
に力を与えた。シャンクは娘を見殺しにした者の子を殺して彼らに
も同じ苦しみを与えた。見かねたエルトがシャンクを討伐しようと
したがシャンクはエルトをもしのぐ力で抵抗し、やむなくエルトは
彼を殺すのを諦め、デスパで封印するに留めた。
xanxa  ［名詞］［形容詞］先生、教師、教師に対する呼びかけ　［類義語］sensee　［レ
ベル］２　rd;↓　18:mel:『玲音の書』について話していたメルが噛ん
で xaxanを xanxaといったことで教師を意味するようになり、やがて敬
称に変わった。　［語法］　→ sensee, apt, est　○名（後置）　○姓（前置）
　○男女　○単体使用 /名詞用法　　教師の呼称。xaxanは呼称でない。
　xanxaは教師と医者に使う。弁護士、研究者、作家、政治家には使
えないので注意。逆に職場の現場監督やＯＪＴの上司などには使え
る。つまり人を教育する人への呼称。医者は日本より患者にあれこ
れと指示するため、xanxaの扱いを受ける。　　dyussouと呼ぶことも
できるが、直接教わっている相手なら xanxaのほうが丁寧。直接教わっ
ていなければ dyussouでも失礼でない。　rsiilaは非常に丁寧で、政
治家などにも使える→ rsiila　【用例】　haas xanxa ranel. 先生の言うこと
をよく聞きなさい。
xanxan  ［milia］先生。先生の敬称の愛称版　［レベル］２　18:mel az ridia

xanna  ［感動詞］［俗語］マジかよ？、マジで？、ｍｊｄ　［レベル］２　21:xan a?
から
xanfia  ［名詞］現実世界　［レベル］４　23　［文化］　diaalx

xanmain  ［名詞］正体、実体　［レベル］３　19:melidia alis

xana  ［名詞］信念、ポリシー、志、けじめ　［組み数字］３/６　［レベル］３　
18:xar na（信じる心）　【用例】　til xana on kos nozet 自分のやり方に信
念がある　ev{fit} 信念を植え付ける {与える }
xanasool  ［名詞］確信犯　［類義語］xanadiret　［レベル］４　rd;/　23　［語法］　
xanadiretは「知っていてあえてやる」という意味の確信犯ではなく、
「信念を持ってやる」という本来の意味の確信犯。xanasoolは「信念を

持って行う行為全般」を指し、犯罪に限らない。一方、ibsoolは「知っ
ていてあえてやる（故意犯）」という慣用として使われている意味の
ほうの確信犯を指す。日本語話者はこれらの単語の使い分けに注意
すること。
xanadiret  ［法律］確信犯　［類義語］xanasool　［レベル］４　rd;/　23　［語法］　xa
nasool
xano  ［名詞］原型、原作、本来、元々、大本、原始の形、一次、一次創
作　［形容詞］原型の、大元の、本来的な、本質的な　［反意語］alxan　［レベル］
４　16:制 :xan
xanotaxit  ［音楽］ア・テンポ、アテンポ　19

xanokeev  ［物理］基本振動　19

xanovoxn  ［生物］幹細胞　rt;/　24

xanofoie  ［普通動名詞］原作レイプ　［レベル］５　al;/　23　【用例】　tuube et 
rak xanofoie dac! 原作レイプってレベルじゃねーぞ！
xanocam  ［ユマナ］［宗教］カトリック　24

xanoalx  ［数学］因数　［レベル］４　19

xanest  ［名詞］本名、真名　［反意語］enxest、sinkest　［レベル］３　21

xav  ［形容詞］～というもの、～とかいうやつ　［レベル］２　14:制 :古存在
の xal　［語法］　初出、未知を表わす。あるいは既出でも馴染みのない
ものに使う。　本人にとって初出でないのに xavを使い続けるのは、
心理的に遠ざけたいため。嫌悪感、未知への恐怖、照れ隠しなどの
現れ。　【用例】　miix xav lunas atu e. ミールとかいう人が来てるよ。
xaveyu  ［言語］屈折、屈折語、屈折語的　［レベル］６　19

xaf  ［法副詞］～しなければならない、～する責任がある　［名詞］責任　［動
詞］yulの責任を aに着せる（与える）　［レベル］１　13:xantefa（責任）（君
は答え（xante）る義務がある（fa）　［語法］　fal　「～するのが当然だ」
というニュアンスなら haoを使う。「～する責務がある」というニュ
アンスなら xafを使う。　【用例】　ti took xaf tu lab. 君はこの仕事を終
えなければならない。　xaf ant tur kax. 責任は果たしているさ。
xaft  ［動詞］yulを aに出席させる、出席する、参加する、出勤する、出
社する　［再帰動名詞］出席、参加　［反意語］alxaft　［レベル］２　14:制 :xa　
［文化］　出席は成績に関与しない。要は試験に受かれば良い。だから
出席は自由である。自信があれば出なくても構わない。休むからと
いって報告する必要は一切ない。途中から来るのも自由だし、来た
からといって来たことを報告する必要もない。また、途中で勝手に
帰っても構わない。だがそれでも教師は毎日出席を取る。皆勤賞を
カウントするためである。だから言い換えれば一度休んだ生徒の出
席はそれ以降取らなくても良い。日々出席を読み上げられる数が減っ
ていくのは皆勤賞をもらおうという者にしてみればある種のプレッ
シャーにもなる。
xafthakl  ［名詞］皆勤賞　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

xaftal  ［名詞］出欠、出欠席　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　【用例】　sain xaft
al 出席を取る
xafn  ［普通動名詞］担当、担任　［動詞］yulを担当する、担当する　［レベル］
２　14:制 :xaf
xafna  ［形容詞］責任感のある　［反意語］alxafna　［レベル］３　rd;/　24

xafnan  ［名詞］担任　［レベル］２　18:seren:melidia

xafl  ［名詞］余裕、余力　［レベル］３　14:制 :後期古 xaval｢ 力がある ｣　【成句】
　tea ti til xafl ento ～する余裕があれば、～していただけませんで
しょうか　【用例】　an til xalel xafl. まだ余裕がある、余裕綽々だ。
xafa  ［植物］カブ　［レベル］３　sm　15:制 :lakta:xafk　xafk:xafa　［文化］　→ valkot
an　valkotanにより急速に広まった植物。
xafagesl  ［植物］コールラビ、カブランカン　16:制
xafal  ［名詞］責任者　［レベル］３　19:xion

xafil  ［形容詞］実存の、実在の　［類義語］fia、fiana　［反意語］dif　［レベル］
４　vl;xa/fia/al「世界に存在する物」。difに対応して作られた。　22
xafilmel  ［名詞］リアルタイム　［形容詞］リアルタイムで進行する　［レベル］
４　vl;xafil/mel「実存する時間上の」　22
xafilmelvasanosinxliva  ［娯楽］リアルタイム戦略シミュレーションゲー
ム、ＲＴＳ→ teelmadi　［類義語］teelmadi　al;　23

xam  ［動詞］onについてyulに賛成する、賛成する　［普通動名詞］賛成　［反意語］
stir　［レベル］２　13←古 :ku ax（はいと言う）　［文化］　議論の際は賛成
か反対か立場を明確にするが、真か偽かを考察するときには曖昧に
なりがち。真理はしばしば極端なところにはないため。賛成でも反
対でも、理由をはっきり持ち、説明する。　【用例】　ya, an xam ti. えぇ、
賛成です。
xamtfonz  ［普通動名詞］本採用　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

xamstir  ［普通動名詞］賛否　［レベル］３　22　【成句】　xamstir (io) xa 賛否両論
xamp  ［動詞］yulに滞在する、滞在する、留まる、残す、残る、泊まる　［普
通動名詞］滞在、宿泊　［レベル］３　14:制 :sorn:xam（滞在）　::xalul　【用例】　
la retat an xamp atu du vein. 彼は私にもう少し留まるように言った。
　an xamp van ra e hacn im fis. 今日は友達の家に泊まるつもりだ。
xaml  ［芸術］デザイン　［レベル］３　13:制 :古 :xamainal

xamlan  ［芸術］デザイナー　［レベル］４　21

xamag  ［言語］有声、有声音　［レベル］６　19

xamir  ［論理］真理　［レベル］４　rd;xan/miir　22

xamom  ［形容詞］安定した　［反意語］mimom　［レベル］４　21:根有り
xamomeetan  ［経済］安定株主　22

xamel  ［名詞］イベント、催事、催し　［類義語］sod　［レベル］３　21:古 xal/mel「あ
る時間上に存在するもの」　［語法］　特定の意味を持った sodのこと。



63 xalkaxamel
sodの中でも特別な意味を持ったものを xamelという。「ゲームのイベ
ント」や「武道館での催し」などはこれに当たる。　【用例】　xamel tin 
ビッグイベント
xamelsel  ［歳時記］催日　［類義語］aalsel　［反意語］niansel　［レベル］３　21　［語法］
　aalsel
xamelen  ［歳時記］歳時記、シャムエレン　［レベル］４　21:xamel/elen　［文化］
　アルバザードのイベントをまとめたもの。歳時記に相当。時代に
よって増減する。
xad  ［名詞］質、クオリティ、価値、意義、値打ち、値うち、ねうち　［類義語］
mestat　［反意語］du　［レベル］３　13:制 :古 :xadolクミールが作った誤用か
ら生まれた語。このままだと ｢石がある ｣でしかない。石の関連か
ら宝石の価値を表わすことにだけ使われていた語。　【用例】　xad tin 
高価値、ハイクオリティ、上質な
xagris  ［地球の国名］ギリシャ　［レベル］５　15:制
xagart  ［形容詞］有料　［反意語］migart　［レベル］３　19

xagartsinsol  ［名詞］有料番組、有料放送　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

xap  ［名詞］卵黄　［レベル］３　17

xapoti  ［形容詞］符号付き　vl;/　24

xapotipalet  ［電算］符号付き数値　vl;/　24

xar  ［動詞］yulを信じる、信じる　［動詞］yulを強くそうだと思う、思い
込む　［普通動名詞］思い込み、信念、信用、信頼、信仰（神を信仰する
という意味では miros）　［類義語］miros　［反意語］fix　［レベル］２　lsl;xarl
,f.l　13:制 :sorn:xarl　xarl:　［語法］　｢信じる ｣は信用するの意味合いが
強いが、xarはどちらかというと ｢強く主観的に～だと思う ｣という
意味で使われることが多いので、日本人から見ればアルバザード人
はやたら相手を信頼しているように聞こえることがある。文脈によっ
て単に強く主観的に思うという意味でしかないときもある。　【成句】　, 
el xar ～と言われている：文末で使う。　【用例】　× xar mirok→ miros 
mirok 神を信じる。xarだと神が言っていることなどに対して「そうだ」
と思うことを示し、信仰、崇拝の意味はない。　xar merel 確信して
いる　an ail xar vil jentporklak. ときどき天気予報を信じられないと
きがある。
xart  ［人名］シャルト　［組み数字］４/６　［レベル］３　19？ :制の arxaを変
えたもの　参考 :arxa:19:古 :arxo:「神の習い」　［文化］　ヴァノンの４番目。
女性。事務を担当。
xartlil  ［化学］レニウム　［レベル］５　19　*:estan:estan　［文化］　dolmiyu　
単体でもっとも硬い金属で、天然元素として最後に発見された地球
とは異なり、早くから発見されていた。その物質自体はガレットを
通さないという特徴から、算出するケヴェアや中央アルカットなど
で既に知られていたためである。zgで発見され、魔法学に用いられ
た。　希少性が高く、アルバザードではほとんど取れなかったため、
実用の歴史は乏しい。ヴィード戦におけるアルテマシールドとみな
され、防衛において使われたことはあるものの、物理攻撃で破壊で
きるため費用対効果が貧弱であった。
xark  ［名詞］不自由、拘束、束縛、義務　［形容詞］不自由な、拘束された、
束縛された、強制の、義務的な　［反意語］silt　［レベル］３　＠ 20

xarkmag  ［物理］強制振動　21

xarkzav  ［数学］位置ベクトル、固定ベクトル、束縛ベクトル　21

xarkzet  ［言語］文法範疇、文法カテゴリー　rd;/「義務項目」　24

xarku  ［動詞］yulを言い切る、言い切る　［普通動名詞］言い切り　［レベル］３
　22
xarl  ［組み数字］６/１０　［哲学］信　［医療］腎　［歳時記］乙、きのと　［レベル］
４　rd;xarl,f　21　::la xarl
xarl,f  xar　e

xarlkan  ［生物］［医療］腎経　szl;/　24

xarakn  ［名詞］懐疑主義の反対。まず信じてみようという主義。アルバザー
ド人に多い。　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

xaran  ［名詞］信者、信奉者　［レベル］３　22

xaz  ［名詞］限界、リミット、期限、ぎりぎり、ギリギリ、上限、下限　［名詞］
しめきり、締め切り、締切、締切り、〆切、〆切り、納期→ lasolxaz　［副詞］
限界まで　［数学］極限　［レベル］３　rd　14:制 :xasaz　【成句】　fonlik xazel 
危機一髪だ　【用例】　frem a xaz 限界に近づく　xaz ik rak 制限を越え
た
xazalx  ［数学］極限値、極値　［レベル］５　19

xazet  ［形容詞］余裕のない、余力のない、ギリギリな　［形容詞］（服が）
ぱつぱつな、パツパツな、ぱっつん、パッツン、ぱつぱつ、パツパツ、
ぱっつんぱっつん、パッツンパッツン、ぴっちりした、ピッチリし
た　［反意語］sojet　［レベル］３　rd;xaz/te　23

xal  ［遊離副詞］［形容詞］～のままである　［動詞］yulを維持する、維持する、
保持する、保存する、保守する、yulに残る、残る、居座る　［動詞］
yulのままでいる、yulに居続ける、居続ける。維持を示す繋辞　［普
通動名詞］維持、保持、保存、保守、居残り、いのこり　［音楽］テヌート
　［反意語］miyu　［レベル］１　古 xal（存在）　::dilze　［語法］　xal atuだと「こ
こに居続けろ」という意味だが、原理的には「この場所をキープしろ」
という意味にもなる。　xal seerだと「静かで居続けろ」という意味。
xal seerelだと「静かに居続ける」の意味。　so xalelは前もしたし今
もしているの意味。　【成句】　xal nos 自分を保つ、自我を保つ　【用例】　
xa xal atu. ここに居続けてほしい：xal atuのほうがふつう。　an xalat ra 
man tant et hart o serip kinel. 外は熱くて湿気が多いので室内にい
た。　xal soa. そのまま。キープしろ　lu xal ez nozet lex osk. 彼女は
自分の部屋を綺麗に保つ。
xal(2)  ［言語］xの文字　［レベル］１　14:制 :存在　［語法］　第３文字目の幻

字。　【用例】　m x tyu. あなたのままでいてください。文字の名を使っ
て mir xal tyuと読ませる妙技。
xal(3)  ［名詞］存在、有　［反意語］saaj　［レベル］２　f;xa/al「存在するもの」　
赤　［語法］　なお、アルカの実在論では、存在は認知的なものとされ
ている。　→dianakl　【用例】　tyu et xal volx xalt non. あなたは私に取っ
て大切な存在よ。
xal(4)  ［南方］［動詞］xa　［レベル］３　古
xal,f  xa　xa（存在）.faia/al（物）
xalt  ［名詞］状況、境遇、立場、地位、言い分、言いぶん、いいぶん、
事情　［格詞］～の点で見て、～の観点で見て　［言語］態、ボイス、ヴォ
イス　［レベル］１　古 :xalt（立場）← xal（存在）/te（風）。｢存在する
雰囲気 ｣が原義。xalteと同語源。　【成句】　tel xalt del ～のくせに　
xalt selan 世間的には、常識的には、事実上の　xalt sodn 事実上の　
xalt mesa aal 場合によっては　【用例】　an lot on la xalt la. 彼の立場で彼に
ついて考えた。　la vinsat avix tel xalt del vals (=tant vals). 彼は医者
のくせに患者を見捨てた。　ren ter xalt noan. 私の言い分も聞いて
よ。　☆ re lo xalt lu. 自分の身になって考えてみろよ。アルカでは
「彼の身になって」と言う。「自分の身になって」という表現はしない。
　"xalt vienati t'avl, diti e lava, saaj e vainoxoz, xin e gel, vind 
rat, nent kal e garma, en alve lest e teria, raka teu daialpol, kad kaen al
kaaxti, eu. 経済大国であること、多くの国と国交があること、徴兵制
がないこと、拳銃の所持が認められていないこと、治安が良いこと、
戦争勃発のリスクが低いこと、テロの主だった標的でないこと、首
都圏に住んでいること、居住地が極東であること、かな。
xaltkyo  ［名詞］ロールプレイ、ロールプレイング　［レベル］４　19:ridia:ar
baxelt
xaltbal  ［名詞］バカの壁、馬鹿の壁、シャルト・バル、立場の壁　［レベル］
５　rd;/「立場の壁」　23　［文化］　rdでセレンが唱えた理論であり、
同時にバカの壁という意味の概念でもある。アルカにおけるバカの
壁とは次のような意味である。どんなに論理的な考えであろうと万
人には理解されない。どんなに優れた意見や価値観であろうと理解
しあえない障壁がある。それは立場の違いから来るものであり、立
場が違えば瑕疵のない理論であっても理解・納得することはできな
い。理解しあえない根底に立場の違いがあり、それがある以上絶対
に理解しあえない。それを立場の壁（バカの壁）と呼ぶ。　セレン
は話せば分かるなんていうのは嘘だと言い、議論における論理の持
つ力の無力さを説いた。セレンが早くからバカの壁を発見していた
のは、２８の異なる母語の話者からなるアシェットで議論を重ねた
ためである。セレンのような特異な環境に身を置くものは少なかっ
たため、alまで彼のこの理論は注目されないままだった。　alではグ
ローバル化が進むにつれ、セレンの考えが見直され、xaltbalというタ
イトルで彼の考えを元にした本が出版され、この概念が有名なもの
となった。
xaltantoa  ［化学］Ｍ殻　［レベル］５　19

xalte  ［名詞］雰囲気、ムード、その場の空気、気配　［動詞］yulと恋人と
して付き合う、付き合う :19:ridia:「その雰囲気にする」　［歳時記］三月
で一季　［レベル］３　古 :xalte（雰囲気）← xal（存在）/te（風）。｢存在
する雰囲気 ｣が原義。　:::meli,alt　【成句】　nalo xalte 空気を読む、雰囲
気を察する　xalte et gyu 空気が重い、険悪なムードだ
xaltes  ［化学］静電気　［レベル］３　古 :存在する（静止している）電気
xaltesvian  ［化学］静電気力。アルカでは主に化学で使われる。　［レベル］
５　20
xalten  ［言語］文脈、コンテクスト　［レベル］５　20:xalte/tetona　［語法］　ア
ルバザードでは言語学だけでなく日常的にも用いられる言葉。　［文化］
　ミロク革命以前は様々な民族が寄せ集められてできた文化だった
ため、低コンテクスト文化だったが、革命後はミロクが「何が善で
何が悪か」を定め、倫理・常識とはかくあるべしという形を形成し
たおかげで、皆が同じ価値観を持てるようになった。アルティス教
の社会になったことでアルティスの倫理観が共通の倫理になったと
いう点も挙げられる。この結果、アルバザードは急激に高コンテク
スト文化になり、腹芸を覚えるようになっていった。　ただし言語
上の構文論においては多民族国家なので誤解がないよう、ローコン
テクストのままである。つまり「お子様と運転時はご遠慮ください」
のようなハイコンテクストな構文は取らず、「子供に与えないでくだ
さい。また、食べたら運転しないでください」のようにローコンテ
クストな構文で表現する。
xalten(2)  ［接続詞］xalt。～の立場の。　［レベル］３　20

xalk  ［名詞］価値観　［レベル］４　rd;xal/ka「自分の居場所。自分が物事を見
ている視点のこと」　24　［文化］　アルバザード人は価値観が合う人を
老若男女関係なく好む傾向にある。人を好きになったり付き合った
りする際の尺度として、価値観が占める割合は大きい。要するに価
値観が合うということは気が合うということで、気が合うことは人
間関係の構築と継続に大きな役割を果たすと考えられている。　　・
２０１２年１２月２９日のセレンの呟き　　自分の芸術や音楽や正
義などの価値観が両親特に父親由来であると気付いた。周囲に自分
の価値観を認められると嬉しく思う。植え付けられた価値観なのに
嬉しく思うのだ。ということは恐らく娘も今植え付けている価値観
を自分のものとし、その価値観を肯定してくれる人間に好意を持つ
ようになるのだろう。　不思議なものだ。父親のことは嫌っていた
のに、自分は嫌になるくらい父に似ている。彼が達成できなかった
物書きの夢を叶え、彼の価値観を是としている。幼児期の教育はそ
れほど重要ということだ。自分の価値観と思いきや、嫌いな父親の
価値観だったのだから。　【用例】　ans til xalk myul a xok. 私たちは価値
観が合う。
xalka  ［名詞］場所、陣地、陣営、マス、升、マス目、升目、座標　［シェルト］
マス、マス目　［類義語］ka、kalte、vakkas、intka　tm;「存在する場所」　［レベル］
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３　23　［語法］　シェルトやすごろくのマス、戦争などで今現在自分が
存在している狭い地点などを指す。ＲＰＧゲームの自キャラの存在
する座標なども指す。
xalkagand  ［普通動名詞］場所取り　［レベル］４　cv;/　23

xalkem  ［植物］にら、ニラ、韮　［レベル］３　19:「胃に残る」が原義。消
化しにくいことから。ニラは消化にいいと言われるが、消化を促進
するだけであって、ニラ自体は消化しにくい。　【用例】　op e xalkem 
solsat an kui lax bel. ニラの和え物が食欲をそそった。
xalkemdilfai  ［医療］ニラ灸　rd;/　24

xalkeev  ［物理］固有振動数　［レベル］５　19

xalx,fv  leim　xalxa「存在する存在→ふつうのもの」
xals  ［数学］［電算］［論理］ブール代数、二値数、真偽を１と０で表したもの
　［レベル］６　19:xal/alx（存在数）
xalsafkam  ［生物］恒温動物　［レベル］４　19

xalvort  ［医療］アポトーシス　vl;xalit/vort。体の恒常性を保ち、個体を
より良い状態に保つために積極的に引き起こされる細胞の死である
ことから。　23
xalf  ［医療］看護、介護　［レベル］３　19:xal/frem

xalfer  ［経済］軟調　22

xalfels  ［俗語］工房、高坊　［類義語］samanan　［レベル］４　al;/「まだ制服着
てんのかよ」　23　［語法］　mamman

xalm  ［名詞］住居、住処、棲家、巣、家、家屋、家庭　［動詞］yulに住む、
住む　［レベル］２　22:xal/main「体を居させる」　［語法］　raや noxraやホー
ムレスの公園など、住むところ全てを広く指す。　【用例】　la xalmes se
elarna. 彼は中央アルナに住んでいる。
xalmdaig  ［経済］住民税　［レベル］５　rt;/。ｒａｄａｉｇだと持ち家にか
かる税金と誤解されかねないため。　23　［文化］　地方税のひとつ。rt
のアルバザード発祥。　その年のメルセル現在で居住しているとこ
ろで課税される。そのため、メルセル後に転居した場合でも、メル
セル時に居住していた自治体に全て納付しなければならない。 
xalmhaika  ［法律］家庭裁判所　［レベル］４　22

xalman  ［哲学］存在理由、レーゾンデートル　［レベル］５　20　【用例】　til xa
lman 意味がある、意味ある　tu si xalman a. これ意味ないじゃん。
xalmiyu  ［化学］物理変化　19:物質を変化させないで維持する変化
xalmiina  ［企業］シャルミーナ　［レベル］４　21　［文化］　資生堂、花王に相
当する企業。
xaldisk  ［音楽］テヌート・スタッカート、スラー ･スタッカート、メゾ・
スタッカート　19
xalgart  ［名詞］維持費　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

xalyuo  ［言語］存在動詞　［レベル］５　20　［語法］　xa, miなど。
xalrein  ［数学］ｚ軸→ xtar　［レベル］５　19

xalzekt  ［経済］底入れ　22:「底に居座っている→下げ止まっている」
xall  ［ユマナ］［宗教］孔子　［レベル］５　23:xell（慈。アルカで仁のこと。仁
義を説いたので、「仁義の人」で孔子）
xallmyukale  ［ユマナ］［宗教］儒教。宗教というよりは教えに近いが。　［レベル］
５　23
xallant  ［丁寧］［親族］おばあさま、シャルラント　［レベル］２　21:xal/lant（い
まだ美しい）　［文化］　laala

xalan  ［物理］剛体　［レベル］６　21

xalab  ［化学］保存料　［レベル］４　19:seren　 

xalab(2)  ［名詞］有職　［反意語］milab　［レベル］４　rd;/　23

xalabtid  ［経済］ワーキングプア、ワープア、勤労貧困　［レベル］５　al;/「有
職者なのに貧困」　23
xalart  ［娯楽］［軍事］［魔法］バフ、デバフ。効果の持続する魔法。　［反意語］
leevart　22　［語法］　良いか悪いか、バフかデバフかは ratと yamを付
けて区別する。
xalalx  ［数学］定数　［レベル］４　19

xalit  ［魔法］［生物］恒常性、ホメオスタシス　［言語］［名詞］保守性　［レベル］
４　20:xal/ati　［文化］　→ dolmiyu, yunis　　＜言語の変化と保守性＞
　　言語には保守性がある。アラビア語は最も保守性が高い部類で
ある。これには宗教的な理由がある。宗教的な理由がなく保守性が
高い言語は例えばドイツ語である。このように言語の保守性は言語
ごとに異なり、その背景に理由があるものがある。　アトラスで最
も保守性が高いのは fv_rfである。成員が変わらないため、統語論
と音韻論はほとんど変化しない。厳密には rfにいるロゼットは寿
命があるので成員は変化するが、ここにいるロゼットは cvで戦功の
あったものなのでヴィード量が多く、何万年単位で生きる。そのた
め zg_ljまでで終わってしまう世界からすれば実質寿命がないと考
えてよい。　人間の言語で最も保守性が高いのは ly_arである。cv
まで神は lsに住んでいたため、神との繋がりが強い。cv後も宗主国
として実質 rfが存在していたため、特に神との繋がりの深い上流階
級の間では ly_arは fv_rfにペグされていた。彼らにとっては生活
上でもビジネスでも fv_rfにペグしているほうが効率的だからであ
る。そして fv_rfが変化のない神の言葉であるため、それにペグし
た ly_arも同様に保守性が高いというわけである。このように、歴史
的な理由があって ly_arの保守性は世界一強い。　一方下流につい
てはペグする理由がないため、その他の自然言語同様語彙的にも音
的にも変化していた。しかし紙が貴重な時代なので残っている文献
は上流のもので、下流の言語は歴史的に不明な点が多い。これは日
本の平安時代と同様である。sm以降は教育水準が高まり、教師側は
学者などの上流である場合が多かったため、上流の rf様の発音や語

彙が中流に浸透した。これにより上中流はほぼ fv_rfにペグし、マ
ス層がペグすることとなった。　このころになると多少下流がどう
話していたかの記録も残っており、二重母音 aiなどが eeと発音さ
れていたなどの事実を知ることができる。　　rdになってアルカが
できる。人工言語であるため保守性が強い。ところがアシェットが
死んでしまえば国民は手にしたアルカを好き勝手に遠慮なく変える。
ただし地球と同じく上流ほど保守性が強く、古風で原理主義的な言
い方を好む。下流や若者ほど勝手に言語を変える傾向がある。　nd,
rt,vlで変化が随時起こるが、alで原理主義者のミロクが rdの統語や
音韻に戻し、教育とメディアを使って広めなおす。ljの終末までレ
インの時代から５０年程度しか経っていないので、流石に語彙以外
での変化はない。
xale  ［芸術］漫画、コミック、マガジン、マンガ　［レベル］２　13:制 :xaklei
（絵の本）　［語法］　枠線は kaxl。コマは tems。吹き出しは esp。台詞は
rens。集中線は noxrein。流線は serein。４コマは valtems。トーン
は veltvaik。ベタは ver。書き文字は tantrens。　gakonで終わるセリ
フは gakonを省く。ただし省けるのは各吹き出し中の最後のセンテ
ンスのみ。　［文化］　アルティア式は右開き。アルバザード式は左開
き。どちらから始めても構わない。漫画はアルティア人が高めたも
のなので、アルティア式にすることが多い。幼児用や学習者用など、
一部のものは左開きが多い。　【用例】　an arat raad im ses kalmal lana isk 
xale. 漫画を読むために徹夜をしたものだった。
xalet  ［遊離副詞］［形容詞］たぶん、多分、おそらく、恐らく　［レベル］１　
20:xal/te（存在しそうな）　［語法］　aluut

xalet,szl  ez　xal/teeze

xaleveiz  ［娯楽］アニメ、アニメーション→ maya　［類義語］maya　［レベル］
２　19:ridia:arbaxelt　:::omayami,alt
xaleev  ［物理］定常波　19:xalkeevからの類推
xalu,alt  leim　xalx

xalul  ［名詞］万物　［レベル］４　21:xal/古 al「存在するもの」　［語法］　alved

xalul,szd  xa ok nene、xamp　< xal,f

xalul,f  siia　elt;xal/al「存在する物事」　赤
xaas  ［普通動名詞］世話、接待、客などの応対、接客（顧客サービスも含む）
　［動詞］yulを接待する、接待する、もてなす、饗す、世話する　［レベル］
３　sorn:xaas　【成句】　xaas bas. おかまいなく、お構いなく。
xaasan  ［名詞］世話係、世話人、海のパトロール、スキー場の安全を見張
るインストラクター　［レベル］３　19　【用例】　janxaasan alkat an im an ik 
niks a sae. 私が転ぶと、スキーパトロールの人が助け起こしてくれた。
xaavix  ［名詞］［形容詞］異常あり、異状あり　［レベル］４　rd;/　23

xaam  ［形容詞］不人気な　［反意語］siin　［レベル］２　＠ 19

xaap  ［形容詞］有標な　［反意語］siif　［レベル］５　lakta:印がある
xaaja  ［数学］有理数、有比数　［レベル］４　19

xai  ［形容詞］甘い　［形容詞］人間関係などが良好で仲の良い←→ gyu　［類
義語］xiia　［レベル］１　sert　13:制　xi:xi:felve:txialu,alt　【用例】　［メタファー］
xai yun xie 密のように甘い　an siina xai. 私は甘い物が好きだ。
xai,fv  mexin　xa/i「自分の居場所から見る」
xaitakt  ［名詞］甘党　［レベル］４　19

xaik  ［料理］飴、キャンディ、キャンディー、キャンデー、飴玉　［レベル］
２　13:制 :xaigek（甘い球）　【用例】　wem xaik 飴を舐める
xaina  ［名詞］［ネガティブ］お人好し、おひとよし、お人よし、おひと好し　
［レベル］３　22:「甘い心」　［語法］　少しからかって使う。　【用例】　vei xa
ina vastat tu tas tan. 何人かのお人好しがこの試験も通過した。
xaina(2)  ［人名］シャイナ　rd　22　［文化］　サプリ村の住人。乳製品屋の
経営者。恰幅の良い中年女性。
xaigyu  ［形容詞］ほろ苦い　［レベル］３　19

xaipind  ［植物］ノゲシ、のげし　19:「甘い針」。針があるが柔らかくて
痛くない　【用例】　an sin xaipind man tu et gyu fin est tuul et xaip
ind a. 甘い針っていうわりにノゲシは苦いんで嫌いだよ。
xailette  ［伝統色］黄土色　［レベル］２　22

xaiab  ［化学］甘味料　［レベル］４　19:seren

xaop  ［料理］サワードウ　［レベル］３　16:制 :xao/pof（すっぱいパン）
xi  ［名詞］後ろ　［形容詞］後ろの　［格詞］～の後ろに　［反意語］sa　［レベル］１
　rd;teel　＠ 19　nutxi:nutxi:nutxi　【用例】　xi varzon ８時以降に　
xi xier 冬以降　xi ket 猫の後ろに
xi,f  xai　faia

xi,alt  zon
xit  ［動詞］yulを見失う、見失う、無くす、亡くす、失う、紛失する、
なくす、見えなくなる　［普通動名詞］紛失　［反意語］sak　［レベル］２　＠ 19　［語
法］　この「なくす」は紛失するの意味。つまり見つけるの反対。　【成句】
　xit xos e nene ～の背中が見えなくなる：～の背中が見えなくな
るまで見送る
xita  ［親族］子孫、末裔　［形容詞］ポスト　［名詞］後継、後継機、後継者、
後世　［反意語］sata　［レベル］３　19:sataからの類推　nuut:nuut　【用例】　xita 
flon 遠い子孫
xitaerk  ［親族］卑属　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

xitil  ［動詞］yulを a{ka}で歓迎する、歓迎する、出迎える　［普通動名詞］歓迎、
出迎え　［類義語］kekko　［反意語］xiita　［レベル］３　20:xi/til（甘く持つ）
xito  ［植物］バニラ　［レベル］３　lakta:甘い匂い
xite  ［親族］家族　［生物］種　［言語］地域方言　［文字］具体的なフォントファ
ミリーの種→ tats　［レベル］２　13:制 :har:ruxilote（家の関係）　［語法］　
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家族。一緒に住んでいる人で、血縁関係は関係ない。居候でも婿で
も xite。
xiteleep  ［名詞］家族構成　［レベル］４　22　【用例】　xiteleep xon 複雑な
家族構成
xiteata  ［名詞］家族会議　［レベル］４　rd;/　24　【用例】　xite antes en siias 
xiteata. うちの家族は家族会議をしたことがない。
xik  ［普通動名詞］省略、略、簡略　［言語］省略、短縮　［動詞］yulを省略す
る、省略する、飛ばす、スキップする、一段抜かし、食事などを食
べずに抜かす　［レベル］３　13:制 :xi（ない）　【用例】　an sin hartati, son 
an milx nos xik sen flea. 暑いのが嫌なので夏を飛ばせればいいのに。
xiks  ［普通動名詞］キス　［動詞］yulにキスする、キスする　［類義語］alul、xi
ian、xiku　［レベル］２　14:制 :古 :xiku　［語法］　xiksは唇同士のキス。alul
は xiksより軽いキスで、唇同士を軽く触れる程度。xiianは舌を絡め
るディープキス。xikuは唇以外に触れる軽いキス。頬や額や手の甲
などにする。　［文化］　キスは西洋人より日本人の感覚に近い。恋愛
関係にあるもの同士でするものであり、それ以外とはしない。　親
が tinalまでの子供にすることはある。南方の親は alulもするが、北
方の親は xikuまで。ルティア人は身体接触が苦手で、キスは恋人と
しかしない。
xiksnaat  ［地学］［歴史］古第三紀　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

xikvet  ［言語］略語　［レベル］３　20

xikm  ［名詞］紙袋　［レベル］３　14:制 :古 :xikl

xikl  ［アトラスの国家］シックル　［レベル］５　23:ridia

xiki  ［死神］詩姫、しき　［レベル］６　19:seren:ふと思い浮かんだ音を
名前に用いた。そのため夢織でも変わった名前の扱いを受けている。
モデルはミルフとメルで、主にメル。　［文化］　死神シューゼの持つ
雛人形の一人。第七雛。正体は琥珀の精。琥珀の中に閉じ込められ
たアシナガバチから生まれた。死神アルハイクを封印した。　ふだ
んは青い目をしているが、戦闘時には琥珀色に変わる。ふわふわの
金髪で人形のように美しい少女の姿をしているが、性格は残忍。　
知能は高く、おっとりしている紗枝はすぐ出し抜かれてしまう。だ
が所詮は子供で、調子に乗ってしくじる癖がある。　死神は魂に飢
えると性欲が亢進するが、詩姫は子供なので発散の仕方を知らず、
代わりに残虐性や悪知恵が増す。
xiki(2)  ［魔法］式神　alt　24

xike  ［動詞］yulに付いてくる、付いていく、yulに後続する、後続する　［普
通動名詞］後続、後追い、二番煎じ　［レベル］３　19

xiku  ［普通動名詞］キス。唇以外に行うキス　［動詞］yulにキスをする、キ
スする　［類義語］xiks、alul、xiian　［レベル］２　f;xi/ku　古 :甘い口が原
義　xiku:xiku　［語法］　xiks　【用例】　an xikut la on kaam. 私は彼女の頬に
キスをした。
xix  ［形容詞］横並びな、並行する、パラレルな　［反意語］sas　［レベル］４　＠ 19

xixxe  ［代詞］［南方］［女性］lilis　［レベル］３　21:se/txi

xixxen  ［代詞］［南方］［女性］lilin　［レベル］３　21:xixxeの属格
xixi,alt  ji　xi/xi

xixikali  ［名詞］指切り、指きり、シシカリ　［類義語］xixisokuli　［アクセント］
xixikalI　［レベル］６　sm;alt　21　［文化］　アルティアの奇習。女が意中の
男に操を立て心中を伝えるために左手の小指を切り落とし、白い紙
に包んで送った風習のこと。xixisokuliも参考のこと。　smでアルバ
ザードにも伝来し、真似をする女性が現れた。アルティア人の異常
な執着心の現れとして引き合いに出される。純愛の極端な形として
も引き合いに出される。
xixisokuli  ［名詞］指交わし、シシソクリ　［メタファー］男女間の約束　［類義
語］xixikali　［レベル］６　sm;alt　21　［文化］　アルティア人の奇習。意中の
男女が左手の小指同士を絡め、永遠の愛を誓って己の指を切り落と
すこと。
xis  ［色］黒緑色　［経済］財政が黒字（儲けている）　［レベル］３　13:制 :
古 :axnim（黒緑色）「正しい色」。sornでは xiselon。　［語法］　黒緑
色。アルカの正式な色。公式文書はこの色で書かれる。１６進＝
００２２００。
xist  ［料理］ラム、ラム酒　［レベル］４　lakta

xistina  ［色］［芸術］伝統色、システィナ　［アクセント］xistinA　［レベル］４　
1610(21):famii;kaoxist/na　21　［文化］　→ verim　　・日々の色　　アル
バザードでは日付によって固有の色 (selnim)が存在する。rdでファ
ミイとセレンが制定した色で、３６６色存在する。　letteのように
特定の伝統色ではなく色グループ全体を指すものもある。kaafなども
そうである。　mediaのように伝統色にありながらも同時に黄緑とい
う色グループ全体を指す語もある。　bakmのように伝統色にない単
色ないし色グループも存在する。　　クルノース家門外不出の kaolin
により実現したもので、色魔法の下地となる概念である。kaolinがで
きた smより前の段階では、人類の持つ色は鉱物や植物や動物などの
自然物から得られるものに限られ、ここで述べる伝統色のような理
論的な色の体系を求めるのは不可能であった。というのも、ある特
定の色を出すための材料がそもそも存在しないということがあるた
めである。　　・暦と色　　地球では色相環は１０色を使うことが
多いが、アルバザードでは１２色である（円環状のものはたいてい
アルミヴァを使うため、オリジナルの文化としてカルディア独特の
色相環を作る必要がある）。　これに無彩色を足すと１３になり、ちょ
うどメル暦の月の数と一致する。月は２８段階に分析されるので、
１３カ月で３６４色になる。これに axetと teemsを足すと都合３６６
色になる。　これにより誕生日固有の色、その人のパーソナルカラー、
色占いといった文化の創出が可能になる。　　・四季週　　ひと月
の内訳である２８日は週ごとに分かれ、axte, flea, alis, xierの７色ず
つに分かれる。各四季週の彩度と明度は以下のとおり。春は麗らか
なので、春週は明度が強く彩度の弱いパステルカラーを採用してい

る。夏週は明度彩度ともに高く、原色や純色が現れる。これは夏の
強い日差しをイメージしている。秋週はややどんよりした色で、こ
れから暗い冬週へ向かっていくイメージ。そして冬週が彩度明度と
もに弱い暗く落ち着いた色である。これは月の４週を四季で表現す
ることから生まれた考え方で、真夏の月にも冬の週があるし、真冬
の月にも夏の週があることからできた発想である。　月の前半をア
ルシェの週といい、後半をソーンの週という。総じてアルシェは明
るい色で、ソーンは暗い色である。ソーンは秋冬の担当で、落ち着
いたシックな感じや渋いイメージを醸し出している。アルシェは原
色や明るい色を担当している。音楽の長調がアルシェだとすると、
短調がソーンであり、どちらにもそれぞれ価値や使いどころがある。
　　季：明度：彩度　春：強い：弱い　夏：強い：強い　秋：弱い：
強い　冬：弱い：弱い　　・アルミヴァ色相環→ adel　　色相環は一
番上が黄緑（ＲＧＢ＝１２８・２５５・０＝８０ＦＦ００）になる
ように配置する。黄緑を１２時（０時）の方向にしたら、次は３時
のポエンが赤（ＲＧＢ＝２５５・０・０＝ＦＦ００００）になるよ
うに色相環を配列する。　なぜこうする必要があるかというと、赤（暖
色）が女性で青（寒色）が男性を象徴するためである。アルミヴァ
は里程標となる０時と３時が女性で、同じく里程標となる６時と９
時が男性である。従って黄緑を０時にして時計回りの色相環を作る
とちょうど良くなる。　色相は０～３５９までの角度で示す。地球
は赤は０だがアトラスでは９０なのでずれがある。このまま計算に
用いないこと。本項ではＲＧＢなどの数値は読者もフォトショップ
などで確認できるよう、地球の角度で示している。　　以下アルミ
ヴァと色の対応表。参考にした資料がどうもフォトショップで実際
の色と比べた時に正しくないように感じられたため、色名はセレン
が目で確認して付けたもの。ただそれではきちんと伝わらないだろ
うから、括弧内にＲＧＢ値を入れておいた。　向かい合う角度は足
すと白（２５５・２５５・２５５）になる。例えば角度３０（幻天
では６０）は２５５・１２７・０で、向かい合う２１０（幻天では
２４０）は０・１２８・２５５で、足すと２５５・２５５・２５５
になる。　　アルミヴァ：色（ＲＧＢ）：色相角度（幻天）：色相角
度（地球）　セイネルス：黄（２５５・２５５・０：ＦＦＦＦ００）：
３０：６０　ティーテル：橙（２５５・１２７・０：ＦＦ７Ｆ
００）：６０：３０　ポエン：赤（２５５・０・０：ＦＦ００００）：
９０：０　ネルメス：赤紫（２５５・０・１２７：ＦＦ００７Ｆ）：
１２０：３３０　（数値的に赤紫なのは異論ない。しかしセレンには
濃いピンクに見える。どうも紫系統の認識がずれているようだ）　ク
レーヴェル：紫（２５５・０・２５５：ＦＦ００ＦＦ）：１５０：
３００　（青と赤が２５５なのでまごうことなき紫なのだが、セレン
の目には赤紫に見えた。というかこの色のことを赤紫というのだと
ずっと思っていた）　カルザス：青紫（１２８・０・２５５：
８０００ＦＦ）：１８０：２７０　（赤が青の半分なので青紫なのは
間違いない。だがセレンはこれが真紫だと思っていた。数値を見て
驚いた）　ヴァルファント：青（０・０・２５５：００００ＦＦ）：
２１０：２４０　ヴァルゾン：淡い青（０・１２８・２５５：
００８０ＦＦ）：２４０：２１０　ティクノ：水色（０・２５５・
２５５：００ＦＦＦＦ）：２７０：１８０　フェンゼル：青緑（０・
２５５・１２８：００ＦＦ８０）：３００：１５０　ネブラ：緑（０・
２５５・０：００ＦＦ００）：３３０：１２０　コノーテ：黄緑（１２８・
２５５・０：８０ＦＦ００）：０：９０　　この配置だと女性である
ティーテル、ポエン、コノーテがちょうど暖色になる。なんとも奇
跡的な話である。　例外はセイネルスだが、そもそもこれは生きて
いる剣なので性別が判断しがたい（どちらかというと男性だと思う
が）。　　さてこれをメル暦にどう対応させるかだが、アルバザード
の四季に合わせて配置したほうが季節感がある。真夏の８月に青と
いうのはイメージに合わなかろう。そこで暖色が夏になるように配
置したい。アルカでは夏は夏至から始まる。６・２１ごろなので、
ral melごろである。夏の終わりは秋分の前日。秋分が９・２３ごろで、
mik linごろ。つまり ral_mikがおおむね夏ということになる。４カ
月間である。そして黄緑～赤までで４色である。そこで ralを黄緑に
すると mikが赤になり、暖色が夏に収まる。６月はまだ春と夏の間
なので新緑の緑の終わりから黄への過渡期であり、ちょうど黄緑で
よい。すると夏真っ盛りの palが炎の色の橙になるのでちょうどよい。
赤と橙だとより暑く感じるのは炎の色の橙なので、mikが赤というの
は異論ない。　８の ralが黄緑で konooteということは、１１の mik
が赤でpoenということになる。１３のrujは無彩色なのでスキップ。
すると翌年の diaは紫で kleevelとなる。すなわちメル暦起点の dia
は紫のクレーヴェルからスタートすることになる。秋の終わりの肌
寒い季節で、これから寒い青に向っていくのでちょうどぴったりで
ある。　こうしていくと年始は紫になり、最も寒い月が青になるの
でイメージに合い、さらに春から初夏にかけて新緑の緑となる。総
じて巧い配置になっていると言える。　　・明度と彩度　　色相に
ついては分かったが、明度と彩度はどのように定めるか。明度と彩
度についてはＨＳＶ色空間 (verim)で捉え、ともに０～１００％（な
いし０～１．００）の変域を持つとする。　しかし彩度２０％以下は
ふつうの人間の目にはグレーすなわち１３月の領域に見える。また
明度２０％以下はどんな色相や彩度であってもどのみちふつうは黒
に見える。しかもこれは色を並べたときの話で、単体で色を見たと
きではない。彩度２０％明度２０％の程度の赤はグラデーションの
中では周りの灰色との比較で有彩色に見える。しかしこの色単体を
取り出すと黒か灰色に感じられる。せいぜい凝視して「赤味がかっ
た灰色」に感じる程度で、これを見てとっさに赤だと思う人はまず
いない。　となるとこの色はコノーテの月に入れるのはおかしいと
いうことになり、伝統色からは排他される。日常的な視点で人間が
有彩色だと感じない色を伝統色として採用するのは不自然である。
　むろん現代アルバザードのアートでは３６６のような少ない色数
で満足することはないのでこれらの色も使用するが、少なくとも伝
統色には採用されない。　　単体で見た場合、ぱっと見有彩色に感
じられるのはどの程度からであろうか。色相 tiknoの水色（地球だと
１８０°）で、彩度明度２２％とすると、地球ではＨ（色相）＝
１８０、Ｓ（彩度）＝５６、Ｖ（明度）＝５６になる。彩度と明度
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は１６進数である。これをＲＧＢにすると２Ｃ３８３８で、１０進
数では４４５６５６である。この色はＩｐｈｏｎｅなどの端末で見
ると（端末の設定によっても異なるだろうが）ほとんど黒に見える。
しかしＰＣ上でフォトショップなどで確認すると深い青に見える。
　ここでもしＳＶを９％にするとほぼ完全に人間の目には黒に見え、
有彩色とは認識されない。もちろん９％分あるので分類上は有彩色
なのだが、人間の目にはそのように感知されない。というわけで９％
だと有彩色と認識にするには下げすぎで、２２％だとまずまずとい
うことがいえる。ただ２２％でも実際はだいぶ灰色に見えるので、
現実的には２８％くらいがぎりぎり単体でもぱっと見て有彩色に感
じられる下限ではないか。　　ところで先ほどから２２％だ９％だ
２８％だといっているが、この区切れの悪い数値はどこから来たの
か。　ひと月は２８日あるので２８色ある。２８色はリディアの月
なら紫だが、同じ紫でもこれを２８種に細分化せねばならない。細
分化するには明度と彩度を弄るしかない。そこで日にちによって明
度と彩度が変わるようにしたいわけだ。　明度と彩度の最大値を
１００％とし、これを１４段階にそれぞれ区切る。１段階目である
最大値は彩度明度ともに１００％なので、残り１３段階についてい
くつずつ数値を減らしていけばよいかという話になる。もし１０％
ずつ刻んでいったら数値がマイナスに突っ込んでしまうので不可。
逆に１％刻みではほとんど色の違いを感じられないので無意味。　
そこで色の違いを保たせつつ、かつ人間の目にも有彩色と感じられ
る値を下限としたい。目視の結果、２８．５％に当たりを付けた。下
限を２８．５％にすると、刻み幅は５．５％になる。もし幅を５％に
すると下限は３５％になる。しかし人間の目には２２％でもどうに
か有彩色と感じられるので、下限を３５％で区切ってしまうと全体
の色域が狭くなってしまってもったいない。逆にもし刻み幅を７％
にすると下限は９％になるが、これでは黒にしか見えず、有彩色に
含めるのは無理がある。　そこで５．５％で刻んで下限を２８．５％
にするのが妥当と思われる。これは感覚に基づく判断だが、rdの技
術力ではまさに感覚に基づいて伝統色を設定するしかなかったので、
文化的にも歴史的にもそのほうがかえって整合性がある。　　まと
めよう。明度彩度ともに１００％を最高値とし５．５％刻みで下限が
２８．５％になるような１４段階のスケールを求める。　このうち前
半７段階を強とし、後半７段階を弱とする。すると以下のようなス
ケールが得られる。　なお、強列は降順で、弱列は昇順とする。こ
れは後で分かるが、１００／１００という強い組み合わせだけでな
く２８．５／２８．５という弱い組み合わせや、あるいは１００／
２８．５のような片方だけが強い組み合わせを作ることができるよう
にである。　　明度強：100, 94.5, 89, 83.5, 78, 72.5, 67　明度弱：
28.5, 34, 39.5, 45, 50.5, 56, 61.5　彩度強：100, 94.5, 89, 83.5, 78, 72.5, 
67　彩度弱：28.5, 34, 39.5, 45, 50.5, 56, 61.5　　これで２８段階揃う。
そしてこれらを上述の四季週のイメージに合わせて組み合わせる。
　あくまでこの春夏秋冬は月の中の週であって、真夏に冬の週もあ
るし、真冬に夏の週もあるので混乱しないよう注意。　　季：明度：
彩度　春：強い：弱い　白く淡い色。パステル。春の柔らかいイメー
ジ　夏：強い：強い　白く濃い色。純色や原色。夏の強いイメージ。
夏野菜の色でもあり、色の少ない rdごろの生活では植物は色をもた
らす主な物質だったため、このイメージは受け入れやすかった　秋：
弱い：強い　黒く淡い色。くすんだ感じの色。冬へ向けて寒くなっ
ていく秋のどんよりしたイメージ　冬：弱い：弱い　黒く濃い色。
抹茶色やワインレッドのような深い色で、渋い色。暗く寒い冬のイ
メージ。冬野菜や根菜の色とも一致する　　リディアの日は春週の
最初なので、明度は強い系列を使い、彩度は弱い系列を使う。すな
わち明度は１００％で、彩度は２８．５％となる。同様にオヴィの日
は９４．５％と３４％である。次週になりラルドゥラの日になると彩
度は強くなり、明度はふたたび強い系列を使うので、明度が１００％
で彩度が１００％となる。すなわち純色や原色はラルドゥラに現れ
る。　　・５度刻みの色相　　ふたたび色相について。彩度と明度
は２８．５～１００％の値を取る。すなわち人間の目が有彩色と認識
しやすい変域を取る。　一方色相は上記のままでは１２色しか取れ
ない。彩度明度と比べてパターン数が少なく、色の無駄遣いともい
える。しょせん彩度と明度を５．５％ずつ落としていっても人間の目
にはそんなに大きな違いは感じない。さらに色相も少ないともなれ
ば、伝統色は似たり寄ったりの色ばかりに感じられる。　そこで色
相をより多く使うようにしたい。例えばコノーテの黄緑を０°とする
と、セイネルスは３０°である。すると１０°や２０°の色味は使われ
ないことになる。ここに無駄がある。そこでリディアの日は０°、オ
ヴィの日は５°、クリスの日は１０°と５度ずつ刻む。　メルの日で
３０°になるので次月のリディアの日と同じ色相になってしまうが、
両日は互いに明度と彩度が異なるので色が重複することはない。　
ラルドゥラの日になったらまた０°に戻す。つまり曜日ごとに基準と
なるその月の角度に何度プラスするかが決まっている。velmの曜日
ならプラス０°で、ervaならプラス５°である。　こうすることで色
相を３６０°中７２段階も使えるようになる。また、同じ色相がふた
たび出るまで７ターンかかるため、色の見分けがしやすくなり、似
たような色が減る。これだけ数値が離れれば人間の目にも区別しや
すい。　　・明度の入れ替え　　さて、上記の容量で配置していくと、
夏冬週の明度と彩度が１００／１００、９４．５／９４．５、８９／
８９のようにゾロ目ばかりになってしまう。　これでは色に変化が
少ない。なるべく色をバラけさせないと、「伝統色が扱う色の範囲は
狭くて使えない」ということになってしまう。そこで下記の日付の
間で明度を入れ替える。こうすることでゾロ目が減り、色がバラけ、
色域が広くなる。　　ovi:ruuj　ryuu:zana　gil:mik　umtona:kunon　
lina:axx　relezona:pinena　　ところで gil:mikと relezona:pinenaは
入れ替えても一見意味がないように見える。ところが一カ月分のカ
ラーチャートを作ると意味が見えてくる。　明度を入れ替える前の
状態でカラーチャートを作ると、綺麗にグラデーションする。綺麗
なのは良いが、色に日々の変化が感じられない。日々の色といって
いるのに「今日は群青色。明日は微かに今日より薄い群青色……っ
て結局群青色じゃん！」ということになってしまっては、今日のラッ
キーカラーとかテーマカラーといった文化も育たない。そして何よ

りつまらない。ということは rdでも民衆にも広まらず、未来に残ら
ない。　　そこで、なるべくカラーチャートが市松模様になるように、
色をバラけさせる。同じ青系統の月の中でも「今日は群青色、明日
はペールブルー、昨日は紺色」というような変化があるほうが受け
入れやすい。　また、こうすることで毎日の変化を感じながら、し
かして「今月のテーマカラーは青」というような使い方ができる。
つまり月単位で色を使い分けたい人にも、毎日使い分けたい人にも
資する。また、春夏秋冬週の違いがあるので、週ごとに使い分けた
い人にも資する。さらに半月ごとにアルシェとソーンでテーマが変
化するので、半月ごとに使い分けたい人にも資する。　そういうわ
けでチャートを市松模様にしたいのだが、それにはここで述べた明
度の入れ替えが必要である。　　・色相の昇降　　実はこれだけで
はまだ綺麗な市松模様にならない。そこで色相のプラス補正につい
ても昇降を与える。　今のところリディアの日がプラス０°でメルの
日がプラス３０°であった。補正値は昇順である。　これを春秋週に
関しては逆転させる。つまりメルの日がプラス０°で、リディアの日
がプラス３０°である。　一方、夏冬週はそのままとする。これは夏
がラルドゥラの日を含み、ここに原色や純色が現れるためである。
この日に色相補正をしてしまったら、例えば黄色の月に黄色の純色
が出ないというおかしなことになってしまう。　　・色の演繹　　
以上を踏まえ、melselの色を求める。dia diaなので、色相は紫。色
相の補正はリディアの日なのでプラス３０°。明度は１００％、彩度
は２８．５％である。このようにして論理的に個々の日付の伝統色を
求めることができる。　地球ではＨ＝２７０°、Ｓ＝２８．５、Ｖ＝
１００で計算する。このときのＲＧＢは＃ＤＡＢ６ＦＦで、１０進
数では２１８・１８２・２５５である。具体的にはピンクがかった
紫となる。　また diaselは zan ralなので、色相はセイネルスの黄。
ラルドゥラの日なので純色が現れる。ＨＳＶはＨ＝６０°、Ｓ＝
１００％、Ｖ＝１００％。ＲＧＢは＃ＦＦＦＦ００であり、１０進
数では２５５・２５５・０である。これは純色の黄色に等しい。つ
まりディアセルは真正の黄色ということになる。記念日としては分
かりやすい。　　・明度／彩度　　dia:100/28.5　vio:94.5/72.5　
lis:89/39.5　gil:83.5/83.5　ful:78/50.5　dyu:72.5/94.5　mel:67/61.5　　
ral:100/100　zan:94.5/56　pal:89/89　mik:83.5/45　fav:78/78　
ruj:72.5/34　ser:67/67　　rav:28.5/100　tan:34/56　lin:39.5/89　
rez:45/45　jil:50.5/78　din:56/34　ket:61.5/67　　len:28.5/28.5　
lax:34/72.5　nen:39.5/39.5　pin:45/83.5　mat:50.5/50.5　kun:56/94.5　
mir:61.5/61.5　　・色相補正（四季週＼曜日）　　     velm  erva sat
ii  teeve  beezel  ilva  part 　axte  30    25    20     15     
10      5    0　flea   0     5    10     15     20     25   30　
alis  30    25    20     15     10      5    0　xier   0     5    
10     15     20     25   30　　・ルージュの月　　ルージュの月
は本来無彩色のために用意された月だが、実は白から黒まで２８段
階に分けると細かすぎて隣同士の色をふつうの人間が識別できない
という問題がある。色の本を見ても無彩色のページは２８以上ある
ので、一見すべて命名できそうに見える。だがそのほとんどはグレ
イに赤や青などの色味が入った色で、厳密には無彩色でない。そし
て色のついた灰色なら毎月エンナの日辺りに出現している。　純粋
な無彩色だけで２８段階というのは現実的でなく、せいぜい半分の
１４段階だろう。これだと人間の目にも区別がつく。さらにいえば、
５°などの有彩色は各色相ごとに４色しか存在しないのに、無彩色だ
けその７倍の高分解をするというのはアンバランスである。　そこ
でルージュの月のソーンの週だけ使って無彩色を示す。ruj ravが純
白で、ruj mirが真黒となる。　　するとアルシェの週が余るが、
ここに４５°の倍角色を納める。　アルミヴァの１２色相は方位に例
えるなら１２方位に相当する。１２方位というのはよく考えると東
南や北西といった４５°の倍角が表現できないという欠点がある。　
ということは色相環にも同じことが言える。赤と黄緑という起点と
なる色のちょうど間の色が表現できないという事態に陥る。赤と黄
緑の間は４５°なので、実はセイネルスの月のテーヴェの曜日に出て
いる。しかし明度と彩度の組み合わせ上、純色は出ない。そこで下
記のように４５°倍角色を配置する。なおこの角度は幻天での値なの
で注意すること。例えば幻天で１３５°は地球では３１５°になる。　
　dia h=45, s=100, v=100　vio h=45, s=64.25, v=64.25　lis h=45, 
s=28.5, v=28.5　　ful h=135, s=100, v=100　dyu h=135, s=64.25, 
v=64.25　mel h=135, s=28.5, v=28.5　　ral h=225, s=100, v=100　zan 
h=225, s=64.25, v=64.25　pal h=225, s=28.5, v=28.5　　fav h=315, s=100, 
v=100　ruj h=315, s=64.25, v=64.25　ser h=315, s=28.5, v=28.5　　さ
て、こうすると gilと mikが残る。　その前に rezと pinを名付け
よう。rezは銀色で、pinは鉄色である。となるとここに金と銅を
足して、アルバザードで重要な４つの金属を縦軸で揃えたい。日本
の折り紙でよく金銀が入っているが、アルバザードでもやはり金銀
銅鉄のような色は特殊な色として扱われるため、こうしてルージュ
の月に特別な色として加わる。　gilを＃Ｂ８７３３３の銅色とし、
mikを＃ＦＦＤ７００の金色とする。もっとも金などは光沢ありきの
色なので、ここではあくまで黄色の一種に見える。このように並べ
ていくと、巧い具合にアトラスの歴史の中で発見された順序に上か
ら並ぶ。しかも縦軸はテーヴェの曜日であり、テーヴェは土の属性で、
鉱物はここに入る。非常に興味深い配列である。　　残った axetと
teemsについて。　axetには彼らが使用していた公式色の xisを宛がう。
＃００２２００である。　そして最後の teemsには、rdで伝統色を作っ
たファミイの定めた恋色で、＃Ｆ８ＤＡＤ２である。rdで共同研究
者のセレンは最初この色は悪魔の日の色としてピンと来ないと考え
たが、ファミイが研究の最後に自分の気持ちを託した色のことだと
気付く。これが最終的に未来のミロク＝ユティアに繋がる。　　・
伝統色成立の経緯　　smで kaoxist kulnorsが kaolinを開発。染料や画
材の色を安く提供し、財を築く。　rdになると smで発達した錬金術
のおかげで、自然物を使った顔料が kaoxistのころより豊富に採れる
ようになる。種類も豊富で値段も下がってきたため、相対的にクル
ノース家の売り上げが落ちる。　問題は kaolinが扱いづらいことに
あった。アナログで色を作るので、匙加減ひとつで色が微妙に変わっ
てしまう。従ってひとつの色で糸や粉に色をつけるのは難しく、ク



67 xinaxistina
ライアントの注文した色にならなかったり、色がまだら目になって
しまうことがあった。そのため自然顔料も需要が残っていた。この
頃は自然顔料によるものを獅法色、kaolinによるものを魔法色と呼ん
でいた。　　1593年、時の当主 mimoza kulnorsは経営不振に悩んで
いた。当時は折しも貴族批判がなされていた時代で、ミモザは自分
たちが庶民派であることをアピールするため、長女ファミイをアシェ
ルフィ校へ編入させる。リディアやセレンと同級生になる。　1594年、
ファミイは席替えでセレンの隣になり、話すようになる。同年ファ
ミイが学校帰りに誘拐される。クルノース門外不出のカオリンの使
い方を吐かせるためである（どのみちまだ伝承していなかったの無
駄だったが）。居合わせたセレンがこれを助ける。このことでファミ
イはセレンに好意を持つようになる。　1595年、ファミイはセレン
を誘って部活を始める。色と魔法の関係について研究する色魔法部
を設立。部員は２人のみ。　1596年、ファミイはアシェルフィ高等部
へ進学。同セレン。　1598年、ファミイは高等部を卒業。ミモザか
らアマンゼ家へ嫁ぐことを命じられるがこれを拒絶し、大学進学を
望む。進学と引き換えに、ミモザの命令で一年花嫁修業を行う。　
1599年、ファミイ、アルナ大へ進学。セレンと連絡を取って色魔法
部を存続。　1603年、ファミイはカオリンをミモザから伝授される。
　1605年、ミモザからふたたびアマンゼ家へ嫁ぐことを命じられる
が再度拒絶。色魔法部の成果を出すことに注力しはじめる。　1607年、
色魔法部が saikanを開発。実用に向けて調整に入る。　1610年、サイ
カンが実用ベースに乗る。kaoxistの提唱したverimとサイカンを用い、
xistinaを制定。verimを使って色相と明度と彩度を定め、それを規
則的にメル暦に配置。各日付の色はＨＳＶで定められたが、実際使
うのはサイカンであるため、当時リュウが作っていたコンピュータ
を使ってＨＳＶをＲＧＢに変換した。本には伝統色をＨＳＶとＲＧ
Ｂの両方の値で登録し、それぞれにアルカで色名を付けた。伝統色
は３種ある。１つはこれまでアトラスが用いてきた獅法色。１つは
それに近い魔法色。最後は魔法色オリジナル。１番目のものは xisの
ように元の名を残した。２番目のものは元の名前を残しつつ、元の
色を魔法色に合わせた。例えば erfiはこのころ完全に「これはこの
色だ」と決められていたわけでなく、「おおむねこういう感じの色だ
な」という風に決まっているだにすぎなかった。その見本色はクル
ノースが書籍にして保有していたが、魔法色がそれと少し異なる色
の場合、色の値が数値的に分かる魔法色を優先したほうが後々合理
的である。そのためこちらを正しい色とした。従って erfiなどはそ
れまで考えられていた色と少し異なることになる。この辺りは地球
でも似たようなことがあった。３番目はもともと自然物では出せな
い色なので、色魔法部が新たに命名した。従って xistinaには３つの
命名パターンがある。　同、ミモザが結婚への最後通告を出す。ファ
ミイは覚悟を決めるが、xistinaの最後の色に想いを託してセレンに
送った。もともと teemsの色は候補がなく、決めあぐねていた。セレ
ンはファミイのシステムなので最後は自分の好きな色を当てればい
いと言った。ファミイはそれに hatiaと名付け、結婚前日にセレンに
送った。　これを見たセレンはファミイの気持ちを知って諭しに行
く。これ以前にもファミイは彼を初めて意識した日 (fav vio)に laty
uul e velgarと名付けるなどしてささやかにアピールしていたが、
セレンが気付くことはなかった。　hatiaによってようやくファミイ
の気持ちを知ったセレンはこのときファミイにカモミールの花を渡
している。結局セレンは断り切れずに事が起こる。　リディアはこ
のことに気付いたが、ファミイの気持ちを中学のころから知ってい
たので耐えた。　同、ファミイは evel amanzeと結婚。　1611年、サ
イカンによってまだら目もなければ失敗もない色で糸や粉を塗るこ
とができるようになった。この年には色を付けた繊維や衣服や画材
や顔料の生産が完了。３６６ものカラフルな色を確実なクオリティ
で安価に提供ともなれば、当時のアルバザード人が食いつかないは
ずがなかった。さらに３６６日に固有の色を設けたおかげで「今日
のテーマカラーを！」「あなたのパーソナルカラーを！」という売り
文句ができ、これも売り上げに貢献した。また、これによってメル
暦の国民の間での認知度が上昇した。イムル暦でも使えるのだが、
xistinaはもともとメル暦に合わせてあるのでこちらのほうが圧倒的
に使いやすい。むろんメル暦が認知されたのはアシェットの知名度
も大きい。こうしてクルノース家は建て直された。　同、ファミイ
が娘の xionを出産。　　・伝統色の訳語　　伝統色は色魔法部が
verimを使って色相と明度と彩度を定めたものがもとになっている。
最終的にはサイカンを使うのでＲＧＢ値も定める。　それまでの獅
法色と重なるか近ければそれまでの色名をそのまま使うかアルカに
訳せば良い。しかし１６７７万色から３６６色しかピックアップし
ていないので、既存の色とかぶる確率は圧倒的に少ない。そこでか
ぶる色ないし近い色がなければ新たに単語を作ることになる。　さ
てそうなると幻日辞典のほうにも同じ問題が起こる。地球の色と近
いものがない場合は名前の付けようがなく、セレンが日本語で適当
に訳語を付けねばならない。例えば dia diaは＃ＤＡＢ６ＦＦで
２１８・１８２・２５５だが、『色の名前５０７』という書籍でこれ
に近い色を探しても見当たらない。これより色数の多い本はあるの
だが、ＲＧＢ値が載っていなくて参照しようがなかったり、値があっ
ても肝心の色名がなかったりして使い物にならなかった。　むろん
＃ＤＡＢ６ＦＦをグーグルで調べれば何かしらはヒットする。しか
しこれは特に名前が定まってない色で、訳語の設定には役立たない。
さらに＃ＤＡＢ６ＦＦに近い色でかつ名前が付いている色も見当た
らない。　こういう例が多いので、日本語の色の名前を幻日の訳語
欄に設けるのは無理がある。近い色がなくあっても無名だったりす
るからだ。だがこれは考えてみれば当然で、１６７７万色の中から
他方は３６６色で他方は５０７色しか選んでいないのだから、そも
そも原色などを除いてかぶるはずがないのだ。　＃ＤＡＢ６ＦＦに
無理に近い色を当てることもできる。例えばフレッシュピンクは上
掲によると２２８・１９８・２００でまだ近い。しかし１０・１６・
－５５も違っているのに「はいこれはフレッシュピンクですよ」で
良いわけがないだろう。そんないい加減なことではユーザーを混乱
させるだけだ。　なお、色詞については velgaren参照。　　seliit　
［伝統色］ライラック：大切なもの：＃ＤＡＢ６ＦＦ：dia dia　　この

ように、日本語の色名はあくまで捨象する。ところで捨象すると逆
に良いこともある。　地球だろうとアトラスだろうと命名のセンス
はそんなに変わらない。植物などを語源とすることが多い。　この
ライラックという色名だが、実は地球にもあるのだ。しかしそれは
１９１・１７１・２００であり、seliitの色ではない。アトラスにも
同じライラックという名前の色があるが、別々の世界なのだからそ
の色が地球の色と同じなはずがない。かといって地球に遠慮してラ
イラックという色名を避ける理由もない。　もし日本語の色名も併
記した場合、seliit以外のどこかの箇所でまたライラックという言葉
が現れる可能性が高い。これでは非常に混乱を招く。そういう意味
では日本語の色名は捨象してアルカの色名の訳語のみに限定するこ
とには理がある。　　・システィナ表　　別途ｐｄｆを参照のこと。
　　・色の命名　　rdまでの歴史を反映して作られる。　まず、mel
diaなど、色の名前そのものを指すタイプがある。　次に、diltや
depiのように物そのものを指すタイプがある。　地名やアイテムな
ども含まれる。ヴァストリアの場合は刃や棒の部分の色を取ること
が多い。　ほかにも校章や象徴色など様々である。　名前はルティ
ア語のもの (la fon j'eliizel　)やディミニオン語のもの (mazel tan 
heist)なども含まれる。　　・色の違い　　tessa（抹茶色）といっても、
すべての抹茶がその色ではない。光源や部屋の明かりによっても違
うし、茶葉の量によっても異なる色が出る。なので tessaは必ずこの
色になるというわけではない。adisantも同様で、まったくあの色で
なければならないというわけではない。　また、imelのように、固
有の伝統色で限定する語義がある一方で黄色系の色を漠然と指す単
語もある。　xistinaは色を限定する能力があるが、現実に存在する
抹茶なり栗なりといった色は当然千変万化である。アルバザードの
栗はすべてこの色なのだというように杓子定規に考えないこと。　
　・拡張　　nimの項の語法にあるような形容詞を使って xistinaを
拡張することができる。例えば farrenより明るいが fortisより暗
い色などを表す場合に farren firtなどということができる。　同
様に la san j l'almi（ラ サン ジュ ラルミ）を暗くすると beezelatに
近づく。　【成句】　xistina isfelia あなただけのカラーを：十人十色、
千差万別。システィナを売り出したときのキャッチコピーから。
xisk  ［名詞］［形容詞］どうしようもない、仕様がない、どうにもならない、
対処できない、うだつがあがらない、やりくりできない、上手くい
かない　［反意語］saxt　［レベル］３　13:制 :xiso（することがない）　【用例】　
tu at xisk. どうしょもなかった。　gaato et xisk merel. そういうこと
はどうしょもない。
xisxid  ［経済］黒字倒産　［レベル］６　19

xisp  ［被服］パンティー、パンツ、ショーツ、男のブリーフ　［レベル］２
　rd;↓　14:制 :古 :xisabe（甘い下着）。ここでの甘いは淫らを指す。
　ginsa:ginsa　［語法］　xispは男のブリーフも女のパンティーも表わ
す。
xispkilp  ［普通動名詞］パンチラ　［類義語］lansxant　［レベル］４　22

xisa  ［料理］砂糖、シュガー　［レベル］２　古 :（甘い粉）　［文化］　アルバザー
ドではショ糖のことだと思われているが、実際には砂糖の主成分が
ショ糖なだけ。通常グラニュー糖を指す。
xisaate  ［名詞］砂糖屋　rd;/　23

xisaaikxiim  ［化学］砂糖混合異性化液糖　vl;/　23　［語法］［文化］　aikxiim

xisev  ［名詞］あとがき、後書き、跋文　［レベル］４　20

xin  ［法副詞］～してはならない　［名詞］禁止　［動詞］yulを禁ずる、禁ずる、
禁止する　［形容詞］禁じられた、禁止の　［反意語］flen　［レベル］１　sert
;xan.rapvet　19:19までは desで、desは古 despa（封印、禁止）からだっ
たが、dasと似るので、音を離した。xinは制では虚偽の意味。　jan
,f(den) na,f(xin) fv以降、janが滅んで naが denと xinの両方を兼
ねるように :na:　［語法］　当為性が０であるというニュアンスがあり、
その点で teと異なっている。語順も異なるので注意。　te so（しな
いで）に対し、so xin（してはならない）。　［文化］　vier　【用例】　arb
azard xin fank. アルバザードは麻薬を禁じている。　el so xin gaato. 
そんなことしてはいけない。
xin(2)  ［アトラスの国家］シン　［レベル］５　23:ridia

xinta  ［植物］タブ、タブノキ、椨の木、天竺の木　szd　*:xinta:lu xinta

xink  ［文頭純詞］実は、実を言うと、なんと　［レベル］２　13:制 :古 :xinku
（本当を言う）　【用例】　xink le et fie da. 実はありゃ嘘だ。
xinke  ［人名］シンケ　［動詞］yulを a（整形後の状態や整形したいモデル
名）のように整形する、整形する　［美容］美容整形、整形　［組み数字］
５/１６　［レベル］４　meltia 39:ardu/esta;e　古　［文化］　esta　エスタの
第５子。女。３姉妹の中で一番美しくなく、兄から銅鏡を与えられ
た少女。銅鏡から生まれたリシリウスにより顔を整形され、兄に受
け入れられる。醜いとは書いてないが勝手に醜いとアシェットに解
釈され、整形するの転換動詞になった。実際は姉のパルテたちが美
人なだけ。　＜整形について＞　整形は嘘の姿を作るので嫌われる。
整形美人は人気がない。但し、ブスで生きるのは社会的に事実上不
利であるため、ブスが整形するのは抵抗がない。ただ、そういった
人間が恋人を作ったり結婚するときには必ず整形したことを申告し
なければならない。
xinvasn  ［政治］不可侵　［レベル］４　19

xing  ［生物］胚、エンブリオ　［レベル］５　13:制 :lakta:xink

xinl  ［動詞］yulを a（聞き手）にでっち上げる、でっち上げる、でっち
あげる、狂言を吐く　［普通動名詞］でっちあげ、でっち上げ、狂言　［レベル］
３　13:制 :xinlad（虚偽を作る）
xinlei  ［名詞］禁書　［レベル］４　rd;/「禁じられた本」　23

xinleieda  ［名詞］禁書目録　［レベル］５　rd;/　23　［語法］　宗教や思想革
命によって読むのを禁じられた本のこと。
xina  ［形容詞］幸運、ラッキーな、運の良い、ツイてる、ついてる　［副詞］
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幸運なことに　［反意語］sami　［レベル］２　古 :xina（幸運な）。原義は ｢
甘い心 ｣。好きの siinaと同じ語源。好きも元々は xina。xが sに変わ
り、母音がアクセントによって伸び、siinaになった。幸運と好きは
同じく xinaだったが、好きだけ siinaに分離した。　【用例】　an at xina 
im fis. 今日はついてる日だった。
xinaxo  ［普通動名詞］禁じられた遊び　［レベル］２　rd;/　23

xinia  ［生物］［美容］後ろ髪　［レベル］３　19:melidia alis

xinialoozseel  ［生物］後髪際中点　rd;/　24

xino  ［親族］息子ちゃん　［レベル］２　19:ridia:xiia/noi（可愛い息子）　［語
法］　miia

xiv  ［生物］声、鳴き声　［動詞］yulという声を出す、声を出す、（yulな
しで）鳴く、鳴く　［魔法］シヴ。利の中位白魔法。セールを解除する。
　［類義語］liiver　［レベル］１　先　【成句】　nag xiv 声を飲み込む：声を
出さない。我慢して声を出さないこと。あるいは驚きすぎて息を飲
んで声が出ないこと。　【用例】　xiv kai 大きな声　xiv sor{hait} 高い
{低い }声　xiv dan 深い声。腹の深いほうから出てくるため　xiv 
sort 冷たい声　xiv rep かすれた声、掠れ声、しわがれた声　lad{s
od} xiv 声を立てる　xiv evi 乾いた声　set xiv 声を殺す、押し黙
る
xivvet  ［言語］擬声語　［レベル］４　21　［語法］　fovet

xivlot  ［音楽］声域　［レベル］５　21

xivlent  ［電算］［音楽］ボーカロイド。初音ミクなどの技術で、人間の代
わりに機械が歌うもの。ものによっては人が歌うより巧い。　［レベル］
４　19
xivleim  ［医療］［言語］シヴレイム、エコータイプ　［レベル］５　20:xiva/kai
tkleimaa　［文化］　ある人物と呼応する性格や立場にいる人物のこと。ア
ティーリには二項対立とともによく現れる概念。
xiva  ［エルト］シヴァ。山や丘や谷を支配するエルト。　［名詞］山彦、こ
だま、エコー、反響、口真似。やまびこだけでなく反響全般を指す。
　［魔法］シヴァ（クイック）。利の高位黒魔法。一度この魔法をかけて
から別の魔法を唱えると、魔法がこだまのように何度も放たれるよ
うになる。１度の魔法で数回分の威力を発揮することができ、しか
もこだまになった魔法は威力が元の魔法と同じであるため、非常に
便利な魔法である。　［魔法］召喚魔法シヴァ。魔石シヴァレンを用い
て召喚する。シヴァの魔法をパーティー内の魔導師全員にかけてく
れる。召喚している間だけ有効。そのため、リディアの魔力が持つ間、
メルやフルミネアなどの魔導師は何度でもシヴァ状態で魔法を放て
る。　［レベル］３　ridia:古 :先 :xiv（声）が語源。元の設定ではサー
ルだったが、山の神であることから指摘を受け、エルトに変えられた。
山は高いので。天界にいるエルトを喚起するためだ。
xiva(2)  ［人名］シヴァ　21　［文化］　『夢織』の登場人物。アルナ大１１組
で、アリスの恋人。髪はツンツンした茶髪。バンド「フィーナ」の
ドラムと男性ボーカルを担当する。
xivan  ［音楽］ボーカル　［レベル］４　21

xivaren  ［地学］（ブルー）サファイア、サファイア、青玉。リディアが
シヴァ神を召喚するときに用いた。　［魔法］シヴァレン。水の中位白
魔法。排卵を抑制する。　［組み数字］３/１０　［レベル］４　zg;xiva/ren
　17:ridia　eeren:xivaren　［文化］　＜魔法＞　日常魔法のひとつ。
避妊具なしでもセックスを楽しむための魔法として使われた。ルビー
のファーレンからの応用で作られた。セルメルまで、インプレンの
お抱え白魔導師に就職するための必須技能のひとつ。結果、性病が
増えたため、アミティ系の魔法を使える医者がますます潤った。　
カコでは、サファイアにシヴァレンの魔法を籠める方法が確立した。
だが１回当たりが高価になるため、裕福な人間しか利用できなかっ
た。魔法のサファイアを軽く握りつぶすと、かき氷のように宝石が
割れる。割れることで中の魔法が解けだし、手などを伝って体内に
魔法が吸収される。　＜魔石＞　ユノの魔石。ならびに、シヴァ神
を召喚する際の魔石。　無色透明のものはユノを大量に重合できる。
　【成句】　tau{xant} xivaren a nene. ～と避妊具なしでセックスする：
文字通りの意味もあるので注意。
xival  ［形容詞］音が良く響く、残響のある　［反意語］sabir　［レベル］４　
19:xiva
xiva alhaik  ［人名］シヴァ＝アルハイク　［レベル］６　19:ridia:ilmus　［文化］
　(mel 105→ 168)ナディア期の軍人。１０才のとき、アルバザードに
いる父の元へ向かう船で、海賊ガーヴに襲われ、母を失う。母に船
から逃がされ、メティオに流れ、鍛冶屋に育てられる。１５歳、３
国連合軍のガーヴ討伐隊に加わり、数々の功績を立てる。１９歳で
連合軍の１部隊の部隊長になり、ガーヴを追放する。その功績でメ
ティオ軍の海兵隊長となった。
xivaesk  ［気象］どしゃぶり、土砂降り　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:音が
シヴァの魔法でこだましているかのように聞こえるほどの雨　【用例】　
xivaesk at sod. どしゃ降りだった。
xivi  ［言語］感動詞　［レベル］４　16:制 :xiv

xivisk  ［言語］朗読、音読　［動詞］yulを朗読する、朗読する、音読する、
読み上げる、声に出して読む　［レベル］３　19

xivot  ［音楽］アカペラ、ア・カペラ　［レベル］５　21:xiv hot

xivel  ［料理］チョコレート、チョコ、ショコラ　［レベル］２　古 :xivel（甘
い黒いもの）。制で xivlだったが、客用の xiplを買ってきてとクミー
ルに頼まれたリーネが xivlを買ってきた。xiplと xivlは紛らわしい
とリーネは糾弾し、古形に戻すよう主張した。　【成句】　yun xivel （恋
愛が）大人な→ fiinelia
xivelkad  ［地球の国名］ガーナ　［レベル］６　19:そういうイメージ
xiveladem  ［料理］チョコチップ　［レベル］３　20　［文化］　チョコをチップ
状にしたもの。クッキーなどに入れられる。

xivelab  ［植物］カカオ　［レベル］３　19:13:制 :チョコレートの材料
xiveer  ［経済］大引け　［レベル］６　22:xi/veerjent

xif  ［形容詞］意味のない、効果のない、無価値な、無意味な、無為な、
価値がない　［類義語］xeks　［反意語］afet　［類音］xiif　［レベル］３　19:xion:
制 xifet　［語法］　afet　【用例】　il vosk at xif. どんな努力も意味がな
かった。
xifre  ［アイテム］シフレ　sm;txite/frei「早抜き剣」　24　［文化］　smの傭
兵が考えだした剣の差し方。剣の種類のことではない。ふつうはベ
ルトに剣を差すが、ベルトからＶ字型に紐を垂らして剣の鞘に紐を
巻き付ける。こうすることで手の位置に柄が近付き、より早く抜ける。
町中で暴れることもあった smの傭兵にとって速い抜剣は重要であっ
た。凪人の刀に比べて傭兵の刀は短かったのでこの帯剣が可能であっ
た。
xifa  ［植物］ビート、甜菜　［レベル］４　lakta:xifa。xiは甘い。
xifia  ［名詞］［形容詞］リア充、モテ　［反意語］guia　［レベル］４　21:xi/fia（甘
い世界）　［語法］　典型的には仕事にも恋愛にも人間関係にも金にも健
康にも恵まれた人間のこと。　【成句】　re xifia tifl fia! リア充爆発
しろ！
xifer  ［名詞］シフェル、西の民　［レベル］３　古
xiferan  ［人名］シフェラン　［レベル］４　古　［文化］　シフェルの指導者。
xifereld  ［言語］シフェル語→ arka。kukuli参照。　［レベル］４　19

xim  ［動詞］yulを得る、得る　［普通動名詞］獲得、取得　［反意語］taf、tifl　［化学］
還元　［レベル］１　参古 :txil（持つ）から。til（所有する）も txilから
来ている。　futo:futo　【用例】　xim kilm チャンスを得る　xim gil 金
を得る
ximk  ［料理］マスタード、イングリッシュマスタード、フレンチマスター
ド　［レベル］３　16:制 :xai/imka

ximras  ［名詞］取得回数　［レベル］４　21

xima  ［形容詞］体が愚かな　［類義語］leit　［反意語］yulma　［レベル］３　rd;x
ia/main「紫亞の体」　24　［語法］　yulma

ximan  ［化学］酸化剤　［レベル］５　19:電子を得る側＝還元される側＝酸
化する側＝酸化剤。ややこしいので注意。
ximana  ［名詞］後期大学　［レベル］３　19:melidia alis

ximalx  ［化学］酸化数　［レベル］５　19　［文化］　地球の場合、ナトリウムの
酸化数は＋１である。しかし実際には電子を失う数が１なので、－
１としたほうが分かりやすい。＋１とする利点は、ナトリウムイオ
ンの表記のＮａ＋と一致する点。しかし電子の授受で考えた場合は、
酸化数を＋１とするより、還元数という概念を考えて＋１としたほ
うが分かりやすい。アルカでは、還元数しかなく、地球の酸化数と
は逆転する。ティーテルイオン（ナトリウムイオン）は＋１の還元
数を持つ。従ってアルカではイオンの電荷と酸化数は符号が逆にな
る。
ximi  ［形容詞］心の汚い、心が汚れた、悪心　［反意語］sana　＠ 19　【成句】
ximi vedl sana. 汚い心は綺麗な心を蝕む。心の汚い人間の近くにい
ると影響を受けて自分の心まで汚れてしまうので関わりを持たない
のが一番という意味。どんなウイルスであれ接触しなければ感染し
ないのと同じ。　【用例】　an kut "an myuo lax nos i fia ximi. tuube 
vort ax da" a miva kont xen veld. yan lu kut pefel "non vano vil 
main tuan mil tyu et kanvi on main, tet vano sen alem tuan mil tyu 
te naav on alem anneu" ento an nak nos xiilas van lu. 酒を飲みなが
ら「汚い世界に関わりたくない。そんなものは滅べばいい」って娘
に言ったら、「パパの体は強いから守ってあげられないけど、心は弱
いから守ってあげられます」って言われて、この子は大切にしよう
と思った（luxia arbazard）
xid  ［経済］倒産　［レベル］３　19:制 :xidoa

xidia  ［感動詞］おやすみ　［rente］［動詞］mok　［レベル］１　古 :甘い夢を見て
寝なさいというのが原義　［文化］　就寝時は xidiaという。敬度に関係
なく寝る人が周りの人に、或いは起きている人がこれから寝る人に
向けて言う。言わないと失礼である。doovaでは代用できない。尚、
xidianも同じ意味であるが、これは幼児語である。幼児に向けて、
或いは幼児が大人に向けて使う。　【用例】　an kut xidia a rsiil. 親に
お休みと言った。
xidia(2)  ［名詞］幻楽、げんがく、シディア　［レベル］４　21:xi/dia（甘い
夢）　［語法］　夢幻のように楽で楽しいこと。楽は「ラクで楽しい」こ
と。 幻は「理想」「虚ろで現実的でない」「現実的でなくシリアスで
ない」こと。 すなわち「夢見がちで非現実的で肩肘張らない取り組
みのうち、ラクで楽しいこと」。アルカのコンセプトでもある。　【用例】
　la til xidia. 彼は幻楽主義だ。
xidiatxo  ［名詞］おやすみのキス　［レベル］２　14:制 :おやすみのキス　［文
化］　主に幼児を相手取って行うことで、寝る前に親などの近親者が
キスし、子供もキスで返すこと。
xidian  ［感動詞］［幼児］［milia］おやちゅみー☆　［レベル］１　14:制 :xidia/n（指
小辞）
xidiabena  ［幼児］おねしょ　［レベル］２　19

xig  ［形容詞］簡素な、粗末な　［反意語］sad　［レベル］３　13:制 :xag:古 :xalgil｢
金がある ｣　［語法］　igは簡素であり、豪華の反対。いわばケバくな
いといった感じで、中立的。
xigag  ［言語］［生物］喉頭　［レベル］４　19

xigius  ［人名］シギウス　20　［文化］　(yuuma 6784:7002)旧アルティリア
系・旧神商会系貴族。
xipmaja  ［経済］変動レート　19:ridia:arbaxelt　［語法］　個別に決まってい
る割合のこと。アルバザードでは消費税などがこれに当たる。



69 xilingxipmestel
xipmestel  ［電算］コンパイル　［レベル］６　19

xipmeld  ［電算］インタープリタ言語　［レベル］６　19

xipl  ［料理］ケーキ、菓子パン　［レベル］３　lakta　【成句】　xipl laat et kai 
vein あの子のケーキのほうが大きい：隣の芝生は青い
xiplate  ［名詞］ケーキ屋　［レベル］３　rd;/　23

xipa  ［料理］メレンゲ　［レベル］４　16:制 :xip（卵白）
xipi  ［料理］コーラ、コカコーラ、ペプシコーラ　［レベル］２　rd;↓　la
kta:｢ 甘くて黒い ｣　［文化］　地球より早く、rdでリュウが作った。訓練
後の喉の渇きを潤すために開発した。ヴェレイでさらに広まり、成
人病の促進をした。ミロク革命でミロクが悪い飲み物と指定したこ
とで昭和の日本程度の頻度になったものの、ミロクの死後はまた頻
繁に飲まれるようになった。　【用例】　an xenat xipi lana em diit. 暑
さを払うためにコーラを飲んだ。
xipi,alt  noz　xi/pi

xipix  ［名詞］後転　［類義語］xihol　［反意語］sapix　［レベル］３　20

xipina  ［名詞］先約の反対　［レベル］３　19

xipiyukali  ［普通動名詞］爪剥ぎ　［レベル］６　sm;alt　21

xipovaik  ［生物］項部　rd;/　24

xipea  ［言語］後置詞　［レベル］４　rd;/　23

xiba  ［音楽］オルガン　［レベル］３　19:milf:xiva/bad（響く、叩く）気鳴
楽器であることから xiva、鍵盤楽器であることから bad。
xibina,fv  seron
xibelia  ［音楽］オラトリオ　21:xiibel

xiho  ［料理］シャーベット、ソルベ　［レベル］３　13:制 :古 :xieeho（甘い氷）
xihol  ［名詞］バク天、バック天、バク転、バック転、後転　［類義語］
xipix　［反意語］sahol　［レベル］３　20:melidia xier

xiyal  ［名詞］景品　［レベル］３　22:xiyu/al「甘く受け取るもの」　【用例】　
lena arat ras 9, see xiyal ses gilmas duen 340 parmsolt a. ９回挑戦し、
景品は合計３４０円分の買い物券であった。
xiyu  ［動詞］yulを了解する、了解する、了承する、引き受ける、請け
負う　［普通動名詞］了解、了承、引き受け、受注、請け負い、請負　［感
動詞］わかった、分かった、いいよ、了解、分かりました、わかりま
した、かしこまりました、承知しました、承知いたしました、承知
致しました　［反意語］ret　［レベル］１　19:xi/yuta（甘く受け入れる）　［文
化］　承諾は相手に良い印象を与えるため、快く行う。どうせ承諾す
るなら快諾したほうが相手も気持ちよい。ただ、演出としてわざと
不承不承を演じることもある。断る際はすまなそうに断るのが常識。
にべもなく断るのは無礼。相手を怒らせる原因となる。　【用例】　xiyu 
anne, hacma. かしこまりました、旦那様。　xiyu anne. 了解です。
xiyuan  ［名詞］請負人、請け負い人、引受手、引き受け手、受注元、承
諾者　［レベル］２　rd;/　24

xir  ［動詞］yulを必要とする、必要とする、要する、求める、求む　［法副詞］
～する必要がある　［形容詞］必要な　［名詞］必要　［レベル］１　19:xat:13:制 :
古 :txu　【成句】　xir livl serenet 必要は発明の母　【用例】　an xir eria. 
飲み水がほしい。　an xirat xe l'alk an sab fi. 服を着るのを手伝って
くれる人が必要だった。　an felat xir lana flomtas. 期末試験のため
に勉強する必要があった。　dina lena ev xir vei lantis a kalte flon 
mil fral e lena xa anxil hot. ともあれ私たちは西洋に固まりすぎてい
るから、ある程度人員をバラけさせる必要があるのよ。
xirte  ［形容詞］厚かましい、図々しい、無遠慮な、図太い、神経が太い　［反
意語］teos　［レベル］３　20:xir teos（遠慮が必要な）
xirvils  ［化学］必須アミノ酸　［レベル］５　19

xirdu  ［名詞］必要量、ノルマ、課題量　［レベル］３　19:ilmus:ridia

xirzom  ［環境］化学的酸素要求量、酸素消費量、ＣＯＤ　al;/「必要な
酸素」。　23　［語法］　化学的酸素要求量とは、水中の被酸化性物質を
酸化するために必要とする酸素量で示したものである。代表的な水
質の指標の一つであり、酸素消費量とも呼ばれる。
xiran  ［名詞］移民、開拓民、入植者　［反意語］saran　［レベル］４　rd;/　23

xirit  ［形容詞］噛み合う、かみ合う、一致する、合致する　［反意語］xoket　［レ
ベル］４　21:ixirius/te

xiria  ［名詞］水、冷水、冷や水、ひやみず、おひや、お冷、お冷や　［類
義語］fler、axer、alir、er　［レベル］２　20:ridia:xier/eria　［語法］［文化］
　fler　【成句】　xiria a(len) enda 年寄りの冷や水。日本語と同じ表現
だが危険だという意味が強い。
xirius  ［丁寧］［親族］［男性］父上、お父様、おじさま、シリウス　［レベル］
２　21:ixirius（鏡）　［文化］　laala

xirens  ［名詞］エピローグ、納口上　［反意語］sarens　［レベル］４　rd;/　24

xirevide  ［名詞］必要悪　［レベル］５　rd;/　24

xirein  ［軍事］後衛　［レベル］４　21

xireim  ［魔法］背後霊　［レベル］３　rd;/　23

xireimlevl  ［医療］離人症、離人症性障害　［レベル］５　vl;/。自分が自
分の背後霊になったかのように自分を外部から傍観してしまうよう
な感覚に襲われることから。　23
xizam  ［生物］後ろ脚　［レベル］３　rd;/　24

xizelo  ［生物］後頭葉　［レベル］４　19

xiwa  ［生物］las,alt, tak,alt　［生物］下腕　［反意語］savan　［レベル］３　alt;wa luna i 
f　22
xil  ［普通動名詞］実験　［動詞］yulを実験する、実験する　［レベル］３　制
xilk  ［名詞］饅頭、まんじゅう、ダンプリング　［レベル］３　lakta　［語法］　

何かを包んだ料理の総称。形は円とは限らない。
xiln  ［経済］債権　［レベル］４　19:xim/lang（受け取る権利）
xilnan  ［経済］債権者　［レベル］４　19

xilf  ［形容詞］好都合な、都合のいい　［反意語］dame　［感動詞］けっこうだ、
好都合だ、上等だ　［レベル］２　19:xelfのアプラウト
xilfi  ［魔物］シルフィ（幽光）：第五十五天：光の炎天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:silfiの子音交替　［文化］　精族。正体は靄。微か
な光の中に死別した大切な人が見える。うっかり近寄ると靄の中に
閉じ込められ、食われてしまう。
xilfifie  ［天文］ピーコック　［レベル］６　19:ridia/seren/mel:シルフィ
の嘘　［文化］　シルフィが人を騙すときの映像が映し出されている星。
この星を見ると吸い寄せられてシルフィに食われてしまうため、国
民を案じたリュウはアルバザードおよび周辺諸国からまず見えない
よう、１階に封じ込めた。むろん、南半球からは見えるが、アシェッ
トの時代は北半球の平和＝世界の平和であるため、考慮していない。
xilfia  ［人名］シルフィア　20　［文化］　(yuuma 6899:7450)　yuuma 6934 
アンダント、旧アルティリア系・旧神商会系貴族 xigiusの娘 xilfia
を娶る 
xilma  ［感動詞］安らかに、レストインピース、ご冥福をお祈りいたします、
お悔やみ申し上げます　［名詞］死者への弔いの言葉、お悔やみ　［レベル］
３　古 :xilma。xilomo｢ 甘い眠りを ｣の母音を変えたもの。
xilmagil  ［名詞］弔問金、ご霊前、ご仏前　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

xilmain  ［軍事］［魔法］魔動鎧、シルマイン　［レベル］５　20:古 txilmain（抱
く、体を持つ）　［文化］　イムル 1457年に vinayu yumpeが開発した兵
器。ワゼットを改良したもので、両手両足胴と、全身で着るように
身に付ける。ワゼットは魔力のみの強化だったが、これはユノ・ヴィ
ル・ノアを全面的に強化し、戦闘力を純粋に上昇させる。　できた
当時は非常に高価であり、戦死されてはまずい将軍などに支給され
た。そのため影では前線の兵士たちに嫉妬され、鎧を着るのは臆病
者と罵られた。
xild  ［形容詞］飼いならされた　［反意語］vag　［レベル］４　20:xiil/古 d（過
去形）「飼いならした」　【用例】　labast xild 飼い慣らされた労働者、社
畜
xilg  ［経済］資金　［レベル］４　19:xir/gil　【用例】　xilg kag 豊富な資金
xilglivl  ［経済］資金繰り　［レベル］５　22

xilgolx  ［経済］マネーロンダリング　［レベル］５　22:黒い資金を洗浄して
汚れを落とすという比喩から
xilhi  ［動詞］yulを許す、許す、赦す。許可ではなく、罪などを赦すの意味。
　［普通動名詞］許し、赦し　［類義語］flen　［反意語］dex　［レベル］２　19:古
の silf（軽い）と kahi（罪）から造語し、語頭音を変えた。　【用例】　
an xilhi vil la tsetta. あの裏切り者を許すことはできない。
xille  ［形容詞］［ネガティブ］無礼な、失礼な、行儀が悪い、行儀の悪い　［類
義語］silkkatar　［反意語］aatan、alit　［レベル］３　20:古 txil/古 lea（礼儀を持
て）　参考 :制 :itl。「無礼な！」と単独で発音されることが多いわり
には全体としてソノリティの弱い単語であるため変えた。重子音に
なっているところがソーンっぽく、礼儀正しいクミールを想起させ
る。　［文化］　アルバザード人は礼儀を重んじ、自尊心も高い。それ
ゆえ無礼な態度を強く嫌う。日本語ではあまり「無礼な！」という
言い方をしないが、アルバザード人は比較的この形容詞を使う。　【成
句】　xille on eld{kuo, rens, vet} 口が悪い
xilan  ［名詞］後輩、弟弟子、若手　［反意語］salan　［レベル］４　19:melidia 
axte　［語法］［文化］　alser　salanに対して使う。蔑称ではない。愛着を持っ
て使う。日本語と違って敬称と呼格にもなる。
xilantis  ［シェルト］後衛、後衛の駒　［レベル］４　rd;/　23

xilanak  ［軍事］照門、リアサイト　rd;/　24　［文化］　gel

xilai  ［亜魔］シライ　［料理］水飴、水あめ、みずあめ　［レベル］３　sm;↓
　19:ridia:xai/ailai　［文化］　アイライの一種。水あめ状で、甘い。ど
ろどろの液体で獲物を覆い、窒息させる。主成分はマルトース。こ
こからマルトースが発見された。
xilaixiim  ［化学］麦芽糖、マルトース　［レベル］５　19:ridia:亜魔族シラ
イの糖
xilaiaples  ［料理］あんずあめ、あんず飴、杏飴、杏あめ　［レベル］３　
sm;/　23　［文化］　日本と同じように出店や屋台で売られるが、軽食コー
ナーで季節を問わず年中売る店もある。
xili  ［名詞］慈悲、情け、容赦、恵み　［名詞］炊き出し、たきだし　［動詞］
yulを aに恵む、めぐむ、恵む、施し、施す、手加減する　［レベル］３
　fl:saal;e　16:制 :古 :xili（恵む）から　xili:xili:xell　［文化］　スポー
ツや争いにおいて、明らかな強者は相手に華を持たせるために手加
減することがある。徹底的に叩き潰すのは戦争であり、スポーツで
は相手にも見せ場を作ってやるよう、強者は工夫する。手加減して
面白いゲームを演出することは、圧勝するより難しい。そのため、
そのようなゲーム展開は観客の尊敬を得る。　また、相手に負けら
れない事情がある場合は、わざと自分が負けてやることがある。こ
れも xiliとして認識される。ただし、明らかに力の差がある場合は
嘘臭すぎるので負けてやらずに、一矢報いさせるよう工夫する。　
慈悲という概念にはアルバザード人の優しさが詰まっている。　【成句】
　xili a non お手柔らかに（お慈悲を、お情けをの意味にも）：これ
は挨拶だが、本当に手加減してくれという場合は顔色で分かる。
xiling  ［経済］［法律］税寄付、喜捨金、寄付金　［類義語］daig　［レベ
ル］４　lj;xili/daig　23　［文化］　２０１２年の日本円にしておよそ
１０００万以上の年収がある者が革命後に払うことになった金の
こと。１０００万までの収入に対しては通常の税金が取られる。
１０００万を越えた分に関してはその納税者が寄付金という形で任
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意の単数ないし複数の団体に納税代わりに納めなければならない。
この金のことを税寄付という。税金と実質同じな寄付だからである。
xiligart  ［形容詞］［ポジティブ］格安な、激安な、割安な　［名詞］安価、割安、
格安、値引き　［類義語］fer、moiveld　［レベル］３　20:恵みの価格
xiligil  ［名詞］奨学金、奨励金、補助金　［レベル］４　19:melidia axte　
［文化］　犯罪被害者に対し国から補助金が出るが、それも xiligilとい
う。補助金は「肉体的な損失の大きさ」と「精神的な苦痛の大きさ」
に基づき支払われる。後者は人によって受け取り方が異なるため、
定量的ではない。例えば腕が一本なくなるのは定量的な損失ではか
りやすいが、痴漢がどれくらい苦痛かは女によって異なる。そこで
精神的な苦痛は社会生活を営む上でどれだけ定量的な損失が出るか
に置換される。　これによると、レイプの補助金は大きいが、痴漢
の補助金は少ないことになる。というのも、レイプされた女はアル
バザードではまともな結婚ができないが、痴漢は男からノーカウン
トと見なされるためである。痴漢されても結婚の道は絶えないため、
社会的な損失は軽いとされる。
xiliwata  ［経済］バザー　［レベル］３　rd;/「恵みの市場」　23

xilia  ［筐堺］シリア　［レベル］５　rd:lina;xili/dia「恵みの大地」　22　［文化］
　筐堺司：mat vama　筐堺国：figan, maina, yubel
xilius  ［名詞］借り、恩、恩義、義理、恩恵　［反意語］alxilius　［レベル］３
　20:melidia xier:xili/ixirius（受けた恵み /相手に返す）　［語法］　
恩義のうち、後で返そうと思うもの。返す義務があるのではなく、
単に受け手の正義に基づいて返そうと思うもの。　【成句】　balt xilius 
借りを返す、恩返しをする　tsetta xilius 後足で砂を掛ける、恩を仇
で返す　xilius et ixirius 情けは人の為ならず、思えば思わるる。
言葉遊び　【用例】　yu xilius 恩を受ける
xilox  ［生物］大腸　19

xiloxfaiz  ［医療］大腸炎　［レベル］５　19

xiloxpig  ［医療］大腸がん　［レベル］４　19

xiloxwalv  ［医療］大腸ポリープ　［レベル］５　19

xiloxliik  ［生物］大腸菌　［レベル］４　21

xilol,f  raes　elt;ruxilo/lo「家の頭」
xilolsatii  ［建築］風見鶏、かざみどり、風みどり　［レベル］５　zg;xilol/
satii「屋根にいる風の悪魔サティ」　22　［文化］　zgのシージアで最古
のものが発見されている。風が強い土地なので付けられたものと思
われる。ハリケーンなどの災害を風の悪魔サティのしわざと見立て
ていたため、魔除けの意味も込めてサティを象った形にしてある。
シージア戦争でレスティル人にも伝わり、以降 rtまで見られたが、
vlで取り付ける家庭は少なくなった。現在は教会や古風な建物など
に見られる。鳥の形はしていないので注意。方角を示す十字架は付
いているものといないものがあり、商品により異なる。
xilem  ［音楽］声楽、歌　［類義語］miks　［レベル］３　19:xivlem

xilemrens  ［音楽］歌詞→ rens　［レベル］３　21

xiluna  ［名詞］［形容詞］下記、後述する、後述　［反意語］saluna　［レベル］５　
rd　23
xiluwa  ［生物］後ろ足　［レベル］３　rd;/　24

xilue  ［アイテム］シルエ、やまびこ草　［組み数字］１１/１２　［レベル］４　
20:xiv/lutie　［文化］　シヴの効果のある蜜。アズゲルでルティア人が
メープルシロップから作った。小瓶に入っている。
xia  ［料理］菓子、おやつ。菓子だけでなくおやつのようなものも含む。
　［類義語］felver、sadis　［レベル］２　13:制 :古 :xial（甘いもの）　::la fe
lver:txiato,alt　【用例】　lala es tyu xenat xia e yult, xia! non rensat tu et 
xia luut sete.　「ルシア、どうしてユルトのお菓子食べちゃったの！
これ、お兄ちゃんのって言ったでしょ」　［言葉遊び］xia akur xia(aaa し
あがシア（菓子）食ってるｗｗｗ　non siina xia. 私はおやつ好き。
　an kuit xia du kalo. おやつを少し食べた。　an siina kui xia sov 
kuil. 私は間食が好きだ。　an kui elf xia alnod tur. これからはおや
つを食べないことにする。
xia(2)  ［人名］ルシアの略称、紫亞、しあ、シア　［レベル］３　18:ridia?

xia(3)  ［人名］しあ　19?　［文化］　『ねこにっき』の登場人物。カテージュ
出身。
xiasait  ［名詞］右往左往、戦々恐々　［レベル］４　22:「あせってるルシア
が慌てたパンダのよう」
xiasir  ［美容］もち肌　［レベル］４　21:luxia/sir

xian  ［代詞］［mayu］あなた、アンタ、あんた　［レベル］１　21:kliiz:xiia

xian,szv  vak　< san,szd.k

xiant  ［代詞］［mayu］あなたの、アンタの、あんたの　［レベル］１　21:kliiz:x
ian/te
xianim  ［色］ルシア色、ルシアン人種の肌の色、薄卵色、うすたまごいろ、
肌色、＃ｆｄｅ８ｄ０　［レベル］４　19

xiaverant  ［医療］注意欠陥、多動性障害、注意欠陥多動性障害、ＡＤＨ
Ｄ　［類義語］serzam　［レベル］５　vl;luxia:verant。幼い頃のルシアを指し
て名付けられた。　23:mel　［語法］　serzam

xiaf  ［普通動名詞］深呼吸　［レベル］３　19:ridia:luxia/xef（ルシアに至る
呼吸）。このルシアはセレンちの猫猿ではなく、ルヴァンにおける最
上の状態のこと。　【用例】　an arat xiaf lana ref nos. 落ち付くために
深呼吸をした。
xiafel  ［言語］応用言語学　［レベル］６　19　［文化］　子どもの言語習得を
見ながらセレンらが大成したために、このような命名になっている。
xiam  ［経済］債券　［レベル］５　19:xiln/mas

xiayulia  ［天文］伴星　［レベル］６　21

xiar  ［名詞］北　［名詞］北区：アルナの一地区。省庁、学校、企業などが
集まる。　［格詞］～の北にある　［反意語］fleu　［レベル］２　19:xier　::la 
gwal（四季神に合わせて）:minamo,alt
xiarteeze  ［気象］北風　［レベル］４　20

xiarkonoote  ［地名］北コノーテ駅　22　［文化］　幻環線の最北部の駅。
xiarstent  ［地球の星座］［ユマナ］北十字星　24　［文化］　ifa

xiarvarktike  ［地学］北ヴァルク海流　23

xiarfaber  ［名詞］北ファベル　19:ilmus:ridia

xiarpol  ［名詞］北方　［名詞］イルケアより北で、ケートイア、ヒュート、
イネアートまでの地域。　［レベル］４　20　［文化］　アティーリにおいて
アルシェは使徒を探す際、ザミアやケートイアなどを探していった。
そのまま北上してヒュート・イネアートと進んでいる。近いはずの
国内のカテージュなどには赴いていない。これは偶然ではなく、ア
ンシャルは歴史的に北方と南方に文化的に分かれているため。アル
シェにとって北方の遠い国のほうが、南方の国内よりも身近に感じ
られる。これは現代でも残っており、文化的な境界線はイルケアに
引かれる。イルケアより上は別の国でも同じような言葉を喋り、下
は下で同じような言葉を喋る。カテージュの南方方言はゲノスまで
地続きで、一方アルナの方言はアルシアなど多少のバリエーション
の違いはあれど、共通している。
xiarbertia  ［アトラスの国家］北ベルティア、シアルベルティア　［レベル］５
　23:ridia
xiarhartreintike  ［地学］北赤道海流　23

xiarrein  ［地学］北緯　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　【用例】　xiarrein e 
45 tik 北緯４５度
xiarlooz  ［名詞］北端　［物理］磁石のＮ極　［レベル］３　19:ridia

xiarlei  ［言語］北方語　［レベル］４　21

xiaratiatike  ［地学］北アティア海流　23

xiaratolas  ［地学］北半球　［レベル］３　19:ilmus:ridia

xiaran  ［名詞］北方人　［レベル］３　20　［文化］　国際的には xiarpolの人を
指す。国内ではイルケア以北を指す。
xiaranxal  ［地名］北アンシャル　［レベル］４　19　［文化］　→ alasanxal

xiarinsaal  ［地名］北インサール　19　［文化］　→ alasanxal

xiarinset  ［地球の国名］北朝鮮　［レベル］５　19

xiaren  ［接続詞］～の北にある　［レベル］３　rd;/　24

xial  ［政治］街、町、都市　［形容詞］～の街。前置。　［レベル］２　13:制 :古 :ra 
ruxilo　vania:　［語法］　salaiと lanxelの総称。革命前は大きめの lanxel
を指した。　［文化］　　＜街の種類＞　革命までは、王都、町、村の
３種類しかなかった。王都はアルナ、町はアシェルフィやカンタル、
村はサプリやサティスのこと。　サライができてからは、王都 (daial)、
都市 (salai)、町 (lanxel)、村 (lizl)の４種類になった。王都は都市サラ
イの一種である。　現代ではアルナは王都、カテージュは都市、アシェ
ルフィは町、サプリは村である。なお、街 (xial)は都市と町を区別し
ない言い方である。　　＜国・州・県・区・市＞　行政単位で見る
と、国 (kad)・州 (kild)・県 (karx)・区 (melei)・市 (haim)の５段階であ
る。　rdまでは国・州・市のみだった。ナディアで県ができ、革命
で区ができた。　中央アルナ、アシェルフィ、カンタル、カテージュ、
サプリなど、こういった単位を市と呼ぶ。日本でいうと白岡町のよ
うなレベルでも白岡市と呼ぶようなものである。　市は近くの市（街
や村）と合わさって区を作る。例えばサプリ市やカンタル市はアシェ
ルフィ区に入る。　県はさらに複数の区を集めたものである。例え
ばアルナ県にはアルナ区やアシェルフィ区などが入る。　県が複数
合わさると州になる。すべての州を集めると国になる。　【用例】　xial 
han{kai} 大きな街
xialkamalet  ［政治］都市参事会　rd;/　24

xialkad  ［政治］都市国家　rd;/　24

xialxlain  ［政治］都市同盟　rd;/　24

xialvaik  ［名詞］街区　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アルバザード
の都市はいくつかの街区に区切られている。一つひとつの道路に学
校や企業や住宅地を作るのは非合理的である。住宅街は住宅街、商
店街は商店街でまとめた方が効率的である。だからアルバザードの
都市には街区がある。住宅区や企業区や商業区などが存在する。ア
ルナの場合、東西が住宅区になっている。住宅区には集合住宅と一
戸建てが存在している。一戸建てはアルナの場合、カルテの近く、
及び東側の住宅区に集中している。北は企業区になっている。企業
区には企業はもちろん、学校や役所の出張所や小さな図書館などの
公共施設がある。南は商業区になっている。長い幹線道路に沿って
屋根付のモールが存在する。そこで生活に必要なものを買うことが
できる。尚、企業区にもいくつか商業区からの出張所がある。学校
の帰りに日用品を買うのに一々商業区まで行きたくないため、企業
区に店がほしいわけである。ただ、数は多くないし、店舗も小さい。
非常に日常的なものや緊急を要するものしか置いていない。ちゃん
と買い物するなら商業区へ行く。ゲームセンターなどは商業区にし
かない。緊急性も日常性もないので企業区には進出しない。逆に、
企業区から商業区へ出張所を設けることもある。役所などは商業区
にもいくつかの出張所を置いている。ただ、学校はない。繁華街に
学校を置くと子供が寄り道するので、誘惑からは遠ざけなければな
らないからである。企業区と商業区の間に住宅区があるため、学生
は寄り道をしないで家に帰ることができる。最短ルートで帰るとど
うしても商業区は通れないようになっている。この街造りが寄り道
を防いでいる。
xialan  ［名詞］町民、街人、都会人　［レベル］３　22

xiaalx  ［歳時記］［単位］紫亞数　［レベル］３　20　［語法］　２００７年３月８日
からの経過日数を指す。アルカ関連のファイルに付けられる。
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xiit  ［動詞］onについて yulを誘惑する、誘惑する、くどく、口説く、
誘導する、言い寄る、目を眩ませる　［普通動名詞］誘惑　［法副詞］～しましょ
う　［レベル］１　14:制 :古 :xi（甘い）　［語法］　人に「行きましょう」と
いうとき、自分も行くなら xiitを使い、相手だけ行かせるなら dasを
使う。　【用例】　xen xiik kokko non. 一緒に食べよ？　lu min xiitat la 
vik a mokt. 彼女は彼をベッドに誘惑した。
xiitdas  ［動詞］yulを aに奨励する、奨励する　［普通動名詞］奨励　［レベル］
４　19:ridia:arbaxelt
xiita  ［動詞］yulを aまで迎えに行く、出迎える　［普通動名詞］出迎え　［反
意語］xitil　［レベル］３　20:xi/taf（甘く取る）。xitilの類推でできたため、
xiから始まっている。
xiitenvi  ［名詞］誘惑する力、魅力　［化学］電気陰性度　［レベル］３　19

xiik  ［地球の国名］イラン、イラン・イスラム共和国　［レベル］５　古 :シー
ア派の国が原義か？
xiik(2)  ［名詞］響き　［名詞］反響→ xiva　［動詞］yulを aに響かせる、響く、
響き渡る、響かせる　［レベル］３　20:melidia xier:xiv/ke　【用例】　xiik 
rat いい響き　xiik t'eld 言葉の響き。聞こえのこと　an mok van im 
fis ka ez le tu yulem and xiik al kont an tem lem tuules. xidia! こ
の楽器が鳴り響く部屋でその音楽を耳に受けながら今日は寝よう。
おやすみ。
xiika  ［建築］教会、召殿、外宮、チャペル、シーカ　［レベル］３　21:ri
dia:xiit/kalte（神を招く場所）　［文化］　→ anxiiz　mtには既に存在し
た建物で、地球の教会に相当するもの。神を召喚する場所は kacten
のように厳粛で厳かな場所だが、その一室を取り囲む部分はいやし
くも神を招くのだから豪華絢爛にしようという考えで建てられてい
る。もともとは神をもてなすという気持ちで豪華な建物を作ったも
のだったが、宗教という観点においては信者に権威を誇示する効果
もあり、時代とともにむしろその意味合いのほうが強まっていった。
　教会は神を招く家であり、応接間や客間と発想が似ている。石造
りで窓は高く、光を十分に取り入れる仕組みになっており、smから
はステンドグラスも張られた。音が良く響くため、こちらでもパイ
プオルガンなどが用いられた。　　　材質を漆喰にしたので，側面
の飛び梁は物理的な意味を失ってると思いますが　[1:31:52] Zaslon/
NER: その代り，上に多少ああいう無茶な構造を乗せても大丈夫にな
りそうだったので　[1:31:54] Zaslon/NER: つけてみました　[1:32:07] 静 
水月 : なるほど、材質まで考えてるんですね　[1:32:09] Zaslon/NER: 
漆喰は石壁に比べて粘り強いので　[1:32:17] Zaslon/NER: 横に引っ張
られても崩れにくいと思います　[1:32:29] Zaslon/NER: 石壁はおしく
らまんじゅうで安定しているので　[1:32:43] Zaslon/NER: 側面から梁
で支えてやらないと，高くできないんです　[1:32:51] Zaslon/NER: それ
でああいう飛び梁っていう外壁が発達したんですが　[1:32:52] 静 水
月 : へぇ！なるほど！　[1:32:56] Zaslon/NER: 漆喰だと本来必要あり
ません　[1:32:59] 静 水月 : ほう　[1:33:01] Zaslon/NER: なので，こう
いう形態の xiikaになるとすると　[1:33:08] Zaslon/NER: 本来は石造り
の時代があって，　[1:33:13] Zaslon/NER: その時代に教会の形態がある
程度定まって　[1:33:23 | 1:33:25を編集しました ] Zaslon/NER: その後な
んかのきっかけで材質が変化したとするのがリアルかと思います　
[1:33:37] 静 水月 : 分かりました。その旨載せておきます　というか，
あれですね　[1:34:02] Zaslon/NER: 多分漆喰で化粧してあるだけで中
はコンクリ造とかになってそうです…　新造の物は　[1:34:27] Zaslon/
NER: そのほうが形状としては自由が利きますしね．見た目の壮大さ
と，由緒正しさだったら　[1:34:32] Zaslon/NER: どっちを取るんでしょ
う？　[1:34:42] Zaslon/NER: この辺は価値観の問題になりそうですが　
[1:34:43] 静 水月 : どうなんでしょうｗ　[1:34:53] 静 水月 : 僕には難し
すぎて……　[1:35:09] Zaslon/NER: あ，いや　[1:35:13] Zaslon/NER: ええ
と　[1:35:33] Zaslon/NER: 単語を忘れてしまったんですが，アルカ喋っ
てる国の人たちって何ていうんでしたっけ　[1:35:52] Zaslon/NER: ある
ばざーど人ですか　[1:35:56] 静 水月 : はい　[1:36:09] Zaslon/NER: アル
バザード人は古いものを大事にする文化だったようなという　[1:36:12] 
Zaslon/NER: 心配ですｗ　[1:36:29] 静 水月 : 一応辞書には協会は石造
りって書いてありますが、　[1:36:37] 静 水月 : このへんは変更可能で
す　[1:36:39] Zaslon/NER: おお　[1:36:47] 静 水月 : でも中世に立てられ
たのでコンクリはあるんでしょうかね　[1:37:06] Zaslon/NER: 中世で
はなさそうですね…　漆喰はありそうなので漆喰かなぁ　[1:38:00] 静 
水月 : 西洋の教会って何でできてるんですかね　[1:38:25] Zaslon/NER: 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A4%E3%82
%BD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A2　[1:38:33] Zaslon/NER: 
こんなんだと，漆喰仕上げ，大理石仕上げみたいですね　[1:39:18] 静 
水月 : 漆喰と大理石かぁ。なるほど　[1:39:51] 静 水月 : 中世にある
素材で建築様式的に矛盾しない素材ならなんでも OKです！　[1:39:59] 
静 水月 : 辞書の記述は後で変えますので　[1:40:18] Zaslon/NER: おｋ
です！　[1:40:31 | 1:40:34を編集しました ] Zaslon/NER: なんで石壁を
避けたかというとですね　[1:40:44] Zaslon/NER: ぶっちゃけ，テクス
チャが単調になるのを避けるのに物凄い労力がかかるんですよｗ　
[1:40:52] 静 水月 : あーｗ　[1:41:05] Zaslon/NER: 色々試しては見たん
ですが，どうにも不自然になってしまって　[1:41:09] 静 水月 : なる
　[1:41:13] Zaslon/NER: だったらいっそニコライ堂みたいにしてやろう
かと　[1:41:17] 静 水月 : ｗ　[1:41:37] 静 水月 : 石造りで建築できる
なら石造りがいいですが、大変なんですねｗ　[1:41:51] Zaslon/NER: も
う少し時間が出来たらトライしてみますね　[1:41:59] 静 水月 : お願
いしますー　[1:42:05] 静 水月 : とりま今日はねますねー　[1:42:08] Za
slon/NER: おつですー　[1:42:12] 静 水月 : おつでしたー
xiika t'anxiiz  → anxiiz

xiixta  ［名詞］背景、後景　［言語］地、グラウンド　［反意語］saixta　［レベル］
３　20
xiixia  ［歳時記］シーシア、シュガーキス　［レベル］３　古 :ridia:xiは甘
いの音象徴。xiaも同様。甘い口と書いて古アルカで xiku（キス）の
ことだったことからも分かるとおり、アルカではキスと甘いは近い
関係にある。　［文化］　クリスの月パールの日のイベント。女子が好

きな男子に告白し、男子が受け入れればキスをするというイベント。
女子は唇に粒状の砂糖を付ける習慣がある。当然、その女子にキス
をすると、甘い。　rdではセレンの誕生日にリディアがキスをした
ことから、このイベントが生まれた。神話ではそのときリディアは
砂糖を塗っていた事実はない。この日はただのキスの日である。古
アルカでキスを甘い口と呼んでいたことから、後にこの日の告白イ
ベントでは唇に砂糖を乗せる習慣が生まれた。
xiis  ［動詞］yulを妥協する、妥協する、譲歩する、甘くする　［普通動名詞］
妥協、譲歩　［副詞］甘い、ぬるい、生ぬるい　［レベル］４　古の xi（甘
い）/so（する）　［語法］　徹底せず、人や物事に対してある一定のライ
ンや完成度などで留めることを指すので、日本語と違って妥協と譲
歩は区別しない。　【成句】　te xiis 甘い、ぬるいわ　daj a daj, xils a 
xils 親切には親切を、妥協には妥協を：魚心あれば水心　【用例】　［言葉
遊び］tu nots de xis tet xiis tisse. 会計は黒字どころか生ぬるいです
よ。　an aaxa xiis sen klos nozet man an siil lax les ridia landi i fi
ona. an tiia la ento vano lax falis laat, kils, antes. 僕はリディアが心か
ら望むものを守りたいから、自分の主張を妥協できないのです。彼
女のことを愛しているので、彼女の、もっと言えば僕らの正義を守
りたいのです。
xiiska  ［名詞］妥協点、落としどころ、落とし所　［レベル］４　19　【用例】　
saa, soa et xiiska na. まぁ、この辺が落としどころかな。
xiisa  ［被服］ランジェリー　［レベル］５　21:古 xi/古 sabe

xiina  ［医療］シーナ　［レベル］５　21:古 xi/na　［文化］　kamelia

xiina,f  siina　saal;xi/na

xiini  ［植物］ライマメ、アオイマメ、ライマビーン、リママメ、リマビー
ン、バタービーン、シュガービーン　［レベル］５　古
xiif  ［動詞］yulを aにねだる、ねだる、強請る　［普通動名詞］おねだり　［類
義語］lax　［類音］xif　［レベル］３　20:melidia xier:古 xi/futo（甘く取る）
xiifeis  ［魔物］シーフェイス（誘精）：第二十一天：風の幻天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:xiit/feis（いざなう霧）　［文化］　若い美しい
男の姿をした魔物。正体は霧。女を誘惑し、毒の精子を膣内に出す。
出された女は廃人化し、シーフェイスの操り人形となる。
xiim  ［料理］糖、糖分　［化学］糖類　［レベル］３　17:制 :古 :xi(甘い )　［語法］
［文化］　アルバザードでは xiimというと、ショ糖、果糖、麦芽等を指し、
ブドウ糖、デンプン、セルロース、その他キシリトールのような糖
アルコールは含まない。　要するに、紅茶に入れる砂糖やケーキの
砂糖など、お菓子や嗜好品が持っている昔ながらの甘味料を xiimと
呼ぶのだと思い込んでいる。ただし、広義的に捉える場合は、今度
は逆にキシリトールなどの糖アルコールまで含むようになる。
xiimdons  ［化学］解糖　rt;/　24

xiimbez  ［医療］糖尿病　［レベル］４　制
xiima  ［文末純詞］［mayu］tisee　［レベル］１　21:umtona/kliiz:xian mal

xiibel  ［建築］シーベル大聖堂　［レベル］５　kt;「天井の高い」　21　［文化］
　arvette北部の教会。元はアルテ教の建物があり、何度も改装され
てきた。
xiiz  ［植物］甘草、リコリス　［レベル］３　古
xiizxia  ［料理］お菓子のリコリス、リコリス　［レベル］３　16:制
xiiz yutia  ［人名］シーズ＝ユティア　20:ridia:mirok　［文化］　ミロクの
養母。ミロクが７歳のときにミナレットの焼き討ちにあって死亡す
る。
xiize  ［料理］シーゼ、セルツ、シーゼ飲料、イタリアのセルツ　［レベル］
３　20:xai/gael　［文化］　gazelに砂糖を加えたもの。こちらも一般的。
rdで gazelを参考にアルバザードの民衆が作った。アレイユで見直
され、一般化した。喫茶店などで飲める。味が単純すぎるため、ヴェ
レイにはほとんど飲まれなかった。そのため、年配のアルバザード
人は名前からリコリス入りだと勘違いしていることが多い。
xiij  ［料理］シロップ、シラップ　［レベル］３　zg;xi/jag「甘くて粘っ
こいもの」　23
xiil  ［名詞］ペット　［動詞］yulを飼う、飼う　［類義語］vakn　［レベル］３　
19:「可愛いもの」　【用例】　xiil ket ネコを飼う　［文化］　＜飼うか否か
＞　ペットは精神衛生上良いとされる。ペットセラピーの効果は認
められている。だから多くの家はペットを飼う。集合住宅でも大抵
は飼える。但し、赤ん坊や妊婦がいる家では若干倦厭される。　＜
種類＞　ふつう犬か猫。鳥がかろうじて飼うくらいで、爬虫類や両
生類はほとんど飼わない。虫はまず飼わない。結局、哺乳類しか飼
わないわけだが、家のスペースからして犬猫しかありえない。馬は
狭くて無理がある。　＜入手方法＞　原則として人からもらう。あ
るいは捨て猫や野良猫を保護する。もらう場合、知人からもらうか、
広告などを見てもらう。マニアの場合、血統書つきの猫をもらうと
きは大抵ブリーダーからもらう。ブリーダーが無償でくれることは
少ない。かかった費用分は請求される。かといってブリーダーも利
益分は請求しない。入手したペットは必ず国へ申告しなければなら
ない。赤ん坊が生まれたときと同じである。すると誰のペットかわ
かる登録データを組み込んだ首輪が支給される。飼い主はそれを着
けなければならない。　＜名前＞　子供のように育てることが多い
ため、人間の名前を付けることが多い。したがって神の名を付ける
こともあるし、それに対して抵抗もない。また、特徴で名付ける場
合もある。白いから fir、まだらなので potsなど。よくある犬の名
前は kiltと kooma。　＜世話＞　犬猫に共通して、餌を定時に与える
ことが第一である。飼い始めは注射させるのも義務である。ノミ取
りなどもする。グルーミングや歯磨きは毎日でなく偶に行う。長毛
種だと毎日行う必要がありうる。また、毎日必ずトイレの世話をする。
犬の場合は散歩中で糞をすればそれを回収する。糞が触れた砂や土
は汚れているので、糞と合わせて回収する。猫の場合はトイレで用
を足すので一日に数回回収する。世話は飼い主が主にするが、時間



72 xierromaxiil
の都合上、家族の手の空いた者が行うことが多い。犬の場合、散歩
をさせる。室内犬でもある程度散歩をさせる。猫の場合、これといっ
て世話をしなくとも自由気ままに生きているので手がかからない。
　＜飼えなくなったら＞　何かの理由で飼えなくなった場合、引き
取り手を探し、譲渡する。もし見つからなければ自分で殺すか国に
頼んで殺してもらう。捨ててはならない。罰が嫌だからと首輪を外
して捨てるのは得策ではない。車検と同じく動物病院への定期検診
が義務付けられているので、勝手に捨てればバレる。
xiilkeaom  ［医療］ペットセラピー　［レベル］５　19

xiilate  ［名詞］ペットショップ　［レベル］４　19

xiilas  ［動詞］yulをかわいがる、かわいがる、可愛がる、大切にする、
あやす　［類音］xiialas　［レベル］３　19:ilmus:mel:yuliaに対する自分の態
度を xiialas（甘い手）と呼び、この語に縮めた。　【成句】　xiilas seles 「い
のちをだいじに」：ディア＝ヴェール中でＡＩのキャラクターに出す
ことのできる命令のひとつ。これを命令すると、味方キャラは回復
と逃亡を優先する。
xiilastafl  ［動詞］yulを懐柔する、懐柔する、手懐ける、手なづける、
てなづける　［普通動名詞］懐柔、手懐け　［レベル］４　22　【用例】　alson el 
ar sen xiilastafl a luus sofel emo halas naxil a luus" だからこそ居場所
を与えてあげればあっさりと懐柔できる」
xiile  ［経済］後場　［レベル］６　22

xiia  ［名詞］あなた、ディアー、スウィーティ、ダーリン、ハニー、スイー
トハート　［丁寧］［形容詞］［rente］甘い　［婉曲］［動詞］［rente］yulにキスする、
キスする　［レベル］２　古 :｢ 恋人 ｣の別称。xiina｢ 好き ｣から来た説
と xial｢ 甘いもの ｣から来た説がある。　［語法］　恋人として好き合っ
ている者が相手を指す呼び方。男女の別は無い。
xiiateeze  ［交通］［魔法］甘い風　rd:ridia;/　24:ridia　［文化］　kaledvulf

xiiasex  ［婉曲］［rente］クンニリングス、クンニ　［動詞］yulにクンニリン
グスする　［類義語］menkui　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt:甘い唇　［文化］
　前戯として行う。古代ローマと違って屈辱的な行為ではなく愛情
の表れとされた。愛情の表れであるため、売春婦などにはあまりし
ない。
xiian  ［普通動名詞］ディープキス、フレンチキス、舌キス、舌を絡ませ
るキス　［動詞］yulにディープキスする、キスする　［類義語］xiks、alul、
xiku　［レベル］４　21:kliiz<xian:古 :kliiz:語源不詳。仮説 xikuからの推
移で xiは｢甘い｣だとしても anが不明。原型が xianだったかも怪しい。
これより古い形があったのでは？　［語法］　xiks

xiiavort  ［医療］腹上死　［レベル］５　rd;/「甘き死」。セレンが死ぬとき
はリディアとともに腹上死したいと言い、それを甘い死と呼んだこ
とから。　23　［語法］　訳語は腹上死だが、どの体位で死のうが関係な
い。
xiiamokl  ［名詞］ラブホテル、ラブホ　［レベル］４　22　［語法］　ご休憩は
durne、ご宿泊は virdと言い習わす。　［文化］　南区などにまとまっ
て存在する。個人の売春婦などが立ちんぼをしていることもある。
xiiadurne  ［普通動名詞］夜這い　［動詞］yulを夜這いする、夜這う　［レベル］
４　22:「甘い夜」
xiiajizol  ［音楽］アコースティックギター　［レベル］５　21:エレキより
音が甘い
xiialas  ［婉曲］［動詞］［rente］yulを愛撫する、愛撫する、ペッティングする　［普
通動名詞］愛撫、ペッティング　［類音］xiilas　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt:
甘い手
xiialiifa  ［天文］アルビレオ　［レベル］５　19:ridia/seren/mel:Ｄｅａｒ 
Ｓｔａｒ　　［文化］　リディアの星アルタイルをファルアモンの星ベ
ガから守ろうとするセレンの星のこと。xiiaはここではセレンを指す。
アルビレオはリディアを守る星であるが、恐らく xiiaの英語訳がＤ
ｅａｒで、それを ridiaにかけているのではないかと思うが、アプ
リオリなのでリディアはその設定を公式とはしていない。
xiie  ［名詞］優しい嘘、人のためを思っての嘘　［レベル］４　19:xi（古の
甘い）/fie（嘘）　［語法］　夢織の優しい嘘とは意味が違う。幻覚のこ
とではない。本当のことを言うと傷つくときに、あえて嘘を言うこと。
罪にはならない。本当のことを言うと自分が困るときはやさしい嘘
ではなく、ごまかし。あくまで人を思っての行為。
xio  ［電算］ハッカー　［レベル］４　ryuu:恣意
xiosn  ［生物］後頭部　rd;/　24

xiosnwax  ［生物］外後頭隆起　rd;/　24

xiosnwaxrein  ［生物］上項線　rd;/　24

xion  ［人名］→ xion amanze。シオン＝アマンゼ。アルティス教の開祖。
　［人名］→ xion hazki。初月紫苑。『紫苑の書』の主人公。
xion(2)  ［地名］シオン山　［レベル］５　22　［文化］　サプリの村の西にある
山。rdでセレン＝アルバザードが転生した場所。
xion t'anjur  ［名詞］紫苑祭、シオン・タンジュール　21　［文化］　アル
ナ大のメルセルの学園祭。xion amanzeに敬意を払い、この名になっ
ている。
xionxian  ［建築］シオンシアン宮殿　［言語］［文字］トランジショナル　sm;
「武器庫」　21　［文化］　smで要塞だった城を改築して建てたルティア首
都の宮殿。トランジショナルが流行った。
xiongand  ［名詞］魔枢軸、シオンガンド　sm;velxion/belgand　24

xion hazki  ［ユマナ］［人名］初月紫苑　17:seren:アルカでなく日本語の名
前　［文化］　(0 dia dia_39 dyu ful)『紫苑の書』の主人公。１６３ｃ
ｍ、４９ｋｇ。日本の女子高生で、１７歳の誕生日に物語が始まる。
悪魔メルティアによってアトラスに召喚され、少女レイン・青年ア
ルシェらと出会い、悪魔の杖ヴァルデを巡ってアルバザードを救う。

　レインやアルシェと異なり、アトラスでは架空の人物。
xiona  ［植物］カモミール、カミツレ　［レベル］３　rd;xion　古 :ridia:xion
（シオン、カモミール）。xionはカモミールだったが、リディアによっ
て人格化され、固有名詞になった。元の意味であったカモミールは
追い出され、aを付けられて区別されるようになった。　［文化］　代表
的なハーブのひとつ。安定作用がある。
xion amanze  ［人名］シオン＝アマンゼ　［レベル］２　ridia:古 :｢ カモミー
ル ｣　［文化］　アルティス教の始祖。
xion amanze(2)  ［人名］シオン＝アマンゼ　［レベル］５　20:ridia　［文化］　
セレンとファミイの娘。セレンがファミイと浮気した際、カモミー
ルを彼女に贈り、ファミイをカモミールに喩えた。ファミイはその
際に懐妊していたが、そのままアマンゼ家に嫁ぐ。夫はその事実を
知らぬまま、自分の子供として娘を受け入れる。ファミイがその娘
にシオンと名付けると、セレンはそれが自分の子供だと気付く。　
一方、シオンは成長すると、セレンとリディアの息子のユルトと出
会い、恋に落ちる。その結果、シオンはユルトの息子を出産する。
この血筋がやがてアルティス教の開祖シオン＝アマンゼに繋がり、
ミロク＝ユティアに繋がる。　つまり、ミロクにはセレンとリディ
アの血が入ることになる。アリシアやミーファが青い目と緑の目を
持つのは、ファミイとリディアの血が濃厚に現れたため。
xion amanze(3)  ［人名］シオン＝アマンゼ　［レベル］５　21　［文化］　ファミ
イとセレンの娘。公式にはファミイとエヴェルの娘。ユルトと出会
い、恋に落ちて娘の loozaを成す。loozaはセレンとリディアの血が
入っていることになり、これがアルティス教の教祖シオン＝アマン
ゼ、そしてミロク＝ユティアの祖先である。
xionaetek  ［料理］カモミールティー　［レベル］３　rd;/　23

xie  ［料理］蜜　［レベル］２　13:制 :lakta:xieria（甘い水）　［語法］　プロトタ
イプはハチミツ。
xietta  ［名詞］ツンデレ、シエッタ　［レベル］４　　20:mel:xiia/etta（甘い
お姉ちゃん）　［語法］　語法を書くより「ツンデレ」と言ったほうが早
いだろう。
xiettavet  ［言語］ツンデレ語、照れ隠し語　［レベル］４　20:mel　［文化］　ツ
ンデレ語は２種類の作り方がある。　１：アクセントの位置を変える。
sentantを sentant'と発音することで、照れ隠しをするなど。　２：単
語の一部を変える。tiatiと言うのが恥ずかしいので、tiatyuとしてお
どけるなど。　ツンデレがよく使うが、エタットは照れ隠しをする
際にツンデレ語を使うことがある。
xiesta  ［魔法］月光蟲　［レベル］６　21:xelt/esta「月の蛍」　［文化］　dolmiyu

xien  ［接続詞］xi。～の後ろに。　［レベル］３　19

xien(2)  ［植物］つつじ、ツツジ、アザレア　［レベル］４　19:xiein（密の
花）　［文化］　歩道によく咲いている。子供たちはおやつ代わりに花を
もいで蜜を吸う。ちなみに有毒だが、少量しか摂取しないため、ア
ルバザード人はあまり気にしていない。　【用例】　☆ "miva noan sip 
xien siinal, tet tu et rak xel non nox tuus a vael eyo?" 「娘がツツ
ジを吸ってるんだけど、瓶詰めにするのはやりすぎかしら？」　［言葉
遊び］xi en xien xien xien ツツジの後ろにあるツツジでないものの
後ろに
xiev  ［言語］後置　［レベル］４　20

xier  ［サール］シエル。冬を司る女神　［形容詞］色が冬めいた　［形容詞］冬
の　［名詞］冬　［組み数字］４/４　［レベル］２　古 :ridia:xier,xiel,kee(冬 )
に関連。keeの eは eriaで、水。転じて冷たい、寒いの意味。xiは
ふつうに考えれば甘いだが、なぜ甘いなのかは分からない。他の可
能性もあるが、造語者が既に忘れている。アルシエルの中では一番
にできたのでこのときはまだ神格化が弱かったと思われる。ゆえに
xiは axteや alisと違って神に関係のない意味かもしれない。恐らく
xierは元は冬の神ではない。一番はじめにできたということはまだ
他の三人はいなかったのだから、四季の神として作ったはずがない。
それなら同時に四人作ったはずだからである。となるとシエルは単
に水の女神だったのではないか。xiは甘いだが、xikuなどでは転用
して魅惑的なという意味になる。魅惑は女神を表わすので、xierは
水の女神と解釈するのが妥当だろう。そしてその後、その erが後に
水でなく寒いで解釈されるようになり、冬の女神になって四季を作
る必要性がでたか、或いは四季を作るためにシエルを冬に配置した
のかのどちらかであろう。　::la diaxer:minami,alt, leeben,vx　［文化］　
アルシエルの一人。冬を司る女神。方角では北。アルバザードは北
半球で、北に行くほど寒い印象がある。　【成句】　xier asex xi ena シ
エルは泣いた後に笑う：三寒四温　【用例】　xier luna. 冬になる。　
fis at yun xier. 今日は冬が来たようだった。　an na kit xier. 冬の
気配がし始めている。　tu at melt xalt xier. 冬にしては暖かかった。
　an sat fal lana xier. 冬に備えなくてはならない。
xiertook  ［気象］晩冬　［レベル］４　rd;/　23

xierkas  ［地球の星座］［ユマナ］冬の大三角　24　［文化］　ifa

xierkit  ［気象］初冬　［レベル］４　rd;/　23

xierxelk  ［気象］冬至　［レベル］３　19:ilmus:ridia:シエルの月散歩。冬至
ごろは昼過ぎから既にアルバザードでは日が暮れ、ふつうに帰宅し
ても暗い道を歩くはめになってしまうことから。
xiernakea  ［歳時記］冬休み　［レベル］２　21:ridia　［文化］　nakea

xiervav  ［運動］ウィンタースポーツ　［レベル］４　19　【用例】　an siina xi
ervav yun saezon. スキーみたいな冬のスポーツが好きだ。　an sii
na xier nod flea man an ar sen vav dipit im tu arxiel. 色んなスポー
ツができるので夏より冬のほうが好きだ。
xierhac  ［名詞］幼字 xierのこと　［レベル］３　21

xierhord  ［地球の星座］［ユマナ］冬のダイヤモンド　24　［文化］　ifa

xierroma  ［医療］急な悲しみの発作　［レベル］５　19:シエル発作　【用例】　



73 xetsxierroma
tu et daz a la xel la arik xierroma man la tiflat miva mil soda a. そりゃ
事故で娘さんを失ったら急に落ち込みもするわな。
xierjior  ［生物］下髎　21

xierlil  ［化学］ラジウム　［レベル］５　18:制
xierloob  ［被服］コンチネンタルハット　sm;/　24　［文化］　smの ktでで
きた。冬場にかぶられる。
xierlein  ［被服］冬服　［レベル］３　19　【用例】　an sab van xierlein map
el. もう冬用の服を着よう。　an alsab vil xierlein pop pot ez as 
im tuo. 最近は部屋の中ですら厚手の冬服を脱いでいられない。
xierolma  ［名詞］表４、裏表紙→ lei　［レベル］３　22

xiereri  ［医療］ＡＢ型　［レベル］２　19　［文化］　ＡＢ型は天才肌で完璧
主義で変人が多いと思われている。
xiel  ［遊離副詞］［形容詞］恐らく、もしかして、ひょっとして、まさか、
もしかしたら、かもしれない　［レベル］１　19:恣意　［語法］　aluut

xieimpi  ［動物］蜜蜂、ミツバチ　［レベル］３　16:制
xok  ［副詞］互いに　［名詞］相互　［形容詞］相互の　［レベル］２　13:制　参考 :
古 :tsul（相互の）　【用例】　laas inat xok. 彼らは見つめ合った。　lass inat 
xokel. 同上
xokke  ［動詞］yulとすれ違う、すれ違う、行き違う　［普通動名詞］すれちがい、
すれ違い　［レベル］３　15:制
xokxet  ［名詞］おたがいさま、お互い様　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

xokl  ［動詞］yulを aに向き合わせる、向き合う、対立する、対峙する　［普
通動名詞］対立、対峙　［レベル］４　19:xokeel

xokltik  ［数学］対頂角　［レベル］４　19

xokati  ［電算］互換性　［名詞］(til)対応している、互換性がある　［レベル］
４　19:xok/ati（相互性）　【用例】　tu sai til xokati a bika. このパソコン
はマウスに対応している。
xoket  ［形容詞］食い違った、食い違う、行き違う、不一致な、ずれてい
る、ズレている　［反意語］xirit　［レベル］４　21:xokke「すれ違う」
xoketet  ［魔法］異性　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

xos  ［生物］背中　［動詞］yulをおぶる、おぶる、背負う、せおう　［普通動名詞］
おんぶ　［名詞］背、背表紙→ lei　［レベル］１　sert　13:制 :古 :xu　xu:xu
:lu triko（腹が女性でその対）:manami,alt　［語法］　広義には背部全体を
指す。狭義には腰を除いた上背のみを指す。　［文化］　ルクレティア
では深刻な疲れは背部に現れるとされる。jior系の兪穴が散見され
るのも背部であることを考えると理にかなっている。　【用例】　xos han 
e kaan 父の大きな背中　xos es kim 腰が曲がる
xosskil  ［名詞］背中のある椅子　［レベル］３　20

xossoj  ［生物］脊椎　［レベル］４　19

xosvaik  ［生物］背部。胸部と腹部の後面全体。　rd;/　24

xosvim  ［生物］広背筋　［レベル］５　24<16:制
xosho  ［生物］背骨。xezの日常表現。　［レベル］２　13:制 :背中の骨
xon  ［形容詞］複雑な　［類義語］melial　［反意語］sem　［レベル］３　＠ 19　［語法］
　xonは標準的な言い方。melialは持って回った言い方で、「複雑な上
に解くのが難しく難儀だ」という心理を含む。
xont  ［動詞］yulに間に合う、間に合う　［反意語］tilf　［レベル］３　14:制
　参考 :古 :axmel（正しい時間）　【用例】　xont lop 電車に間に合う　
xont fleanakea on lab 仕事が夏休みに間に合う
xonviro  ［化学］複合タンパク　19:seren

xoninsa  ［ユマナ］繁体字　［レベル］６　19

xone  ［数学］偏差　［レベル］４　＠ 19　［語法］　母集団の平均値との差。偏
差は母集団内の個々の要素に対して定まるもの。平均の対。
xonealx  ［数学］偏差値　［レベル］４　19:seren

xom  ［格詞］［文頭純詞］それで、弱結果　［レベル］１　19:sonを弱めたもの　
loo:loo:pafet:tsuliso,alt
xob  ［名詞］リュック、リュックサック、バックパック　［レベル］３　lakta:
背中の袋
xoi  ［料理］味、風味　［レベル］２　13:赤 :xa　［文化］　一般的に薄味を好む。
味付けも香辛料を好み、塩やソースなどはあまり多用しない。香辛
料も決して多く入れることはない。味の中では辛い味を好む。香辛
料を使う機会が多く、比較的寒い地方が多いためである。また、健
康のために酸っぱいものも好まれる。甘いものはエネルギー補給の
目的で好まれる。塩はなくてはならないものであるが、取りすぎに
気をつけられる。尚、アンシャル料理はそもそも塩分が少ないので、
アンシャル料理を食べている分には塩分は気にならない。インサー
ル料理のほうが油や塩が多いため、気をつけられる。油は植物油が
好まれる。あまり大量に使わないように気を使う。　【用例】　xoi nea 
濃い味　xoi gank しつこい味、脂っぽい味　xoi atx{rat} おいしい味
　xoi zal 変な味
xoit  ［動詞］yulを味わう、味わう　［文末純詞］味覚での推量。～なようだ。
　［レベル］２　16:制 :xoi/tab

xoitnakl  ［生物］味覚　［レベル］４　21

xoitloz  ［料理］口内調味　［レベル］５　23　［文化］　凪人のように主食が米
と決まっている民族はするが、アルバザード人一般はしない。
xook  ［動詞］yulについて aと会話する、会話する、対話する、話し合う　［普
通動名詞］会話、対話、話し合い　［レベル］２　14:制 :互いに喋る　［語法］
　xookは雑談内容。xookelは雑談すること。　［文化］　会話は他人に聞
こえない声で話すのが礼儀。大声で話してはいけない。うるさいの
は日本やフランスや北欧同様無礼となる。　【用例】　xi dunex o xook, 
axte tabor tex l'et on a le veim kont sankes 夕食と雑談の後、アシュ

テはねっ転がって事件に関連する情報を調べていた。　son ar xiit 
xook du fil じゃあしばらく話でもしよう。　a ya. xink, an en siina 
xook onen vels alen les en xam mirokizm ul falis antes man gaato xook 
sod sen tov atta. ええ。まぁミロク革命や僕らの正義観に合わない人
と政治の話をするのはいさかいの種になるので好きではないのです。
　ka fatooalna, an xookat wain, seta e lanxel, alan wen al ifin o lifen 
le ra lanxel kok. 稽古上げで、町内の古老や若い人と祭のことや町の
歴史のことや社会のことについて話した。
xookkit  ［名詞］話の切り出し　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　用や
言いたいことがある人が切り出す。今は自分が話してよい場面であ
るという状態なら良いが、人が話している途中など、話してよい場
面でないときは嫌がられる。切り出すときは altoo,xink,neeなどと
いって切り出す。一対一の会話でも多数との会話でも使える。いず
れにせよそう言い出した人のほうを聞き手は見る。目上に向かって
切り出してはいけないということはない。言いたいことがあれば言
う。勿論、相手の機嫌が悪いときは黙っていることが良いときもある。
　【用例】　☆ an nat pels man jins vil ak nos fit xookkit. どう話を切り
出せばいいか分からず困った。
xookxax  ［名詞］演習、対話式講義　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

xooksinsol  ［名詞］トークショー　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

xookdaim  ［名詞］話の切り上げ　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　誰
かが話しているときは切り上げるのは話し手である。聞き手から切
り上げるのは失礼である。もし時間がなくて切り上げる場合は pent
と謝ってから切り上げればよい。話し手が自分の話題を切り上げる
分には問題ないが、会話そのものを切り上げるのは問題がありうる。
相手が次の話題を用意しているかもしれないので、勝手に会話を打
ち切るのは良くない。状況を見て判断する。相手が話したいような
ら切り上げずに相手が喋るかどうか見てから切り上げる。時間がな
ければ事情を話して切り上げる。お互いがタイムリミットを知って
いればより好都合である。タイムリミットが迫っていることを知ら
せて切り上げればよい。　エレベーターの中で会って話している場
合、目的の階に着いた時点がタイムリミットである。そのタイムリ
ミットがいつかは大体分かっているので、その階に着けばどちらと
もなく dooなどといって切り上げて別れる。エレベーターで切り上
げるときは目的の階に着いたら lukok, atuなどといって切り上げる。
「着いた」「ここです」という意味である。降りる人が a, atuなどとい
えば相手は son, dooという。降りる人も dooといって別れる。また、
友達や恋人と会っているときは an kolt fal ra（もう帰らなくちゃ）と
いって切り上げることがある。
xookab  ［名詞］話題　［レベル］３　19:melidia axte

xoel  ［名詞］［形容詞］偶然、まぐれ、奇遇、蓋然、蓋然性、偶々、偶、た
またま　［反意語］steil　［レベル］３　古 :xoel（偶然）　【用例】　xoel tin 著
しい偶然、奇跡的な偶然　an aktat la xoelel. 偶然彼に会った。
xe  ［代詞］何か、誰か。特定の指示代詞。　［レベル］１　13:恣意　【用例】　
xe et saak on tu a. これって何か引っかかるんだよな。
xet  ［名詞］迷惑、悪い、面倒　［レベル］３　13:制 :xet（無用）:xatの対。
新の語義は制の enxに当たるもの。　［語法］　アルバザードは個人主
義だが、自分の自由を守るのと同様に、他人の自由も確保しようと
する。日本は個人主義を掲げて進んでいるが自己中主義になってい
る。アルバザード人は自分も他人も等しく個人と考え、どの自由も
確保しようとする。そのアルバザード人にとって xetという概念は非
常に重要である。xetは他人の個人主義の侵害を意味する。日本人が
言う「迷惑」などにあたるが、文化的に意味が違う。日本人は恥の
文化やウチソトの文化から迷惑と感じるが、アルバザード人は個性
の侵害という文化から迷惑と感じる。　日本人が「いや、それは悪
いからいいよ」とか「迷惑でしょう？」という場合、アルカでは xet
という。　【成句】　silm tu de xet もしご迷惑でなければ　【用例】　tee
re, tu{an} et xet = tee, an sin xet. いいよ、悪いから
xets  ［法律］倫理、道徳、モラル、モラリティ　［レベル］３　19:sets:14:制 :
語源クミールが無礼を怒るときにいう言葉 xett!（なんて無礼な！）。
その語の真の意味は不明だが、｢貴方は道徳に反している。改善な
さい ｣という意味だろう。　［文化］　先に結論を書くと、道徳は教え
るものではなく、常識として刷り込むものである。　道徳は教育に
おいて最も重視され、知育や体育よりも重視される。とはいえ、ア
ルバザードには「道徳」の授業がない。道徳は口で教えて子供が習
得するものではないと考えているためである。　「物を盗んではいけ
ない」と口で教えることは、まったく意味がない。聞く子供は始め
から盗まないし、盗む子供は始めからそのような説教に耳を傾けな
い。従ってこの手の説教はまったく効果がない。説教が効果的なの
は、罰が怖い場合か、たまたま子供が「あぁそうだな」と共感した
場合であり、共感しない子供には何を言っても意味がない。　では
アルバザードはどのように道徳教育をしているのだろうか。人が物
を盗まなくなるとしたら、それは誰も物を盗まないからである。盗
まないのが当たり前という環境が、最も教育効果がある。汚れた道
に物が捨てられやすいのと同じく、周りがしていることにはつられ
やすい。逆に、周りが当然しないことはしにくい。理屈よりもこち
らのほうが遥かに効果的である。　子供に礼を言わせるようにしつ
ける際も、子供に「礼を言いなさい」という必要はない。ただ黙っ
て大人がさも当然のように他人に礼を言えば良い。そうすれば自然
と子供はそれを真似る。道徳教育は口で行うものでなく、環境を作
ることで子供の脳内に「それが常識」と植えつけるのが、最も効果
的である。　ゆえにアルバザードでは、道徳的な環境を作ることを
徳育とし、ならびにその環境を破壊しようとする悪人を排除し罰す
ることを徳育とする。つまり、教師や大人が道徳的な環境を責任もっ
て作り、維持し、違反者を排他する。それにより、次世代に道徳が
受け継がれる。　もちろん、口頭による教育をしないわけではない。
日本と異なり教師も親も周りの大人も子供を注意するし、場合によっ
ては大人も大人を注意する。それが国民の義務であり、「注意して喧
嘩になるのは嫌だな」ではすまされない。喧嘩に自信がないのなら
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周りの民衆に協力を得る（たいてい協力してくれる国民性）か、警
察に通報するなりしてでも、悪人の排除に貢献する。
xetsfel  ［哲学］倫理学　［レベル］４　21　［文化］　dolmiyu

xetdia  ［医療］統合失調症、精神分裂病、統失、糖質　［レベル］５　19:「迷
惑な夢」。幻覚などをここでは diaとしている。迷惑なのは本人にとっ
てか周りにとってか分からないが、恐らく両方とも大変そうなので、
両方だろう。
xeta  ［名詞］ゴミ箱、ゴミ入れ、三角コーナー、ダストボックス　［レベル］
３　15:制 :xetkov（ゴミ箱）　【用例】　an vinsat vil madi as a xeta aluutel e. 
指輪をゴミ箱に捨てた覚えなんてないよ。
xeton  ［植物］楠、楠木、樟、くすのき　［レベル］４　20:lakta:xekt。xekt/on

xete  ［遊女］［文末純詞］sete　［レベル］４　21:sete

xetul  ［代詞］何か　［レベル］２　19

xetulet  ［代詞］誰かの　［レベル］２　19

xek  ［形容詞］特定の、定まった　［反意語］fik　［言語］定性　［レベル］４　
19:ridia:arbaxelt:xe
xekt  ［名詞］皺、しわ　［レベル］３　15:制 :xokt。15年に dikと交代させた。
　【用例】　sab tilat xekt. 服に皺が寄っていた。　sed xekt 皺を取る
xekta  ［植物］シナモン、にっき、ニッキ　［レベル］３　14:制 :lakta:xekt

xektaon  ［植物］肉桂、ネッケイ、シナモンの木　［レベル］４　17:制 :xektazom

xeks  ［形容詞］価値のない、無意味な、質の悪い　［反意語］ludix　［類義語］
xif　［レベル］３　16:制　［語法］　xeks

xekvante  ［言語］定冠詞　［反意語］fikvante　［レベル］４　21

xekmel  ［名詞］［形容詞］共時的な　［反意語］varmel　［レベル］５　19:ridia:arbax
elt
xekyuo  ［言語］定動詞　［レベル］５　20　［語法］　目的を持った動詞で、必
ず有界動詞。 　例えば「歩く」の場合、歩いて駅まで移動する場合は、
定動詞になる。 　スラブ語には定不定の違いが語彙レベルであるが、
日本語や英語やアルカにはない。 　定動詞の非単位動詞はアルカで
は迂言法で表現される。 　単位と非単位の区別はあらゆる動詞に存
在するが、定不定の区別は「歩く」や「書く」など、限られた動詞
にか存在しない。 
xeket  ［動詞］yulを aになりすませる、なりすます、成りすます、詐称する、
見せかける、みせかける、ふりをする、フリをする、振りをする　［普
通動名詞］なりすまし、成りすまし、詐称　［レベル］３　rd;/古 axettkettoで、
axekと同根。　23
xexe  ［名詞］何々、～、程度の分からないある程度の　［レベル］２　20:kal
ie:xe/xe
xes  ［名詞］ロボット　［レベル］３　ryuu:lakta

xen  ［動詞］yulを飲む、飲む、呑む　［類義語］nag　［反意語］kui　［rente］［動
詞］kui/xen。食べると飲む両方の意味に使う。　［レベル］２　sert　13:
制 :xen（飲む）:古 :sorn:xon（食べ物）　kuts:kuts:evrenx　［語法］　「お
茶でも飲みませんか」をアルカにどう訳すかという問題だが、そも
そも「お茶でも」と濁す表現が日本語的であって、アルカでは「お
茶飲みませんか」と言うほうが自然で、わざわざお茶の部分を濁す
という言語表現自体を英語と同じくしない。つまり、xen xiit fi 
ovaen ete?ではなく、xen xiit etek?が自然ということになる。　【用
例】　xen pita 薬を飲む。食べる薬もある。その場合は kui。
xenk  ［動詞］yulを編む、編む　［反意語］somt　［レベル］３　＠ 19　［文化］　
melp　【用例】　non fiansates amox eeta le xenkor xe kont rens yuu. 私
は姉が編み物をする横で、黙って座っていた。
xenknia  ［美容］三つあみ、みつあみ、三つ編み　［レベル］３　19

xenlor  ［生物］食道　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:嚥下する筒
xenlorfaiz  ［医療］食道炎　［レベル］４　19

xenlorpig  ［医療］食道がん　［レベル］４　19

xenam tiyemna  ［人名］シェナム＝ティイェムナ　語源不詳　［文化］　ギ
ルが花屋でバイトをしていたときの常連客だった少女。親の手伝い
で買いに来ていた。ギルに好意を持っており、ギルも可愛がっていた。
メル 11年ごろの話。準ハルマではないが、ギルを通してこちらの数
人と面識がある様子。
xenon  ［代詞］［mayu］あたしたち、あたしら、アタシら　［レベル］２　21:kli
iz:se/nonの弱化。
xenol  ［料理］飲み物、ドリンク　［レベル］３　rd;/　23

xenoan  ［代詞］［mayu］あたしたちの、あたしらの、アタシらの　［レベル］２
　21:kliiz:se/noanの弱化。
xener  ［名詞］飲み水、飲水、飲料水→ eria　［レベル］３　rd;/　23

xef  ［名詞］息、ブレス　［動詞］yulに息を吹く、吹く、吐く、手や蝋燭
や人に息をかけること。人にかける場合とはたとえば飲酒運転の取
り締まりで検査する場合である。　［類義語］torte　［レベル］２　sorn　［語法］
　若い女が男を誘惑するときに息を鼻に軽くかけるように話すため、
xef toa（鼻に息をかける）で誘惑するの婉曲用法。この誘惑は必ず
しもセックスに至らないが、おおむね至ることを含意する。　【成句】　
xef nene 誘惑する　xef t'arte アルテの吐息：天地開闢　【用例】　xef 
ruuf 荒い息　nag xef 息を呑む、息を飲む。驚きなどで。　la xef 
toa t'altian ant! あの子、私のカレを誘惑したのよ！
xefa  ［名詞］ふいご、フイゴ、鞴　［レベル］５　19:xef/fai

xem  ［動詞］yulを訪れる、訪れる、来訪する、訪問する、立ち寄る、見舞う、
たずねる、訪ねる　［普通動名詞］来訪、訪問、見舞い、お見舞い　［医療］
［動詞］yulに往診する　［レベル］３　14:制　参考 :sorn:xei｢ 訪れる ｣。元
は ｢月が満ちる ｣。古 :ruxiloketta（訪れる）　【用例】　an kalma xem la. 私
はよく彼の所に行く。　an xemat hacn man si ano. することがなかっ

たので友達の家に行った。
xemvals  ［医療］往診医　［レベル］５　21　［文化］　ival

xemp  ［植物］サフラン　［レベル］４　alakta:味のあるアヤメ
xeml  ［生物］脊髄　［レベル］４　19:xezo/meli

xemlzelo  ［生物］延髄　［レベル］４　19:脊髄の上にある脳の一部。日本語
にすると「脊髄脳」のような感じで、違和感を覚える。
xeman  ［名詞］来訪者　［レベル］３　22　【成句】　xeman silt 物見遊山
xed  ［格詞］～なしで　［反意語］ok　［レベル］１　19:melidia alis:制 xet（不要な）
　【用例】　xed tyu, non so sen yuu. あなたがいなければ私は何もでき
ないの。
xedra  ［普通動名詞］別居　［動詞］yulに xedと別居する、別居する。動詞
を raにしても xedraにしても意味は同じ。　［反意語］okra　［レベル］４　
rd;/　24　［文化］　・現実では　　セレンはリディアやメルらとの関係
について、「恋愛を長続きさせる方法は距離感だ」と述べ、「別居は
意外と良い」と述べた。
xedapt  ［名詞］呼び捨て　［レベル］３　rd;/　23　【用例】　la arat xedapt al an. 
彼は私を呼び捨てにした。
xeden  ［接続詞］xed。～なしの。　［レベル］２　21

xep  ［形容詞］困難な、難しい、大変な　［形容詞］低頻度な、起こりに
くい　［反意語］sof　［レベル］２　rd;me　sorn　kaya:kaya　【用例】　tu lei at 
xep tinka ento an isk vil tu. この本は難しすぎて読むことができな
かった。　tu yun xep a. そりゃ大変そうだな。　☆ tu at xep xel an 
jig tu lex nos ke ax az. 行くべきか止めるべきかを決めるのが難し
かった。　"xep nonno" 「難しいんだね」　tu et xep xel el fel parm
ren 日本語を学ぶのは難しい。　len alf et xep rak xalt an. やはり数
学は俺には難し過ぎる。
xeplivl  ［普通動名詞］難産　［レベル］３　rd;/　23

xepati  ［名詞］難易度　［レベル］３　21

xepaxt  ［形容詞］（anで）書きにくい、書きづらい　［動詞］yulを書くのが
難しい　［レベル］３　rd;/　24

xepisk  ［形容詞］（anで）読みにくい、読みづらい　［動詞］yulを難しく読
む、難儀して読む、難読する　［レベル］３　rd;/　24

xer  ［美容］化粧　［レベル］３　古　［文化］　アルバザードは薄化粧を好む。
男女共に行って良い。日常的に行う人もいるし、ここぞというとき
だけ行う人もいる。化粧の前後を見られるのは恥ずかしいので人前
ではしない。化粧は綺麗に見せるためという意味と、汚く見せない
ためという意味がある。かえって醜くなるような化粧はしない。　
化粧を人前でするのはきわめて恥ずかしいこと。すっぴんもなるべ
く見せたがらない→ xerins　【用例】　la si{alsabes} xer. 彼女はすっぴん
だ。
xerka  ［美容］化粧室　［婉曲］女子トイレ　［レベル］３　19:melidia axte

xerzekt  ［美容］ファンデーション　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

xerj  ［生物］薬指、環指　［レベル］２　19:xerji（化粧指）クリームや粉
を塗るときによく独立して使う。　sokukaji:
xerlaen  ［美容］パック、フェイシャルパック　［レベル］３　17:制
xeri  ［植物］ライチ、茘枝　［レベル］３　古 :xer（化粧）から。化粧品の
ような味と匂いがするといわれたことから。　［文化］　なぜか伝統的
に少女 (laz,mana)の性器の匂いの象徴になっている。　現実には「な
ぜか」ではないのだが、書くと問題があるので。on dia.
xerins  ［形容詞］恥知らずな、厚顔無恥　［レベル］３　22:xer/sins「化粧を
見せるような」
xeria  ［魔法］シェリア。水の高位白魔法。アミティ系の効果を持った
水をエリアといい、その水を作る魔法をシェリアという。水に魔法
を乗せるため効果は薄くなるが、保存が利く。セルメルまで飲み薬
として使った。rdでは使い手がいなくなり、まがい物だけが残った。
　［組み数字］５/１２　［レベル］４　21:eria

xez  ［生物］脊柱、脊椎、背骨　［文字］スパイン　［レベル］４　13:制 :xezoseho
から
xezl  ［生物］脊索　19:xez

xezlifal  ［生物］脊索動物門　22

xezo  ［名詞］軸、アクシス、アクシズ、アキシス、心棒　［言語］［文字］ア
クシス、軸　［レベル］３　sorn　seelzamo:seelzamo

xezo,fv  jol　seel/zamo

xezok  ［政治］本国　zg;xezo/kalte　24

xel  ［格詞］sol格の同格。～として。　［反意語］lex　［レベル］１　19:solの音
を人為的に変化させたもの。制アルカだと aleだが、新生アルカは開
音節が増えるので aで始めたくなかった　【用例】　tu et rat xel ti luna 
atu. 君が来るのはいいことだ。　an siina lu xel kaan. 私は父親として
彼女のことが好きだ。
xelt  ［天文］月　［名詞］こよみの月　［シェルト］月駒　［名詞］一枚目。バラン
スの取れた性能の役、物語の進行役。　［組み数字］８　［類義語］atiili、
dialiiva、cuuk、anjur、virtes、divelanx、lufet、velto、vexet、my
uxa、alj、duurga、tuvan、xante、leeve、viine、inje、faaxe、harxe、
cuuxe、velxe　［反意語］faal　［レベル］１　tm;xelt,f.han az axelt,f.xik　古 :ax
ett,xeltから。古では axettは月の意味で、xeltはゲームのシェルトのこ
と。　axelt,f xelt,fv(xelt,fは viine。tmから xeltで月を指すようにな
り、axeltが滅ぶ ):xelt:la xeliu（太陽が男。月光は魔法を回復し、魔法
は女なので la。シェルテスは関係ない）:akemi,alt　［語法］［文化］　アルカ
の中で最も類義語が多いのは恐らく月。次が男女あたりではないか。
　月はアシェットのシンボルだったため、アルカには類義語が多い。
la xeliuなどの外来語も入れればさらに増える。　【用例】　xelt foil 若
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い月（月相の値が小さい月）　xelt vandor non! 月が襲ってくる！　
xelt at nok vadel. 月が早く出た。　xelt at flip ati tin. 月がとても輝
いていた。　las noan vatl fan le xelt na, ol papa tak non sorel. パパが
抱っこしてくれれば、あのお月さまにも手が届くと思うの（luxia arb
azard）：紫亞による初めての詩作。
xelt,f  viine　saal;e

xeltkad  ［地球の国名］コモロ　19:アラビア語の月から
xeltxant  ［名詞］記念日から１月経ったプレゼント　［レベル］４　19

xelts,fv  nekt　xelt/so

xeltfont  ［天文］白道　［レベル］５　21

xeltmem  ［組み数字］シェルトサークル、八傑集、八大竜王、八神将、八
王子　［レベル］５　21　［文化］　rapalx

xeltditan  ［名詞］サラリーマン、月払いで賃金をもらう人→ labast　［レベル］
３　rd;xelt/dit/an「月ごとに金を得る人」　23
xeltratto  ［地球の国名］マレーシア　［レベル］６　19:国旗がアメリカに月を
足したよう
xeltlabast  ［名詞］月雇い労働者　［レベル］５　rd　23

xeltliifa  ［名詞］シェルトリーファ、星の中の月　［類義語］xelier　［レベル］
５　rd:ridia;/　23:ridia　［語法］［文化］　月が出る夜は星が隠れて見え
にくくなる。このことから大きな明るいものが出ると小さなものは
霞んでしまうことを xeltliifaという。クラスに一人美人がいて周り
が霞んでしまうような状態を xeltliifaといい、その美人のことを xelt
という。美人でなく偉人などにも使える。　【用例】　mirok et xelt e 
xeltliifa da. ミロクは星の中の月だ。
xeltloob  ［被服］カウボーイハット　rt;「月の帽子」　24　［文化］　日光を
遮る効果があることから月の帽子と言われた。
xeltluk  ［普通動名詞］月散歩　［レベル］３　19:melidia alis　［文化］　アルバザー
ドは月が好きである。また、夜の涼しげな空気が好きである。だか
ら夜は散歩に出ることが多い。だが、夜間の出歩きは危ないので住
人はなるべく公園を散歩する。集合住宅の場合、敷地内部に大きな
公園がある。ここには集合住宅内の連絡通路からのみ入ることがで
き、外からの進入はできない。住民はこの安全な公園を散歩して歩く。
そして涼しい空気と月の光を浴びて神に祈る。
xeltarj  ［名詞］魔導船、シェルタージュ　［レベル］５　19:velsarjから類推。
　［文化］　→ akkai　ルティアの海の底に眠っていた船。リュウが発掘し
た。velsarjより早くできた。船の形はしていない。
xeltalx  ［天文］月齢　［類義語］xelteel　［レベル］３　22　［文化］　xelteel

xeltis  ［天文］mirliifa　［組み数字］２/８　［レベル］４　lsd;xelts,fv レスティ
ルから見て隠れたように見える星　21
xeltia  ［地名］シェルティア、シェルティアの丘、月見台　［アクセント］xelt
iA　［レベル］６　f;axelt/i/ka「月を見るところ→月見台」　23　［文化］　ミ
ナカルモの近くにある小高い丘。見晴らしがよく、月がよく見える。
xeltial  ［名詞］月楼都　21;xelte/xial「衛星街」
xeltius  ［アイテム］シェルティウス、乙女のキッス、うちでのこづち、ダ
イエットフード　［組み数字］７/１２　［レベル］４　20:xelt/ixirius（月の
鏡）　［文化］　アシェックを解除する銀の鏡。rdでリディアとリュウ
が開発した。アシェックが中位であるのに対し解除のラルトが高位
であったため、アシェックによる被害が絶えなかった。どうにか解
除するアイテムが作れないものかと少女時代のリディアは研究した。
リディアは文献を読み漁り、満月の夜に湖のほとりに立っていたら
アシェックが解けたという症例に目をつけた。これはヴィルを大量
に含んだ月の光を湖が反射したことによるものではないかと考えた
リディアは、これをアイテム化できないかと考え、リュウに話をも
ちかけた。結果、月の光を蓄えた鏡があれば湖の症例と同じ効果を
持つのではないかということになった。そこでリディアはアルシア
で魔力を帯びた水を採取した。リュウは硝酸銀をリディアの持って
きた月光水に溶解させ、アンモニア水を加えて銀をアンモニア錯体
とした。この液体を銀液とする。次にホルマリンを月光水に溶解させ、
水酸化ナトリウムを加えて還元液を作った。この銀液と還元液によっ
て銀鏡反応が得られる。リュウはこれを用いて丸くカットしたガラ
スの片面に銀メッキを施し、月の光を帯びた鏡を作った。アシェッ
クのかかった相手をこの鏡で照らすことにより、アシェックが解け
る。実験室ではパールが銅やアルミニウムでも試した。アルミニウ
ムでも鏡が作れたが、アルミニウムは魔力の伝導率が悪いため、月
の魔力を内部に留保できなかった。銀を使うことで月の魔力を鏡に
封じ込めることができた。そこでリディアらはこの銀鏡を xeltiusと
し、民に配布した。これにより、アシェックによる被害は激減した。
ちなみに、使うと魔力が放出され、その衝撃で鏡にヒビが入る。　【成
句】　xeltius kaks 正真正銘→ silgius

xelto  ［娯楽］［シェルト］シェルト　［レベル］３　古 :xelto。xeltは月が語源。
正確には axet（月）からクミールが造語した xeltというものだが、セ
レンが xeltoと聞き間違え ･言い間違えたために xeltoという語形も
登場した。　［文化］　メル 8年から 9年末にかけてクミールとメルが
個人的な余興で作り出したゲーム。チェスや将棋に似る。上弦の月
と下弦の月とデームスの戦いを描いたので月という語を語源に取っ
た。将棋のような知的ゲームで、人気が高い。二人いればできるので、
カップルなどにも好評。伝統的なゲームで、奥が深い。アシェット
のメルによって考案されたもの。　　＜ルール＞　　http://
constructed-language.org/arka/images/xelto.pdf　　＜盤面の読
み方＞　　縦横の順に読む。soome-alsiaの順に読む。　　＜用語集
＞　　xelto シェルト　ele シェルト盤　soom 縦軸　alsia 横軸　xalka 
マス　slax 局面。棋譜における一手一手の盤面　seslax 棋譜　　arxe 
アルシェ側。先手　sorn ソーン側。後手　hacm 駒　lantis テームス
以外の駒　salantis 前衛の駒、歩　xilantis 後衛の駒　teems 永駒　alte
ems 回転した永駒　xelt 月駒　artan 魔駒　omi 扉駒　nim 色駒　

left 跳駒　hanoi 塔駒　pafi 橋駒　soma 斜駒　stent 十駒　hix 横
駒　has 縦駒　　ov 動かす、打つ　alsiafont 扉の軸移動　txif 取る。
駒を取ること　okke 随伴　ev テームスに張る　sed テームスから剥
がす　fut テームスの張り替え　kor 方向転換　katar チェック　hac
ma ハルマチェック　rsiila ルシーラチェック　soldes 詰み　toen 後
手の一矢　ito 勝ち点　fing フォーク。王手飛車取りなどの手法　
　＜古いブログの抜粋＞　　シェルト　＜シェルト概説書＞　
2003/03/27　＜シェルトとは＞　　将棋やチェスに似た２人用の対戦
パズルゲーム。駒を動かしていき、相手の月駒か４個の魔駒を取る
ことを目的とする。盤面は縦横７×７マス。両軍は駒を 14個ずつ持つ。
更にそれに特殊駒テームスを１個加えた計 29個でゲームは展開され
る　　両軍とは即ちアルシェとソーンを象徴し、アルシェのランティ
ス 14名とソーンのランティス 14名が戦うため、シェルトは政治的・
思想的色彩を帯びたゲームである　＜シェルトの起源と現在に至る
までの推移＞　　シェルトの起源と推移をセレンのアンクノットか
ら抜粋する　「シェルトはクミールさんとメルが作ったゲームだ。基
はチェスを拡大したゲームだったそうで、名前も「拡張チェス（kaitx
es）」だった。1997年のことだ。11*11マスで、チェスより大きかった。
俺はこの時点で１度やったことがある。　　その後、彼女達はルー
ルを変えていったわけだ。第三勢力の駒という概念を編み出したり
もした。序盤は定石手を組むだけと悟ったので、定石手が短くなる
ように、マスを削っていった。　最終的には７*７マスになった。98
年夏である。この時点で味方の持ち駒が 14になり、敵合わせて 28と
なった。そこでクミールの「何だかアシェットみたいだ」というつ
ぶやき起こり、それがきっかけで、メルが王を指して「じゃあ、こ
れはお兄ちゃんね」といった。つまり俺のことだ。するとクミール
が「じゃあ、こっちの王は私なのね」といったそうだ。　そしてそ
のことを皮切りに、メルは「じゃあ、これがメルで、こっちはお姉ちゃ
んで…ルージュはムカつくから一番メルから遠いところで…」など
と勝手に駒に名を当てはめて言った。クミールも真似をして使徒全
員分の名を付けた。98秋頃のことだそうだ（これはあまり確証がな
いらしいが、この年のメルの誕生日前には俺が知っていたので、少
なくともそれより前だから秋口だろうということ）　そしてアシェッ
トの名の全てが当てはまり、第三勢力はテームスという名になった。
　同時期に、テームスの能力を変更。テームスは王と同じ動きをす
る駒だったが（シェルト創世記にはマスが広かったので全方向２マ
スが移動範囲だった）、千日手になるので「張り」の概念をメルが導
入した。　99年になると、テームスが倒せないというルールがまず
いということで、テームスは倒せないものの張っている駒は落とせ
るというルールに変わった。　また、セレンは今メルに聞いて確認
していないので詳しくは知らないが、テームスを取った際は「取っ
た駒が行きうるマスの中で尤もテームスに近い駒に置く」というルー
ルになったとメルから聞いた気がする。だが、更にその後「テーム
スを取るときはテームスを取った駒とテームスの居た位置を交換す
る」というルールになったというようなことを聞いた気がする。多分、
いつのまにか変わっていたのだろう　97年にテームスの存在と将棋
と違って張れないというルールに対処するために、飛車角がなくて
も負けるというハルマチェックを導入。　97年に歩の能力に個別差
を設けたことにより、歩兵の能力を活かすために随伴のルールを取
り入れる　99年には直歩は一番奥にいくと１歩下がれるというルー
ルも導入したと思われる　99年にセレンはシェルトをアルカ文化と
認定、これを広める。使徒に広めれば確実に文化として残る。個人
的に今のところは好きなゲームではないが、その価値は認めていた
つもりだ。だから文化として認定し、みんなにアルカ教養というこ
とで強要した。　駒の種類は９種なのに駒の名が 29もあるというこ
とと、自分が実名で出ているので複雑な気分だろいうことがイヤで
あまりやらなかったが、みんなにはそこそこ好評だった。しかし「慣
れれば面白そうだが、あまりやる気が起こらない」という意見が多
かった。原因は「アンシャンテじゃやりづらいし、アンシャンテを使っ
てやるほどのことではないだろう」とのこと。ごもっとも。　当の
クミールさんはメルに勝てないという理由でアークパズルを好んだ
し、メルもメルでクミールさんを気にしてあまり遊べなかったらし
い。それが可哀想でみんなに広めたっていう俺の気持ちはわかった
くれたみたいだし、クミールさんも自分の考えを優遇して文化認定
したということに気付いてくれたみたいだし、みんなも「総じて面
白い」といってくれたし、政策としては良かったな」　　シェルトの
駒が使徒を表わすようになった以上、最後の使徒ルージュ＝エルム
＝オキニス＝ミディート＝ガストラ（マージ名）は既に 98年秋に仲
間になっているはずだが、調べてみると確かにセレンには 98/9/8に
紹介されている。更に、ソーンの最後の使徒であるクノンが向こう
の仲間になったのは、記録によると 98/11/8とある。なるほど、やは
りシェルトがアシェットの抗争を描き始めたのはこの頃のようだ　
　尚、シェルトはメルが「飽きた」との理由で、それから殆ど発展
しなかったが、2002年にセレンが再度掘り出してから、一応の変化
があった。それでもセレン自体がシェルトをあまり好んでいなかっ
たため、変化らしい変化はなかった。ところが 2003/3/26の sidevにフゥ
シカがこのままではシェルトが滅ぶと考え、復興させるようにと主
張した。フゥシカは歩に方向性を持たせることを提案した。セレン
はそれを受け、更に飛車と角の位置を交換した。更に同日にアルシェ
を先手と決め、直歩（ちょくふ）と呼んでいた塔駒を後ろにもいけ
るようにし、前歩（まえふ）と呼んでいた縦駒も後ろにいけるよう
にした。加えて、アルシェ側の駒の位置を現在の位置に変更した　
＜シェルト盤＞　　シェルトは７×７マスの盤上で行われる。シェル
トは駒の配置が月を挟んで正確に左右対称なため、縦の列・横の列
ともに独自の名前がついている。以下に述べる　縦の列 sam：縦の列
は後衛の初期配置が語源になっている。色駒がある盤上両端の列を
色列 nimsam、同じく跳駒の列を跳列 lufsam、扉駒の列を扉列 omisam、
月駒の列を月列 xeltosamという。また、月列以外は左右に１つずつ同
名の列があるため、これらを区別する際は「右の色列 nimsam e pa」
のようにいう　横の列 sim：両軍の駒の配置はチェスのように前衛と
後衛からなる。そのため、前衛を sasim、後衛を sisimという。前衛の
１段前の列は何も駒が置かれていないので、空列 meblsimという。ま
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た、空列の前の列、即ちテームスがある列は永列 teemssimという。尚、
永列以外の列はアルシェ・ソーンごとに１つずつ存在する。そのため、
必要があれば「アルシェの後列 sisim e arxe」のように呼んで区別す
る　＜シェルトの駒＞　　シェルトの駒はテームスを含めて 29個で
あり、それぞれランティスの実名が付けられている。但し、駒の種
類としては 11種類であり、駒の総数の半分にも満たない　１：xelt月
駒（つきごま）：セレン。クミール：王に当たる　２：nim色駒（い
ろごま）：ラルドゥラ、リュウ。ラヴァ、エンナ：飛車に当たる　３：
omi扉駒（とびらごま）：リディア、メル。ピネナ、エケトネ：角に
当たる　４：left跳駒（とびごま）：オヴィ、クリス。ネーネ、リーネ：
ナイトに当たる　５：hanoi塔駒（とうごま）：ファーヴァ。ンムト：
前後２マス以内に行ける　６：pafi橋駒（はしごま）：塔駒が方向転
換したもの。左右２マス以内に行ける　７：soi斜駒（ななめごま）：
ザナ、ミルフ。クノン、アッシュ：斜めに１マス行ける　８：soa十
駒（じゅうごま）：斜駒が方向転換したもの。前後左右に１マス行け
る　９：his横駒（よこごま）：ギル、フルミネア。レレゾナ、ジール：
左右に１マス行ける。方向転換すると縦駒になる　10：has縦駒（た
てごま）：ルージュ、パール。リナ、ウムトナ：前後に１マス行ける。
方向転換すると横駒になる　11：teems永駒（ながこま）：テームス：
相手と共有して使う特殊駒。詳細は後述。これが方向転換したもの
を eteems久駒（ひさごま）という　　尚、色と扉を総称で魔駒（ま
ごま）と呼ぶ。メル・リディア・リュウらがウィザードと呼ばれて
いたことに起因する命名である　　その他、駒の語源であるが、ま
ず月は月司ルシーラから。永は永遠を表わすテームスから。他は全
て移動範囲が語源になっている。縦横斜十は文字通り。塔は前後２
マスという移動範囲が高い塔のように見えることから。また、橋は
左右２マスに行けるという移動範囲が橋のように見えることから。
跳はマスを飛び越えて動くことから。扉は古アルカで扉を意味する
homyuが「×」の字形で、これが扉駒の移動範囲を示すことから。そ
して色は古アルカで色を意味する nimが「十」という字で、この字
が色駒の移動範囲を示すことからそうセレンが名付けた　＜駒の初
期配置＞　　チェスにおける並べ方に酷似している。自軍は前衛と
後衛の２列に分かれる　　以下に２列の並びを示す　縦・横・斜・塔・
斜・横・縦　色・跳・扉・月・扉・跳・色　　自軍の並びは以上の
ようになる。敵軍はチェスと同じく、自軍と反対側に上記と同じ並
び方で並ぶ。また、盤の中心にテームスが配置される　＜前衛の方
向転換＞　　前衛駒は方向転換という機能を持っている。方向は縦
横の２方向あり、１ターンかけて方向を変えることができる　　例
えば縦は前後１マス行けるが、これが方向転換すると左右１マスに
いけるようになる。これは横と同じであるから、縦は方向転換する
と横になることができるということである。勿論、１度方向転換し
たものをまた後のターンで再度方向転換して元に戻ることもできる
　　縦は方向転換すれば横になるし、それは可逆だが、斜などは方
向転換すると一風変わった駒になる。斜を方向転換すると前後左右
に１マスいける駒になり、これは他のどれとも違う駒である。これ
を十駒という。同じく、塔を方向転換すると左右２マス以内にいけ
る駒が生まれる。これも独特なため、特別に橋駒といわれる。無論、
十や橋は再度方向転換して斜や塔に戻ることができる　　但し、４
回連続で方向転換をした場合、悪質な千日手として負けとする　＜
前衛の随伴＞　　チェスなどと違ってシェルトの前衛は思うように
進めないことがある。例えば横は前に進めず、攻撃力に問題がある。
そこで前衛を強化させるためのルールが随伴である　　例えば縦の
右に横がいるとしよう。初期位置では例えばパールの右にフルミネ
アがいるので、正にこの状態である。フルミネアは横なので前進す
ることはできない。一方パールは縦なので前進可能だ。そこでパー
ルが前進する際にフルミネアを一緒に連れていくことができる。こ
れが随伴である　　随伴は前衛駒、即ち縦・横・斜 (十 )・塔 (橋 )
が使うことができる能力で、ゲーム中に何度使っても良い。但し、
随伴の成立にはいくつかの条件がある。以下に条件を示す　１：随
伴する相手と隣接していなければならない。従って、初期状態でパー
ルと共にミルフを前進させることはできない　２：随伴相手は前衛
でなければならない。例えば縦で色を随伴させることはできない　
３：随伴相手が移動する場所は空白でなければならない。例えばパー
ルの右にフルミネアがいて、フルミネアの前に敵がいる場合、パー
ルはフルミネアを随伴して前に行くことはできない　４：攻撃と同
時に随伴はできない。例えばパールの右にフルミネアがいて、パー
ルの前に敵がいる場合、パールはこの敵を攻撃しながらフルミネア
を随伴させることはできない　５：随伴者がそもそも行けない場所
に連れ立った随伴はできない。例えば、パールの右にフルミネアが
いて、パールの前にクリスがいる場合、パールはクリスが邪魔で前
に行けないので、当然随伴は成立しない　６：行きたい場所と随伴
相手の場所が同じ場合は随伴できない。これは５を正しく解釈すれ
ば言わずもがなのことである。例えば、パールの前にフルミネアが
いる場合、パールはフルミネアを随伴して後ろに行くことはできる。
しかし逆に前に行くことはできない。パールが行こうとする場所は
フルミネアがいるので、そもそも随伴者が移動できないためだ。こ
れを随伴させるというのはフルミネアを後ろから前に突き飛ばした
ということに等しい。が、それはもはや押しのけであって随伴では
ないため、そういう場合、随伴はできない　＜随伴における勘違い
＞　１：随伴においてよく勘違いされることがある。横駒の随伴だ。
横駒の右に前衛がいるときに横駒と前衛を左に進めようとする誤り
が多い。が、これは不可能だ。縦駒の後ろに前衛がいるのに随伴し
て前進させるということが不可能だというのと同じだ。不思議と縦
駒の場合は勘違いが少ないのに、横駒の場合は勘違いが多い。そう
いう場合セレンはシェルト盤を横から見させて横駒を縦駒だと考え
させて随伴不可能だということを説明することになる。横駒が随伴
できるのは例えば横駒の前に前衛がいるような場合である　２：随
伴しながら敵を倒せるという勘違いも多い。が、随伴と攻撃は同時
にできない。それは随伴者も被随伴者も同様である　＜テームス＞
　　テームスは自分と相手が共有する駒で、唯一の第３勢力である。
テームスは初期状態のままでは只の障害物に過ぎないが、取った相
手の駒を張ることによって、張った駒と同じ能力を持つことができ

る。「張る」ためには盤のすぐ横に張りたい駒を置いて張ったことを
相手に分からせれば良い　　例えば敵のエケトネを取っている状態
で、テームスにエケトネを張れば、テームスはエケトネと同じ能力
を持った駒、即ち扉駒と同じ機能を持つようになる。尤も、張りと
いう行為は１ターンを要するため、テームスを動かせるのは次のター
ンからになる。しかし、エケトネを張った瞬間にテームスは扉の能
力を持つので、攻撃範囲に敵の月か最後の魔がいれば、自動的に
チェックになる　＜テームスを取った場合＞　　ところで、エケト
ネを張ったは良いが、その直後に来る敵の番でテームスが取られた
場合はどうなるか？テームスを倒したと考え、盤上から退場させる
のだろうか。いや違う。その場合、テームスを取った駒が元々いた
場所とテームスとを交換するだけである。但し、張っていたエケト
ネは消費したものとしてテームスの張りから外さねばならない。そ
の上、エケトネはもう２度と張ることができなくなるので注意が必
要だ　　要するに、ラシェットの思想通り、「テームスは倒せない」
のである。テームスを取ってもテームスは移動するだけで、張って
いた駒が倒されるだけである。テームス自体はどうやっても倒せな
い　＜テームスで敵を取った場合＞　　テームスで敵を取った場合、
テームスに張っていた駒は消費したものとして外さねばならない。
また、その駒は２度と張ることができない。もう１度テームスを使
いたいときは新たに何らかの駒を張るしかない　＜自分も敵もテー
ムスに何かを張っていた場合＞　　ここがシェルトの醍醐味の１つ
でもあるが、そういう場合も出てくる。例えば、自分がテームスに
エケトネを張り、相手がテームスにクリスを張ったという場合だ。
この場合、自分のターンであればテームスを扉として動かすことが
できる。逆に敵のターンであれば敵はテームスを跳として動かすこ
とができる　　例えば今は自分の番で、テームスを扉として動かし
た場合、テームスの移動場所は十分に気をつけねばならない。相手
はテームスを跳として使えるのだから、跳が自分の月を狙えるよう
な場所にテームスを持っていってはならないのである。つまり、テー
ムスに両者が何かを張っているときは、相手が何を張っているのか
に十分注意しなければならないということである　＜テームスから
の戻し＞　　テームスに張っている駒を戻すことは可能である。戻
しも張りと同じく１ターンかかる。　そんなことに何の意味がある
と思うかもしれないが、戦術の１つである　　テームスに何かを張っ
ている場合、テームスは取られてしまうが、こちらがテームスに何
も張っていなければ相手はテームスを攻撃できない。そこで、守り
たい駒をテームスの後ろに隠しておくという戦術が成り立つ。つま
り、テームスを壁として利用するのである　　尚、テームスから戻
した駒は消費されたとは考えないので、再び張ることができる　＜
テームスへの張替え＞　　現在テームスに張っている駒が気に喰わ
なければ、手持ちの別の駒に張り替えることができる。張り替えた
駒も戻した駒と同じく消費とは見なされないため、後でまた張るこ
とができる。尚、これにも１ターンかかる　＜テームスの方向転換
＞　　テームスに前衛を張っているときのみ、テームスの方向を変
えることができる。相手もテームスに前衛を張っている場合、自分
の前衛の性質が変わると同時に相手の駒の性質をも変えることがで
きる。尚、テームスが方向転換したものをエテームスと呼ぶ　＜扉
の軸移動＞　　扉は左右１マスに軸移動できる。これは単なる移動
なので、攻撃は行えない。つまり、左右が空白でない限りは移動で
きない　　また、そこを動かなければ次の１手で敵に取られる状況
にある扉も軸移動できない。つまり、扉はチェックされている状態
においては軸移動を使ってチェックを回避することはできないとい
うことである　　シェルトはチェスと違って横マスの数が奇数なの
で、ビショップと違って決して行けないマスが存在してしまう。そ
こで扉の軸移動が採用された　＜座標の読上＞　　シェルト盤の列
には縦横 14列それぞれに名前が付いているが、この名前は煩雑なの
で、実際にシェルトをやっているときに座標を読み上げるには不便
だ。例えばゲーム開始時にパールが前に進んだら、例えば nimsam e 
pi,meblsim e arxe,paalというように読み上げなければならず、非常に
長い。そこで読み上げの際はふつう幻字と数字を組み合わせて読む
ようにする　　縦の列は幻字で出来ており、横の列は数字で出来て
いる。幻字は左から tes, ket, xal, sol, nim, vin, foxと読み、数字はア
ルシェ側から順に ko,ta,vi,va,le,ki,noと読む。従って、始めにセレンが
いる段が１段であり、クミールがいる段が７段である。また、読み
上げの際は縦の列・横の列・駒の順で読み上げる。よって、初期配
置におけるパールの位置は tes,taであり、これが１歩進むと tes,vi,pal
と読み上げられる　　また、敵の駒を取った場合の読み上げは、ふ
つうの読み上げに続いて取った駒の名前を読み上げる。例えばパー
ルが前進していって初期位置のリナを取った場合、tes,ki,pal,dinと読
み上げられる。この後リナの後ろにいたラヴァがパールを取ったと
すると、座標は同じであるため、座標部分は kakと読み上げられる。従っ
てこの場合、kak,rav,palとなる　　更に、前衛が方向転換した場合、駒
の後に駒の能力名を添える。ミルフが初期位置で方向転換した場合、
xal,ta,milf,pafiと読む。その後ミルフが再度方向転換した場合、xal,ta,m
ilf,hanoiと読む　　加えて、随伴した場合、随伴者の分と被随伴者
の分を読み上げる。初期位置でパールがフルミネアを連れて前に進
んだ場合、tes,vi,pal ann ket,vi,fulと読む　＜先手後手＞　　先手は
必ずアルシェ側である。後手は必ずソーン側である　　どちらがア
ルシェをプレイするかを決める振り駒のようなシステムがシェルト
にはある。駒がサイコロ状のときは任意の駒を３つ投げて、どれか
１つでも幻字面が上を向けば、投げた人がアルシェを担当する。また、
駒がコインのように裏表しかない場合は任意の駒を投げて表（幻字
面）が出たら、その人がアルシェを担当する　＜勝敗条件＞　　勝
敗条件は２つある。１つは月を取ること。もう１つは４個の魔を全
て取ること。通常、シェルトは月が取られることがないため、十中
八九後者のやり方で終わる。後者で勝った場合、残った自分の魔の
数が多いほど高得点になる　　勝った以上、魔は最低１個はある筈
だ。逆に、魔を１個も失わずに勝った場合、魔は４個残っているこ
とになる。つまり魔の変域は１から４であり、残った数がそのまま
点数になる。つまり、最低で１点、最高で４点である　　ただ、そ
もそもシェルトは消耗戦的色彩が強いため、魔を１個も失わずに勝
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つということは考えにくい。では高得点を取るにはどうすれば良い
か？それには月を取れば良い。月を取って勝った場合は自分の魔が
いくつ残っていようと４点貰えるのだ。たとえ魔が残り１個でも等
しく４点である　＜最後の手が月手魔取だった場合＞　　将棋でい
うところの王手飛車とりで詰んだような状況であるが、この場合、
月が取られたとは考えず、魔が取られたと考える。なぜなら配点を
考えると当然、月を生かして魔を捨てるはずだからである　　逆に、
詰ませた側は、そこでゲームを終わらせずに続行することもできる。
月を徹底的に追って詰ませる自信があるならば、魔で詰ませるのは
配点の関係上、得策ではないからである　＜ランティスの名前と能
力の対応表＞　　アルシェ　　：　　ソーン　１：リディア扉　　：
15　ラヴァ色　２：オヴィ跳　　　：16　ウムトナ縦　３：クリス跳
　　　：17　リーネ跳　４：ギル横　　　　：18　レレゾナ横　５：
フルミネア横　：19　ジール横　６：リュウ色　　　：20　リナ縦　
７：メル扉　　　　：21　エケトネ扉　８：ラルドゥラ色　：22　エ
ンナ色　９：ザナ斜　　　　：23　アッシュ斜　10：パール縦　　　：
24　ネーネ跳　11：ミルフ斜　　　：25　ピネナ扉　12：ファーヴァ塔
　：26　ンムト塔　13：ルージュ縦　　：27　クノン斜　14：セレン
月　　　：28　クミール月　＜駒の並べ方＞　　駒の名前を使って並
べ方を示す。以下はアルシェ側から見た図である。尚、アルシェ側
の場合、このように左がパールとリュウになる

ラヴァ ネーネ ピネナ クミール エケトネ リーネ エンナ
リナ レレゾナ クノン ンムト アッシュ ジール ウムトナ
　 テームス

パール フルミネア ミルフ ファーヴァ ザナ ギル ルージュ
リュウ クリス メル セレン リディア オヴィ ラルドゥラ

　＜シェルト特殊用語＞　シェルト盤：xeltoele：シェルトを行う盤の
こと。７×７マスで出来ている　マス：kis：シェルト盤に設けられた
49升の升目のこと　張る：yol：取った敵の駒の能力をテームスに与
えること　テームス：teems：駒を張ることによって使うことのでき
る駒。敵と共有する　ランティス：lantis：テームス以外の駒　ハルム：
hacm：駒の総称　詰む：vist：負ける　方向転換：ker：前衛が方向
を変えて能力を変えること　＜メルの承認＞　　シェルト作成者で
あるメルに、セレンらが勝手に変更した方向システムやらの内容を
伝えたところ、「いいんじゃない？面白そうだし」と容易く承認した。
ただ、「色と扉を変えたのね。それって昔の体系に戻しただけじゃな
い。詰まるから面白くないんだよなぁ」と言っていたことが気になっ
た。セレンがフゥシカに教えたものはメルが作ったシェルトの旧版
で、そこでは角が端に来ていた。新版の配置はセレンが覚えていな
かったため、現在のシェルトは旧版を改良したものになってしまっ
た。また、セレンは変更点を伝えたが、メルは次のルールを承認し
なかったので削除した　＜後手の一矢＞　　シェルトや将棋のよう
なゲームはどうしても後手が若干不利である。そこで、後手だけに
与えられた特殊ルールがある。後手は詰みの状態になってもあと１
手だけ動かすことができる。例えば敵の攻撃で月手魔取になった場
合、次の敵のターンで自分の月が取られたとする。普通はそこでゲー
ム終了だが、残った何らかの駒で相手の月か最後の魔を取ることが
できれば引き分けに持っていくことができる。これを後手の一矢と
いい、ソーンにだけ認められた特権である　　メルは「このルール
は強すぎるので認められない。その代わり先手と後手を入れ替えた
２番勝負を原則とした方が面白い」と言った。作成者であるメルの
言葉であるから尊重して、セレンはこのルールを引き下げた　　　
以上、シェルトの説明です。samなど、いくつかの単語が現在のもの
と違っているので、少し注意が要ります。これは samtのことです。　
下の画像は駒と画像です。布の画像は埃避けですが、駒の初期配置
を一々覚えなくても済む便利な道具でもあります。
xeltoele  ［シェルト］シェルト盤　［レベル］４　rd;/　23

xelte  ［天文］衛星　［レベル］４　14:制 :古 :xelt(月 )から ,月が地球の衛星
であることからの結びつき
xelteteik  ［名詞］衛星放送　［レベル］５　14:制 :衛星のテレビ
xeltes  ［悪魔］シェルテス　［天文］月の影　［レベル］４　meltia 0:xeltes;axe
lt/teems「月の悪魔」　ridia:古 :axettteems（月の悪魔）　［文化］　月の悪
魔。ウズと同じように狼の姿をした獰猛な悪魔。霊界を荒らして回る。
月を支配するドゥルガとヴィーネによって月に封じられたが、その
封印の効果は両者が協力できる満月の夜に限る。シェルテスは封印
の解かれた夜は霊界を荒らしまわり、満月時に再び月に封じ込めら
れると、今度は自分の姿を見る者に破壊の衝動を与え、破壊欲を満
たす。このようにして人は満月の夜に凶暴になるのである。　シェ
ルテスは満月前後の夜は封印されており、アルカでは月にはこの悪
魔シェルテスが住んでいると考えられている。日本では兎、西洋で
は蟹などということが多いが、アルカでは悪魔が封印されている。
　月を司る。
xeltem  ［生物］亜門　［言語］語派　［レベル］５　rd;xelte/main　22　［文化］　
ruma
xelteel  ［天文］月相　［類義語］xeltalx　［レベル］４　22:「月の顔」　［文化］　月
の満ち欠け３６０度を２８で割った数値。３６０／２８は循環小数
なので、１月相当たりの角度は綺麗な整数にならない。　広義の月
相は８段階あり、８段階で月相２８なので、１段階ごとに月相３．５
ずつ進む。　月齢と概ね重なるが一致しない。組み数字の８は月相
を使う。アルバザードでは太陰暦は滅んでいるため、月齢より月相
を日常的に使う。　　月の名：角度　myuxa: 0　alj: 3.5　duurga: 7.0
　tuvan: 10.5　xante: 14.0　leeve: 17.5　viine: 21.0　inje: 24.5　　
なお、狭義の月相、より細かい月相は別表の通りである。
xelk  ［動詞］yulを散歩する、散歩する　［普通動名詞］散歩、月散歩→ xeltl
uk　［レベル］２　19:古 :xeltluk（月散歩）　［文化］　散歩は自転車以上に好
まれるスポーツであると同時に余暇の過ごし方でもある。ぶらっと
街や公園を歩き、近くにいる人に声をかけたりして過ごす。しばら

く歩くとベンチで休んだり、カフェに入ってゆったりする。ベンチ
で本を読んだりする。こういった時間の使い方がアルバザードだと
典型的な幸福とみなされる。　【用例】　alis arat xelk ok sae ka arnamana. 
アリスはアルナ大で紗枝と散歩をした。　☆ an xelkat lax mol esk. 雨
の中を一人で歩きたかった：雨の中は mol esk。　an xelkat tant xi du
nex. 夕食の後に外を散歩した：この tantは集合住宅の庭。
xelsikle  ［弓道］射法八節　rd;xeliu/siklet「月の弓」　22　［文化］　leivent
　altの弓道における射法八節のこと。rdで lt経由でユベールに取り
入れられたため、lt起源になっている。　myuxa:足踏み　alj:胴造り
　duurga:弓構え　tuvan:打ち起こし、打起こし　xante:引き分け　le
eve:会　viine:離れ　inje:残心、残身
xelver  ［魔法］崩月、崩月現象　［レベル］６　21:xelt/vern　［文化］　dolmi
yu
xelf  ［形容詞］ちょうど良い、グッドタイミングな、丁度良い、時機だ　［反
意語］alxelf　［レベル］３　19:古 :xeltfu（月が許せば）。月が出ていると
月散歩がしやすくなることから、月が許せば＝時機のよいに。
xelfal  ［名詞］タイミング　［レベル］３　20:xelf/alxelf

xelfi  ［天文］つきのひかり、月の光、月光、月の明かり、月のあかり
　［レベル］３　19:制では xelp。xelt/paa（月光）。制の xelpをクミール風
に xelfにし、アシェルフィとの音の類推で母音を追加した。　【用例】
　non yu xelfi. 月光浴をする。
xelm  ［名詞］夜。太陽が出てない時間帯の総称。　［形容詞］夜の　［反意語］
falim　［レベル］２　19:xeltim（つきの時間）　【成句】　i falim a xelm 朝か
ら晩まで。一日中
xelmterk  ［普通動名詞］夜間外出、夜間徘徊　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt　［文
化］　ミロク革命で以下のような案があった。　法で夜間徘徊は禁じ
られているため、仕事は朝行って夜前に帰らなければならない。０
時から５時の間は外出しない。１９時から２４時の間は外出しない。
ルージュの月、ディアセルを含んだ前後１４日（計５７日間）は終
日外出を認める。夏は２１時までの外出を認める。ただし子供は大
人同伴の上。ワッカ以南は２０時まで。　　しかし経済活動の妨げ
となることから数年で廃案。ただし未成年を保護するという観点は
残された。　具体的にはアルバザードの学齢でいうところの小中学
生は夜６時以降の外出を禁ずる。高校生（１０～１４歳）は部活が
あるので８時まで。→ felki　前期大学生は１０時までで、後期大学
生になると未成年だが解禁される。　なお、制限された時間であっ
ても保護者同伴や特別な事情があれば構わない。
xelmterkxin  ［法律］夜間外出禁止令　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt　［文化］
　→ xelmterk　未成年者保護の観点から設置されている。ルージュや
ディアセル前後は免除される。
xelmrsiilxin  ［法律］夜間営業禁止法　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt　［文化］
　かつてミロク革命で制定しようとした法で、夜間の営業を禁じた
もの。夜にやっているのは病院や警察や例外的な夜間労働者のため
の店のみ。　しかし経済的に見て現実的でないため、数年で廃止さ
れた。酒場や風俗街などは主に夜に営業している。
xelmjan  ［名詞］夜空　［レベル］３　rd;/　24

xelman  ［名詞］夜型人間　［生物］夜行性　［レベル］４　19
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xelmixta  ［名詞］夜景　［レベル］３　rd;/　23

xelj  ［名詞］月夜　［レベル］３　19:seren:xeltjan　【用例】　filan myun xax a 
non yul el kor sen xelj tatta kern az. 誰か教えてください ,翼がな
くても月夜に飛べますか（初音ミク）
xell  ［組み数字］３/１０　［哲学］慈　［医療］胃　［歳時記］戊、つちのえ　［レベ
ル］４　rd;xell,szl　21　::lu xell

xell,szl  xili　xili.l

xellkan  ［生物］［医療］胃経　szl;/　24

xelan  ［代詞］誰か　［レベル］２　19

xelant  ［代詞］誰かの　［レベル］２　19

xelazard  ［地名］シェラザード、シェラザード市　［レベル］４　rd;xelt/arb
azard「月の見えるアルバザード。月見台」　24　［文化］　レスティル県
の市。アヴァンシアンの所在地。
xelis  ［代詞］［rente］私たち。女性敬体。　［レベル］２　21:ridia:se/liiz（矮
小な集まり）の弱化。
xelii  ［人名］シェリー　［組み数字］６/１３　［天文］シェリー座　［レベル］３
　先 :ano:lilin　［人名］　第４期３代ソーン第６使徒。アノが付けた使
徒としてのコードネームで、本名は不明。
xeliibolt  ［経済］シェリーボルト、産業革命　［レベル］４　19:ilmus:ridia:
「シェリー＝アルテームスの槌」
xelii alteems  ［人名］シェリー＝アルテームス　［レベル］４　19:ilmus:rid
ia　［文化］　(mel 63→ 121)ナディア期、アルバザード出身の機械技師お
よび科学者。男性。メル９８年、産業革命をアルバザードにもたら
した。その功績を称え、開発省長官となる。後のアルテナ治世にお
けるハイン＝アルテームスはこの子孫。魔導師の生き残りだが、本
人は魔法の時代は終わったとし、魔導師でない人間にも使える機械
の制作に尽力した。
xelie  ［人名］シェリエ　［名詞］夜、夜中、真夜中、宵。２０時から４時。
　［形容詞］夜の　［レベル］２　20:ridia:xeliu.szd（月）　vel,f viid,fv:vi
id:la xelie　［文化］　mizari　【成句】　xelie livrer et bezet. 秋の夜姫
は気が早い：秋の日は釣瓶落とし
xeliet  ［魔法］月晄（げっこう）、シェリエット　［レベル］６　20:月の晄
基　［文化］　dolmiyu

xelietrein  ［魔法］月晄線　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

xelieklel  ［名詞］シェリエクレール、カーマスートラ　［レベル］５　22:「夜
の書」　［文化］　ルティアで書かれた性技の本。zg時代から似たような
本があり、それをまとめたもの。アルバザードにも流入した。　【成句】
　fax minti ist fel xelieklel 性の教科書を読むより妻を抱け：百聞
は一見にしかず
xelien  ［代詞］［rente］私たちの。女性敬体。　［レベル］２　21:ridia:xelis/
en
xelier  ［天文］月の影、月のカーテン、シェリエール　［動詞］yulを aに隠す、
隠す　［動詞］yul（人）を食う（他人より目立つという意味で）、食う
　［名詞］［娯楽］本命。競馬など賭け事などの本命のこと。本命チョコの
本命は hatiaxivel。本命志望校などの本命は akan。　［類義語］nekt、xeltl
iifa　［アクセント］xeliEr　［レベル］４　szd;xelts,fv.l　20:ルティア語。xelt
から　［語法］　シェルテスは月自体のクレーターによる影。シェリエー
ルは月の見えていない部分。たとえば上弦が出ているときは下弦の
部分が見えないので、下弦の部分がシェリエールとなる。　隠すと
いう意味では、自分の中に隠すという意味。服の中でも体内でもよい。
団体が自分たちのアジトに隠すという意味でも良いし、ある語義が
別の語義を含んで隠してしまうというような抽象的な意味でもよい。
　役者が別の役者を食ってしまう場合もこれを使う。
xelierfigi  ［植物］ルピナス　［レベル］５　zg;「食う槍」。吸肥力が非常
に強いことから他の植物を食う花とされた。　23
xeliu,szd  xelt
xeliukan  ［生物］［医療］任脈　szl;/。体の正中線で陰になる側であること
から「月の経」。　24
xea  ［名詞］砂　［レベル］２　sorn:砂より大きな小さな石。アルシェでは
砂は sないし su。複合語では s。　su:　【成句】　lis yun xea 雀の涙　【用
例】　xea ator kern ka jan mil teeze. 風で砂が空を舞っていた。　［メタ
ファー］myul yun xea 砂のように互いにそっくりな：区別がつかないと
いうニュアンス
xeatenti  ［名詞］モルタル　［レベル］５　16:制
xeak  ［名詞］砂漠　［レベル］３　sert　14:制 :砂の場所　kalsu:kalsu:lu kalsu

xeaka  ［名詞］砂場、バンカー、砂地　［レベル］３　13:制 :砂の場所
xeakad  ［地球の国名］アルジェリア　19:大半がサハラ砂漠にあるため
xeakem  ［環境］砂漠化　［レベル］４　19

xeakeria  ［名詞］［形容詞］［ネガティブ］足元を見た　［名詞］［形容詞］［ネガティブ］値段
が不当に高い　［類義語］falti、fielmep　［レベル］３　20　［語法］　砂漠の
水は高く売りつけられることから。
xeafap  ［名詞］砂煙　［レベル］４　19:ridia/seren/mel

xeamelk  ［名詞］砂時計　［レベル］３　19:lein　［語法］　死神の持ち物のひと
つ。死神は人の寿命を計る砂時計を持っている。
xear  ［物理］反作用　［レベル］４　＠ 19

xeawal  ［地学］砂山　［レベル］３　rd;/　23:ridia

xeawalzeele  ［論理］砂山のパラドックス、砂山のパラドクス　rd;/　
23:ridia　［文化］　述語の曖昧性から生じるパラドックスの一種である。
簡単に言えば、砂の山があったとき、そこから数粒の砂を取り去っ
ても砂山のままだが、そうやって粒を取り去っていったとき、最終

的に一粒だけ残った状態でも「砂山」と言えるか、という問題であ
る。　rdでセレンは二値論を非現実的とし、現実は二値的でないとし、
中庸を認め、要するにグレーゾーンの存在を認めた。例えば砂山か
ら砂を取っていくとやがて台形の砂台になり、砂山性は少し失われ
る。そこから更に取ると砂の層になり、さらに砂山と言いづらくなる。
この段階でもまだ蟻にとっては山といえるかもしれないので、砂山
性はゼロではない。そこから更に取ると砂地になり、最終的に一粒
の砂になる。こうなると砂山性はゼロになる。このように、砂山性
は０か１かではなく、徐々に低減していくものである。セレンはこ
のように説いて、このパラドックスを思春期後半に説明した。リディ
アとメルもセレンと同様の考えをした。一部の者が二値論の姿勢を
取り、対立した。
xeal  ［形容詞］ある数の、ある番号の　［レベル］３　19

xealiid  ［地学］砂理、砂利、ジャリ　［レベル］３　21

xeaalx  ［名詞］［形容詞］無数の　［レベル］３　20:melidia xier:砂の数
xei  ［副詞］もし～なら、～なら～　［レベル］２　16:制 :恣意　［語法］　仮
定であることを付け加える。格詞に後置されることが多い。kon xei
で「使うなら」、frem xeiで「近くにいる際は」の意味。　【用例】　te 
yol kap pot xei lop. 電車の中では電話をしないで：アルバザードで
は問題ない。　"fie lfis sen pot xei lan e. 「誰かの中で生きること
で、嘘は命を持つの。
xeizel  ［アトラスの国家］シェイゼル　［レベル］５　19:ridia:海岸の奥
xeil  ［形容詞］遅い　［名詞］ある期間や区間や範囲のうちの後半の方　［類
義語］nov、halm　［反意語］foil　［レベル］１　rd:amavel;xelt az xelm.k　23:am
avel　【用例】　xaxan tookat xax xeilel du 20 fei as. 先生は講義を 20分も
延長した。
xeilxaft  ［名詞］遅番　［反意語］foilxaft　［レベル］３　23

xeilnet  ［再帰動名詞］遅起き　［レベル］３　23

xeilmok  ［再帰動名詞］遅寝、夜更かし　［レベル］３　23　【用例】　an lut rakmok 
mil xeilmok. 私はいつも夜更かしして寝坊する。
xeo  ［医療］幻覚　［レベル］３　lakta　【用例】　til xeo del adel vand an 魔物
に襲われる幻覚を見る
xeet  ［代詞］誰かの　［レベル］１　20:seren/ridia

xeer  ［人名］シェール。diaxerの愛称　21

xeez  ［料理］マヨネーズ　［レベル］３　lakta:xは卵と有縁だろう
xu,f  xos　e

xuxo,f  fel, mais
xuxo,fv  sisl
xua  ［娯楽］ヨーヨー　［レベル］３　17:制 :古 ,axoとくっつけたから
xuut  ［植物］モヤシ、ナムル　［レベル］３　lakta　［語法］　モヤシだけではな
く、ナムルのように他にいくつかのものを混ぜても xuutという。
xuuze  ［死神］シューゼ　［レベル］４　meltia 4:atwaayu o luno;e　19:ridia
　［文化］　四天王（死神四貴族）の一人。男性。夢喰種。美少女好きで、
十三人の死神少女からなる「雛人形」を侍らせている。詩姫は一番
のお気に入りで、雛号は七。
xuuzetaka  ［地学］［歴史］シューゼ大陸　［ユマナ］シベリア大陸　vl;/　23

s
s  ［数学］ふだんは３番目の変数だが、しばしば数式中で項数を指す。
等差数列や行列などに用いる。　［レベル］５　19:sas

s(2)  Sant
s,ly  主格の接尾辞　so.k

stat  ［経済］卸売り、卸売、おろしうり　［レベル］４　13:制 :alsatm（直接売る）。
製造者から直接買って小売業者に売ることであることから。
statvent  ［経済］卸売業、問屋　［レベル］４　rd;/　23

stak  ［名詞］ミイラ　［レベル］３　lakta:砂のように乾いたもの
stas  ［動詞］yulを iから追い出す、追い出す、追いだす、追放する、退
場させる、追い払う、追い返す、入ってこないようにする、解職する、
免職する　［普通動名詞］追放、退場、解職、免職　［レベル］３　16:制 :stis:stil
（客）
stan  ［医療］ステロイド　［レベル］５　alakta

stal  ［名詞］主人、客に対して主人、ホスト　［反意語］keyu　［レベル］３　13:
制 :alakta:staa
staig  ［普通動名詞］賃貸、レンタル　［動詞］yulを aにレンタルする、レン
タルする、貸す　［類義語］laf　［反意語］stit　［レベル］３　alakta:staig

staigan  ［名詞］大家　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

stit  ［普通動名詞］賃借、賃借り、レンタル　［動詞］yulを iからレンタルする、
レンタルする、借りる　［類義語］rip　［反意語］staig　［レベル］３　20:sti:13
:seren:klel:sta:古 :staig
stitsafta  ［娯楽］レンタルビデオ　［レベル］５　21　［文化］　既に廃れている。
stitgart  ［名詞］レンタル料、賃料　［レベル］３　22

stin  ［農耕］肥料　［レベル］４　14:制 :sad:tno/kait｢ 土の栄養 ｣
stint  ［被服］ストラ、ストール　zg;stent.k　24　［文化］　アルテ教の法衣。
stir  ［動詞］yulに反対する、反対する　［普通動名詞］反対　［反意語］xam　［レ
ベル］２　13:制 :倦厭する　［語法］　賛成しないという意味の反対。　［文
化］　xam

ston  ［動詞］yulを onについて反省させる、反省する、たしなめる、嗜
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める、窘める　［普通動名詞］［再帰動名詞］反省　［レベル］２　13:制 :古 :artasen
　［文化］　pes　【成句】　ston nos kon daiz keeto 他山の石、人のふり見
てわがふり直せ　【用例】　re ston nos. 反省しなさい。
stor  ［動詞］yulを伏せさせる、伏せる、ふせる　［再帰動名詞］伏せ、ふ
せ、匍匐、ほふく　［レベル］２　alakta:軍隊用語？で ｢伏せる ｣　【用例】　
re stor! gel! 伏せろ、鉄砲だ！
stek  ［植物］野菜　［レベル］２　14:制 :stok:古 :har:tukui（食用植物）。tu（土
の）/kui（食べ物）。「土が作った食べ物」　［語法］　主食とならない食
用植物。トマト、レタス、キャベツなど。イモは外す人もいる。　【用
例】　an kuit stek vein kont fonl yek voskel. 肉を控えて野菜をもっと
食べるよう努力した。
stekbel  ［料理］野菜料理　［レベル］３　19

stekate  ［名詞］八百屋、野菜屋　［レベル］３　22

stekan  ［名詞］ベジタリアン、菜食主義者　［レベル］４　19

stekane  ［名詞］野菜ジュース　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

stent  ［名詞］十字、クロス　［動詞］yulを横切る、横切る、渡る　［交通］
十字路　［シェルト］十駒　［名詞］十字架← stenteeste　［反意語］soma　［レベル］
２　fv;<>sokka　古 :stent（十字路）　【用例】　stent font 道を横切る、道
を渡る　☆ re namt font im stent. 道を渡るときは気を付けなさい：
namt stent fontは不可。re stent font namtelは正しい。　stent font 
xi sain sanl. 渡るときは左右を確認しなさい。
stentkano  ［地球の国名］ルーマニア　［レベル］６　19:国章に十字を加えた鷲
stentsomt  ［名詞］平織り　rd;/「十字織り」　23

stentsep  ［名詞］ちりめん、チリメン　［レベル］５　rd;stentsomt/sep「平織
りされた絹」　23　［語法］　材質が絹でなくレーヨンなどのこともある。
　［文化］　zgごろに凪で作られた。kkごろには helteなどによく使われ、
sm以降はアルバザードでもよく使われた。
stentfont  ［交通］十字路　［レベル］３　20　［語法］　stent font（道を渡る）
という動詞句と区別すること。
stentdol  ［地学］十字石　19

stenteeste  ［名詞］十字架→ stent　［レベル］４　rd;/　23

stei  ［植物］植物の皮、野菜や果物の皮、固い皮　［動詞］yul（植物）の
皮を剥く、剥く、むく　［類義語］yuka　［レベル］２　19:stek/yek

steil  ［名詞］［形容詞］必然、運命、必然性　［反意語］xoel　［レベル］４　20:se 
teel（運命的に）→ steel→ steil（teelと区別するために）　【用例】　ans 
aktat steilel tisee. 俺たちが出会ったのは運命だったんだよ。
skas  ［被服］スウェットシャツ、トレーナー　［レベル］３　alakta

skal  ［動物］タラ、鱈　［レベル］３　alakta

skaldia  ［地名］スカルディア　［レベル］４　meltia 95 sen via:lsd;s<su（砂）
/kal（場所）/dia（土地）　20:ridia:s<su（砂）/kal（場所）/dia（土地）
　［文化］　古代国家のひとつ。レスティルの東。現在の魔方。
skai  ［普通動名詞］放牧　［レベル］４　alakta

skainelt  ［アトラスの国家］スカイネルト　［レベル］５　19:ridia:広大な土地
skit  ［名詞］席、シート　［レベル］２　16:制 :skin　［文化］　skitka　【用例】　taf 
skit 席をとる　beg si skit dac! おめーの席ねぇから！　an ximat skit 
amoxen famii mil skitfut. 席替えでファミィの横になった。
skitka  ［名詞］席順　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　円卓の場合は入
り口から最も離れた点にある席が上座となる。入り口からの距離で
測るのは、最も刺客に狙われにくい場所であったことから来ている。
　四角いテーブルの場合は、入り口から最も離れた一辺の中央の席
が上座となる。２位は１位の右、３位は１位の左、４位は２位の右、
５位は３位の左というように続く。４つある辺のうち、上座の辺か
ら見て右の辺が２位の辺で、左の辺が３位の辺。対面の辺が最低位
となる。円卓の場合は１位の右が２位、左が３位、２位の右が４位
……というやりかたを延々に繰り返し、席がなくなるまで行う。　
タクシーや電車でも複数ある入り口の中からメインゲートを選び、
そこからの距離で決める。　目上は常に上座であり、パーティにお
けるホストであっても変わらない。つまり客が自分より目下であれ
ば自分が上座につく。　席順はマナーとして日常的にも重視され、
これを守れないと教養のない下品な人物とみなされる。
skitxos  ［名詞］背もたれ　［レベル］３　16:制
skitfut  ［普通動名詞］席替え、席がえ、席変え　［レベル］３　rd;/　24　【用例】
　xanxa arat skitfut a saim antes ento an ximik skit amoxen famii. 先生
がウチのクラスで席替えをしたら僕はファミィの横になった。
skik  ［名詞］司会、議事進行　［レベル］３　16:制 :ski

skin  ［動詞］yulを aに座らせる、座る、座らせる、着席させる、腰掛
ける、腰を掛ける、腰をかける　［再帰動名詞］着席　［類義語］asp　［反意語］
xtam　［レベル］１　13:制　［語法］　skin（座る（正確には座らせる））　　sk
in(skinem)：座る　skin xa：座っている。着座から起立までの総称　
　skin sat：座ろうとしている　skin kit：座り始めて腰を曲げた　skin
or：腰を下ろしている途中　skinik：座面に尻が着いた　skines：座っ
ている状態　skin took：座り終えて立つ瞬間　skin ilt：座面が暖かく、
座っていた影響が残っている　【用例】　an yuit fal skit l'an skin sen al. 
座る場所を探さねばならなかった。
skinbeek  ［名詞］洋式便所　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

skinzelo  ［生物］中脳　［レベル］６　19　［文化］　解剖時に骨盤のような形
をしていたことから、座る脳と名づけられた。
skipia,azd  iman
skipio  ［被服］カズラ、チャズブル　zg;skipia,szd.k　24　［文化］　アルテ
教の法衣。
skil  ［名詞］椅子　［レベル］２　20:ski:13:制　【用例】　skil liefil 深い椅子。

座面が奥に長い。
skop  ［名詞］戸棚、カップボード、キャビネット、飾り棚　［レベル］３　
14:制 :sabekov。類音が紛らわしいので vを pにした。
skol  ［形容詞］いつもの、いつもどおりの、普段の、日常茶飯事になじみの、
おなじみの、顔なじみの、固定客の、いつもの、お決まりの、ルー
ティン、日常の、常用の、日常茶飯事、日常的な　［名詞］常連、馴染み、
固定客、日常的なこと　［名詞］雑貨、日用、日用品、食料雑貨類、グロー
サリー　［名詞］定番、おはこ、十八番　［名詞］日課、習慣　［名詞］ふだん、
普段、いつも、日常　［副詞］いつもと同じように、いつも通り、自然に、
あるがままに、いつもどおり、いつものように　［文字］ミディアム　［文
頭純詞］いつもなら、ふつうは　［反意語］alskol　［レベル］２　latki　【用例】　tu 
et skol xel la kel pina. 彼が約束を忘れるのはいつものことだ。
skoltul  ［名詞］日用品、日用雑貨、雑貨　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

skoltulate  ［名詞］雑貨屋、雑貨店　［レベル］４　21:lusian

skolkos  ［名詞］常套手段　［レベル］４　22

skolxalte  ［音楽］アンビエント　［レベル］６　21

skolzet  ［料理］定番メニュー、定食　［レベル］３　rd;/　23

skolate  ［名詞］馴染みの店　［レベル］３　21

skolom  ［名詞］定石、定石手、お決まりのパターン　［レベル］４　23

skolet  ［言語］結びの言葉。手紙。　［レベル］４　21:skol/te

sse,alt  sein　<>se

sn  ［演繹音］くんくん、クンクン　［レベル］２　rd;haalvet　23　［語法］　ふ
つうに匂いを嗅ぐときの音。
sm  ［擬音］ふふっ、くすっ　［レベル］２　古 :sm,smmなどのアルファベット
で表わされていたので幻字は無い。　［語法］　含み笑いを示す。口を
明けずに鼻息だけでする笑い。侮辱する場合もあるし、子供のバレ
バレな企みを理解して ｢しょうがないなぁ ｣と可愛く思いながら笑
う場合もあり、意図は様々。
sm(2)  ［歴史］セルメル、selmel　［レベル］３　21

smsm  ［擬音］くすくす→ sm　［レベル］２　22

spat  ［普通動名詞］差別　［動詞］yulを aと差別する、差別する　［反意語］silk、
velx　［レベル］３　sorn:spat（縦の区別）。差別というのは縦の区別で、
区別というのが横の区別だということをセレンがメルらに聞き伝え
た。メルはクミールにその話をし、クミールは縦の区別というのを
上下方向の区別と捉え、patを変形させた spatという語を作った。
spax  ［動詞］aに yul（水など）をぱしゃっとかける、水をぱしゃっとする、
かける　［類義語］spix、zaag　［レベル］２　古 :オノマトペ　【用例】　an ont 
aruuj spaxat er a xok. 弟と水を掛け合った。
span  ［名詞］双眼鏡　［レベル］３　alakta

spal  ［名詞］シーツ　［レベル］３　13:制 :敷布団の上に敷く布　【用例】　an 
mefat i mokt, samat spal. ベッドから降りてシーツを取り替えた。
spix  ［動詞］aに yul（水など）をちゃぷっとかける、ちゃぷっと水をか
ける、かける　［類義語］spax　［レベル］２　19:spaxと演繹音から。　【用例】　
luxia pilp nelt yult ka erx vol spix er a lu. ルシアはいつもお風呂
でユルトに水をちゃぷっとかけてからかう。
spin  ［名詞］メダル　［レベル］３　sorn:賞の円盤
spilkal  ［アトラスの国家］スピルカル　［レベル］５　19:ridia:六角地（名付け
られたときは六角をしていた）。
spel  ［化学］ベンゼン、ベンゼン環　［レベル］５　古 :← ispel

speltea  ［化学］フェニルアジド、アジドベンゼン　19

spelviluzasl  ［化学］テレフタル酸　19

spelfaanvils  ［化学］フェニルアラニン　19

spelluzasl  ［化学］安息香酸、ベンゼンカルボン酸、ベンゾイックアシッ
ド　［レベル］５　19

spelark  ［化学］共役二重結合　21:主に芳香族化合物を作る結合
spelarluno  ［化学］芳香族炭化水素　［レベル］５　19:ベンゼン様構造を持
つ環式炭化水素
sh  ［演繹音］スーハー、スーハースーハー、すーはー、すーはーすーはー、
ｈｓｈｓ、はすはす、ハスハス、はーすーはーすー、ハースーハースー
　［レベル］３　rd:seren;haalvet　23　［語法］　kh

syan  ［接尾辞］～ちゃん。指小辞。少し舌足らずな感じがある。　［レベル］
２　rd;敬称の sanを舌足らずにしたもの。　23　［文化］　ankmev

sr  ［歴史］サリア、saria　［レベル］３　21

szk  ［言語］遠シージア語　［レベル］５　21

szs  ［言語］新シージア語　［レベル］５　21

szv  ［言語］近シージア語　［レベル］５　21

szd  ［言語］古シージア語　［レベル］５　21

szl  ［言語］szk_szs、siiziaren lont、上代シージア語　［レベル］５　21　［文化］
　言語学的にシージア語は記録の少なさから分かっていることが少
ない。そのため特に語源においてどの時代に成立したか細かく特定
できないことが多い。ゆえに通常、上代シージア語としてまとめる
ことが多い。　lontはシージア語の名詞なので形容詞用法は前置だが、
これはアルカにとっての外来語として使っているため。人文ではル
ティア語系をよく使う。
swamp  ［動詞］yulをもみくちゃにする、もみくちゃにする　［普通動名詞］
もみくちゃ、揉みくちゃ　［レベル］４　rd:mel;紫亞がぬいぐるみを揉
みくちゃにするときのオノマトペ。　23
sl  ［演繹音］さらさら、サラサラ、ざらざら、ザラザラ、すらすら、ス
ラスラ、すたすた、スラスタ、すらら、スララ、さーっ、ざーっ、
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ささーっ、ざざーっ　［レベル］２　22　［語法］　砂や毛や水などが流れる
音、落ちる音、たなびく音。
slak  ［名詞］現地、当地、現場　［レベル］３　14:制 :sla

slax  ［名詞］場面、状況、光景、事情、シーン　［娯楽］面、シーン、ステー
ジ。ゲームの一面、二面などの面。　［シェルト］局面、盤面、盤の勢力
図。棋譜における一手一手の盤面。　［レベル］３　20:sla:alakta:クライマッ
クスシーン　参考 :非 ikka（場面）。見る場所 ikaから来ているが、観
点という意味とかぶるので ikkaという風に音が変化した。　【用例】　pak 
van kont fit evem del vastik tu slax anmia? このステージをクリアし
たことにして先に進みますか？
slai  ［電算］ウェブサイト、サイト、ホームページ、ＨＰ、ページ。日
本語でそうだと勘違いされているホームページのこと。　［電算］（広義
の）ブログ、ウィキ、ｍｉｘｉ、ツイッター、ＳＮＳ　［レベル］３　
15:制 :古 :ryuu:sla　【用例】　pentant, tu slai et axt kon parmren ont arka 
hot. 申し訳ありませんが、このサイトは日本語とアルカでのみ書か
れております。　slai et demi. サイトが重い＝ページが重い。　当
サイトへようこそ！当サイト管理人のアルドゥです。申し訳ありま
せんが当サイトは日本語版のみです。 ankekko a slai ant! an et ardu 
del rsiila e tu slai aata. anpent man tu slai til imet e parmren hot.
slix  ［動詞］yulを aに描写する、描写する　［普通動名詞］描写　［レベル］３
　20:slex:13:制 :「客観的に書く」
slim  ［名詞］焦点、焦点箇所、ハイライト　［名詞］問題、ポイント、点、論点、
問題点、要点、課題　［類義語］yet　［レベル］３　20:slem:14:制 :sle

slimtoiar  ［名詞］焦点調節装置、ヘリコイド。カメラの。　［レベル］６　
rt;/　24
slot  ［名詞］角、かど、コーナー、街角　［数学］角、～角形　［レベル］３　
20:slo:sorn:｢ 角度 ｣　参考 :非 :ikal「見る場所」　［語法］　角度は poit。
slotとしないこと。
slotnial  ［数学］角注　［レベル］４　20

slotpim  ［数学］角錐　［レベル］４　20

slotrein  ［数学］辺　［レベル］３　20

slor  ［名詞］分度器　［レベル］３　13:制 :ikal。ikaldnarは長すぎるため。
slet  ［電算］画面、スクリーン、モニター、ディスプレイ、パネル　［文字］
コンピュータ。電算文字。電卓や電光掲示板などに使われる文字。　［レ
ベル］３　sorn

sletaxt  ［普通動名詞］ブラインドタッチ　［動詞］yulをブラインドタッチする、
ブラインドタッチする　［レベル］３　vl;/「画面を見ながら打つ」　23

slen  ［名詞］観点、視点、視座　［レベル］３　20:sle:古 :sorn:制であった
格詞の用法はなくなり、xaltが担うようになった。
slenan  ［言語］視点人物、視点者　［レベル］４　20

slez  ［名詞］掲示板　［電算］掲示板　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:slei/siz　【用
例】　an ail axt a slez e levian. たまに人工言語の掲示板に書き込んで
います。
slea  ［人名］スレア　［名詞］アルカンスにおけるスレアの手　［名詞］上巻　
［組み数字］１/３　［レベル］２　古　［文化］　arkans　エルト信者で、アルカ
ンスを巡ってブレア・トレアと争った。
sleakeelt  ［化学］αグロブリン　rt;/　24

sleamel  ［名詞］初期、前期　［レベル］３　19:ilmus:ridia

sleaho  ［生物］腸骨　19:ridia

sleahopis  ［生物］腸骨棘　rd;/　24

sleaholooz  ［生物］腸骨稜　rd;　24

sleaholoozrein  ［生物］ヤコビー線、ヤコビ線→ slearein　rd;/。「腸骨
稜線」　24
slearein  ［生物］ヤコビー線、ヤコビ線← sleaholoozrein　rd;/。「腸骨
稜線」　24
slei  ［名詞］掲示　［動詞］yulを aに掲示する　［レベル］３　sorn

sa  ［名詞］前　［形容詞］前の　［格詞］～の前に、～の前で　［反意語］xi　［レベル］
１　rd;lumim　13:制 :恣意　pal:pal:pal　［語法］　ka　【用例】　ket xa sa an. 猫
が私の前にいる。　sa varfant ７時前に　sa flea 夏になる前に
sa,f  sab（着る）　><sabe

sa,alt  lan
sa,alt(2)  diiaetek
sat  ［普通動名詞］準備、用意　［法副詞］～しそうだ。将然相の副詞。　［動詞］
yulを準備する、準備する、用意する　［動詞］yul（機械）をセットする、
セットする　［武道］［動詞］yul（主に再帰）を構えさせる　［形容詞］準備
ができている。通例 es satのように継続相とともに使う。　［料理］下
ごしらえ　［感動詞］ようい、よーい、ヨーイ、用意、はっけよい、はっ
けよーい、かまえ、構え、レディ　［レベル］２　19:satul（前のもの＝前
もってしておくものごと）　etta（法副詞）:::satalu,alt　【成句】　tu es sat? 
tu et nei. もういいかい？まぁだだよ（まだだよ）　yol mel alka fii
na sat 準備に最大の時間をかけよ：備えあれば患い無し
sat, ketta  ［感動詞］よーいどん、よういどん、位置についてよーいどん、
用意どん、レディゴー　［レベル］２　23

satxili  ［気象］小春日和　［レベル］４　19:「準備の恵み」　［文化］　秋の終わ
りごろにふと暖かくなる期間のこと。メルセルの準備で忙しいのに
季節の変わり目で体調を崩している人にとって、秋の神アリスが「メ
ルセルの準備をきちんとできるように」と配慮してくれているよう
に感じることから。
satnif  ［言語］将然相　［レベル］４　20　［語法］　行為動詞の一端、事前段
階の一端、外相の一端。 　非単位動詞の左端線。 　「～しそうだ」

という意味。 
satyula  ［サール］サテュラ　［レベル］５　ridia:古　［文化］　昼の海を司る王。
satl  ［政治］役所、官公庁　［レベル］３　13:制 :satloit（公のオフィス）　［文化］
　役所は図書館に隣接していることが多い。簡素なビルである。役
所は住民票や恋人届や婚姻届などに関する取り扱いを行う。税金の
相談や就職の相談なども行う。生活保護の相談や保険等の相談も受
ける。様々な業務があるが、おおむね日本と同じである。役人の態
度はふつうの店と同じく親切である。
satlan  ［政治］役人、公人、公務員、公僕　［レベル］３　19:melidia axte

satlef  ［運動］助走　［レベル］３　21:準備走り
sata  ［親族］先祖、祖先　［名詞］昔の人　［名詞］前身　［反意語］xita　［レベル］３
　13:制 :saxite（前の家族）　palt:palt　【用例】　sata flon 遠い先祖
satalu,alt  sat
sataerk  ［親族］尊属　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

sati  ［生物］裸、はだか、裸体、すっぽんぽん　［レベル］２　19:lein:悪魔
サティから。サティが服を身に着けてないため
satika  ［軍事］フォアグリップ。銃の。　rd;/　24　［文化］　gel

satis  ［地名］風の村サティス　19:melidia axte:satii　［語法］　salyum　ルティ
ア国郊外の村。紗枝の故郷。　「風絹」という軽くて暖かい繊維で生
計を立てている。高品質だが大量生産できないため、村は決して裕
福でない。
satisgan  ［歴史］サティスの報い　［レベル］５　19:ridia/seren/mel　［文化］
　ユーマ 4000年ごろ、マレット軍は当時シフェルの土地であったサ
ヴィアに侵攻。ルティアでの戦闘が激化した。　シフェルについた
神々は、進軍中のマレット軍をサティス付近で掃討した。これをサ
ティスの報いという。
satisliifa  ［天文］ツバーン、ツーバン、トゥバン　［レベル］６　19:ridia/
seren/mel　［文化］　ルティアへ進軍したマレットは途中、サティスへ
北上したところで「サティスの報い」を受けた。当時のマレットの
駐屯地からサティスへの空路がちょうど北であったため、北極星が
目印として使われた。ユーマ 4180年ごろは veltool座のこの星が北極
星（りゅう座のツバーン）だったため、以降この星を satisliifaと呼
んだ。ユーマ 4000年ごろも以前として北極星である。ユーマ 4500
年になると機能が徐々に怪しくなり、ユーマ 5000年で北極星の役に
立たない。メル暦における北極星はポラリスである。
satiluwa  ［名詞］裸足、はだし、ハダシ　［レベル］３　22

satia  ［アイテム］サティア　［レベル］４　ridia:古 :satii　［文化］　ヴァストリ
アの１つ。クリスのもつ魔杖。風を自由に操る力を持つ。
satia(2)  ［政治］穏健派、ハト派、鳩派　［反意語］bezia　［レベル］４　20:sat
ii/lia
satii  ［悪魔］サティ、サティー　［歳時記］風曜日。週の第３日目。　［音楽］
ミ　［名詞］強風、風害　［組み数字］３/７　［レベル］２　meltia 0:satii;e　古 :
アルシェ形ソーン形共通で satiないし satii。風が吹き抜けるオノマ
トペ satに力を表す iが付いたもの　［文化］　ソームの３番目。ほんわ
かしてあどけない天然系の少女。風を操る。全裸。風を纏った裸の
少女。動くたびに風が生まれる。自由奔放で無邪気。悪意のない悪魔。
　【成句】　fai a(len) satii 焼け石に水
satiisiz  ［魔法］バナジウム板、陽晄板　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

satiilil  ［化学］バナジウム　18:制
satiesel  ［名詞］裸エロ　［形容詞］裸エロな　［反意語］leinesel　［レベル］６　
rd;/　24　［文化］　leinesel

satol  ［化学］プレパラート　［レベル］４　rd;/「準備せられた」　23　［語法］
　顕微鏡観察を行うにあたり観察対象（試料）を検鏡可能な状態に
処理したもの。
satem  ［生物］脇腹、わき腹　［レベル］３　19:satm:19:melidia axte:sanl/tom

sak  ［動詞］yulを見つける、見つける、見付ける、発見する、発掘する　［普
通動名詞］発見、発掘　［反意語］xit　［レベル］２　14←古 :sorn:saitから。尚、
赤では ihoxa「存在を確かめる」　【成句】　el sak sen xan sov far o vel. 
光と闇が融け合う処に、真実がある　(rens 722) 極端なものに真実
はないという中庸の精神。　el sak sen raten xan lot en siinen. 本当
にいいものは一般受けするものの中にはない（seren arbazard）　【用例】
　luus il sak vil kalte l'et daz a luus. 世界中のどこにも自分の居場所
を見付けることができない。
sakt  ［形容詞］公の、公私の公、公認の、公立の、国家の　［反意語］dant　［レ
ベル］３　19:制 :satl:sorn:satyulas（政府）
sakttas  ［名詞］国家試験　［レベル］５　rd;/　23

saktvelkan  ［経済］公認会計士　［レベル］５　19

saktfelka  ［名詞］公立校、国立校、県立、市立　［レベル］３　20

saktlab  ［政治］［経済］公共事業　［レベル］４　23

saktlop  ［交通］国鉄。幻環線など。　［レベル］４　22

saktaver  ［名詞］国家資格　［レベル］５　rd;/　23

saks  ［名詞］行列の各行、行　［魔法］晄基配列の行　［レベル］５　［類義語］
niim　［反意語］xtal　20:melidia xier:sank/sas　［語法］　niimは縦の列すべ
て。saksは縦の列を構成するひとつひとつの行。kiisは横の行すべて。
xtalは横の行を構成するひとつひとつの列。　【用例】　saks et xoket du 1 
on apamas. マークシートが一行ずれている。　apamas et xoket du 1 saks. 
マークシートが一行ずれている。
sakn  ［料理］しゃもじ、杓文字　［名詞］仕置き棒、尻叩き棒：悪い子供な
どの尻を罰として叩くときに使う平べったいしゃもじ状のもの。ふ
つう木製。　［レベル］２　13:制 :sakhokn（くぼみがなくて平らなスプーン）
　【用例】　taf past kon sakn 米をしゃもじでよそう、よそる
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sakl  ［被服］ベルト、帯　［名詞］帯→ lei　［類義語］kahimi　［レベル］２　13:制 :
sabkool（服に関する巻くもの）　【用例】　sab sakl ベルトを締める
sakla  ［筐堺］サクラ　［レベル］５　rd;figit語で刀　22　［文化］　筐堺司：li
ine vafii　筐堺国：figit, vozamo axti, akuoria alas
sakla(2)  ［武道］居合、居合道　［レベル］５　sm;sakla,figit.axek　22　［文化］　fel
ixia　smでアルティア人がフィギット語の刀を元に造語したもの。居
合道の始祖はアルティア人だが、その祖先がフィギット人であった
ことから居合道に saklaと名付けた。居合はアルティアで発達し、smで
カレンシアを通じてアルバザードにもたらされたが、そのときは注
目を受けなかった。フェリシアなど、一部で盛んだったところもある。
rdでアシェットが見出したおかげで現在ではユベールにも取り入れ
られている。　居合はアルバザードではフィギアスケートのように
採点制の競技としても広まっているため、弓道と同じように試合が
ある。
sakla,figit  kal
saka  ［軍事］ミサイル、誘導弾　［レベル］３　15:制 :sakefaik　【用例】　ar saka a 
retl 敵にミサイルを撃つ
saka,alt  lizl　sa/ka「人の場所」
sakaza  ［植物］くぬぎ、クヌギ、つるばみ、櫟、椚、橡　［アクセント］sakazA　
kk<zg;saka,alt/za,alt「里の木」　［レベル］４　23　［文化］　altで材木として里に
植えられた。それが kkでアルバザードに流入した。
sake  ［動詞］aに先行して yulへ行く、率いる、導く、誘導する、先行する、
先導する、先立つ、行く　［普通動名詞］先導、誘導、先行　［レベル］３　13:制 :
先に行く
sakeyulf  ［普通動名詞］先行研究　［レベル］６　rd;/　24

sakula  ［魔法］お守り、タリスマン　［レベル］４　sm;alt　22　［文化］　fredit
や yuuaに念力を篭めてもらった小さな arfaを virを示す赤の布の袋
に入れてタリスマンにしたもの。日本のお守りのような形をしてい
る。表面には「交通安全」や「学業成就」など、願い事が言葉になっ
て書かれている。
sakulu,alt  siil
sax  ［動詞］yulをくすぐる、くすぐる　［普通動名詞］くすぐり　［レベル］２　
lakta
saxt  ［名詞］［形容詞］どうにでもできた、何だろうとできた、仕様があった、
なんとでもできた、なんとでもなった、どうにでもなった、何とかなっ
た、どうとでもできる、どうしようもある　［反意語］xisk　［レベル］３　＠ 19
　【用例】　tee, le at saxt. tio, ti at fiim. いや、あれはどうとでもでき
たよ。単に君がサボっただけだろ。
saxsel  ［歳時記］くすぐりの日　［レベル］３　21　［文化］　＜地球では＞　21 
dyu gilの数日前に紫亞がセレンに "freinoa, misoonoyun"（お父
様、ごきげんよう）と言おうとしている横でメルがわき腹をくすぐっ
たら身をよじって「うきゃきゃっ！！」と叫んだ。gilにセレンはエ
イプリルフールのようにくすぐってもいい日があったら世の中明る
くなるかなと思った。　＜アトラスでは＞　21 dyu gilにメルが紫
亞をくすぐって遊んだことからセレンがくすぐりの日としてリディ
アやメルをくすぐってからかった。そしたら案外楽しかったのでア
シェットに広まった。後に国民に広がり、エイプリルフールのよう
な戯れの日になった。　現代では知人ならくすぐっても怒られない
日になっているが、人によって嫌がるので空気を読むこと。例えば
アリアがレインにやる分には問題ないが、紗枝は誰であろうと歓迎
するタイプではない。
saxa  ［名詞］デビュー　［レベル］３　13:制 :sadxa

saxet  ［形容詞］くすぐったい　［レベル］２　21:sax/te

sas  ［名詞］順序、並び、配列、列、行列、順序、並び、配置、トランプ
のカードを回す順、滝の流れる方向、流れ、空気、シナリオの進み
具合、雰囲気　［動詞］yulを適切な順序に並べる、yulに列を作らせる、
yulの方向を正す、並べる、並ぶ　［形容詞］向きなどが本来の状態　［格
詞］～の順番で　［反意語］xix　［レベル］２　13:制 :sis　【成句】　sas tu このま
ま、この流れで、順当に　sas lam 最初に。この sasは格詞とし。
sast  ［名詞］順番、ターン、手番、出番　［シェルト］手、ターン　［野球］イニ
ング　［レベル］２　14:制 :sas　【用例】　tu et sas ant. 私の番だ。
sasvales  ［法律］輪姦　［動詞］yulを輪姦する、輪姦する、回す　［レベル］５
　19
sasr  ［美容］美容　［レベル］３　13:制 :古 :saeehosir（雪の肌）　［文化］　ア
ルバザードは混血が多く元々顔の造りが美しいのが多い。運動は定
期的に行うし、その上小食であるため、スタイルも良い。たいてい
の国民は日本に来ればアイドルみたいな見た目である。アルバザー
ドは美しい物を好む。偽ることを嫌うので、ガングロのようなブス
隠しはしない。　アルバザードは自然な美しさを好む。化粧は隠し
であり、いわば嘘の姿である。だから化粧はあまり好まれない。む
しろいかに若く保つか、美しく保つかといったケアに重点が置かれ

る　＜ケア＞　化粧より若さを保つケアのほうが人気が高い。あま
り化粧をすると毛穴が塞がって肌が汚れるので、肌を潤したり肌を
綺麗に整えるケアを行うなど。若いうちから化粧は薄く、ケアをす
るように保つ。ケアは市販品で済ます。　。ケアは肌だけではない。
体重制限をして程好くスリムな体型を保つこともケア。便秘や甘い
ものの取りすぎは美容に悪いので、気をつける。筋トレをして腹筋
を鍛え、脚を鍛えて細くすることもケア。
sasrate  ［美容］美容院、美容室　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　nia
　［文化］　ボディケアをしたり、髪をスタイリッシュに切る店。床屋
の場合、清潔感を重視してサクっと切るので、子供や美容にこだわ
らないタイプの客が多い。　【用例】　an ke van sasrate. 美容室に行こう。
　an ke van sasrate xi kolt ra. 家に帰ったら美容院に行こう。
sasa  ［被服］レース　［レベル］４　古 :saaxaと同語源。但しレースは絹ではな
く布。
sasab  ［被服］前掛け、エプロン、前垂れ。　［レベル］３　rd;/　13　palab:p
alab　［文化］　料理用とは限らない。防護、防水、剣道の垂れ、民族衣
装などの前掛けも指す。
sasin  ［動詞］yulを回覧する、回覧する　［普通動名詞］回覧　［レベル］４　14:
制 :順に見ること
sasen  ［接続詞］sas　［レベル］３　21

sasev  ［言語］まえがき、序文、前書き、前文、はしがき、端書　［レベル］
３　20
san  ［数学］式、数式　［化学］化学式　［レベル］４　19:恣意
san(2)  ［形容詞］～さん。敬称。　［レベル］２　18:lina:下記　［語法］　→ apt, 
est　○名（後置）　○姓（前置）　○男女　　・概要　　敬称のひと
つ。単体では使えない。　他人に対してデフォルトで使う。適度に
敬意を払う効果がある。日本語の「さん」と同じ。改まる場合や明
らかな目上は dyussouのほうが良い。家族や恋人ほど親しくはない
知人にも使う。　　dyussouより親しく souより疎遠。luaより親しく
liizより疎遠。最もデフォルトな敬称。同等ないしやや目上に使う。
明らかな目上や目下には使えないので、その点は「～さん」との違
いに注意。　女性は比較的同等には souと liizを使い、sanはやや目
上だけに留める傾向がある。同等でも親密度が低いと sanになること
がある。ただし男子に対しては親密度が低くても積極的に souを使
う傾向がある。　　大人はある程度仲良くなっても呼び捨てでなく
sanを使い続ける傾向にある。　また、yuulや pikkoや yunkなどは性
格的な理由で sanを使い続ける傾向にある。　経緯は下記のとおりだ
が、大会議以前にリュウはこの語を知っていたそうで、対アルシェ
であっても対 fulmiiaなどにはここしばらく sanを用いていたそうだ。
　　なお、無生物や動物にも使うことができる。日本語の「ねこさん」
「おさらさん」のようなものだと思えばよい。　　また、苗字に使う
こともできるが、この場合は前置。それ以外は後置。詳しくは estを。
　　ネットユーザーの便宜を図ると、とりあえず最初は dyussouで
入って、しばらくしたら sanに切り替えると良いように思える。　［文
化］　＜経緯＞　恐らく母語の干渉が原因と思われるが、linaは二重母
音 ouを auと発音することがある。少なくとも 12_14年に linaが dyu
ssouを dyussauと発音する癖が記憶されている。これ自体は現在でも
続いている。　dyussouから souができるのと同じく dyussauを省略
してできた sauは最低でも 16年ごろには確認されている。souの異形
態として扱われた。　リナは比較的気弱な性格で、天然で慌てんぼ
うな点があることから若干ソーンの人々に幼く見られている。その
ことを本人も自覚しているからか、eketoneと ennaを除く仲間に対
し呼び捨てをせず sauを付けた。また、liizは目下に使い、luaでは
丁寧すぎるということで、同年には女子相手にも sauを使っている。
　女子相手にも使ったことで sauは異形態でなく独立した語となった。
sauは 17年には指小辞を付けて saunになった。頻度が高いこともあり、
翌 18年には uが落ちて sanとなった。　dyussouと souの間かつ lua
と liizの間というちょうど良いポジションがそれまでになかったこ
と、男女共用で使える敬称が dainしかなく、しかし dainは名に用い
ることができなかったこと。これら２点が後押しした結果、同年か
らリナ以外の人間も sanを使い始めた。　一方クミールは出会ってか
らずっとセレンのことを他人行儀に dyussou Seereと呼び続け、せ
いぜい制以降発音が seereになったくらいであったが、内輪ではこ
こしばらくずっと seren sanと呼んでいたようで、21年（於２０１０
年７月１５日大会議）に初めて本人がセレンに seren sanと言ったこ
とで本件が発覚した。　sanが日本語の「～さん」と同じなため、セ
レンは始め日本語で話しかけられたのかと思ったが、そうではない
ことが分かった。クミールはメルを通じてすっかりセレンがこの語
を知っているものだと思っており、当たり前すぎて幻日に当たらず、
ゆえに幻日に存在しないことに気付いていなかった。結果３年間 san
の存在は知られずにいたことになる。　　アルカは比較的呼び捨て
を励行する文化であったが、sanの登場はその文化に変化をもたらし
た。　呼び捨ては特別な間柄の人間や人間関係をすっぱ抜いた論理
的な会話などにおいて現れるものとなった。後者はこれまでと同様
である。　つまりアルカでは原則として親しい相手でなければ呼び
捨てにすることができなくなった。これを設定したのはセレンであ
り、クミールは関与していない。　セレンは小説を書いていてたび
たびキャラクターの人間関係がどの程度親密であるかの表現に苦心
していた。dyussouというほどではないし souでもないし呼び捨ても
どうか。そんなときに sanが来て正直歓迎した。　特に恋愛において
呼び捨ては重要だ。敬称から呼び捨てに変わる期間の初々しい感じ
がとても好きなのだが、あの昂揚をどのように表現したものかと悩
んでいた。他人のデフォルトが sanになれば、それだけ呼び捨てがよ
り特別なものとなる。「名前で呼んでいいのはあなただけ」という間
柄を描くことができる。　　その直後の 1226にセレンは紫亞が ket san
というのを聞き、動物にも使うことを確認。メルに聞いたら「無生
物にも使いだしたね」と証言したため、無生物にも拡張。　【用例】　
see tyu lo to on tu e'? seren san. それでこれについてはどう思い
ますか、セレンさん。　ket san, ket san, luna non e. ねこさん、ねこ

という意味。 
satyula  ［サール］サテュラ　［レベル］５　ridia:古　［文化］　昼の海を司る王。
satl  ［政治］役所、官公庁　［レベル］３　13:制 :satloit（公のオフィス）　［文化］
　役所は図書館に隣接していることが多い。簡素なビルである。役
所は住民票や恋人届や婚姻届などに関する取り扱いを行う。税金の
相談や就職の相談なども行う。生活保護の相談や保険等の相談も受
ける。様々な業務があるが、おおむね日本と同じである。役人の態
度はふつうの店と同じく親切である。
satlan  ［政治］役人、公人、公務員、公僕　［レベル］３　19:melidia axte

satlef  ［運動］助走　［レベル］３　21:準備走り
sata  ［親族］先祖、祖先　［名詞］昔の人　［名詞］前身　［反意語］xita　［レベル］３
　13:制 :saxite（前の家族）　palt:palt　【用例】　sata flon 遠い先祖
satalu,alt  sat
sataerk  ［親族］尊属　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

sati  ［生物］裸、はだか、裸体、すっぽんぽん　［レベル］２　19:lein:悪魔
サティから。サティが服を身に着けてないため
satika  ［軍事］フォアグリップ。銃の。　rd;/　24　［文化］　gel

satis  ［地名］風の村サティス　19:melidia axte:satii　［語法］　salyum　ルティ
ア国郊外の村。紗枝の故郷。　「風絹」という軽くて暖かい繊維で生
計を立てている。高品質だが大量生産できないため、村は決して裕
福でない。
satisgan  ［歴史］サティスの報い　［レベル］５　19:ridia/seren/mel　［文化］
　ユーマ 4000年ごろ、マレット軍は当時シフェルの土地であったサ
ヴィアに侵攻。ルティアでの戦闘が激化した。　シフェルについた
神々は、進軍中のマレット軍をサティス付近で掃討した。これをサ
ティスの報いという。
satisliifa  ［天文］ツバーン、ツーバン、トゥバン　［レベル］６　19:ridia/
seren/mel　［文化］　ルティアへ進軍したマレットは途中、サティスへ
北上したところで「サティスの報い」を受けた。当時のマレットの
駐屯地からサティスへの空路がちょうど北であったため、北極星が
目印として使われた。ユーマ 4180年ごろは veltool座のこの星が北極
星（りゅう座のツバーン）だったため、以降この星を satisliifaと呼
んだ。ユーマ 4000年ごろも以前として北極星である。ユーマ 4500
年になると機能が徐々に怪しくなり、ユーマ 5000年で北極星の役に
立たない。メル暦における北極星はポラリスである。
satiluwa  ［名詞］裸足、はだし、ハダシ　［レベル］３　22

satia  ［アイテム］サティア　［レベル］４　ridia:古 :satii　［文化］　ヴァストリ
アの１つ。クリスのもつ魔杖。風を自由に操る力を持つ。
satia(2)  ［政治］穏健派、ハト派、鳩派　［反意語］bezia　［レベル］４　20:sat
ii/lia
satii  ［悪魔］サティ、サティー　［歳時記］風曜日。週の第３日目。　［音楽］
ミ　［名詞］強風、風害　［組み数字］３/７　［レベル］２　meltia 0:satii;e　古 :
アルシェ形ソーン形共通で satiないし satii。風が吹き抜けるオノマ
トペ satに力を表す iが付いたもの　［文化］　ソームの３番目。ほんわ
かしてあどけない天然系の少女。風を操る。全裸。風を纏った裸の
少女。動くたびに風が生まれる。自由奔放で無邪気。悪意のない悪魔。
　【成句】　fai a(len) satii 焼け石に水
satiisiz  ［魔法］バナジウム板、陽晄板　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

satiilil  ［化学］バナジウム　18:制
satiesel  ［名詞］裸エロ　［形容詞］裸エロな　［反意語］leinesel　［レベル］６　
rd;/　24　［文化］　leinesel

satol  ［化学］プレパラート　［レベル］４　rd;/「準備せられた」　23　［語法］
　顕微鏡観察を行うにあたり観察対象（試料）を検鏡可能な状態に
処理したもの。
satem  ［生物］脇腹、わき腹　［レベル］３　19:satm:19:melidia axte:sanl/tom

sak  ［動詞］yulを見つける、見つける、見付ける、発見する、発掘する　［普
通動名詞］発見、発掘　［反意語］xit　［レベル］２　14←古 :sorn:saitから。尚、
赤では ihoxa「存在を確かめる」　【成句】　el sak sen xan sov far o vel. 
光と闇が融け合う処に、真実がある　(rens 722) 極端なものに真実
はないという中庸の精神。　el sak sen raten xan lot en siinen. 本当
にいいものは一般受けするものの中にはない（seren arbazard）　【用例】
　luus il sak vil kalte l'et daz a luus. 世界中のどこにも自分の居場所
を見付けることができない。
sakt  ［形容詞］公の、公私の公、公認の、公立の、国家の　［反意語］dant　［レ
ベル］３　19:制 :satl:sorn:satyulas（政府）
sakttas  ［名詞］国家試験　［レベル］５　rd;/　23

saktvelkan  ［経済］公認会計士　［レベル］５　19

saktfelka  ［名詞］公立校、国立校、県立、市立　［レベル］３　20

saktlab  ［政治］［経済］公共事業　［レベル］４　23

saktlop  ［交通］国鉄。幻環線など。　［レベル］４　22

saktaver  ［名詞］国家資格　［レベル］５　rd;/　23

saks  ［名詞］行列の各行、行　［魔法］晄基配列の行　［レベル］５　［類義語］
niim　［反意語］xtal　20:melidia xier:sank/sas　［語法］　niimは縦の列すべ
て。saksは縦の列を構成するひとつひとつの行。kiisは横の行すべて。
xtalは横の行を構成するひとつひとつの列。　【用例】　saks et xoket du 1 
on apamas. マークシートが一行ずれている。　apamas et xoket du 1 saks. 
マークシートが一行ずれている。
sakn  ［料理］しゃもじ、杓文字　［名詞］仕置き棒、尻叩き棒：悪い子供な
どの尻を罰として叩くときに使う平べったいしゃもじ状のもの。ふ
つう木製。　［レベル］２　13:制 :sakhokn（くぼみがなくて平らなスプーン）
　【用例】　taf past kon sakn 米をしゃもじでよそう、よそる
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さん、こっちきて (luxia arbazard)
san,szd  eri
san,alt  vi
sant  ［法副詞］～してください。前置。　［類義語］mir　［レベル］１　rd;sant,
hy　21:ridia　［語法］　re

sant,hy  mir
santmyul  ［筐堺］サントミュール　［アクセント］santmyUl　［レベル］５　rd;Sant/
myuul「新ミュール大陸」　22　［文化］　筐堺司：kunon valbes　筐堺国：
belgand, 旧 kalensia fleu
santmisk  ［名詞］試供品、サンプル　［レベル］４　rd;sant misk「どうぞお試
しください」が語彙化したもの。　23
santdolmiyu  ［魔法］現代魔法学　［アクセント］santdolmIyu　［レベル］４　22

santanj  ［植物］rapin　［言語］［文字］サンセリフ。バラに似ているが棘のな
いことから。　［レベル］４　rd;ltk<san/tanj「血の襞」。元は八重を santa
njと呼んだが、やがてカーネーション全体を指すように。　21
santanjel  ［建築］サンタンジェル宮殿　［建築］シャンデリア　［レベル］６
　sm;lt. san/tanj/elfe 「血洗いの池」　22　［文化］　ルティアにある宮殿。
rdでセレンとリディアが過去に戻った際、未来に帰るために飛び込
んだ泉のある宮殿のこと。泉は青だが、未来にワープできる瞬間だ
け赤になり、血を洗ったような色になる。シャンデリアが smで初め
て設置された場所でもある。
santart  ［魔法］現代魔法、近代魔法　al;/　24

santardilik  ［娯楽］サンタルディリック　［レベル］５　21:血の巨菌　［文化］
　『バイオハザード』に相当するゲーム。
santi  ［名詞］定規　［レベル］２　21:ridia<sant:14:制 :ant

santiifa  ［地球の星座］［ユマナ］じょうぎ座　24　［文化］　ifa

sante  ［代詞］［solferj］tisee　［レベル］１　22:kmiir:xante

sante,szd  har　san/te

santen  ［名詞］手合わせ　［類義語］ladoova　［レベル］３　alt　22　［文化］　死者
への弔いを意味する手合わせの動作。手を合わせて軽くお辞儀をす
る凪人の習慣。ladoovaに相当する。あの世とこの世の繋がりおよび
渡りを手のひらを合わせることで表現している。
santeems  ［企業］［人名］サンテームス、抗魔　［ユマナ］マイクロソフト、Ｍ
ｉｃｒｏｓｏｆｔ、アップル、Ａｐｐｌｅ　［レベル］３　al;Sant/alteems
「新アルテームス」　22　［文化］　klavel alteems, vantems　マイクロソフト
やアップルに相当する企業。
sank  ［動詞］yulを aに寝かせる、寝かせる、寝る、横にする、横になる、
寝転ぶ、横たわる、横たえる　［文字］オブリーク　［反意語］garnet　［レベ
ル］２　19:snという子音連続がほかにないので snakから変えた :14:制 :sa
nia(前面で支える )制ではうつぶせ。　【用例】　an inat jan farf kont sa
nkes ahal jen. 草の上に寝転がって晴れた空を見た。
sankev  ［普通動名詞］平積み→ lei　［レベル］４　22

sankup  ［生物］蚕、かいこ、カイコ　［レベル］４　21:sandan。kupは kuupo.
fvと同根。
sans,szd  100、144　sai「アルミヴァが２周する」
sanna  ［文末純詞］［mayu］sete　［レベル］１　21:umtona:文末 ",soa sain a"「～っ
て私は確認するよ」の "sain a"の語彙化。
sanfel  ［数学］代数学　［レベル］５　19　［文化］　代数を用いた数学に端を
発し、方程式の研究にまで広がった。その後、後者は特に方程式論
として下位化される。地球と異なり、方程式論は代数学の下位。
sandan  ［植物］桑、くわ、クワ　［レベル］４　21:kl

sandal  ［植物］ウィステリア、ウィスタリア　古 sorn

sandi  ［音楽］Ｒ＆Ｂ、リズムアンドブルース　［レベル］６　frfs;「足踏み」
　21
sandik  ［植物］マルベリー、桑の実、クワノミ　［レベル］４　21:sandan/ik

sanbel  ［地名］サンベル、サンベル市、新料市　［レベル］５　22:「新ベル市」
　［文化］　アルナ県北西部の市。旧 bel市（料理で有名だった）が隣市
と合併改称したもの。
sanj  ［名詞］因子　［レベル］５　rd;<szk<sanje,szd.k　24

sanje  ［名詞］理由、原因　［格詞］～なので、～につき、～により　［類義語］
man　［レベル］３　sm;<sanje,szd.k　21

sanje,szd  font,szd、man,ltd　><savan

sanjes  ［動詞］yulを aにちなませる、ちなむ、因む、ちなんで、因んで
　［レベル］４　22:sanje/so　【用例】　rsiil noan estat non lex luxia kont san
jes tu{non} a xe kook e lvan. ウチの親は瞑想の一状態にちなんで私
をルシアと名付けた。
sanjel  ［名詞］文化　［類義語］antis　［レベル］４　21:lt < savanje,szd.l　［語法］
　antisは絵画や音楽や文学などの文化に加え、その民族がどのよう
に振舞うかという行動様式も含む。sanjelはこのうち前者のみを指す
言葉。
sanjelman  ［亜魔］サンジェルマン　［アクセント］sanjelmAn　［レベル］６　21:ri
dia:sanjelika/miina　［文化］　ラスティアディンの一種。リーゼルに主
に生息。サンジェリカに貫かれた少女が鬼となったもの。　【成句】　sa
njelman wem as luwa t'adel. 今にも焼き殺されそうな乙女は悪魔の足
すら舐めてすがる：溺れる者は藁をも掴む
sanjeldaig  ［経済］［法律］文化税　［レベル］４　21　［文化］　音楽や書籍は無
料でアンセにダウンロードできる。アンセをパソコンや電子ブック
に差してダウンロードすれば、直接端末にダウンロードすることも
できる。　ダウンロードは何度でも可能だが、ひとつの国民ＩＤご
とにひとつのダウンロード回数がカウントされる。　元が無料であ

るため、わざわざリスクを冒してまで違法コピーする者はいない。
　では版元はどのように収益をあげているのだろうか。音楽と芸術
の国アルバザードでは音楽、写真、図画、絵画、文章などに文化税
というものがかかっている。文化税として集めたお金をダウンロー
ド数に応じて版元に分配し、版元は著作権者に印税を支払う。　また、
書籍は分配比が高く、専門書はなお高く、娯楽関係は比率が低い。従っ
て専門書の出版も安心して行え、国益を損ねない。また、衆愚的な
コンテンツに莫大な利益が集まることもなく、日本と異なり文化レ
ベルが落ちていくこともない。　学問を志しても食っていけるかす
ら怪しい一方で衆愚に迎合した小説や音楽を作る人間が億単位の金
を稼いでいたヴェレイでは到底国民の教養は下がる一方で、それを
革命したのがミロクである。　文化税は国税なので文化的教養のな
い者ほど損をするシステムであり、これもアルバザードの教養レベ
ルを底上げしている。　団体が法の裏をかいて収益をあげられぬよ
う、何度ダウンロードしても同一人物はワンカウントにしかならな
い。　むろん団体ぐるみで構成員が全員ダウンロードすれば収益は
あがるが、それについては紙での書籍販売でもそもそも防げていな
い。　しかし紙の場合は構成員の自腹だが、ダウンロードの場合は
文化税なので公共の利益に反する。　国民ＩＤには職業や所属団体
などの個人情報が書き込まれているため、団体の構成員によるあか
らさまな集中ダウンロードがあった場合はカウントの対象とされな
い。
sanjelik  ［普通動名詞］粛清、粛正　［動詞］yulを粛清する、粛清する、粛
正する　［レベル］４　rd;sanjelika.k　23

sanjelika  ［軍事］サンジェリカ、槍の牢獄　［メタファー］身動きの取れない
状態　［植物］オベリスク。筒状だけでなく、柵状のものも含む。　［レ
ベル］４　zg;san,szd/jelin,szk/kain,szk　21　［語法］　記念碑（モニュメン
ト）としてのオベリスクは lontis。　［文化］　lanfiole　【用例】　an xat san
jelika pot jamo man teria gand jamp. テロが飛行機を占拠したため、
空港で足止めを食らった。　an xa sanjelika e ripgil. 借金で首が回
らない。
sanjelika(2)  ［建築］サンジェリカ講堂　21　［文化］　アルナ大最大のホー
ル。前期大と後期大の棟の間にある。革命で反対派が血の粛清に遭っ
たことからこのように呼ばれるようになった。旧称 felin講堂。
sanl  ［名詞］左右、横、真横　［数学］ｘ軸← tesrein　［格詞］～の横に　［レベル］
２　19:sanklan（寝る人）　ie:ie:lu yel（中央が laなので）　［レベル］２　
［文化］　数学のｘ軸を横に描く発想から、通常 sanlをｘ軸とする。右が
正である。　ｙ軸は同じ理由で前後を示し、前が正である。　ｚ軸
は上下で、これは直観に沿う。　地球の場合、前後がｘ軸で、上下
はｚ軸だが、下が正となる。上を向く回転運動が正となるよう、ｚ
軸は下になっているそうである。　アルカの場合客観的に飛行体を
見る。上に上昇するならばｚ軸は正と捉え、直観に従う。　【用例】　kil 
pie kor sanl きゅうりを真横に切る
sanltomvim  ［生物］腹斜筋　［レベル］５　24<22

sanlkem  ［生物］梁門　21

sanlsank  ［動詞］yulを aに横向きで寝かせる、横寝する、寝かせる　［レベ
ル］３　19　【用例】　an siina mok mesa sanlsank. 横向きになって寝るのが
好きだ：mokは連動詞。名詞ではない。
sanlmat  ［美容］横分け、サイドパート　［レベル］４　21

sanlpix  ［名詞］側転　［類義語］sanlhol　［レベル］３　20:melidia xier

sanlhol  ［名詞］ロール、ｙ軸周りの回転、側転　［類義語］sanlpix　［レベル］
４　20　［語法］　人が立っている場合、左右はｘ軸 (sanl)とされる。ｘ
軸方向への回転は人の場合は側転で、飛行機の場合はロールとなる。
例えば飛行機が時計回りにロールする場合はｘが正になり、やがて
０に戻ってから負になり、また０へ戻る。人が心臓側に側転する場
合はｘが負になり、０になり、正になり、０になる。あるいは、側
転全体で見れば左側への移動なので単にｘが負になると見てもよい。
　sanlholは両手を床につけて側転することで、頂点に達したときの
四肢の形がＸ字になる。sanlpixは体全体で横に転がることで、軍人
が戦闘時に行うようなも動作。武器などを持っていると sanlholはで
きないため、sanlpixを使うことになる。
sanla  ［言語］極字　［レベル］４　21　［文化］　→ hac　あらゆる文字の中で最
も難しいことから、文字の極みとして極字と訳す。
sanlen  ［接続詞］sanl　［レベル］３　21

sanleel  ［生物］横顔　［レベル］４　20

sana  ［形容詞］心が綺麗な、心の美しい、純粋な　［名詞］綺麗な心、良心、
善心　［反意語］ximi　［レベル］３　古 :sana｢ 絹や砂のような心 ｣　【用例】　le 
sod vand sana ant xalel. そのことが今でも私の良心を傷める。　"non 
siina vil rens e tu xilem nod tyu mil non et min. tet non hatia 
sen alem sana e vik le siina tu nalem tisse" 「私は女だからこの詩を
そこまで好きになれないけど、この詩を好きな男の人の純粋さを好
きにはなれる」(mel keetoia)
sana,alt  miina、liibe

sania  ［生物］前髪、フロント　［レベル］３　19:melidia alis

sanialoozseel  ［生物］前髪際中点　rd;/　24

sano  ［名詞］日程、スケジュール、日取り、都合、予定、プログラム、
約束、ダイヤ、時刻表、時間割　［レベル］３　14:制 :sec/ano（その日の
計画）　【用例】　lad sano 予定を入れる、予定を作る、予定を立てる　an 
sainat sano e kest. 明日の日程を確認した。　an til sano del kui harx 
ok hacn im fis. 今日は友だちと昼食を食べる予定だ。
savle  ［気象］霧雨　［類義語］feisesk　［レベル］３　sm;savle,szl　21

savle,szl  feis　sapli.k

sava  ［植物］トウモロコシ、とうもろこし、玉蜀黍、コーン、トウキビ、
唐黍　［レベル］３　zg;kevea　22　［文化］　zgで kevea人が栽培していた
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ものが歴史上の最古。rdで lt・アシェット経由で arに伝来した。セ
レンが「食べると胃が痛くなる」と言ったことで rdでは敬遠され、
普及が遅れた。粒の薄皮の消化が悪いためで、胃腸の強い者なら問
題ない。また製粉などすれば問題ない。
savan  ［動物］シギ　［レベル］６　14:制 :milf:alakta:xvan,svan

savan(2)  ［生物］las,szd、tak,szd　［生物］上腕　［反意語］xiwa　［レベル］５　szd
　21
savante  ［言語］［文字］スクリプト、手書き文字、手書き風文字、手書き
書体　［アクセント］savantE　［レベル］３　21:savante,szd

savante,szd  tank　savan

savankaltetwasetkan  ［生物］［医療］手陽明大腸経　szl;/　24

savanflaverdazettkan  ［生物］［医療］手太陽小腸経　szl;/　24

savanmyuxelyuekan  ［生物］［医療］手厥陰心包経　szl;/　24

savanho  ［生物］上腕骨　［レベル］５　22

savanje  ［軍事］天馬の腕、サヴァンジェ　［アクセント］savanjE　［レベル］５　
zg:savan,szd/siel　21　［文化］　lyusiel

savanlaaxehinakan  ［生物］［医療］手少陰心経　szl;/　24

savanlexiayuzkikan  ［生物］［医療］手少陽三焦経　szl;/　24

savanaljegantskan  ［生物］［医療］手太陰肺経　szl;/　24

savia  ［地名］サヴィア　［組み数字］２/６　［レベル］３　fv;e　古　［文化］　
アトラスにある大陸の名。地球では北アメリカ大陸に当たる。　面積：
24612828.593783 km^2
saviasiza  ［地学］サヴィアプレート　23

savii  ［ユマナ］北アメリカ大陸　［レベル］５　制
savo  ［名詞］補欠、予備、スペア、買い置き　［レベル］３　16:制 :savから
savort  ［動詞］solは yul（様態や残される人）に先立つ、先立つ、妻子
などを後の世に置いていく、先に死ぬ、サバイバルなどで脱落して
死ぬ　［レベル］３　15:制
save  ［気象］雪崩、なだれ　［レベル］３　15:制 :saevern（雪が崩れる）
saver  ［人名］サヴェル　［レベル］５　古 :kmiir　［文化］　人間。愛する妻を
守ることを生きがいにしていたが子供ができなかった。しかし年老
いたころに子供に恵まれ、年の離れすぎた娘を得る。そのころのサ
ヴェルはもはや昔の力を失っていたが、娘の誕生で活力を得る。サ
ヴェルは今まで自分は妻を愛するために生きてきたが、力を失った
今はこの娘を愛することが生きる力となっているということに気付
く。
savel  ［天文］サヴェル、火星、空天　［魔法］風のクリスタル　［組み数字］４
/９　［レベル］３　古 :savel← sapli/vel（空気があって暗い）
saveer  ［アイテム］サヴェール　［レベル］４　ridia:古　［文化］　ヴァストリ
アの１つ。ウムトナのもつ神矛。
saveer(2)  ［経済］前引け　22

saf  ［気象］気温、温度　［気象］～度　［レベル］３　16:制 :sapuf（空気の熱）　【用
例】　saf emat sor{hait} romel. 気温が急に上がった {下がった }。　on 
kateej, saf em sor a 30 via olta flea. カテージュは夏でも気温が３０
度程度までしか上がらない。　saf emat hait a gol tif 10. 気温が零
下１０度まで下がった。　im tu faar, saf emat hait tin. 今朝は気温
がとても下がった。
saft  ［名詞］荷造りテープ、装飾テープ、接着テープ、録音テープ、録画テー
プ、ビデオテープ　［レベル］３　13:制 :sakfot（平らな紐）
safta  ［名詞］ＶＴＲ、ビデオ、ビデオテープレコーダー。日本で一般に
ビデオと呼ばれているもの　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt:saft　［文化］　
テープを使ったビデオはもう古く、誰も使わない。ＤＶＤもレイユ
には既に古く、ＤＶＤ以上に大容量な記憶媒体を使って記録する。
ビデオ機器はもはや存在しない。テレビにメモリが内蔵されている
ので、そのメモリにテレビのデータを書き込む。
saftik  ［地学］緯度　［レベル］４　19

saftoi  ［名詞］温度調節、温度調整　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

safkipar  ［名詞］温度計　［レベル］３　19　【用例】　safkipar apiates 25. 温度
計は２５度を示していた。
safpoit  ［地学］緯度　［レベル］４　20

safrein  ［地学］緯線　［レベル］４　19:温度の線。緯度によって一番体感
的に変わるのは温度の差であるため
safl  ［被服］ビロード、ベルベット　［レベル］５　古 :saは絹
safiir  ［アトラスの国家］サフィール　［レベル］５　19:ridia:「風の土地」
safo  ［動物］トナカイ　［レベル］４　17:制 :lakta:safk雪の動物
safendi  ［気象］気温差、温度差　［レベル］４　19:ridia　【用例】　el na kin 
man safendi soven flea o xier fok falim o xelm et tinka on karx 
gihu a. 岐阜県は夏冬と昼夜の温度差が激しいのでつらい。
sam  ［形容詞］新しい　［動詞］yulを新しくする、新しくする、更新する、
改める、改訂する、改定する、アップデートする　［普通動名詞］更新、改定、
改訂　［副詞］～しなおす、～しかえす、改めて。til samel（持ち直す、
持ち返す）　［反意語］sid　［レベル］１　sert;seda　14:制　seda:seda:Sant:sed
es,fgn　［語法］　→ sedes　生き物については samは新しいで、lifは若
い。samは labast sam（新人の労働者）のように、入ってから日の浅い
状態を指す。laal lifはヤンママで、laal samは小さい子供を持つ母親の
こと。　物については samは新製品などを指し、lifはその製品個体
が生産されてから浅いことを指す。サクマドロップスは製品として
は昔からあるので samではないが、今日工場で生産された缶について
は新しいので lifといえる。日本語はどちらも「新しい」で表現する
ので区別に注意。　【用例】　til samel 持ち直す　hacn sam 新しい友達

samtil  ［動詞］yulを iから持ち替える、持ち替える、持ちかえる、持ち
直す　［レベル］３　21

samtek  ［植物］若葉　［レベル］４　19　【用例】　im axte, samtek et nok. 春にな
ると若葉が出る。
sams  ［被服］ボタン　［レベル］２　zg;↓　13:制 :古 :sabemyuxa（服の穴）。
元はボタン穴を指した。　［文化］　zgで神が作ったものをレスティル
人が輸入したのが始め。当時は高価で貝や金属を使っていた。　sm
後期でようやく一部の裕福な庶民にも行き渡るようになった。nd以
降は大量生産され安くなった。　　ボタンは下から外す。上からで
は襟元がはだけて不恰好な上に時間がかかるため。両手で外すのは
子供っぽいとされる。但し、外しやすいように片方の手をどこかに
添えておくのは良い。かけるときは逆動作。　セルメルまでは男女
とも服の合わせは右前で、ボタンは正面から見て右（自分から見て左）
に来ていた。セルメルで魔導師の権威が弱まると、女は籠の鳥となっ
て宮中や屋内に押し込められるようになった。それに伴い高貴な位
の女性は戦闘に不向きな豪奢なドレスを纏うようになった。（カコま
では高貴な位はたいてい強力な魔導師なので、ルーキーテのように
戦闘要員として比較的動きやすい服を着ていた）。　ドレスの背中に
もボタンがあることと、着替えを召使が手伝ったことから、ボタン
は左前となった。他人がボタンをかける場合、左右逆転したほうが
やりやすいためである。これにより男女のボタンと服の合わせが逆
転し、徐々に高貴でない女たちにも広がっていった。　文面でよく
わからない場合、結果的に日本と同じ男女差だと考えればよい。　【用
例】　ar sams ボタンをとめる
samsas  ［動詞］yulを並べ直す、並べ直す、並べ直す、並べなおす、並べ
替える、並べかえる、並べ変える　［動詞］yulを並べる、並べる。こ
の語義の場合は sasとほぼ同等の意味で使う。　［電算］ソート。「並べる」
の語義から派生している。　［レベル］３　22:mel

samself  ［言語］現代文、現代文学　［レベル］３　rd　22　［文化］　felpant　【用例】
　ai, fidn e rafel t'axtenakea et samself hot da. これで残る春休みの
宿題は現代文だけとなった。
sammeit  ［電算］［言語］新項目、新語　［レベル］３　20

samp  ［動詞］yulを aに絡める、絡める、からめる、からまる、絡ま
る、もつれる　［動詞］yul（戦争など）が膠着する、膠着する→ vas em 
mono　［普通動名詞］膠着　［レベル］３　14:制 :古 :sokukamelial　［語法］　sokt　【成
句】　noa em samp. ノアが絡まる。ばつが悪い、バツがわるい、気が失
せる :19:ちょうど日本語のばつが悪いに当たる表現。例えば、空港で
盛大に別れを惜しんだ後に飛行機が事故って遅れ、しばらく空港で
また話すことになったときの気持ち。例えば「今度会おうね」といっ
て別れた後、５分くらいで別の場所で出くわしたときの気持ち。こ
ういうのは心に関与するノアの問題だと思われている。互いのノア
がもつれて絡まったから、巧くいかずにちぐはぐなんだと考えられ
ている。
sampekl  ［経済］先端技術、新技術　［レベル］４　19

samrai  ［植物］新芽　［レベル］４　19　【用例】　im axte, samrai et nok. 春に
なると新芽が吹き出す。
samlevet  ［名詞］新発売、新刊　［レベル］３　rd;/　23

sama  ［被服］ポケット　［レベル］２　15:制 :sabmaxから　【成句】　te ev las apot 
sama ka ate 店ではポケットに手を入れるな：李下に冠を整さず　【用例】
　ar{is} sama ボタンをかける {はずす }　an si ko solt tis on sama. ポ
ケットには１ソルトも入っていない。　non arat sama e misp mil tee
ze et sort. 風が冷たかったので、カーディガンのボタンをかけた。
saman  ［親族］どら息子　［レベル］２　19:ridia:sam/an（若い頃の俺）
samana  ［名詞］前期大学　［レベル］３　19

samanaan  ［名詞］前期大学生　［類義語］xalfels　［レベル］３　19:melidia alis

samarka  ［名詞］新生アルカ　［レベル］３　19　［語法］　アティーリでは制アル
カの棄却によりセレンが作りなおした人工言語で、以後転生期まで
使われる。ユマナでは制アルカの運用上の欠点を排他し、使いやす
さと自然さと芸術性を高めた人工言語。
sami  ［形容詞］不運な、運が悪い、運がない、運の悪い、不幸せな、不遇な、
不幸な、数奇な、不遇な　［反意語］xina　［レベル］２　＠ 19　【用例】　an at 
sami im fis. 今日はついてなかった。
same  ［名詞］ソケット　［言語］格、ケース　［レベル］４　rd;↓　19:制 :sami

samen  ［名詞］新発売、新刊　［レベル］３　rd;/　23

samel  ［被服］サメル　［レベル］３　古 :fulmiia:samel← sabe/melfiを変形さ
せた造語。原義は ｢一メルフィもある長い服 ｣　［文化］　アルティス教
徒の女性服。裾が床に着くか、或いは着きそうなくらい長いワンピー
ス。体をすらっと見せる服で、神聖で清純なイメージがある。特に
アルマスト派に好まれる。移動時には靴を履くが、儀式や祈りの際
には裸足が好まれる。だがこれを淫らと遠ざける信者もいる。サー
シャと合わせられる。
sameli  ［企業］サメリ　［レベル］６　21:sam/meli　［文化］　東レに相当する企
業。
sad  ［形容詞］豪華な　［反意語］xig　［レベル］３　＠ 19

sadl  ［普通動名詞］発明　［動詞］yulを発明する、発明する　［レベル］３　13:
制 :sadlad（新しく作る）　【用例】　xelii alteems sadlat dipit im nadia. ナ
ディア時代にシェリー＝アルテームスは多くのものを発明した。
sadalu,alt  預かり物の、預かってある
sadis  ［料理］駄菓子、サディス　［類義語］xia　［レベル］２　rd;sa/adis「死刑
の前に」。死刑が広場で行われる際、お祭り状態で菓子店などの出店
が出た。そこで売られる子供向けの小さな安いお菓子をサディスと
呼んだことから。　23
sadisate  ［名詞］駄菓子屋　［レベル］２　rd;/　23
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sadeyu  ［被服］前とじ、前閉じ　rd;/　24

sag  ［被服］バックル、尾錠　［レベル］４　13:制 :sab/gi

sagag  ［言語］［生物］咽頭　［レベル］４　13

sagagfo  ［言語］咽頭音　19

sagi  ［被服］ファスナー　［レベル］３　16:制 :sab/gi

sagitamagika  ［アトラスの国家］サギタマギカ　［レベル］４　23:ridia

sap  ［名詞］空気、ガス、気体　［化学］気体　［気象］大気　［類義語］kumsap、
zomlil　［レベル］２　13:制 :古 :sapli（空気）　sapli:sapli:sapli　【用例】　sap 
et fren{beti} 空気が澄んでいる {淀んでいる }　sap et dad 空気が
重い→ xalte　【用例】　xant fan il sap noan a tyu. わたしの酸素、全部あ
げる（リーム＝ストリーム『ＴＰぼん』）
sapt  ［名詞］空気調節、エアコン　［レベル］３　制
saptar  ［名詞］エアコン、クーラー、ヒーター　［レベル］３　19　［文化］　ア
ルバザードはそもそもあまりエアコンが必要ない。　【用例】　an hinot 
vil hartati ento arik ai saptar. 暑さに耐えかねてついにクーラーを付
けた。　an arat saptar mil sortati rak. あまりに寒かったのでヒーター
をつけた。　an vienat{ivnat} saptar. ヒーターを強くした {弱くした }。
sapxalalx  ［化学］［物理］気体定数　［レベル］５　19

sapxenvil  ［医療］空気嚥下症　［レベル］５　19:seren

sapn  ［気象］気圧、大気圧　［レベル］４　13:制 :saplot

sapndirei  ［気象］前線　［経済］気配→ direi。低気圧と高気圧がぶつか
るように、売りと買いの価格がぶつかるところから。　［レベル］４　19

sapnhoho  ［気象］気団　［レベル］４　19

sapfiolet  ［軍事］エアライフル　［アクセント］sapfiolEt　rd;/　24　［文化］　
gel
sapfeetfel  ［言語］音響音声学
sapm  ［生物］肺、肺臓　［レベル］２　13:制 :sapmai（空気の身体部位）
sapmklez  ［医療］肺化膿症　19

sapmfaiz  ［医療］肺炎　［レベル］３　14:制 :肺の炎症
sapmpig  ［医療］肺がん　［レベル］５　19

sapmpon  ［医療］肺気腫　［レベル］５　19

sapmpoet  ［医療］肺嚢胞　19:seren

sapmjior  ［生物］肺兪、肺愈　［レベル］５　21

sapmazl  ［医療］肺結核　［レベル］４　19

sapmenvi  ［名詞］心肺能力　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

sapgel  ［軍事］空気銃、エアガン。エアソフトガンは yuligel。　rd;/　
24　［文化］　gel

sappan  ［被服］着物　［レベル］３　alt;<>sabe　21

sappits  ［環境］大気汚染　［レベル］４　19

saphank  ［地学］［気象］大気圏　19

sapho  ［生物］含気骨　rd;/　24

saphoantulf  ［化学］強いて言うなら凝結熱　［レベル］５　19

saphoanka  ［化学］強いて言うなら凝結点　［レベル］５　19

saphoanem  ［化学］凝結　［レベル］５　19

sapre  ［植物］サクラソウ、プリムローズ　［レベル］４　f:saal;e　16:制　sap
re:sapre:la felisia:kotoko,alt
sapl  ［生物］気管　［レベル］３　13:制 :saploo（空気の管）
sapl(2)  ［化学］ニトロ化合物　19:sapli

sapla  ［名詞］シュノーケル　［レベル］４　13:制 :古 :sapli（空気）
sapla(2)  ［化学］ニトロ基　19

sapli  ［地名］サプリ、サプリの村、幻月村　［美容］エアリーヘア　［歳時
記］三候で一気　［レベル］５　古 :ridia:「幻」アルカ発祥、「月」アル
シェ。　［文化］　アシェルフィの街の西にある山間の小さな村。エヴァ
ンジュランの産地。　4 dia dinにバイアスらの襲撃を受け、一旦廃
墟と化した。　　・現実では　　リディアの育ったフィンランドの
ヘルシンキより北部のとある街を意味するアルカ名。リディアの家
は街外れの離れたところにあったが、ソーンの残党によって襲撃さ
れた。　【成句】　fian e sapli vand sen yu faramon. サプリの田舎娘で
すらファルアモンに襲われることがある：犬も歩けば棒に当たる　
fian e sapli aset teems サプリの田舎娘がやがて悪魔すら倒す：風吹
けば桶屋が儲かる。得をするというニュアンスではなく、バタフラ
イ効果的な意味合い。
sapli,f  sap　e

saplis  ［魔法］雷。五行の５番　［医療］肺　［レベル］４　szl;sapli。空気。　21　［文
化］　klevans

saplor  ［生物］気道。上気道と下気道の総称。　［レベル］３　19

saple,ard  sisp　sapli

saplen  ［名詞］空虚、虚無、虚空　［形容詞］虚しい、空しい　［レベル］４　
21:sapli
sapa  ［生物］鰓、エラ、えら　［レベル］３　16:制 :sapから
sapakm  ［化学］石油ガス　［レベル］５　19

sapi  ［気象］空気、大気　［レベル］２　16:制 :sap

sapix  ［名詞］前転　［類義語］sahol　［反意語］xipix　［レベル］３　20

sapina  ［名詞］先約　［レベル］３　19　【用例】　an ket vil alna mil sapina. 先
約があったので、パーティーには行けなかった。
sapia  ［名詞］妄想　［レベル］３　21:sapli/dia　【用例】　sapia l'an estat lex fiana 

miskanel　現実と名付けてみた妄想　（ＢＵＭＰ ｏｆ ＣＨＩＣＫＥＮ
『レム』）
sapo  ［名詞］スポイト　［レベル］４　16:制 :sapk/loo　【用例】　taf er kon sapo 
スポイトで水を吸う
saposk  ［普通動名詞］空気清浄　［レベル］４　al;/　23

saposkar  ［名詞］空気清浄機、空清　［レベル］４　al;/　23

sapestark  ［軍事］エアピストル、空気拳銃、空気けん銃　rd;/　24　［文化］
　gel
sapesitulf  ［化学］凝縮熱　［レベル］５　19

sapesika  ［化学］強いて言うなら凝縮点　［レベル］５　19

sapesiem  ［化学］凝縮、液化　［レベル］５　19

sapeld  ［言語］パロール　［レベル］６　19:空気中を伝わる言葉
sapea  ［言語］前置詞　［レベル］４　rd;/　23

sab  ［被服］装身具、服、服装、衣服、衣類、着るもの、着物、被服　［動詞］
yulを aに着せる、着せる、着る、かぶる、被る、はく、履く、穿く、
身につける、身に付ける、装備する、つける、着ける、付ける　［普通
動名詞］装備、着装、着衣　［レベル］１　sert　13:制 :古 :sabe（服）。古ア
ルカでは通して服の意味であったが、次第に装身具を意味するよう
になっていったのでその通りにして装身具の意味にした。　sa, sabe:
sa, sabe:la lein　［語法］　sols nene sab（着させる）。sab toto a nene（着
させる）。前者の着させるは相手に命じて相手が自分で着ることを意
味する。後者の着させるは子供や死体など、自分で着れない人を介
助して着させる場合を意味する。　［文化］　→ amalis, lein　　・歴史
　　smまで衣類は羊毛、麻、亜麻、木綿、絹、毛皮、なめし革など
で作られていた。いずれも質素で動きやすいものであった。　sm後
期になって王政が盛んになり人口も増え戦間期で技術も発達したこ
ろから徐々に荘厳華麗な服がでてきた。　sm後期でも民衆は晴れ着
一着普段着一着で下着はあるかないかであった。当時は服はすべて
仕立てるもので、はじめから服の形をしているものは古着しかなく、
服は高価であった。寝間着はなく、普段着か裸で寝た。　洗濯をす
ると服が傷むため、洗濯は夏場で週一回、冬場で二週に一回程度で
あった。湿度の低いアルバザードだからできたことで、alt本国では
もう少し多く洗濯をしていた。　このころ庶民の服は、シャツ、チュ
ニック、胴衣（チュニックの上に着た）、ズボン、股引（冬場にズボ
ンの下に履く）、パンツ（持っている人は裕福だった）、寝間着（裕
福な人しか持たなかった）だった。　　rdで百年戦争が始まっても
貴族は前線に出ないので優雅な服を着ていた。庶民はいつでも農耕
できいつでも戦える実用的な服を着ており、古代からほとんど服装
が変わっていなかった。　　nd以降は階層を問わず実用的な服が好
まれるようになった。　また、大航海時代での植民地政策により、
綿があまり取れないアルバザードにも魔方産などの綿が多く手に入
るようになり、綿織物が一般化した。さらにこの流れを産業革命が
促進した。　　・女性の服は男性が選ぶ！？　　smの上流階級と革
命後の ljでは女性は自分の着る服を自分で選ばなかった。これらの
時代はその女性に最も影響力を持つ男性が女性の着る服を選ぶとい
うのが通例だった。例えば娘なら父親が、彼女なら恋人が、嫁なら
夫がという具合である。rd_alでも smの名残で保守的で大人しい女性
はそのように扱われることを好んだ。そのため、女性が男性を選ぶ
際に「服のセンスが自分と合う人」という希望があった。　rd_alで
は保守的で大人しい女性が主にこの習慣に従ったが、smの上流階級
や革命後の ljでは逆に男性に服を選んでもらうことはむしろステー
タスとされた。つまり、「男の着せ替え人形になるなんて女性の人権
を蹂躙しているわ」という考え方ではなく、「男に服も選んでもらえ
ないなんて哀れな女ね」というレッテルを貼られ、同性からも蔑ま
れたわけである。当時はこの習慣はステータスで、男尊女卑などと
思うことはなく、むしろ歓迎されていた。２０１２年現在の日本人
には解説なしでは理解できない価値観であろう。　例えば女性がカ
レン半島まで男性と温泉に行って凪式の浴衣を選ぶとする。たいて
い浴衣は女性用が何種類もあり、男性用は一種類しかない。日本は
これを女尊男卑でやっているが、アルバザードではそうではない。
というのもアルバザードでは男性が女性に着せたい服を選び、自分
の目を喜ばせるために女性用の浴衣のバリエーションが多いためで
ある。女性が「あれが着たい」と言って男性が採用する場合もある
が、普段は黙って男性の指定する服を着るのが女らしいと歓迎され
た。何を着せるかという点で精神的に男性は女性を征服することに
充足し、女性は男性に征服され庇護を受けることに充足した。つま
り男は女に服を着せることで自分を男らしいと誇り、女は男に選ん
でもらって相手色に染めてもらって庇護してもらうことで自分は守
られるお姫様なのだと感じて満足するという心理である。　【成句】　
el sab sen salas kai 大は小を兼ねる　【用例】　sab samel {sab alt} 着替える。
sab samelは動詞＋副詞。sab altは動詞＋目的語で、別の服を着るとい
うニュアンス。　tyu tan sab tu. これは私達で着回せるわ。　la lunat 
ok sab sam. 彼女は新しい服を着て現れた。　☆ la solsat an sab samel. 彼
は私に着がえさせた：着替えるは sab samel。　sab emat serip. 服が湿っ
てしまった。　an samat lax sab vadel enz. できるだけ早く服を着替え
たかった。　sab pop{fef} 厚い服 {涼しい格好 }　an sabat popel lana 
tel sort. 寒くないように服を着込んだ：着込むは sab popel。　an sab
at popel im faar. 朝、暖かい格好をした。　tu at xep xel jal nos sab 
wel. どの服を着るか決めるのが難しかった。　sab es koot on ink{yu
lohete}. 服が後ろ前だ {表裏逆だ }。　an evat sab le nos alsabat pipel 
al aks. 服を脱いだ後、床にそのまま投げ散らかした。　sab amalis 服を
後ろ前反対に着る　sab salas amalisel Ｔシャツを後ろ前反対に着る　an 
sab van samel moksab. パジャマに着替えよう。
sabxi  ［被服］後身頃　rd;/　24

sabxos  ［被服］着丈　rd;/　24

sabsa  ［被服］前身頃　rd;/　24

sabsat  ［普通動名詞］身支度　［類義語］lepsat　［レベル］３　rd;/　24　【用例】　ar 
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sabsat 身支度をする　lu alser kapat al an im an aror sabsat hitel. 慌て
て身支度を整えていると、その兄から電話があった。
sabnial  ［被服］ポールハンガー　［レベル］４　22

sabrez  ［被服］スーツコード、ドレスコード　［レベル］４　19:melidia axte
　［語法］　学校では制服、会社ではスーツや作業服など、パーティ以
外にも適応される概念。
sabl  ［被服］［動詞］yulを仕立てる、仕立てる　［レベル］４　13:制 :sablad（服
を作る）
sablem  ［料理］唐揚げ、から揚げ、からあげ　［レベル］３　rd;sabi/blem　
24　【用例】　sablem diane alka ジューシーからあげナンバーワン
sableim  ［企業］サブレイム　［レベル］３　21　［文化］　マツモトキヨシに相
当する企業。
saba  ［名詞］［形容詞］おしゃれな、お洒落な　［レベル］３　13:制 :sab　【用例】　
salas saba おしゃれなシャツ
sabanje  ［被服］メイド服　sm;sabe/anj az anje　24　［文化］　anj

sabar  ［被服］ファッション、モード　［レベル］３　20:sabkaar:19:ridia:arb
axelt　［文化］　ミロクがファッションを放蕩と定義したことにより、
ファッション業界は廃れた。ミロク以前のファッション業界は今の
日本と同じ状況であった。ファッション業界の主な消費者は未婚の
女で、特に二十から三十台にかけての消費が激しかった。特にブラ
ンド物で身を固め、高価な服や鞄などを所有し、他の女に牽制をか
けた。　ミロクは服の価値は温度調節の機能、丈夫さ、動きやすさ
の機能、肌触りの良悪、宗教的意味合いにあるとした。ブランド物
は持つことによって社会的地位を高めるが、この虚勢の誇示行為が
差別を生む。そう考えたミロクは社会的地位を服の価値から取り除
いた。ブランド業界は解体され、昔と同じく単に品質と丈夫さを売
りにする商品に変わった。ブランド品とは昔と同じで品質が良く、
持ちが良く、その分だけ値段が高いものを意味するようになった。
　アルテナになってもこの傾向はあまり変わらない。ゆえにアルバ
ザードの服は素朴でどれも似たものが多い。その代わり、機能性は
抜群である。また、既製品はデザインが同じで変わり映えが少ない
ため、買った人は自分で縫い直したり縫い足したりして自分らしさ
を楽しむ。尚、帽子と靴も服と同じ価値観である。機能性がデザイ
ン性よりも優先される。このことは手袋や靴下にもいえる。無論、
下着にもいえる。　また、いくら機能性が高いからといって全体の
バランスを考慮しないのはいけない。たとえばスーツにサンダルは
統一性がなく、好まれない組み合わせである。フォーマルな服を着
れば靴など他の要素もフォーマルで統一する。インフォーマルなら
インフォーマルで統一し、可愛い系なら可愛い系で統一する。統一
性は機能やデザインよりも重要である。　　＜歴史＞　　最初に服
を作ったのはエルト神である。彼はサールのために綿花から服を魔
法で作った。　その後、神々は人間の姿になったときは親にならっ
て服を着ていた。　悪魔はサティのように、服を着ないものもあっ
たが、おおむね服を着ていた。　　人類はユーマがサールに服を着
せられた時点から服を着ていた。　ユーマの一族は最初から服を着
ていたことになる。　原初は布をくり貫いた簡素な服をかぶるよう
に着たり、簡素なローブをまとっていただけであった。　空調の魔
法があったためである。　　神は服に関してあまり関心がなく、単
に裸体を隠すものとみなしていた。　しかし装飾には興味があり、
数々のタリスマンを身に着けていた。　　アズゲルになると人類の
魔力が弱まり、常に空調の魔法をかけるのが重労働に感じられ、服
が発達した。　アズゲルでは人類は各地に広まっていたため、風土
に合わせた服が作られた。　　メルティア 1,009,932年にルカリア交
易が始まると、人類の服が神に伝わる。　神は人類が器用に作った
服に感動し、神の間にもファッションが流行る。　このころはルカ
リアやレスティルの服が入ったため、神のファッションは基本的に
この時代のルカリア・レスティルのものである。　　さて、それで
は古代人はどのような服を着ていただろうか。　まだ生活に余裕の
ないころであるから、ファッションといっても機能性を重視したも
のであった。　まずは魔法がなくても寒暖を凌げる風土に合わせた
ものであること。　次に剣や魔法といった生きていく上で重要な技
能に適応していること。　この２点である。　　魔導師は裾や袖の
広がった服を着ていた。　広がった裾や袖は魔力を増幅させるため
である。メガホンで声を増幅するのと同じ原理である。　ここで初
めてスカートが生まれ、魔導師に愛用された。魔導師の大半は女性
なので、スカートは女性服となった。　　一方、剣士は混戦時に引っ
張られたり踏まれたりすると転んでしまうという理由でスカートや
ローブを避け、こうしてズボンが作られた。　ただし格闘家や一撃
必殺を主とする後のカランなどは運足を悟られたくないという理由
で袴を開発した。　　このように、古代人のファッションは生き残
りをかけた必然性から生まれてきたものである。　これは髪型など
も同様である。人体で最も魔力が宿るのは髪なので、女性は髪を伸
ばした。　しかしそのままでは戦いにくいため、戦闘時はひとつ結
びにした。これが現代も残る artniaである。　髪を結わくという行
為は成句として「覚悟を決める」などの意味があったが、アレイユ
では「気を引き締める」の意味に変化している。　　男性は剣士は
長髪だと邪魔なので髪を短くした。　ただし後のユールのような魔
導師系は女性同様、髪を長くしていた。　　宝飾はタリスマンとし
て女性が身に付けることが多かった。　男性は魔力にあまり関係が
ないため、身に付けることは少なかった。　　rdまでこの傾向は続き、
地球のようなファッションが始まったのは大航海時代と植民地政策
と産業革命が起こったその後の時代である。　ヴェレイでは奇抜な
ファッションが流行ったが、ミロク革命で過度なファッションは贅
沢で悪徳とされ、アルティス教的なシンプルで質素な服装が主流と
なった。ただしパーティなどでは着飾る。
sabi  ［料理］コーティング、てんぷらの衣、衣、ころも　［レベル］３　16:制 :sab

sabir  ［形容詞］音が篭もった、籠もった、響かない、くぐもった　［反意語］
xival　［レベル］３　＠ 19

sabirpaln  ［音楽］クラリネット　［レベル］３　19　【用例】　tu et xep xel el 

ar sabirpaln. クラリネットを吹くのは難しい。
sabe,f  sab　f;e

sah  ［交通］ヨット、小型帆船、帆掛け舟　［レベル］４　lakta

sahom  ［被服］前あき、前開き　rd;/　24

sahol  ［名詞］空中前回り、前転　［類義語］sapix　［反意語］xihol　［レベル］４
　20
saya,alt  past
sayaka  ［筐堺］サヤカ　［レベル］５　rd;ラルドゥラの故郷の村の名から　
22　［文化］　筐堺司：raldura lolos　筐堺国：altia, lolos　サヤカはアルティ
ア寄り、ロロス南部の村。実質サヤカ筐堺はアルティアを指す。サ
ヤカ筐堺の幼字は凪を示す国際的な国字として使われる。
sayaka(2)  ［地名］サヤカ　［レベル］５　zg;lolos語で「激戦区」。yaは「痛み」、
kaは「場所」。　［文化］　ラルドゥラの故郷の村。ロロス南部、アルティ
アの境界線付近に位置する。
sayo,alt  zam, luwa
sayoneko  ［名詞］オンドル　［名詞］床暖房、床暖　［レベル］２　sm;「足温かい」
　22　［文化］　アルティア人が発明し、smでルティアに普及し、vlでア
ルバザードにも普及した。　【成句】　lad sayoneko fiina noi 息子のた
めにオンドルを敷く：孟母三遷。ルティア人の親が息子の仕官のた
めに家を暖めて勉強しやすい環境に整えたことから。
sayu  ［被服］サユ　［レベル］２　古 :sayu。sayuは salyuから。salyuは祭壇
の salyuではなく、これと同音異字の salyuで、意味はシャツ。　［文化］
　アルティス教徒の女性服。シャツに似た服で、ラーサとルフィの
合わせとして着られる。ラーサの下に着る。
sace  ［動物］ブリ、ハマチ、イナダ、ワラサ　［レベル］３　14:制 :haishace
（マグロアジ）　［文化］　食用され、好まれる。
sar  ［動詞］yulを aに戻す、戻す、戻る、退化、さかのぼる、遡る、撤
退する、後退する　［普通動名詞］復帰、帰り、復元、元に戻ること、後
退　［普通動名詞］巻き戻し、巻き戻しする　［音楽］ナチュラル　［言語］再
帰　［反意語］pak　［レベル］２　14:制 :恣意　【用例】　vaan sarat. 軍が撤退した。
sart  ［名詞］神々、神、神様、かみさま　［生物］サルト、神科、幻神。エ
ルト属とサール属の総称。　［類義語］selt、mirok、alies　fv;saar/ert　
［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　sart:sart:alies→ alies,szd　［語法］　→ apt, est
　○名（前置）　×姓　○男女　○単体使用 /名詞用法　　エルトの
一族とサールの一族を区別しない言い方。
sartkata  ［経済］［歴史］神人貿易　［レベル］４　20　［文化］　メルティア
１０４万年、膠着したラヴァスを終戦させるため、神々は和平に向
けて協定を結んだ。　協定の内容は攻撃の停止と、互いの領土を侵
犯しないことであった。しかしこれには２点問題があった。　１つ
は前線付近の領土がどちらに属するかという議論で再び揉めてしま
うだろうこと。　１つはラヴァスの激しい戦いで、エルトの一族の
領土アンシャルも、サールの一族の領土インサールも荒廃していた
ことである。　これらの問題を解決するため、神々は戦禍を免れた
土地を新しい領土とすることに決めた。　その候補地はいくつかあっ
たが、元々神々が生まれたフィーリアが最終的に選ばれた。　　神
は神の世界アルフィを作って新領土として半分ずつ分割し、移り住
むことにした。　神の造形術は剣などの小さいものを作る能力であ
り、世界は創世できない。　そこで彼らはフィーリアのミナカルモ
に行き、ミナカルモを切り取って異次元に送った。　異次元に送る
という魔法も相当強力なものなので、ミナカルモを送るだけでも精
一杯だった。　　ミナカルモは外側から見ると霧がかった湖に見え
るようになった。　その湖はミナルドゥといい、湖に入ろうとする
といつの間にか反対側に抜けてしまう。　　アルフィの西側をエル
トが、東側をサールが占有した。　こうして神々はアトラスから去っ
た。　神々は互いに抜け駆けを防ぐため、「アトラスの領土を侵犯
しないこと」という協定を結び、原則としてアルフィから出ないこ
とを互いに約束した。　こうしてアルフィに住み着いた神々だが、
フィーリアには古レスティルほどの植生がないことに悩んだ。　つ
まり食べ物の種類が少なく、資源の種類も少ないのである。　　そ
こで神々は人間界の資源に注目した。しかし協定により神々は人間
界を侵略できない。　神々は人類に供物を捧げさせればよいと考え
た。だが単に供物を捧げるだけでは人類側に利益がなく、従う理由
がない。　もし供物を捧げないことでエルトがアルバザード人に神
罰を与えれば、それはサールから見てエルトがアルバザードを侵略
して資源を奪ったとしか見えず、協定違反となる。むろんこれはサー
ルにもいえる。　人類はこの事情を知っているので、いくら神が脅
したところで人類は従わない。　　そう考えた神々は人類に貿易を
持ちかけた。　こちらからは有事の際の神の加護という名目の軍事
力とフィーリアの資源を提供する。　その代わり、人類からは資源
をもらうという内容である。例えばメティオ産の香辛料や、アルバ
ザード産の銀細工を得るなどといったものである。　アルバザード
人に神罰を与えるのは侵略行為になるが、契約を結んだ相手に加護
を与えるのは侵略ではないため、協定違反にならない。　知恵を捻っ
たユルグはこれを女王ルフェルに進言。ルフェルはこれを受け入れ、
人類に話を持ちかけた。これを知ったアルデスは即座に真似しはじ
める。　こうして神と人類の貿易が始まり、アルフィから出てはな
らないという協定に「召喚時を除き」というルールが加えられた（そ
のため、上で「原則として」と述べた）　　貿易が始まると、貿易を
担当する人間が現れた。これが召喚士の起こりである。　初期の召
喚士は魔法使いというよりは、商社や通関士に近い存在であった。
　神人貿易は大きな市場となり、召喚士はめきめきと頭角を現して
いった。　　これに慌てたのが王たちである。王は召喚士の権限を
弱めようと尽力するも、かえって召喚士の反発を受け、逆に滅ぼさ
れていった。　召喚士は貿易利益によって地球のメディチ家以上の
経済力を付けていった。　神は金払いがよく、各土地のサリュを通
じて納品するため、輸送費もほとんどかからない。輸送にかかる旅
費や人件費も大幅に節約できる。その分の利益はまるまる召喚士が
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得られる。　通常の貿易のように長い行路がかかると腐ってしまう
ものでも、神人貿易なら捌くことができる。商品のロスが少ない効
率のいい貿易だった。　さらに神の加護という名目で強大な軍事力
も付けたため、王位はどんどん召喚士によって奪われていった。　
こうして召喚士国家が成立していった。　　さて、神々は互いに反
目しているため、召喚士は常にエルトにパイプを持つかサールにパ
イプを持つかで二分された。　エルトにパイプを持つ者はエルトの
みから加護を受け、エルト召喚士となった。サールのほうはサール
召喚士である。　こうして召喚士は二分された。では、複数できた
召喚士国家をエルト・サールで分類すると、どのような分布になる
だろうか。　　もともとラヴァスにおいてエルトの領土は主にアン
シャルで、本拠地はルカリア、現ヒュートにあった。　一方、サー
ルはインサールを領土とし、本拠地はカルセール、現ヴェマにあった。
　エルトはアンシャルの資源に慣れているので移住後もアンシャル
の資源を欲しがった。サールはインサールの資源を欲しがった。　
従って、アンシャルにはエルト召喚士国家が、インサールにはサー
ル召喚士国家が分布し、世界を二分していた。　　なお、ルティア
は召喚士的にはアンシャルと同じエルト側に属し、アルバザードと
親和性の高い国であった。　また、貿易はあくまで神々と親交のあっ
たシフェルの一族とのみ行われたため、マレットの一族は貿易に参
加しなかった。　マレットの資源に対する神からの需要がなかった
ことも理由のひとつである。　神人貿易は経済と技術の発展を促し
たため、このときの出来事が決定的にシフェルの優勢を導いた。　
　西のエルト召喚士国家は自らを上弦の月ドゥルガと呼び、東のサー
ル召喚士国家は自らを下弦の月ヴィーネと呼んだ。　神人貿易によっ
て国家が潤い、新しい王が出て政治が安定すると、人間の暮らしも
豊かになった。　国民のＧＮＰ（このころはまだＧＤＰではなく）
が上がったことで、国民の経済力も付き、購買力がついてきた。　
商品売上が増加したものの、まだこの時代は産業革命からほぼ遠い
ため、大量生産はできなかった。　工場の就職は売り手市場になり、
人口も増加した。そして資源が足りなくなった。　　そのため、限
られた資源を奪い合う状況ができ、ドゥルガとヴィーネの対立が起
こった。　エルトは原則としてアンシャルのものを欲しがるが、国
民はインサールの米でも食べる。　また、エルトであってもインサー
ルで取れた綿から作った服を着ることに抵抗はない。　資源の奪い
合いは熾烈を極め、これが月戦争カコへと発展していく。
sartsel  ［ユマナ］休日、週末、土日　［レベル］２　20

sartlim  ［言語］音韻創造　［レベル］５　20:サルトの音韻　［文化］　ranslot

sartalx  ［言語］フィルヴェーユ語の数　21　［語法］　f同様前置される。　
　数は 10進法になり、60は ijialaになる。　　千は tekpalala（葉の数）
から teep。　万は supalala（砂の数）から suup。　0が作られ、yuu
で表された。　　12進法が追加され、1～ 12まではアルミヴァの名が
併用された。　5_10進法のエルトの数では 5進数がベースなので、
この 5進数と 12進数が組み合わさって 60進数ができ、後の時間や角
度などに繋がっていく。　特に時間を 1時間 60分にしたときは、こ
の 60進数がそのまま使われた。　　12進法や 5_12進法は時計や角度
など、使用が限られ、日用は主に 5_10進法が使われた。　20進法は
衰退した。
sark  ［地学］オアシス　［レベル］４　14:制 :古 :saeria（砂の水）
sarnu  ［言語］サルヌ　［レベル］５　古　［語法］　est

sarfont  ［名詞］帰り道　［レベル］３　21　【用例】　te lad xiv e. non lunak atu 
lana alk tyu tisse.　yuu tix tyu kaen felez in vil non au.　tyu na 
vem on sarfont sete'? mil its sil yu me.　lena var xiit font alt.　tu 
te font netalet, tu et font tuan eu.　声を立てないでね　あなたを
助けにきたの 　教室の誰にも　わたしが見えてないのよ 　帰り道
がこわいのね　またぶたれるから 　他の道を行きましょう 　誰の
都合でもない　あなただけの道を 　（新居昭乃『人間の子供』）
sarm  ［経済］債務　［レベル］５　＠ 19

sarman  ［経済］債務者　［レベル］５　19

sarmixi  ［名詞］戻り汁、精子、膣内から出てきた精子　［レベル］６　rd;/
　23:mel。概念自体は古からあった。　［文化］　膣内射精後に膣から出
てくる精子のこと。浅めに出して陰茎を抜いた直後にすぐ漏れてく
るものと、その場では出てこないが後で立ったり座ったりしたとき
にドロっと降りてくるものとがある。後者は風呂で中を洗浄しない
かぎり防げない。　アルバザード人は前者にエロティシズムを感じ
る。中出しした証拠とみなすためである。中出しもののＡＶなどでは、
戻り汁とともに、抜いた陰茎を手で絞って先端から出した残り汁を
映すことで擬似でなく実際に中出しした証明とすることが一般的で
ある。視聴者はそれを見て実際に膣内射精したことを確認し、戻り
汁を流す女性器を見て興奮するという仕組みになっている。　男性
は膣内射精をした証拠として戻り汁を好む傾向にあるが、女性は愛
する男性の精子を全て取り込みたいと感じることが多く、戻り汁を
あまり好まない。そのため、膣内射精後も精子が漏れにくい騎乗位
以外の体位を好むことが多く、射精後は大人しくベッドで寝ている
ことが多い。
sardiin  ［地名］サルディーン　［レベル］５　meltia 97 sen via;saedia（雪
の土地）　20:ridia:saedia（雪の土地）が音変化したもの。　［文化］　古
代国家のひとつ。アルディアルの東。ハーディアン人の移民によっ
て建国された。
sarpota  ［法律］遡及　［動詞］yulについて遡及する、遡及する　［レベル］４
　20:遡って言及する
sarbel  ［植物］ひいらぎ、ヒイラギ、柊、セイヨウヒイラギ　［レベル］４
　20:sabe。服をさらに着るころに見ごろを迎える。アルバザードだと
見ごろとされるのは少し遅く１２月の頭ごろ　［文化］　むしろセイヨ
ウヒイラギを指す。　アルバ王室の家紋は六角柊。
sarbelia  ［歳時記］大雪　［名詞］２１時　［組み数字］２１／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

saryuo  ［言語］再帰動詞　［類義語］astyuo　［レベル］４　rd;/　24

saryuoasa  ［言語］再帰動名詞　［レベル］４　21　［文化］　iva

saryuoayua  ［言語］再帰分詞　［レベル］４　21　［文化］　iva

sarlots  ［電算］バックスペース　［レベル］５　20

sara  ［人名］サラ　［組み数字］２/５　［レベル］４　szk　21　［文化］　→ rapalx　【成
句】　sara e hanival 紅一点
saran  ［名詞］先住民　［反意語］xiran　［レベル］４　rd;/　23

sara varktod  ［人名］サラ＝ヴァークトッド　21　［文化］　アルシェ＝アル
テームスの義兄弟。戦闘に長け、義父ハインや義兄アルシェを助けた。
sarit  ［言語］回復点　［レベル］６　21　［語法］　イントネーションに関する
概念。an siina diltだと diが回復点となり、文全体として下がって
いた音の高さがある程度回復する。アルカの文は回復点を随所に含
むため、文頭と文末で音の高低差が少なく、音域が狭い。これによ
り落ち着いた印象を与えるとともに、男性は低い声を維持したまま、
逆に女性は可愛らしい声を維持したまま話すことができる。また、
男性は高めに女性は低めに維持することで中性的な印象を与えるこ
ともできる。　an siina diltの場合、diの部分を起点に音が高く戻
るため、戻る起点ということで回復点 saritとしている。el sar sorit 
e reif a soren i tu "di"（言語音の高さをこのディの部分から高
いところまで 戻す）というところから it格が造語要素になっている。
　　回復点　　アルカのイントネーションには回復点 (sarit)という
ものがある。日本語の場合、ダウンステップにより文頭は比較的高
く、文末にかけて声がだんだん低くなるという現象が起こる。アル
カも肺臓気流を使うためダウンステップは起こるが、回復点がある
という点で日本語と異なる。この回復点がアルカ独特のイントネー
ションを作り出している。回復点を学ぶことでアルカのイントネー
ションを理解することができる。　文頭から文末にかけては通常音
が低くなる傾向にあるが、回復点が来ると音の高さが一旦持ち直す。
　　回復点は例えば動詞＋目的語の場合、目的語のアクセントの来
る部分に存在する。例えば siina diltの場合、diltの diの部分に回
復点が来る。同様に、名詞＋形容詞の場合は名詞にも形容詞にも回
復点が来る。また、格詞の後の格詞目的語にも回復点が来る。　ア
ルカの語順はＳＶＯであり、それを拡張するためには主に格詞句を
使う。或いは名詞に形容詞を付け加えたり、副詞を挿入したりといっ
た方法で文を広げていく。この単純な構造と回復点の位置が分かっ
ていれば、回復点に耳を集中させることによって文の構造を聞き取
りながら理解することができる。　　回復点が随所にあることで、
アルカにはダウンステップがあっても文頭と文末の音の高さが日本
語程変わらない。言い換えればアルカの音域は狭いということであ
る。この結果、女性は高く可愛らしい声を維持したまま喋り続ける
ことができるし、逆に男性は低く落ち着いた声を維持しながら喋る
ことができる。　また全体として印象は落ち着いた感じになる。抑
揚が少なく落ち着いた印象を与え、大人びた印象を与える。　　日
本語の場合ダウンステップの結果文末の音が低くなるので、逆に文
頭をあらかじめ高く発音しておかないとを音の高さが持たない。人
間はある程度までしか低い声が出せないので、自分の声の最低の低
さを限界点として、逆に文頭をあらかじめ高く読んでおかなければ、
後から声が持たなくなる。ゆえに日本語の場合は文頭が高くなる傾
向にある。　アルカの場合回復点があるので、始めから低くても最
後まで低いまま維持できる。音の高さが随分違い、抑揚が全体的に
少なく音域が狭い。　　　回復点を大文字で示す　dIvaik e yUli ke 
kActe im nIansel ka arbazArd.　アルバザードの子供の多くは休みの
日に公園へ行く。
saria  ［歴史］サリア時代、幻神の午睡、かみがみのうたたね　［レベル］３
　古 :sart/古 nia（神々の休息）。戦間期かつ黎明の後であることから
午睡となっている。　［語法］［文化］　ヴァステとラヴァスの間の約２万
年間の平和な時代。
saroma  ［動物］ラブラドールレトリバー、ラブラドール　［レベル］６　21

sarolma  ［名詞］折り返し→ lei　22

saret  ［交通］ブレーキ　［レベル］３　21:sar/te

saren  ［被服］ワークシャツ、カジュアルシャツ　［類義語］salas　［レベル］４
　21:saren.lt(sala)
sarens  ［名詞］プロローグ、前口上、序章、序幕　［反意語］xirens　［レベル］
４　rd;/　24
sarenjan  ［被服］サレンジャン、腰巻シャツ　［アクセント］sarenjAn　［レベ
ル］４　21:空のサレン　［文化］　サレンを腰に巻く男性のファッション。
夏など、暑い時期に行う。特にリア充系の若い男性が好む。ひらひ
らとスカートのようになるところがアルバザード人に好まれる。ヴェ
レイに一度起こり、廃れた。その後アレイユで再びトレンドとなった。
sarein  ［軍事］前衛　［レベル］４　21

sazam  ［生物］前脚　［レベル］３　rd;/　24

sazok  ［生物］前頂　21

sazelo  ［生物］前頭葉　［レベル］４　19

saj,szd  szdの対格語尾　jは juで「受ける」
sajent  ［経済］寄り前。アルバザードのイレンだと９時前ごろのこと。
　22
sawa,alt  teeze
sawakotan  ［魔法］シルフ、シルフィード　alt;/　24

sawan,alt  tos　<sawa,alt

sawansokuli  ［名詞］香織交わし　［レベル］６　sm;<alt　24　［文化］　恋人や親
子などが互いの上着などを着て互いの匂いを相手の服に付けること。
服のサイズが大きい男性→女性でのみ行う場合もある。　別れを惜
しむ恋人たちが別れた後も相手を感じていられるようにとの発想で
できた凪人の風習で、smで流入した。　服（織物）に匂いを染み付
けたことから、「香織」交わしと訳している。　現実には鼻の敏感な
セレンが遠距離恋愛をしているリディアや娘の紫亞の匂いを感じて
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いたいという願いのもと、自分のコートを相手に羽織らせたり、コー
トを着たまま抱いて相手の匂いを染みつけたりしたことに由来する。
sal  ［名詞］長、リーダー、トップ、代表、会長、家長、議長、主任、院長、
首長、長官　［経済］店長、店主　［娯楽］ゲームの親、ディーラー　［建築］
棟梁　［類義語］eelet　［レベル］２　tm;rsiila.k　中期制アルカ　sal:sal:

sal,szd  main　<>saal

salt  ［名詞］年、一年　［類義語］tolis　［レベル］２　tm;「神の逢瀬」が原義。
saalと eltの混成。彼らが一年に一回セルヴァートで逢瀬をしたことか
ら。　19　salt:salt:la tolis(lu tolisの反対 )　［語法］　tolis　【用例】　tu salt 今
年　an felat nagili fol 1 salt. 私は凪霧を一年間学んだ。　*an et salt 
27.　→ an til 27 tolis. = an et tolis 27. 私は２７歳です。
saltsafendi  ［気象］年較差　19:ridia:arbaxelt

saltfalti  ［経済］年初来高値　［レベル］６　22

saltfer  ［経済］年初来安値　［レベル］６　22

saltdit  ［経済］年収　［レベル］４　19

salthet  ［歳時記］年末　［レベル］３　rd;/　23

saltosn  ［歳時記］年始　［レベル］３　rd;/　23

saltesk  ［気象］年間降水量　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

salx  ［普通動名詞］公認　［動詞］yulを公認する、公認する　［レベル］４　13:制 :
古 :rsiilaax｢ ルシーラが良いと言う ｣　【用例】　moel salx impren on arb
azard. アルバザードでは政府が風俗街を公認している。
salsa  ［人名］サルサ　［組み数字］６/１４　［レベル］４　語源不詳　［文化］　第
４期３代アルシェ第６使徒。女性。
salsalil  ［化学］ユウロピウム　18:制
salman  ［地名］サルマン山　21:saal/main　［文化］　→ walsel　アルナ西部にあ
る山で、標高１０００メルフィ程度。中世から王族の遊興の場とし
て愛され、現代でもハイキングの名所となっている。ここの山開き
が walselとなっており、イムル暦では５・９ごろ。
salmant  ［企業］サルマント　21　［文化］　フジテレビに相当する企業。
salmin,f  diain　saal/miina

saldis  ［宗教］サルディス　［レベル］５　古 :saal/letisから saltisだったが、
有声音に同化して saldisとなった。　［語法］［文化］　レティスのうち、サー
ル派のもの。
salgalem  ［地名］サルガレム　［経済］大底　［レベル］６　22:「サールの慙愧」　［文
化］　selua

salyu  ［名詞］祭壇、サリュ、台座、オルター、アルター　［名詞］アンシャ
ンテしやすい場所　［電算］携帯電話の電波が通じやすい場所　［反意語］
mixxe　［レベル］３　古 :fulmiia　［語法］［文化］　祭事を行う場。アルデと
交信しやすい特殊な場所のこと。
salyum  ［魔法］風絹、サリューム　［アクセント］salyUm　［レベル］５　21:satis/lum
iine→ salumeのアルバザード読み　［文化］　satisで作られる繊維。悪魔
サティの髪の毛を手に入れた村人が最初に作った。軽くて高品質な
のでどうにかこれをもう一度作れないかと実験した結果、maltsexの髪
でも同じものが作れることに辿りつく。しかし数の少なく飼いなら
すのも難しい maltsexを使うのは大変なため、maltsexと村の男性をかけ
合わせて娘を産ませ、その魔人の髪からサリュームを作ることとし
た。　satisの村の少女はたいていサリュームの材料として作られ、髪
が綺麗で長いほどもてはやされた。　当然中には maltsexの血が薄く、
髪が物にならない少女もいる。サリュームは大量生産できるもので
はないので、サティスの村は裕福というほどではない。　となれば
血の薄い娘は手作業を手伝う以外に金を産まないこともあって、親
に捨てられることがあった。運良く拾われても酷使され、血の滲む
ような思いをさせられることが多々あった。　夢織のサエ＝サティ
スもその一人である。捨てられたところをサティスの森に隠れ住ん
でいたアルハイクが拾って育てた。
salyuifa  ［地球の星座］［ユマナ］さいだん座　24　［文化］　ifa

salwik  ［動詞］yulをきょろきょろさせる、きょろきょろさせる、きょろ
きょろする、キョロキョロする　［普通動名詞］きょろきょろ、キョロキョ
ロ　［レベル］３　rd;se/alwik「何度も首を横に振る」　23

sala  ［代詞］［pikko］あなた、そちらさま　［レベル］１　21:eketone:salan(先輩）
sala(2)  ［歴史］サラ族　［レベル］６　20:古アルディアル語「雪の人」
salat  ［ユマナ］［宗教］リンボ、辺獄　24:「キリスト教ができる前の地獄」。
地獄に行くべきでない偉人が行くので実際には地獄ではない。
salas  ［被服］シャツ、ブラウス、肌着、ワイシャツ、Ｙシャツ　［類義語］
saren　［レベル］２　fv;saは sabeから。　21:eketone<sala:13:制 :古 :salyu。
祭壇の salyuと同音異字。　salas:salas　［文化］　fvのころは前開きの上着
で、腰の下まで長さがあって股間を隠せた。　smでボタン、襟、袖
口が付けられるようになった。　【用例】　an sabat salas,loos,posa,yolo. ワイ
シャツ、ベスト、ネクタイ、ズボンを身につけた。　an lat looz e sal
as a yolo aluutel. シャツを着る際は必ずズボンに入れて着る。
salan  ［名詞］先輩、先駆者、兄弟子　［反意語］xilan　［レベル］３　19:melidia 
axte:先の人　［語法］［文化］　alser　年上とは限らない。長いキャリアを
持つ相手に敬意を持って使う。日本語のセンパイに近い。呼称できる。
　また、ＯＢにも直接繋がりがある相手には salanといえる。　呼び
かけでは後置。　【用例】　lein salan レイン先輩
salantis  ［シェルト］前衛、前衛の駒、歩　［レベル］４　rd;/　23

salanak  ［軍事］照星、フロントサイト　rd;/　24　［文化］　gel

salai  ［建築］円形都市、サライ、街　［レベル］３　19:salia　［文化］　→ arna　
アルナとカテージュにある円形都市のこと。rdでアシェットがアル
ナに作り、アルテージュに近かったカテージュの行政が対テームス
用として同じく円形都市を築いた。

salaipol  ［名詞］広義の都心。アルナ９市とその周辺まで。南だとカテー
ジュ９市とその周囲。　［レベル］４　22

salia  ［名詞］結晶　［ポジティブ］アルナ式円形都市　［レベル］４　19:ridia:arba
xelt:sae/flia（雪水晶）
salo  ［被服］ベール、ヴェール　［レベル］４　fv;↓　古 :salo（絹）。sa（絹
そのものだけではなく絹のように薄く綺麗な布をも示す）/lo（頭）　
salo:salo
salox  ［生物］小腸　［レベル］４　13:制 :前の方の腸
saloant  ［政治］関白、サロアント　［レベル］４　20:salo/lantis（ヴェールを
まとった人＝影で操る人）　［文化］　yuuma 5565 ユキナ死亡。メリウセ
ルが神商会の新たな代表となる。メリウセルは力でのし上がった人
物で、強力な魔力を持っていた。その力を活かして神と次々に契約
を結んでいった人物である。このときペティがまだわずか１００歳
にも達していなかったため、メリウセルが関白という地位を築いて
政治を見た 
saloesp  ［気象］巻層雲、うす雲　19

salen  ［代詞］［pikko］あなたの、そちらさまの　［レベル］１　21:eketone:sala/
en
salen(2)  ［経済］約定　［レベル］６　22:取引所の人間が買った人間に「そち
らさまのもの（になりましたよ）！」と言ったところから。
salend,szd  yek　sal/end

saluna  ［名詞］［形容詞］上記、上述、上掲　［反意語］xiluna　rd　23

saluvia  ［歳時記］ルヴィアイブ、サルヴィア　［レベル］２　21

saluwa  ［生物］前足　［レベル］３　rd;/　24

saluumel  ［歳時記］ルーメルイブ、サルーメル　［レベル］２　21

saa  ［感動詞］えー、あのー、あー、えーっと、なんていうか、たしか
……、確か……　［レベル］１　古 :語源不詳。言い出した者も不明　［語法］
　saと aは高→低でなく、常に低音で発せられるため、日本語の ｢さぁ
｣で発音しないこと。サー・ウィリアム・ジョーンズとカタカナで言
うときのサーの発音に近い。　【成句】　saa? はて？、さぁ？
saak  ［形容詞］印象的な、心にひっかかるような、詰まる、つっかえる、
良くも悪くも心に残る、心に残る、印象に残る、心に残る、気がかりだ、
気になる、印象深い　［反意語］alsaak　［レベル］３　古　【用例】　☆ tu dels et 
saak tin ses. その映画に深い印象を受けた。
saax  ［人名］サーシュ　［組み数字］９/１３　［天文］サーシュ座　［レベル］３　
先 :ano:ax　［文化］　第４期３代ソーン第９使徒。アノが付けた使徒とし
てのコードネームで、本名は不明。
saaxa  ［被服］サーシャ、羽衣、肩掛け、ショール、レースのスカーフ　
［レベル］４　古 :saaxa← saxa← sasa。sasaは sa/saで、意味は絹 /絹。絹のよう
に薄いものより更に薄いという強調の意味で二度重ねている。sasaが
saxaになったのが先かは実は不確定。saasaになってから saaxaになった可
能性もある。いずれにせよ、sasaという単純な同一音節の連続が苦手
だった少なからずの使徒によって saxaとなり、その後アクセントが sa
にあることから母音が伸びたというのが有力な見解。　［文化］　アル
ティス教の女性服。薄い布で、洋服の上に着る。薄く透けていて防
寒の役目は殆どない。サメルと合わせられる。naat以上の yunkが着
けることが多い。manaでも着ることはできる。
saav  ［形容詞］正常な　［反意語］coki　［レベル］３　20:新生で cek。正常なの
に強い c音で始まると cokiを思い出すので変えた。si/aavix（傷のな
い）から来ている。aavixは古形。　【用例】　kolo saav まともな頭
saam  ［名詞］午後　［形容詞］午後の　［反意語］eram　［レベル］２　19:melidia al
is:saalfaaram（サール神の正午）。このサールは組み数字。　【用例】　an ak
tat hacn im saam e fis lana kui harx ok lu. 私は今日の午後に昼食を
一緒に取るため友達と会った。　an mokat var saam. 午後はずっと寝て
いた。　vaz saam 午後８時　ev lei le non iskor, yan rens "tyu lun
ak it am?" kokko asex kont lobes ins enat. non rakm soa poen e saam im 
ilsel. 読みかけの本を置き「何処から来たんだい」と笑う目隠しした
ままの午後三時です（『想像フォレスト』）
saar  ［サール］サールの一族、黒幻神　［生物］サール属、黒幻神属　［形容詞］
サールの～。敬称。　［レベル］２　fv;saal.k　17:制 :古　saar:saar:la alies→
alies,szd　［語法］　→ apt, est　○名（前置）　×姓　○男女　○単体使用
/名詞用法　［文化］　『幻想話集アティーリ』でエルトと対立する神。
saarsel  ［歳時記］サールの日　［レベル］３　21　［文化］　fav pin。サールの
王アルデスの誕生日で、休日。
saaran  ［魔法］サール召喚士　［レベル］４　19:ilmus:ridia

saaz  ［名詞］４０代女性　［反意語］alsaaz　［レベル］２　古 :zana:「５０才ぐら
いの女性」
saazflel  ［医療］四十肩　［レベル］５　20:seren:この病気をリュウに紹介し
たら面白がっていた（知らなかったのか？全世界にある病気ではな
い？）。
saazal  ［生物］４０代　［レベル］２　rd;saaz/al　23

saaze  ［気象］吹雪、ふぶき、ブリザード　［魔法］サーゼ（ブリザド）。水
の多段黒魔法。吹雪で敵を攻撃する。　［レベル］２　20:sae/teeze

saaj  ［名詞］虚無、無、ないこと、なさ、無さ　［反意語］xal　［レベル］４　
古 :saaj（虚無）。milsaajなどに散見。　【用例】　"xom tu fia et lad kokko 
fie teu saaj?" 「それじゃあこの世界は嘘という無でできているの？」
saal  ［サール］サール　［音楽］裏拍　［名詞］下巻　［組み数字］２/２、後者　［レ
ベル］２　selt 0:elt;e　古　［文化］　→ selt　この世の均衡を保っていた
最初の神の一人。エルトの妻となるが、夫を騙して娘ユーマを設け
たために捨てられてしまい、悲しんで大穴に身を投げて死んだ。　
サールは黄色い肌に東洋系の薄い顔をしていた。黒髪黒目で体は細
く、寸胴の幼児体系。
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saaltifa  ［名詞］後半　［反意語］elttifa　［レベル］３　20:後ろ半分
saalkard  ［動物］オモミス類　al;/→ eltkard　23

saalsel  ［ユマナ］日曜日　［レベル］２　19

saalvej  ［弓道］乙矢、おとや　［レベル］６　20:二発目の矢
saalmina,f  saalin　elt

saalmilx  ［天文］天文台　［レベル］４　21:「サールの叶わぬ願い」　エルトに
捨てられたサールが空を見上げてエルトが来てくれるのを待ってい
たことから。
saaldio  ［生物］大人の歯、永久歯　［レベル］２　19:２番目の歯
saalho  ［生物］尺骨　［レベル］５　22:→ eltho

saallil  ［化学］テルル　［レベル］５　18:制
saallox  ［生物］回腸　［レベル］５　19:→ eltlox

saalin  ［植物］紫苑、シオン、アスター　［レベル］４　rd;saal/in　13:制 :saalmina。
サールの花　saalmina:saalmina
saalet  ［音楽］シンコペーション　21

sai  ［電算］パソコン　［レベル］２　15:制　【用例】　an en ser ak el yol sai. 
コンピュータの使い方が分からない：elを nosにしても良いが、コ
ンピュータの使い方はだいたい誰にも共通なので elが自然。nosだ
と自分流のやりかたが見つからないニュアンス。
sai(2)  ［アトラスの国家］サイ　［レベル］５　23:ridia

sai,szd  hol, menk
sai,fv  sort　psoora.k

sai,alt  arsa
sait  ［動物］パンダ　［レベル］３　lakta　［擬声］　kyukyu、gyugyu（鳴き声）
sait,szd  sort　sai,fv/teeze

saik,ltk  despan　sai,szd/gi,f

saikan  ［魔法］サイカン、彩管　［レベル］５　1598:famii;saika,ltk/n　21:ridia
　［文化］　水晶を主成分とする透明な筒で、筒を輪切りにするような
形で６箇所ダイヤルがついている。ダイヤルは１６段階のメモリ調
節があり、金庫のダイヤルのように回して数値を決める。ダイヤル
は銀製。この筒の入り口に白の kaolinを入れると出口からダイヤル
で調節した値の色の光が出る。　ダイヤルは０～１５までの数値が
あてがわれており、１～２番目のダイヤルは赤、３～４番目は緑、
５～６番目は青の量を調節する。従って原理的に１７６６万色の色
が作れる。　われながら彩管は巧い訳語。
saixta  ［名詞］前景　［言語］図、フィギュア　［反意語］xiixta　［レベル］４　20

sais  ［名詞］溝　［音楽］クリシェ　［レベル］３　sorn:元は足の親指と人差し
指の間の部分を指す。　【用例】　lad{allad} sais 溝を掘る {埋める }

sain  ［動詞］yulを確かめる、確かめる、点検する、チェックする、調べる、
考証する　［普通動名詞］確認、点検、チェック、考証、念押し　［レベル］
３　13:制 :古 :iho（目でみて情報を固い（確かな）ものにする）　［文化］
　アルバザード人は「人間も神も誰も間違えるんだから、確認は必
要」と考えている。日本だと先生に「本当ですか？」と聞くと後が
何かと怖いが、アルバザードは少し寛容。ただ、しつこいのはもち
ろん不快。日本では目上が出した報告を読んで「これ、本当ですか」
と聞くのは失礼である。だが、アルカでは失礼ではない。tu et xan?
と聞くのは問題ない。勿論、相手は本当のつもりで出しているので
yaとしか答えないだろうが。ところで、本当ですかと聞くのは問題
ないが、tu et rul?はかなり危険。rulの場合、嘘を付いていないか
と疑うため。嘘と失敗は根本的に違う。「うっそー！」とかつい日本
語のノリでいくとケンカは必至。　また、日取りや予算や契約など
を取り決めたときは、たとえ書面が目の前にあろうと確認する。お
互いに書面が間違っていないか、そして両者が正しく書面を読み取っ
ているかということを確認しあう。これは徹底して行う。たとえば
友達と遊ぶ約束を取り付けたとき、最後に必ず時間や場所などを確
認してから別れる。それでアルバザード人は doova a totoと別れ際に
言うわけだ。　【用例】　an sainat fal tu porel. それを事前に確認してお
くべきだった。　an sainat les nos so fal im kest sa mok. 寝る前に明日
やるべきことを確認した。
sainzep  ［数学］検算　［動詞］yulを検算する、検算する　［レベル］３　14:制 :
確かめる計算
saim  ［名詞］学校などのクラス、組　［電算］キー、ハッシュのキー→ fel
ka　［レベル］２　14:制 :初 semaim（集団）。semaimは水の花で、紫陽花の意。
紫陽花が集団で咲くことからの類推だろう。　［語法］　kofel

saimez  ［名詞］教室　［レベル］２　14:制 :クラスの部屋　［語法］　felezの
下位概念。クラスとして使われる教室。実習室や音楽室など、クラ
スの教室として使われないものは含まない。部室などと同位概念。
sail  ［名詞］田舎、山村部　［レベル］３　19:lein:xialをテーブルに乗せて
sairにしたが、発音しづらいので lをママにした。
saile  ［経済］前場　［レベル］６　22

saia  ［感動詞］しょうがない、あーあ、しょうがないや、残念だ、セラ
ヴィ、これも人生だ、人生なんてこんなものさ、しまったな、まいっ
たな、困ったな、これも神の思し召しだ、ドンマイ　［レベル］１　古 :sa
ia　［語法］　不運や不幸に見舞われたときに発する語。日本語の ｢しょ
うがない ｣ほど諦観していない。この不運がやがてめぐりめぐって
幸運になると考えている。むしろただでは転ばぬぞという前向きな
気持ちがある。　【用例】　"on esto? saia, mil non lapn lan xetul eu" 「鼎
のこと？　しょうがないわよ、叶えたいことがあるんだもの」
saia(2)  ［エルト］サイア　［レベル］１　liiza:古 :saia← saya← sa（砂）/ya（言
い切りを表わす感動詞）。原義は ｢砂だ ｣。つまり ｢砂のように些細
なことだ ｣である。リーザが仕事に失敗した使徒を励ますために考
案した。はじめは ｢ドンマイ、気にするな ｣と励ます意味で作られ

た神だったが、やがて不幸を幸運に変える神に変化していった。　［文
化］　人の不幸や不運を蓄えてやがてそれを幸運や経験値に変えてそ
の人に返してくれる神。
sao  ［経済］特許、パテント、パット　［レベル］４　rd;↓　13:制 :sadltla（新
しい権利）　［文化］　特許に関する意識は tmの頃からあったが、明文化
されたのは著作権より遅く、魔法学が発達して錬金術や魔法工学が
発達してきた smになる。　以降 alに至るまで年数が伸びたり分野に
よって年数が異なったりと細かな変化はあったものの、基本的なシ
ステムは地球の特許法と変わらない。　ljのミロク革命でセレンは
著作権のみならず特許にもメスを入れた。セレンは特許権による既
得権益が大きすぎると人類の進歩に害をなし、特許権がゼロだと発
明家がモチベーションを失うという現実を踏まえ、改革をした。　
特許についてはその年ごとに使用された商品数を計測し、使用回数
が多いほど世の中に対する貢献度が高いとし、政府が特許権者に税
金から配当金を支払う。この配当金は全国民から徴収された国税で
賄われ、企業は負担しなくてよい。これにより体力のない企業も事
業に参入しやすくなり、大企業も特許に支払う費用を気にして機能
制限をしたり値段を無駄に嵩上げしたり新技術を新製品に取り入れ
るのを後回しにしたりしないで済み、新技術が市場に出回り浸透し
やすくなり、人類の技術の進歩が促進されるようになった。　なお、
特許権は分野ごとに守られる年数が異なり、長いものでも２０年し
か守られない。これは「古い特許で長い間食っていける→新しい技
術の開発を急がなくてよい」という淀みを作らせないようにするた
めである。　【用例】　vast{taf, xim} sao 特許を取得する
saosnho  ［生物］前頭骨　rd;/　24

sae  ［気象］雪　［動詞］yulに雪が降る、降雪する　［象徴］正直　［メタファー］
繊細で心の綺麗な人。地上すなわち人間界に触れると汚れて泥水に
なってしまうことから。　［レベル］２　f;sa/e「絹の水、粉の氷」　13:
制 :古 :saeeho（粉の氷）　sae:sae:la eva:honoka,alt　［語法］　色は白か銀で
形容。　【用例】　an axo lax tant ra ol sae. 雪が降ったら家の外で遊びた
い。　sae sil dot tex jentporklak. 天気予報によると大雪になるらしい。
　saer. 雪が降っている。　saet. 雪が降った。　sae kai lunat. ぼたん
雪が降った。　vaik e sae ator milm. 雪片が舞っていた。　sae le til 
esk lunat. 雨混じりの雪が降った。　im toxel, saet ati kal. 夕べ雪が少
し降った。　saet kalol im tu salt nod skol. 今年はいつもより雪が少
なかった。　an lukat vit esn mol sae. 傘も差さずに雪の中を歩いた。
　an siina luk mol sae. 雪の中を歩くのが好きだ。　sae at hant a flel 
ont osn ant. 雪が私の肩や頭に積もった。　saet ati di tinka. 雪がと
てもたくさん降った。大雪が降った。　saet var soot. 雪が一週間降っ
た。　saet du 1 melfi. 雪が１メルフィ積もった。　font at lob kon 
sae ilmel. 一面の銀世界だった。　☆ saet alkal im tu salt lot tuus 10 salt 
ter. 今年は１０年ぶりの大雪だったそうだ。　felka ik deyu mil sae 
tin ter. 大雪で学校が休みになったそうだ。　ans sedat fal sae lana ke 
sen em font. 雪かきをして道を通れるようにしなくてはならなかっ
た。　an evat sae a hacn pilpel. ふざけて友達に雪をかけた。　an 
evat sae apot sab e hacn. 友達の服に雪を入れた。
sae,alt  lusp　<>sabe

saexipl  ［料理］ショートケーキ　［レベル］３　22:「雪のようなケーキ」　［文
化］　sm後期に考案された。幼少期のリディアが好んだが、高価なの
でなかなか庶民は食べられなかった。メルの考案でイチゴを乗せた
り挟むようになり、ちょうど現在の日本で見られるような形に至る。
歴史的に見てアルバザードにおけるケーキのプロトタイプである。
saesk  ［気象］みぞれ、霙　［レベル］３　19:sae/esk　［文化］　文字通り、雨と雪
の混成。　【用例】　saesk at sod = saesk lunat. みぞれが降った。
sae satis  ［死神］紗枝、夢織の紗枝、サエ＝サティス　19:seren　［文化］　
『夢織』の主人公。夢織種の少女。元は人間。サティスは育った村の
名前。　命を失いかけた際、育ての父アルハイクによって死神となる。
　夢織となった紗枝は死神ランヴェムとともにアルナへ渡る。　幻
術でアルナ大学の生徒になりすまし、永遠のアルハン（日本の高校
一年生）を繰り返す。　性格は内向的で暗く、友達は少ない。外見
は大人しく美人で、典型的なルティア人像。　引っ込み思案で、付
き人のランヴェムにしか喜怒哀楽を見せない。
saesiz  ［運動］スノーボード、スノボ　［レベル］４　19　［文化］　スキーは
女性に人気で、スノボは男性に人気。ただし、怪我しやすい競技と
される。　【用例】　im tu xier, an mais lax saesiz. 今年の冬はスノボを
習いたい。
saesedamo  ［名詞］除雪車　［レベル］４　19　【用例】　saesedamo sedat sae e 
font. 除雪車が道路の雪を除去した。
saen  ［接続詞］sa。前の。　［レベル］３　21

saev  ［言語］前置　［レベル］４　20

saevas  ［娯楽］雪合戦　［レベル］２　19　［文化］　ふつうにアルバザードでも
行う。チームに分かれて戦う。直撃したら負け抜け。　【用例】　ans arat 
saevas. 雪合戦をした。　an ladat saegek ok hacn lana saevas. 雪合戦をす
るために友達と雪玉を作った。
saevalt  ［動詞］かまくら、鎌倉　［レベル］２　21:「雪の砦」　［文化］　→ saeval
tsel　日本と同じく、雪で鎌倉を作ったもの。ただし日本の物より大
きい傾向にある。　中に雪で作ったテーブルなどを設けることも。
saevaltsel  ［歳時記］雪祭り、かまくらの日　［レベル］３　21　［文化］　lis ser
のイベントで、大きなかまくらを作る。カルテではかまくらだけで
なく巨大な雪の建造物が作られ、さながら雪祭りとなる。元はカル
テに溜まった雪をかいて、その余りで何かできないかと考えた若者
らが vlで始めたもの。
saegek  ［名詞］雪玉　［レベル］２　19　【用例】　an ladat saegek kai vein nod 
hacn. 友達より大きな雪玉を作った。　ans pipat saegek a xok. 私たち
は雪玉を投げ合った。　hacn daktat pip saegek al an. 友達は私に雪玉
を当てた。　an evat saegek lis a kai. 小さい雪玉を大きいのに乗せた。
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saezon  ［運動］スキー、アルペンスキー　［レベル］３　13:制 :雪の棒ス
ポーツ。手に持っているスティックが zon。sizとしなかったのはス
ノーボードとかぶるため。　［文化］　saesiz　【用例】　non ar lan saezon 
aalel. 特にスキーがしたい。　non ar lan em saezon ol sae luna. 雪が
降るとスキーに行きたくなる。　xite ant ar ke nelt saezon tat xier. 
私の家では毎年冬にはスキーに行く。　non siina ar saezon im du
rne. ナイトスキー（ナイター）が好きだ。　non arat saezon i nif 
e yuli. 初級スキーコースから始めた。　im saezon, non korat sor
en vein kokko xtarez. スキーをしたとき、リフトに乗って持った高
いところまで行った。
saewal  ［地学］雪山　［地球の国名］セントクリストファーネイビス　［レベル］
３　19:国名が雪から来ている。山の頂上の雲が雪に見えたことから。
saewali  ［ジョブ］裾持ち　alt　［レベル］４　20　［文化］　kalan

saelixk  ［植物］エノキ、エノキタケ、エノキダケ、ナメタケ、ナメススキ、
ユキノシタ　［レベル］３　19:雪の中でも生えることから
saelent  ［名詞］雪だるま、ゆきだるま　［レベル］２　16:制　［文化］　構造上、
人型を作るのは難しいため、形は日本と同じ。ただ、鼻にニンジン
を使ったり、目にボタンなどを使う点が異なる。　【用例】　ans jalat no
sse lad saelent kai. 私たちは大きな雪だるまを作ることにした。　ans 
ladat 2 saelent ka felka. 学校で雪だるまを二個作った。　non ladat lan 
saelent ank. 可愛い雪だるまを作りたかった。　an evat zepl lex dapi
ni a saelent sas lam lana lad eel. 雪だるまの顔を作るために最初は木の
枝で眉毛を作った。　an ladat ins,toa,kuo e saelent. 雪だるまの目と鼻
と口を作った。　☆ non milx saelent en em esi, xal soa. 雪だるまが
溶けないでそのままだったらいいのに。
saearluno  ［化学］脂環式炭化水素　19:構造が雪の結晶に似ていること
から
si  ［動詞］yulを持たない、yulがない、ない、無い、持たない、持っ
ていない、持ってない　［反意語］til　［レベル］１　19:恣意　［語法］　tも k
もないという場合、si自体に「ない」の意味があるので si t az kで
も si t ul kでもでなく si t o k。si t az kだと「tか kのいずれかが
ない」ことになる。　【用例】　an si alser. 私には兄がいない。
sit  si/at
sitat  ［形容詞］不定期の、非周期的な、不規則な　［反意語］jala　［レベル］４
　20:si tat（周期を失う）
sik  si/ik
sikt  ［名詞］あとで。１時間～２，３時間。　［副詞］後で　［レベル］１　14:制 :
あとで　［語法］　fikdu

sikm  ［名詞］仮説、仮定　［レベル］４　13:制 :sinkmiir（一時的な論理）
sikl  ［ネガティブ］皮肉　［動詞］yul（相手や内容）を皮肉る、皮肉る、ひに
くる　［類義語］vernax　［レベル］４　sorn　［語法］　事実と反対のことを
言って批判するさま。意地悪な感じ。vernaxは事実と反対のことを
言って笑うさま。ジョーク目的で、楽しむためのもの。日本語の皮
肉は siklに当たる。　【用例】　"vant, an vizik ti"　"soono, altian axme"
　"weei, den sikl a!"　「ごめん、遅くなった！」　「あら、随分時間
に正確だこと」　「おーい、勘弁してくれよ」
siklet,szd  voz
sika  ［形容詞］平らな、平坦な、場所が平らな、扁平な　［形容詞］グラフ
や数値が上下に揺れず安定している　［形容詞］起伏の少ない。感情や
形に使う。　［形容詞］差がない、対等な→ silk　［動詞］yulをならす、な
らす、均す、平均化する　［反意語］wilt　［レベル］２　f;e　赤
sikatik  ［数学］１８０度　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

sikatetona  ［名詞］対等な関係　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

sikahac  ［言語］平体　20　［文化］　hacrein

sikaho  ［生物］扁平骨。頭蓋冠のように必ずしもまっ平らでないものも
あるが、肩甲骨や胸骨など平らなものがメイン。　rd;/　24
sikal  ［動物］エイ　［レベル］４　古 :sikaeliが原義
sikaart  ［魔法］非多段魔法　［反意語］nafart　［レベル］４　21　［文化］　dolmiyu

six  ［料理］デザート、食後のおやつや果物　［レベル］３　13:制 :sixon（後
の食事）
sis  si/es
sist  ［名詞］ファイル、書類挟み、フォルダー、ホルダー、紙ばさみ、
紙挟み、書類ばさみ　［動詞］yulをファイルに綴じる、綴じる　［レベル］
３　古
sisp  ［化学］蒸留　［動詞］yulを蒸留する、蒸留する　［レベル］４　rd;↓
　13:制 :sad:sipsapsip（液体の空気の液体）　saplesaple　［文化］　蒸留器
は smの魔方で開発され、蒸留酒ができるようになった。蒸留器によ
りワインからブランデーが、ビール製造過程の麦汁からウイスキー
が作られるようになった。
sispa  ［料理］スピリッツ、蒸留酒　［レベル］５　rd;↓　16:制 :sisp　［文化］
　sisp
sispatinx  ［名詞］ショットグラス、コーディアルグラス　［レベル］６　
rd;/　24
sispar  ［名詞］蒸留器　rd;/　24　［文化］　sisp

sisl  ［動詞］yulを習う、習う、倣う、ならう　［普通動名詞］習得、会得、
学習　［反意語］xax　［レベル］２　19　xuxo:xuxo

sislan  ［名詞］生徒、学生、弟子　［レベル］２　20:melidia xier

sin  ［動詞］yulを厭う、厭う、いとう、嫌い、きらい、キライ、嫌、イヤ、
嫌う、嫌いだ、イヤだ、望まない　［文末純詞］出来事に対する話者の残
念な気持ちや不快感を示す。　［反意語］siina　［レベル］１　13:制　【成句】
　sin nos 自己嫌悪　【用例】　an sin tu tis. こんなの嫌だ。

sint  ［動詞］yul（場所）を通りすがる、通りすがる　［レベル］３　13:制 :sink

sink  ［形容詞］一時的な、一過性の、仮の、一時の、暫定的な、当面の、
当座の　［副詞］仮に　［反意語］alsink　［レベル］３　古　【用例】　ev sinkel 10 
atu ここに１０を借りてくる：数式で筆算の説明をしているときなど。
日本語では「借りる」というが、アルカでは「仮に置く」という。
sinkkea  ［普通動名詞］応急手当　［レベル］３　17:制 :仮の治療
sinkfonz  ［普通動名詞］仮採用　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

sinkfel  ［普通動名詞］一夜漬け、付け焼刃　［レベル］４　14:制 :一時的な勉
強　【用例】　an sesil sinkfel van a! そろそろ一夜漬けするか！
sinkmal  ［電算］キャッシュメモリ　［レベル］４　19

sinkra  ［建築］仮設住宅　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

sinkest  ［名詞］仮名、偽名　［類義語］enxest　［レベル］４　19:xion

sinx  ［名詞］シミュレーション、シュミレーション、想定　［動詞］yulを
シミュレーションする、シミュレーションする、想定する　［レベル］３
　13:制 :sinkxil（仮想実験）
sinxliva  ［娯楽］シュミレーションゲーム、シミュレーションゲーム　［レ
ベル］４　21

sins  ［動詞］yulを aに見せる、見せる、みせる、表す、表わす、感情な
どを表わす、示す　［電算］表示、表示する　［普通動名詞］展示、表示　［レ
ベル］２　14:制 :恣意　::izol　［語法］　目で見せなくてもよい。日本の
デパートのトイレなどに入っていると、後の人がつかえて「早く出
ろよ」的なオーラを出してくることがあるが、そろそろ出るという
アピールのために、洗浄したり服を着たりという終了動作音を立て
ることがある。このようなビジョンのない示す行為も sinsといえる。
　【成句】　sins kape 頭角を表す。日本語と同じ表現。　【用例】　an sins 
alem sofel. 私は感情が表に出やすい。
sinstems  ［名詞］ショーウィンドウ　［レベル］４　21:lusian

sinsita  ［名詞］展覧会、展示会　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

sinsol  ［名詞］ショー、展示物、番組　［類義語］selie　［レベル］３　19:ridi
a:arbaxelt　【用例】　tu sinsol em klak tat mirgisel. その番組は月曜に放送
される。　tu sinsol at buuna rulel. その番組は本当につまらなかった。
sinl  ［動詞］yulを lexだと仮定する、仮定する、想定する、想像する、
仮設する　［普通動名詞］仮定、想定、想像、仮説　［レベル］３　13:制 :sinkjal

sinlmal  ［電算］仮想メモリ　［レベル］５　19

sina  ［名詞］気分　［レベル］３　19:seren:sinkna　［文化］　気分は肝臓に宿る
とされている。　【用例】　an miyut lax sina. 気分を変えたかった。
sinam  ［形容詞］［ネガティブ］軽率な、悪い意味で大胆　［反意語］ovel 　［レベル］
３　20:si namt（注意のない）
sinalevl  ［医療］気分障害、躁うつ病　［レベル］４　19:seren

sivan  ［文末純詞］［pikko］sei　［レベル］１　21:eketone:厳密にはエケトネの
口癖 ",fien nou si vana"（～だ、自信ないけど」の "si vana"からン
ムトが作ったもの。
sif  ［名詞］束　［形容詞］～たち。近似複数を作る。　［類義語］sein　［レベ
ル］１　古 :sif（束）　［語法］　miik sifで「リンゴやほかの果物」の
意味。miik seinでリンゴが複数あることになる。　＜ sifと wen＞
　sifは円で捉えるイメージで、wenは列で捉えるイメージ。　xion 
sifは「紫苑とその周り」で、レインやアルシェを含んで指す。紫苑
の周りに彼らがいる円のイメージ。焦点は紫苑に当たる。　miik, lis
ik, diaik wenは、果物リストの中からひとつずつ列挙している。「ま
だこれで終わりでない」ということを示すために wenを置いてある。
リストが未完であることを指し、焦点は項すべてに当たる。
siftestel  ［電算］インタープリタ　［レベル］６　20

sifteld  ［電算］コンパイラ言語　［レベル］６　20

sifet  ［副詞］一気に、一度に、まとめて、一丸に、みんなで、一括、
一斉に、いっせいに　［反意語］yusti　［レベル］３　20:sif/te（束で）　【用例】
　re vand sifetel! 斉射せよ！　im foni del ez homat yu, 150 via 
felan latat al ez sifetel. 部屋が開けられた瞬間、１５０人近くの生徒
が一斉に部屋に入った。
sifetxen  ［動詞］yulをがぶがぶ飲む、ガブガブ飲む、飲む　［普通動名詞］
がぶ飲み、ガブ飲み　［レベル］３　21　［文化］　水のがぶ飲みは胃腸に負
担をかけるとされ、よくないこととされる。
sifetren  ［電算］コンパイラ、コンパイラ言語　［反意語］yustiren　［レベル］
６　vl;/。ソースコードを一気に訳してから実行することから。　24
sifetanx  ［普通動名詞］総称　［動詞］yulを lexと総称する、総称する　［レベル］
４　20:「まとめて呼ぶ」
simp  ［動詞］yulを消化する、消化する　［普通動名詞］消化　［レベル］４　13:
制 :語源不詳
simpfaiz  ［医療］クローン病　［レベル］６　19:simpelmfaizだと消化器炎
になってしまうので、わざと elmを外した。
simpmars  ［生物］消化酵素　［レベル］５　19

simppant  ［生物］消化系　rt;/　24

simppit  ［医療］消化器科　［レベル］５　19

simpelm  ［生物］消化器　［レベル］４　19

siml  ［医療］皮下　［レベル］６　19:sir/mol（リュウから見ると患者は寝て
いるので、上から見たときに患者の mainにとっての rovが rovでな
くむしろ molに見えるため）
simlvelf  ［医療］浮腫　［レベル］５　19

sima  ［化学］ペプチド　［レベル］６　19:ryuu:simp

simel  ［魔法］魔法の持続時間、シメール　［アクセント］simEl　［レベル］５　
20:lusia/mel（魔法の時間）　［文化］　魔法は通常１～３秒程度しか持続
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しない。そのため炎の魔法を放っても、大抵は山火事などに発展し
ない。氷の魔法を出してもすぐに消えてしまうので、喉の渇きを癒
すことはできない。また、炎もすぐ消えるので、暖を取ることはで
きない。油などに点火する際の着火材代わりになる程度である。　
魔法は銅で覆われた空間の中では持続時間が増す性質がある。逆に
青銅で覆われた空間では持続時間が短くなる。　銅箱の中に魔法を
放てば魔法は長持ちするが、魔法を注入するのに最低でも天蓋を空
けなくてはならないため、結局効果は弱まってしまう。また、伸び
る時間も元の時間の数倍なので、せいぜいもって１０秒程度である。
　だが、元の数が大きければ銅には意味がある。partil照明では銅を
利用して照明時間を長くしている。
sid  ［形容詞］古い、旧　［類義語］letir、yuutel　［反意語］sam　［レベル］１　13:制 :
古では sedaが新しい。そこから制では sad,sidの対ができた。その片
割れの sidがこれ。そもそもなぜ sod,sedの対にならなかったという
と、起こす・消すが sod,sedだったため。なお、消すは古で sedo。　
nuu:nuu:dist:ledis,fgn　［語法］　→ sam , sedes　【用例】　lei sid 古い本。
中古という意味はない。
sidtiaren  ［言語］古ルティア語　［レベル］５　21　［文化］　期間：zg.33y～
kk末期　分布：シージア、ルティア、リーゼル。yuuma 4000のシー
ジア滅亡まではルティア地方とリーゼル地方で主に使われた。その
後はルティア国とリーゼル国で使われた。
sidself  ［言語］古典　［レベル］４　rd　22　［文化］　felpant　【用例】　ap an 
rukasat im fis yul rafel e senian onen sidself o sidinsaren. ちな
みにゴールデンウィ―クの古典と漢文の宿題は今日終わらせた。
sidmel  ［歴史］古代　［レベル］４　24　［語法］　→ feme　fl_rdまでの時代。
古代は神代と魔法代を合わせ、獅法代と対立する概念。
sidren  ［言語］古語　［レベル］４　rd;/　23　［語法］　ある言語より古い言
語を指す。一般的にはアルカより古い言語群を指す。
sidagep  ［動物］アンモナイト　［レベル］５　vl;/「古い螺旋虫」　23

sidarka  ［言語］古アルカ　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

sidalx  ［名詞］古アルカの数字　［組み数字］１０　［レベル］５　19　［語法］　
fuu, you, vii, von, txon, an, zan, hen ,lon, tooの１０種。０は
yuuで新生と同じ。古の数字は使徒によりいくつか使い分けがあり、
統一を見なかった。20年にフルミネアとリュウが古アルカの共同研
究をした際、数字の読みの共通ソースに制定語彙を使ったが、これ
がセレンの赤アンクノットと同じ読みであるため、赤アンクノット
通りの読みに回帰した。セレンが新生で擬古的に作った数字は棄却
された。なお、赤アンクノットではヴィ (vi)だが、これは新生の
viと重複するので音を伸ばしたとのこと。　［文化］　zgでレスティ
ル軍人が用いた符牒が広く普及したもの。武器の長さ順に１から９
まで命名している。例えば fuuは figi（槍）から来ている。順に、
「槍、投槍、斧、槌、剣、ロッド、杖、投げナイフ、手裏剣のような
小さな飛び道具」から命名されている。　例えば５の txonは txogi
（剣）から来ている。txogiは「砥いだ金属」を意味する。古では剣
は piikiとも言った。これは pi（尖った）/gi（金属）から来ている。
　現実にも武器の長さ順に数が命名された。
sidinsaren  ［ユマナ］［言語］漢文　24

sig  ［名詞］ヒューズ　［レベル］６　16:制 :sipgi溶ける金属
signario  ［ランドマーク］シグナリオ工科大学　［レベル］６　20:lusia/ragnalok/
古ルティア語 riolet（研究する）　［文化］　イムル 1238年にルティアに
建てられた工科大学で、ラグナロク工科大学の２号店的な存在。1532
年にはラグナロクと共同で anjelを開発している。
sip  ［動詞］yulを a（口や容器など）に吸う、吸う、啜る、すう、すす
る　［反意語］alsip　［レベル］２　13:液体。新生では sapから。　［語法］　飲
み物の場合、ストローがなければ自動的にすするの意味になる。吸
うと訳さないように。　【用例】　sip xef 息を吸う
sipt  ［化学］蒸気　［化学］水蒸気← ersipt　［レベル］３　13:制 :sip（液体）
siptragen  ［工学］蒸気機関　［レベル］５　21

sipm  ［名詞］ ボイラー、給油器　［レベル］４　13:制 :sipttpm

sipl  ［医療］窒息　［動詞］yulを窒息させる、窒息する　［レベル］３　13:制
siplsapm  ［医療］無気肺　19:seren

sipal  ［名詞］呼吸　［レベル］３　19　【成句】　sek sipal 呼吸を受け流す：ユ
ベールから来た句で、相手の悪い呼吸に同調しないで流すこと。ル
ヴァンに流入され、その後一般的にも使われるようになった。相手
の悪いリズムや空気に同調すると自分も悪影響を受けてしまうので、
悪い空気は無視して流すことを指す。日常的には、ヒステリーな上
司をスルー、生きながら地獄にいる荒らしをスルーといった場合に
使う。　【用例】　sipal dan 深い呼吸、深呼吸。深呼吸は体の奥深いと
ころから行う呼吸であることから dan。
sipalpant  ［生物］呼吸系　rt;/　24

sipalelm  ［生物］呼吸器　［レベル］４　19

sibal  ［代詞］［南方］［男性］tiis　［レベル］３　21:se/bal

sibalen  ［代詞］［南方］［男性］tiiles　［レベル］３　21:sibalの属格
siya  ［代詞］［南方］［女性］lena　［レベル］３　21:se/mya

siyan  ［代詞］［南方］［女性］lenan　［レベル］３　21:siyaの属格
sir  ［生物］肌、皮膚、スキン　［動詞］yulを無意識で触れて感触を味わう、
触れる、ふれる、触る、触わる、さわる　［数学］表面積　［レベル］１　
f;e　古　【用例】　sir dix なめらかな肌　an sirat las laat. 私はふと彼女
の手に触れた。　☆ an sirat{yut} xelfi. 月の光を浴びた：yutと違い、
触覚で光の暖かみなどを感じている表現。
sirt  ［動詞］yulをかぶれさせる、かぶれる　［形容詞］かぶれた　［レベル］
２　14:制 :sir　【用例】　kuo es sirt mil luoik. パイナップルで口がか
ぶれた。

sirtont  ［医療］弾入、だんにゅう。管鍼法で使う技術。　rd;/　24

sirtoe  ［医療］刺入、しにゅう。鍼の技術。　rd;/　24

sirkil  ［医療］切皮、穿皮、せっぴ、せんぴ。鍼で使う技術。　rd;/　
24
sirsaf  ［名詞］体感温度　［レベル］３　19　【用例】　sirsaf at tif 20. 体感温
度はマイナス２０度だった。
sirnia  ［美容］スキンヘッド、ハゲ、はげ、禿げ、ボウズ　［レベル］３　
19
sirfaiz  ［医療］皮膚炎　［レベル］５　19:seren

sirmisk  ［美容］パッチテスト　［レベル］６　21

sirpat  ［美容］スキンケア　［レベル］４　tm;/　23　【用例】　ar sirpat on kaam 
頬のスキンケアをする
sirpit  ［医療］皮膚科、皮フ科、皮ふ科　［レベル］３　rd;/　24

sirpig  ［医療］皮膚がん　［レベル］５　19

siramn  ［医療］肌にできる発疹、発疹、湿疹。肌の炎症で、あせもなど
を指す。　［レベル］２　16:制
sirems  ［生物］皮脂　［レベル］４　21

siz  ［名詞］板、パネル、プレート、バックボード、ダーツボード　［運動］
道具を使って移動することを主体としたスポーツ　［レベル］２　13:制 :
古 :sikazamo（平らな木）
sizhons  ［アイテム］［軍事］プレートメイル　rd;/　24　［文化］　aavhons

sizl  ［名詞］盆、トレイ、トレー、お盆　［地学］盆地　［レベル］３　13:制 :siz

siza  ［地学］プレート　［レベル］５　16:制 :siz

sizamiir  ［地学］プレートテクトニクス、プレート理論　［レベル］６　19

sizet  ［名詞］ステージ、舞台　［レベル］３　21:siz/te

siwa  ［代詞］［南方］［男性］ans　［レベル］３　21:se/wan

siwan  ［代詞］［南方］［男性］antes　［レベル］３　21:siwaの属格
sil  ［名詞］未来、将来　［法副詞］～するだろう。未来時制の副詞。　［動詞］
yulだろう、だろう。未来時制の繋辞。　［形容詞］未来の　［反意語］ses　［レ
ベル］１　19:制 :sikt（あとで）　:::paselu,alt　［語法］　・silと van　→ van
　【用例】　in sil 未来を見据える　amir sil 未来のだんな様　sil firt 
明るい未来　 
silt  ［名詞］自由　［形容詞］自由な　［反意語］xark　［レベル］３　19:silfna（心
が軽い）　【成句】　siltel どうぞご自由に、ご勝手に、勝手にすれば？。
口調次第で嫌味っぽくなる。上昇調だとやや嫌味っぽい。下降調だ
と文字通りの意味。同じ上昇調でも相手に言うのではなく相手に問
う場合は「自由にしていいの？」の意味になるので、嫌味としての「勝
手にすれば？」にはならない。
siltkad  ［地球の国名］ギニア共和国　19:国家が「自由」
siltxial  ［政治］自由都市　rd;/　24

siltskit  ［名詞］自由席　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

siltmag  ［物理］自由振動　［レベル］６　21

siltdit  ［経済］可処分所得　［レベル］５　rd;/「自由にできる所得」　23

siltratto  ［地球の国名］リベリア　19:自由という意味。国旗がアメリカに
似ている
siltzav  ［数学］自由ベクトル　21

siltakn  ［政治］自由主義　［レベル］４　19

silk  ［名詞］平等、均等、均一　［動詞］yulを平等にする、平等にする、均す、
ならす　［形容詞］平等な、均等な、均一な　［類義語］ixat　［反意語］spat　［レ
ベル］３　19:sika

silkkatar  ［形容詞］［ポジティブ］無礼講な、ざっくばらんな、遠慮のいらない
　［類義語］xille　［反意語］alit　［レベル］４　20　［文化］　rdで、先代と一緒
に宴会をしたときに、普段より先代に対してざっくばらんに接した
ことから、その態度を「平等なカタル」と呼ぶようになった。
silklang  ［政治］平等権　［レベル］４　19

silkalmi  ［政治］シルク・アルミ、シルクアルミ。五民平等。四民平等に
あたるもの　［レベル］４　19:平等な五角形　［文化］　ナディアにおいて、
王族、貴族、軍人、商人、平民の５つの平等を訴えたもの。ヴェレ
イにおいてようやく可決され、貴族は再び廃止。同時に表面上の平
等を勝ち取った。結局、労使間で貧富の差が生まれ、事実上の身分
は残った。
sils  ［名詞］ティッシュ　［レベル］２　13:制 :語源不詳　［文化］　鼻をかんだ
り物を拭いたりするのに使う。木の箱に入っており、詰め替え用が
店頭で売られる。日本より使用頻度が少ない。環境に配慮して税金
率が高く、非常に高価。日本でいうなら一箱５００円程度か。
silf  ［形容詞］軽い　［法副詞］どうぞご自由に～してください。前置。sil
felだと「軽く」という意味。　［丁寧］［形容詞］やせている、痩せ、ほっ
そり、スレンダー、すっとした、すらっとした：女性限定。男性に
は侮蔑的。　［名詞］(na)さっぱりして身軽な、さっぱりして心地よい、
サッパリした。　［文字］リーン　［類義語］yumeli　［反意語］wolt、dad、ze
plet　fv;lufが靴を脱いで身軽になるという意味で、silfが「軽やかな」
という意味。　［レベル］１　赤 :軽やかな　nya:nya　［語法］　→ dad　「気
軽に」の意味はない→ fenl　【用例】　kmiir kok mel et silf. クミール
はメルくらいほっそりしている。　ya, hao, silf leix fi. an na amp a 
tu. えぇ、もちろん。ご自由にご登録ください。光栄です。　im tuo, 
non ar vav lana em silf. 最近、痩せるように運動している。　☆ an 
nat silf mil erx. お風呂に入ったらさっぱりした。
silf(2)  ［魔法］シルフ気質　［レベル］５　制 :ヴィル＋ノア気質の人間が
軽やかに悩み少なく生きているように見られたところが語源となっ
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ている。だが後のアルヴィナでは軽やかなのはノア＋ユノと考えら
れるようになった。　［語法］［文化］　ノア＋ユノ気質。
silf,ltk  fiine　silf

silfkekko  ［感動詞］お気軽に、どうぞ、どうぞどうぞ、ぜひとも、ご自由に、
どうぞごじゆうに、どうぞご自由にお取りください　［レベル］２　古 :s
ilfkekko｢ 軽やかに来る ｣　［文化］　→ mog

silfvantis  ［軍事］軽装兵　［レベル］４　19:ridia

silfluteakm  ［化学］軽質ナフサ　19

silfakm  ［化学］軽油　［レベル］５　19

silfanfa  ［軍事］軽火器、ライトウェポン　rd;/　24　［文化］　gel

silfanoz  ［音楽］ハミングバード　21

silfi  ［名詞］小さな光、微かな光、仄かな光、明かり、仄明かり、ほ
の明かり　［形容詞］微かな、幽かな　［副詞］かすかに、かすかな、ほの
かな、ほのかに、ごくわずかに　［レベル］３　19:ridia:silf　【用例】　sil
fi atiili lantes olma luut tinel. 青白い仄明かりに映えた彼の容貌は
とても美しいものだった。
silfikern  ［生物］クリオネ　［レベル］４　21:「淡い光の翼」
silfifan  ［天文］太陽系小天体　［レベル］４　20:質量が惑星などより軽い
ため。
silfiiyu  ［形容詞］稚え、ちえ　［名詞］稚えっ子、ちえっこ、ちえっ子　
［類義語］ank　［反意語］yuuyu　［レベル］３　20:silfi（仄かな光）/yuuyu（の
ように萌える）。sil fiiyuと同音なので言葉遊びができそう。日本
語訳のほうは「幼稚園」などの「稚」から来ている。　［語法］　yuuyu
　単純語の形容詞としては一番長い語かもしれない。
silfen  ［形容詞］淡い、色が淡い、パステル、薄い　［反意語］dadal　［レベル］
３　21:silf/en　［語法］　zommook

silfennim  ［芸術］パステルカラー　［レベル］４　21

silm  ［格詞］恐らく～しないだろうが。確率の弱い条件。　［類義語］ol　［レ
ベル］２　14:制　［語法］　ol

silmi  ［名詞］花婿　［反意語］maas　［レベル］３　20:sil amir（夫になるだろう）
　【用例】　［言葉遊び］［俗語］"wei, dis ser? la mals van le been dizmal"―
―"xilma a silmi"「おい聞いたか？あいつ、あのブスと結婚するって」
――「花婿に仏花だな」
silmel  ［言語］未来時制、未来形　［名詞］未来　［レベル］４　21

silga  ［地学］ボーキサイト　［レベル］５　19:silgaからの意味的な逆成
silgadol  ［地学］ギブス石　19

silgi  ［名詞］アルミニウム、アルミ　［レベル］４　古 :ryuu:silfgi（軽い
金属）から。
silgilil  ［化学］アルミニウム→ silgi　［レベル］４　19

silgius  ［名詞］いんちき、インチキ、にせもの、偽者、贋作、ばったもん、
でたらめ、いかさま、イカサマ　［類義語］fiel　［レベル］３　20:silgi/xe
ltius　［文化］　rdでリディアらが開発したシェルティウスは銀を使う
ため高価だった。そこでアルミニウムを混ぜたまがい物が売られた
が、銀でないと効果がないので、客はいざというときに気付かされた。
そこから、アルミでできたシェルティウスを silgius（インチキ）と
呼ぶようになった。
silgiusan  ［名詞］嘘つき、インチキ　［レベル］３　20:melidia xier

silper  ［経済］先物　［レベル］５　19

silia  ［魔物］シリア（光蠍）：第五十六天：光の陽天　［レベル］５　19:rid
ia/seren/mel:silf/fapi　［文化］　蟲族。土の中に隠れ、光る触覚を出し、
獲物が近寄るとガバっと鋏で仕留める魔物。大型で、子馬ほどの大
きさがある。
siliakuni  ［天文］みなみのかんむり座にあたる星のつながり　19:ridia/
seren/mel　［文化］　シリアの触覚に見えたことから。
silet  ［アイテム］ルシーラの杖、ルシーラの錫杖、杖、錫杖　［動詞］yulを
司る、司る、つかさどる、管理する、監督する　［レベル］３　古 :siilet
,silet,rsiilaet　［文化］　ルシーラの持つ長い杖で、使徒を率いるために
用いる。権威の象徴でもある。デスパの中心で持つか、そこにルシー
ラがいなければ立てておく。
silezia  ［歴史］シレジア族　［レベル］５　20:古シレジア語「静かな人」
silezian  ［歴史］［地名］シレジアン帝国　［レベル］５　20:シレジア人の　［文
化］　yuuma 2125にマレティスがヴェルディアン帝国に対抗するために
作った帝国。最大版図は建国時で、東はシージア、西はメディアン
までを支配していた。ヴェルディアンと同じくシージアが宗主国で、
それ以外は属国という形を取った。
sia  ［名詞］膜　［音楽］ドラム、タム、トム、スネア。ドラムなどの膜鳴
楽器　［魔法］シア（プロテス）。利の多段白魔法。霊気のバリアを張る。
敵の霊気を弱め、あるいは消失させる。術者の能力に応じて強さが
決まる。　［レベル］２　tm;e　5:kliiz:古 :東京の喫茶店でホットミルク
を飲んでいて、牛乳の油膜を指して siaといっていたことから。
sia,alt  kad
siat  ［政治］内閣　sorn

siatata  ［政治］閣議　19

sian  ［名詞］持たざるもの　［レベル］４　19

sian(2)  ［音楽］ドラマー　［レベル］５　21

sian(3)  ［代詞］［kotan］tisee　［レベル］２　22:kmiir/ridia

sian,alt  art
siaviro  ［生物］膜タンパク質、膜蛋白質　rt;/　24

siafont  ［生物］輸送体。細胞膜の。　rt;/　24

siamain  ［音楽］シェル、胴。ドラムの胴体。　21

siayutan  ［生物］受容体。細胞膜の。　rt;/　24

siaren  ［魔法］［地学］アルシアの魔石　［レベル］５　19:alsia/ren　［文化］　
１１属性の魔石。アルシアが見つけ、リスト化した。当時と rdで呼
び名が変わることがある。持っているとその属性の敵の攻撃を和ら
げ、逆にこちらのその属性の攻撃を強める。　闇：velen（黒水晶）　水：
enaren（アクアマリン）　風：diains（翡翠）　土：daln（琥珀）　火：
arkanet（ガーネット）　雷：lejent（菫青石）　光：retil（蛍石）　聖：
miren（ジルコン）　邪：vendiil（アメシスト）　利：rees（オパール）
　害：demil（トパーズ）
siazon  ［音楽］ドラムスティック→ zon　21

siaj  ［建築］天井　［反意語］aks　［レベル］２　20:sia e jan（空の膜）。以前は
itxだったが、「いちゅ」という発音が天井に沿わないため変えた。
siaj(2)  ［動詞］yulを結う、結う、ゆう、結わく　［類義語］fot　［アクセント］
siAj　［レベル］２　20:filveeyu「戦時の空」古代の女魔導師が戦時（こ
のころはたいてい空中戦）に髪を結ったことから。　［語法］　siajのほ
うが持って回った古風な言い方。　【成句】　siaj nia. 気を引き締める。
セルメルまでは覚悟するとか決意するという意味。
sial  ［魔法］魔法体　［レベル］５　21:lusia/古 al　［文化］　dolmiyu

sialet  ［魔法］魔法性　［レベル］５　21:sial/te　［文化］　dolmiyu

sia e pxantren  『首吊りシア』　9:ridia訳 :ユンク小説『首吊りシア』:
リディアが参考にした原話は不明。古アルカ題は "sia keno povinu
uo"
siit  ［形容詞］爽快な、心地よい、さわやかな、爽やかな、すがすがし
い、清々しい、空気などが新鮮な、気分がいい、清涼な　［レベル］３　
19:esil/diit　［語法］　快楽よりは爽快さに重点。運動や炭酸飲料や涼
風など、爽快になるものを指す。　【用例】　jent at siit. 爽快な天気だっ
た：例えば蒸し暑くなく寒くもなく適度に乾燥していて空が晴れて
いてそよ風が吹いている状態。　teeze siit at sod. 爽やかな風が吹
いた。　sap e faar at fren o siit. 朝の空気は澄んでいて清々しかっ
た。　an at net merel man sipik sap siit. 新鮮な空気を吸ってすっか
り目が覚めた。
siitxen  ［アトラスの国家］シーチェン　［レベル］５　23:ridia

siik  ［植物］マルメロ　16:制 :serikmiik

siin  ［形容詞］人気の、人気がある、人気のある　［反意語］xaam　［レベル］２
　19:melidia axte:siina　【用例】　erfi et siin xalt artan. 銀は魔導師の
間で人気がある。
siinlei  ［名詞］人気の本、人気作　［レベル］４　rd;/　23

siinleionk  ［名詞］文庫本、文庫　［レベル］４　vl;/　23　［語法］　多数の読
者が見込まれる書籍を収めた小型の叢書。
siina  ［動詞］yulが好き、好む、yulがいい、好き　［形容詞］お気に入り
の、好かれた　［副詞］（siinan）好んで　［文末純詞］～してくれる。出来
事に対する話者の好意的な気持ちを示す。　［反意語］sin　［レベル］１　ls
d;xiina.l→ lim　古 :siina（甘い心の xiinaから siinaに）　xiina:siin
a::dialu,alt　［語法］　tiia　そのものあるいは相手に心地よさを見出して
いる状態。tiiaと違って自分が yulのおかげで心地よいというニュア
ンス。　　siina（好き）の実例　　siinam：好む　siina xa：好きで
ある。好きになり始めから好きでなくなるまでの総称　　siina sat：
好きになろうとしている。まだ他人　siina kit：好きになり始めた。
意識し始めた　siinar：好きになる途中。あの人いいかも状態　sii
nak：好きになった。私この人のこと好きなんだという気付きの時点　
siina：好きである。好きだ　siina took：好きでありおわる。好きで
なくなる　siina ilt：むかしは好きでした的な意味　【成句】　le nene 
siina ～のお気に入りの　【用例】　an siina ti. 君が好きだ。　see luus 
sefat tu a non kaen yumana siina. そしてユマナの私に手渡してくれ
た。
siinapas  ［電算］ファビコン、ファヴィコン　al;/「お気に入りのアイコン」
　24
siinarens  ［言語］好きな言葉　［反意語］begrens　［レベル］４　rd;/　24

siinaol  ［名詞］お気に入り　［レベル］２　21

siinonk  ［名詞］人気連載　［レベル］４　rd;/　23

siine  ［名詞］好きなタイプ、タイプ、趣向、好み　［反意語］alsiine　［レベル］
３　rd;/↓　20:siina/eri
siinel  ［名詞］好き嫌い、選り好み、タイプ、趣向　［動詞］yulを選り好む、
選り好む　［レベル］３　rd;siine/al　24

siif  ［形容詞］無標な　［反意語］xaap　［レベル］６　＠ 19

siip  ［形容詞］丸い、尖っていない、鈍感な　［反意語］pil　［レベル］３　制？
　【用例】　zomk siip　丸まった鉛筆
siipslot  ［名詞］角丸→ lei　22

siiyu  ［形容詞］すごい、凄い、グレート、偉大な、すばらしい　［反意語］
tappi　［レベル］２　20:xion:siina yu　【用例】　tu et siiyu! こりゃすご
い！
siiz  ［動詞］yulを aに見せびらかす、見せびらかす、みせびらかす、
自慢する、自慢げに見せる、ひけらかす、喧伝する、衒学的に見せ
びらかす、見せびらかせる、みせびらかせる　［レベル］３　20:ridia:「甘
いところを見せる」
siizar  ［医療］シーザー、西洋医学、現代医学、医療、医学　［反意語］lu
kletia　［レベル］３　rd;SiiZar,szl<SiiZia.k　24　［文化］　元はシージアで
発達した医療体系として今でいう lukletiaを意味した。後に szlで lukl
etiaができると siizarは lukletia以外の医療を指すようになり、smご
ろからアルバザードで錬金術を使った医療体系を指すようになった。
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その後 ndから西洋医療を指すようになり、現在に至る。
siizia  ［地名］シージア　sert;SiiZia　［レベル］４　20:ridia:SiiZia。
Seere（静かな）/dia（土地）の音変化。　［文化］　古代国家のひとつ。
現ルティアを含んだ広大な国。
siiziapind  ［医療］柳葉形。撚鍼法に使う。シージアで撚鍼法が発達し
たのでこの名がついた。　rd;/　24
siiziaren  ［言語］シージア語　［レベル］４　22　［文化］　eldseta　　●概
要　　名称：sz（シージア語）　系統：アテン超語族ユーマ語族マ
レット亜語族サヴィア超語派シージア語派 (atenamat, yuumaemit, malet
fiam, saviaifal, siiziaxeltem)　使用年代：tm_zg：tm_cv(szd), zg(szk, 
szv, szs)　分布：北サヴィア　話者：ガルヴェーユから移住してきた
マレットの民　類型：ＳＯＶ、ＡＮ、Ｐｏ　認知様式：主観的把握
　→　客観的把握：zgには客観的把握になっていたので szdの間に
変化したと思われる。　　tmから zgまで約２０万年弱続いた言語。
lt, lz, altなどの直接の祖。　そのうち１９万年は szdで、まだユーマ
の一族が十分に神性を保っていた頃である。とはいえ文明レベルは
frfと同じく神より低く、寿命も有限だったため、szdに関しては記
録が乏しい。　一方 zgに入ると急激に文明が発達するが、シージア
戦争で多くの書物が焼失してしまっている。　　●文法　　・概説
　　アルカと共通している箇所についてはわざわざ説明しない。　
　神々がサヴィアを本拠地としなかったことから神との結びつきは
アルカットより弱く、その結果、語彙に関しては frf_lyより保守性
が弱い。ltの基本語彙は szdに由来するものが多い。　zgになると
東西戦争により急激に国際化し、シージアは人種の坩堝になり、そ
れとともに szの語彙も豊富になった。特にシージア戦争ではシフェ
ル文化圏から新たな語彙や概念がもたらされている。　語彙に反し、
文法に関しては保守性が強く、fv同様ＳＯＶである。　形容詞と副
詞は前置される。kai le, vivi heのように。　　fvの関係詞の黙字
romは szでは lyuと読まれる。　ker～ buが ker～ tyuに。　　与
格の kerと alが ilに統一。alを limletしたものが元になっている。　
kerは語彙化して「行く」に。　　・アクセント　　アクセントが無
アクセント言語になり、デフォルトで音節末が強く読まれるように
なった。　　・音韻　　hが消失し、hのあった部分は 'と書かれる。
　hは ltdで戻るため、'は szのマーカーにもなっている。　　・格
　　主格と対格ができた。　語の末尾に付く。　　主格：母音調和
した母音＋ r：falan→ falanar（ファラナール。貴方が）　対格：(s)aj：
'orettaj（オレッタージュ。リンゴを）　　それ以外の格は後置詞を膠
着させる。　アクセントが後置詞の部分に来てひとつの単語として
発音されるため、後置詞との間にスペースを入れない。　lizrokal（リ
ズロカール。家で）　　falanzar lizrokal 'orettaj futa sot.（貴方達は
家でリンゴを与えた）　ファランザール　リズロカール　オレッター
ジュ　フターソット　　・テンスとアスペクト　　連動詞で示し、
後続動詞がテンスとアスペクトを担う。　　futa（与える。辞書形だが、
単体では使えない。futasのようになる）　futa sot（与えた←与える
した）　futa so（今与える。現在および近未来）　futas（与える。通時。
これだけ膠着）　　未来形はなく、意思の助動詞で示す。　アスペク
トは tanも失い、すべて助動詞で示す。　　助動詞は後続動詞の後に
続く。　futas lan（与えたい）
siil  ［動詞］yulを守る、守る、護る、護衛する、ガードする　［動詞］yul
を娶る、yulと結婚する、娶る、めとる、結婚する　［普通動名詞］守護、
保護、護衛、ガード、結婚、婚礼　［レベル］３　古 :「甘くする」とし
か解釈できない。ユンクをナイトが守るという意味の語。その守っ
てあげるさまが甘いムードだからだろうか。語源不詳。　vano:vano:
melor:sakulu,alt　［語法］　vanoは通常の守る。siilは特に男が女を庇護す
ること。父親が娘を守ったり、兄が妹を守るのもあり。愛情を行動
原理としているかどうかが決め手。　２は女が男に結婚を申し込ま
れ、受諾する際に返す言葉から。女の方から結婚するとはアルバザー
ドでは言わない。男が申し込み（このとき flen sordat?という）、女
に決定権がある。女が男を受け入れるとき、ren siil non（レン・シー
ル・ノン＝私を守ってください）と答える。そう言われた男が alkyunk（姫
を守ります）と答えると婚約成立。　【用例】　titta, liij. an siil ti, me
lfan. だいじょうぶ、お父さんが守ってあげるから。なきむしだね、
君は (seren arbazard)
siile  ［丁寧］［気象］雨　［類義語］esk　［レベル］３　szd>ard;siel/ena　【用例】　［言
葉遊び］tee, esk atu xan? siile xille myu. もう、こんなときに雨？失
礼しちゃう。
siia  ［名詞］経験、体験　［動詞］yulを経験する、経験する、体験する　［遊
離副詞］［形容詞］～したことがある（過去）、経験として～してみる（現在、
未来）　［レベル］１　19:恣意 :制では xil:13:制 :古 :xal（理論）　xalul:xalul　［語
法］　実際に見たり聞いたり行なったりすること。　re in siiaは「経
験として見てみろ」というような意味で、inat siiaは「見たことが
ある」というような意味。基本的に過去形とともに使う。　　・し
なかったことがある　　en terat siialで「聞かなかったことがある」。
en terat siiaで「聞いたことがない」。　【用例】　an ket siia lutia ras ta. 
ルティアに２度行ったことがある。　an inat siia la im xe na. 彼は
どこかで見たことがあるような気がする。　tu at siia rat. 良い経験
をした。　ami yuit siia tu lei i fiona flenzel. 本気でその本を探
していたこともあったんだよ。
siiasev  ［名詞］随筆、随想、エッセイ、エッセー　［レベル］４　rd;/「経
験の文章」　24<xilsev:13:制
sio  ［名詞］テンプレート、テンプレ　［名詞］型板、型版　［レベル］４　13:制 :
古 :sikazamo。sizと同根。
sie  ［動詞］yulを aに提言する、提言する　［普通動名詞］提言　［レベル］４
　19:ridia:arbaxelt:恣意　［文化］　提言は勧誘と違って積極的に行う。
こうしたほうが良いのではないかというのは勧誘とも提言とも取れ
るが、アルバザードでは勧誘と提言は違う。勧誘はおせっかいにな
らないように勧めるだけである。提言はこうするべきであるとはっ
きり述べることである。前者は消極的で食い下がらないが、後者は

積極的でしばしば食い下がり、議論に発展する。提言は勧誘と違っ
てしっかり吟味して議論すべきものである。すぐに取り下げるもの
ではない。また、勧誘より強い主張であるため、一つひとつの発言
にかかる責任も勧誘より大きい。
siet  ［格詞］～しないながら、～しないで、～しないつつ。kont enと同じ。
　［反意語］kont　［レベル］２　20:si/te（持たないような）　【用例】　alis ixnat 
siet wik. アリスは頷かずに答えた。
sien  ［生物］すじ、筋。手相の筋など。　rd;sir/rein　24

sienti  ［ユマナ］ローマ、ラテン　［レベル］５　19:sidjentiから
sientikandial  ［ユマナ］ローマ帝国　［レベル］５　24

sientihac  ［ユマナ］ローマ字、ローマンアルファベット　［レベル］３　19

siel  ［丁寧］空、天、天空　［経済］天井　［類義語］jan　［アクセント］siEl。siで
切って elにアクセントが来る。ルティア方言から入ったため。ただ
し sIelでも可。　［レベル］３　szd>lsl　20:sia/古 al（膜 /物）
sielnalt  ［娯楽］天空城　21　［文化］　『天空の城ラピュタ』に相当するア
ニメ。
siellein  ［被服］着流し、着ながし　［レベル］４　rd;/「空に舞う服」　23　［文
化］　上着などを着流しにすることで、アルバザードだとカッコいい
男性のファッションのひとつ。基本的にアルバザード人はひらひら
したものを好むため、どの時代でも着流しはカッコいいイメージが
ある。ただ、真面目な印象はあまり持たれないのでビジネス向けで
はない。
sielet  ［形容詞］チャラい、ちゃらい、チャラチャラした、ちゃらちゃ
らした　［レベル］４　rd;siellein/te　23

sieleten  ［名詞］チャラ男、チャラ夫　［レベル］４　rd;/　23

so  ［動詞］yulする、する。代動詞ないし、漠然と何かすること。　［普
通動名詞］行為→ sool　［類義語］leila　［レベル］１　f;e　古　so:so　【用例】　
an en serat nos so ax to. 何をすべきか分からなかった。　an so elf 
total mil gaato hartati. この暑さの中で何もしたくない。
so,f  soluwa　e

so,alt  sol、soi　soluu,f.k

sot  so/at
sote  ［言語］能動、能動態　［反意語］yute　［レベル］４　20:「するような」
sok  so/ik
sokt  ［動詞］yulを aに交差させる、交差する、交わる　［動詞］yulを aに
絡ませる、絡む、干渉する、ちょっかいを出す　［普通動名詞］絡み、干渉、
ちょっかい　［名詞］垂直。平行に対する垂直（この語義では対象に対
して９０度になるが、ほかの語義の場合は単なる交差なので、soktは
必ずしも９０度でなくてよい）　［形容詞］垂直な　［格詞］～と交わって
　［メタファー］［格詞］［形容詞］意見などがぶつかっている、方向性が合わない、
馬が合わない、反りが合わない、意見などが交わらない（soktという
が訳は逆に「交わらない」の意味になるので注意）　［反意語］ekn　［レベ
ル］２　19:sok:19:赤 :sokuka　sokuka, sokka:::sokulu,alt　［語法］　→ ekn　絡むの
用法は、人や動物などが寄ってきて話しかけてきたり何かをしてき
たりすることを意味する。文字通り物同士が絡みあうことも意味す
るが、その場合は sampも使える。イチャモンをつけて悪く絡んでく
る場合は aik。　【用例】　ket soktor nos al an fo uniuni. 猫がこっちに
ニャーニャー絡んできている。　☆ ano antes et sokt a xok. 私たちの
計画は互いに衝突していて反りが合わない。
soktbad  ［動詞］yulを交差させて打ち鳴らす　［レベル］４　21

soktzon  ［文字］クロスバー　21

soktzol  ［数学］余弦、コサイン　［レベル］５　19:正弦の弦と直角に交差す
る線分。線分だが、命名を揃えるために弦としている。日本語でも
余弦と呼んで弦としている。
soktjamo  ［交通］ハブ空港、国際空港、ハブ　［レベル］４　22

soktlopn  ［交通］ジャンクション駅、ジャンクション、ハブ、ハブ駅　［レ
ベル］４　22

sokta  ［名詞］返事、返信、往信、反応　［電算］レス　［動詞］yulを aに応え
る、応える、応じる、反応する、返事をする、こたえる、答える　［反
意語］sek。ただし異なる。　［物理］共鳴、共振。共鳴は共振の一種。ア
ルカではふつう、どちらも同じ sokta。　［レベル］２　rd;sokta,lz < soktis,
szd　先 :sokta　xante:xante:soktis　【成句】　sool del sokta al il 全レス　sokta 
al il 全レスする
soktis,szd  sokta
soktin  ［物理］交差法。立体視の交差法。　［レベル］５　23

soktint  ［数学］交点　［レベル］４　19

sokten  ［接続詞］sokt　［レベル］３　21

sokteev  ［物理］横波　［レベル］５　19

sokka  ［物理］波の干渉　［レベル］５　古 :sokka（交わる）の語義の一つ
sokka,fv  sokt　sokuka.l

soks  ［動詞］yulを崇める、崇める、尊敬する、崇拝する、敬う、あり
がたがる、信仰する（神を信仰するという意味では miros）　［類義語］
miros　［反意語］bens　［レベル］３　sorn　【成句】　kont soks artea 召喚省に
敬意を表して：大人の事情で：ミロク革命ではメディアの規制が多
かった。かといって規制がかかったときにテレビ局や出版社も面と
向かって「政府が邪魔をするから」とは言えなかった。そこで考え
出されたフレーズが、「召喚省に敬意を表して（自粛する）」。これを
後の世では皮肉を込めて「大人の事情」という意味で使った。　【用例】
　koot, soc an soks lu da. 寧ろ、だからこそ私はセレンさんを尊敬し
ているのだ。
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soksvet  ［言語］尊敬語、敬語　［反意語］listvet　［レベル］４　20　［文化］　leav
et
soksati  ［名詞］敬意、敬度　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

soksapt  ［名詞］尊称、敬称　［反意語］bensapt　［レベル］４　20

soksol  ［名詞］尊敬する人　［レベル］３　rd;/　24　［文化］　アルバザード人
は日本人に比べ尊敬する人はと聞かれたときにどもりにくい。とい
うのも、人を尊敬することは美徳で、人を尊敬できる人は善なる人
間と考えられており、小さい頃から尊敬する人は誰か考えさせられ
るからである。　最近の日本人と違って身内などを挙げることは恥
ではない。尊敬する人は偉人だけでなくても良い。　　＜セレンが
尊敬する人物＞　　以下はセレンが尊敬する人物のリストである。
　セレンは高尚で学究的で知名度が低く売れないほど高く評価する
傾向にある。特に信念や正義感を持っている人間や努力をした人間、
努力をしたのに報われなかった人間を高く評価する。尋常ならざる
天才なども高評価することがある。また、何かを成し遂げた人間や
何かを作り上げた人間を尊敬することが多い。人格者も同様に好む。
　リストの上から順に尊敬している度合いが高い。　　　エリエゼ
ル・ベン・イェフダー：４０年もの間人工言語の研究を続け、体の
不調にも負けず立ってまで作業をしつづけた不屈のヘブライ語の復
古者。　大槻文彦：自分の信念を曲げず、最終的には私費で『言海』
を出版した辞書の偉人。　　ユーア：リディアの実父。完璧超人。
　リーザ＝ルティア：セレンの先生。アルカの創始者。いつまでも
先生と呼んで慕った。　リディア＝ルティア：セレンの恋人。カルディ
アの作者。　メル＝ケートイア：アシェット一の天才。　ルシア＝
アルバザード：セレンの娘。天才さに惹かれた。　ユルト＝ルティア：
セレンの息子。強きをくじき弱きを助け、優しい性格が尊敬できる。
　　山中伸弥：ＩＰｓ細胞にはセレンは早くから目をつけていたた
め。　　想像地図の篠永：想像を絶する広さの詳細な地図作成に人
生を捧げた人物。　池上嘉彦：セレンが最も影響を受けた日本の言
語学者。　地理人：空想都市の創造に心血を注いだ人物。
sokn  ［動詞］yulを結わく、結わく、結く、ゆわく、結ぶ、縛る　［反意語］
alsokn　［レベル］２　16:制 :古 :sokuka（交差）　yaayo:yaayo　［語法］　紐なし
で縛ること。ゴミ袋の口を曲げて結わいたり、髪をピンやゴムを使
わずに結わくこと。
sokl  ［名詞］公園　［レベル］２　14:制 :恣意。プロトタイプで sekaという
語があり、英語のｓｅｌｆｉｓｈ　ｇａｒｄｅｎからきていた。そ
れを排他するために sekaを消して適当な無語源の音を当てた。　［文
化］　集合住宅には大きな公園がある。夜の散歩道としても使われる。
誰が住んでいて誰がいるのかはっきりしているし、常に見回りと監
視カメラが働いているので犯罪はまず皆無である。その上、木々が
細く高く間隔をおいて置かれているので見通しも良い。それゆえ余
計に犯罪が少ない。この公園は集合住宅内の連絡通路からでしか行
けない。外部の者が許可なく入ることはできない。公園にはベンチ
もあり、憩いの場となっている。砂場や遊具はない。犬の散歩コー
スもある。ウォーキングコースもある。両者は隔絶されているとこ
ろもある。公園は一つの集合住宅に一つとは限らない。一つひとつ
が持っているとそれぞれの公園は狭くなってしまう。狭いところに
たくさんの要素を持ち込むと物が密集してしまい、見通しが悪くな
る。更に狭いので同じ景色ばかりになり、すぐに飽きてしまう。だ
から大抵は隣り合ったいくつかの集合住宅が共通の公園を持つ。こ
の公園はかなり大きい。ただ、流石にカルテには適わない。公園に
は屋根のあるところがある。　【用例】　ridia titta siia xe alfian ka sokl 
e parm. リディアは日本の公園で子供をあやしたことがある。　lan 
leiz xat sokl man eskor. 雨が降っていたので、公園にはほとんど人が
いなかった。
sokuka,f  sokt　e

sokukaji,f  xerj　elt;薬指で数を出すときに小指に親指が乗っかって
交差することから
sokun,alt  soi
sokulu,alt  sokt　<>sokuka

sox  ［交通］バス　［レベル］２　lakta:soxは元はミニカー　［文化］　バスはラ
ンティス通りをぐるぐる回る。時計回りと逆時計回りが走っている。
また、アルミヴァ通りを行ったり来たりするものもある。これらを
乗り継いで目的地に行く。バスは駐車場ごとに止まる。駐車場が同
時に停車場でもある。バスは有料である。定期券を購入するか、さ
もなくば降りる際に料金を精算する。バスは日本と同じ形をしてい
る。長方形の箱形である。席も同じつくりで、つり革もある。降り
るときはボタンを押し、清算して降りる。　【用例】　an tafat vil skit ka 
tu sox man lan di xa atu. バスは人が多くて座る場所がなかった。　
sox luko felka sesilel. バスがもうすぐ学校に着く。
soxgand  ［交通］［法律］バスジャック　［レベル］４　rt;/　23

sos  so/es
soso  ［動詞］yulを説得して aをさせる、yulを onについて説得する、
説得する、折伏する、説伏する、諭す　［普通動名詞］説得、折伏、説伏
　［レベル］３　古 :soso｢ するようにさせる ｣　［語法］　sosokは説得という
行為の終わりしか意味せず、説得自体の成否自体は不明。この点で
は英語と異なり、日本語と同じ。従って、an sosotik la a ke felka tal la 
so elf（彼に学校へ行くよう説得したが、彼は行かなかった）のよう
に逆説で続けることができる。　【用例】　soso telsel 言いくるめる、い
いくるめる
sosotolono  ［植物］ソソトロノ　［レベル］６　古　［文化］　魔界 azermに生
える木。葉がなく、枝がうねうねと伸びる。
son  ［格詞］［文頭純詞］ならば、それゆえ、中結果　［レベル］１　古 :soから
派生　loo:loo:pafet:tsuliso,alt　［語法］　なぜならばの反対。結果を表す。
son,szk  et
sont  ［動詞］yulを撫でる、撫でる、さする、摩る　［婉曲］yul（再帰）に

自慰させる。女のオナニー。　［普通動名詞］愛撫　［再帰動名詞］自慰、オナニー
　［類義語］fox　［レベル］２　古 :頭を撫ぜるときの ｢さわっ ｣という音
　【用例】　sontand flel luut, vik xtamik entel. see lu jik fara lis le xa 
lie tu lixil. 肩をポンポンと軽く叩く。男はゆっくり立ち上がると、
小屋の奥にある小さな暖炉を指さした。
sontsort  ［形容詞］肌寒い。体を撫でるほど寒い。　［レベル］３　19

sonk  ［動物］虎、トラ、タイガレス　［組み数字］４/５　［レベル］２　13:制 :
縞模様のある猫。制 soni/古 kett　［擬声］　gccc（唸り） vogau（吠え）
sons  ［名詞］寄宿、下宿、寄宿生、居候、食客、いそうろう　［レベル］４
　19:古 :sols。クミールの家に寄宿している使徒たちを指した語
sonjel  ［法律］動機、モチベーション　［レベル］３　21:so/sane/古 al

sonax  ［娯楽］コント、寄せ、芝居、お笑い、漫才、マンザイ、まんざい　［レ
ベル］３　rd;sols/nax「笑わせる」　23

sonaria  ［人名］ソナリア　20　［文化］　(yuuma 7584:8004)　yuuma 7976 
teetiaという共通の敵が去ったことで、徐々にドゥルガとヴィーネの
対立の構図が戻ってくる。背景には、メテがドゥルガであることに
よるヴィーネの冷遇にあった。また、同じドゥルガ内でもアルシェ
リアや魔方各国は属国のような扱いを受けており、レスティルの専
制的なやり方を疎んじていた。遂にこの年、ヴィーネからレジスタ
ンスが現れる。ウロによってユクレシア南部に封じられていた元メ
ティオ王家の子孫である sonariaが立ち上がる。ソナリアは旧イクサ
ンテの血筋で、要するに teetiaの血筋である。ユクレシアがメテの
手の届きにくいヴィーネ側であることと、ソナリア自身が王家の人
間であるため、迫害はどうにか免れていたものの、メティオの復興
を目指して立ち上がった。これに対し、離散していた teetiaが世界
中からユクレシアに集まり始める 
sonarian  ［筐堺］ソナリアン　［レベル］５　rd;sonaria/属格　22　［文化］　
筐堺司：kmiir mete　筐堺国：metio, sorna, kalkahi, aridia, zerdia 
axti
soni  ［名詞］縞、ストライプ、縞模様　［レベル］３　13:制 :古 :sokukanim（交
差する色）　【用例】　an sabat salas le til soni. 今日はストライプのシャツ
を着た。
sonikad  ［地球の国名］ザンビア　19:国章にシマウマのものと思わしき皮
sonifont  ［交通］横断歩道　［レベル］３　19　［文化］　車や自転車が隔離さ
れているため、必要ない。
sonigar  ［娯楽］ルーレット　［レベル］３　19:縞の円盤
sonipab  ［動物］シマウマ、縞馬　［レベル］３　13:制 :縞模様のある馬
sonipabkad  ［地球の国名］ボツワナ　19:国章にシマウマ
sono  ［普通動名詞］実行、実践　［動詞］yulを実行する、実行する、実践す
る　［形容詞］実行された　［レベル］３　13:制 :古 :so｢ する ｣
sononif  ［言語］実行段階　［レベル］４　20　［語法］　単位動詞の３分割の
うち、中間の区間。経過～継続の区間のこと。 
sonohinoki  『ソノヒノキ』→ selneeme　［レベル］５　古 :アルカの単語
ではなく、日本語の「その日の姫」をカタカナにしたもの。　［文化］
　エストによる小説。セレンが日本語に翻訳し、その後アルカのバー
ジョンが変るたびに訳されてきた。内容が短く、突拍子もない単語
が出てこないため、訳しやすい作品といえる。そのため、アルカが
改定されるたびに試金石のように訳されてきた。　　訳したときは
１０代だったか。恐らく高校か浪人のとき。当時彼らの境遇が自分
とリディアを彷彿させたことで気に入ったのだと思う。　　an de 
his. tal an et axk a yuu. an rakl sen dipit ati tar. son an em vil fana 
a fi tisee. alfi, an et leit ok envi fin tu et vild na.　――の部分
は当時の自分の悩みと重なっていた。　「器用貧乏」「何をすればい
いのか分からない。何に人生を賭せばいいのか分からない」。　この
ころはまだ制アルカがなかった。自分の青春および将来を賭すもの
が見つかっていなかった。メル 21年になった今、教えてあげたいと
ころだ。今のこの苦境と、そしてそれなりの成果を。
sonoixm  ［名詞］システム手帳　［レベル］６　16:制
sonet  ［形容詞］実践的な　［反意語］miret　［レベル］４　21:sono/te

sonetartfel  ［魔法］実践魔法学　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

sov  ［名詞］合間、くぎれ、区切れ　［形容詞］挟まれた、挟まれる、間の　［格
詞］～の間の　［類音］sol。solとは意味的に離れているので同じ格詞で
も問題ない。　［レベル］２　frf　先　sese:sese, sov　【成句】　［arden］［yuul］

sov dia o mel リディアとメルの間にいる：板挟みになっている　
sov abe o skil 布と椅子の間で：板挟みで：機織りは織り機の前、椅
子の上にいて、長時間の労働を強いられた。機織りは肩が凝り、椅
子は腰痛になる。そこから転じて板挟みの意。
sovsan  ［数学］漸化式　［レベル］５　19:数列の項と項の間に成り立つ等式
sovsia  ［生物］くも膜、クモ膜　［レベル］５　19

sovsiaerix  ［医療］クモ膜下出血　［レベル］５　19:ただし、くも膜自体の
出血ではない
sovsokta  ［名詞］あいづち、相槌　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　相
手が話している合間に相槌を打つ。打たないと聞いていないとみな
される。アメリカ人のように終わるまでわりと押し黙って相槌が少
ないことはない。逆に日本人は相槌を打ちすぎてうるさい。日本人
は少し相槌を減らせばちょうど良くなる。相槌は ya,axなどがあり肯
定の言葉を使う。日本語と同じである。英語のようにアハーアハー
ということはない。アハーはイェスという肯定の言葉そのものでは
ないので、単に会話を促す専用の言葉である。アルカは ya,axなど、
肯定を表わす言葉で促しを代用する。したがってアルカで会話中に
ya,axなどを使われても別に肯定とは限らないので注意が必要である。
最後まで yaと聞いておきながら総合的には否定することもある。な
ぜなら相槌の yaには肯定の意味はないからである。　相槌は他にも
mmがある。これは口を開けずに鼻だけで「んん」と言うときの音で
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ある。ya,ax,mmの違いは敬度の違いである。ax,ya,mmの順で下がる。と
ころが実際、この三種は同じ相手に対して全て使いうる。同じ相手
でも公の場面では axを使いやすい。私的なほど mmを使いやすい。更
に同じ場面で同じ相手なのにこれらを混ぜて使うということがある。
相槌は会話の区切れに入れるのが正しいタイミングである。だが、
区切れは意味の上で大したことないものと大したことある区切れに
分かれる。文法的にいえばツンクよりガコンのほうが大したことあ
る区切れである。また、場面的にはシリアスな内容の文での区切れ
のほうがシリアスでないそれよりも大したことある区切れである。
大したことある区切れでは敬度の高い相槌を使いやすい。大したこ
とない区切れでは敬度が低くなりやすい。たとえば「でさ～」の後
に起こる区切れは大したことないので mmを使いやすい。軍隊など、
厳しい場所では目上には全て axで相槌を打たせる。そして目下には
mmや yaとしか言わない。厳しい使い分けがある。だが、日常的には
これらはＴＰＯで使い分ける。　また、相槌は他にも頷きで代用さ
れることもある。但し、これは電話などでは使えない。この頷きも
肯定を意味しない。頷きは本来肯定を意味するが、ここでは相槌に
しかならない。また、相槌には新しいことを知ったときの反応があ
る。会話の途中は yaなどといって相手を促すが、会話が終わったと
きや新たなことを聞いたときや驚いたときは何と言うか。会話が終
われば評価をしたり自分の話をしたりする。「へぇ」「ふーん」では
話した甲斐がないと思われるので、感想を述べるとよい。どうにも
反応に困った場合は haizなどで返すこともある。何も返さないくら
いなら否定したほうが丁寧。夢織の紗枝は２話でアシュテの話に「そ
う」だけで返したため、第一印象を悪く捉えられた。　また、新た
なことに対しては aa,hmなどという。驚いたことに対しては ouという。
　言葉の区切れで一々相槌を入れるのはうるさい。区切れが長いと
きや、区切れが大したものであるときにだけ相槌をすることが多い。
後は頷いていれば良い。電話は見えないので頷きが届かないが、聞
き手は電話越しで勝手に頷いて自己満足している。喋り手は相槌が
足りないなと思いながらも、電話だからそんなものかと思う。また、
実際のところ喋り手は多少相槌を面と向かっての会話より増やす。
　【用例】　ar sovsokta 相槌を打つ
sovsevn  ［生物］基底膜。上皮組織と結合組織の間にあることが多い。
　rt;/　24
sovmel  ［演劇］［音楽］幕間　［名詞］テレビ番組のＣＭ、ＣＭ、コマーシャ
ル　［名詞］休み時間。学校の。　［言語］ポーズ、一時休止、一時停止　［レ
ベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　幕間の使い方は休憩、演奏、ＭＣな
ど、演者によって異なる。
sovpals  ［生物］門脈　［レベル］４　19:二つの毛細血管網にはさまれた血管
sovpol  ［地名］峡方　20　［文化］　ピッカ、トゥナスの地方。旧共産圏で、
文化的にも地理的にも言語的にもソーナと隔絶している。トゥナス
南部でもソーナ人との混在はほとんど見られない。
sova  ［数学］絶対値　［レベル］４　16:制 :sov/alx（数直線上でプラスの値と
マイナスの値の間に数を取るような数であることから。間を取る数。
数直線上に間を作る数といってよい）
sovaple  ［企業］ソヴ・アプレ　［レベル］６　21　［文化］　伊藤忠に相当する
企業。
soval  ［音楽］ヨーデル　［レベル］６　21:sov/wal「山と山の間を通って」
sovo  ［数学］小数　［レベル］３　16:制 :sov ko（絶対値が１未満。すなわ
ち１と－１の間ということから）
sovoint  ［数学］小数点　［レベル］３　20

soven  ［接続詞］sov。間の。　［音楽］ＭＣ　［レベル］３　21

sof  ［形容詞］簡単な、容易な　［形容詞］高頻度な、起こりやすい　［反意語］
xep　［レベル］２　rd;xep.teel　＠ 19　yaka:yaka　【用例】　［メタファー］sof yun 
lex lexの文字のように簡単な：縦棒一本で書けるため　【用例】　yet 
sof 簡単な問題
soft  ［普通動名詞］リレー、受け渡し、引き渡し、引渡し　［動詞］yulを受
け渡す、受け渡す、引き渡す、引渡す　［類義語］sef　［レベル］３　rd;so
futo.k　24:古 sofuto（与えさせる）
softsolb  ［名詞］ライン作業、流れ作業、ライン生産方式　［レベル］５　
rd;/。次から次へと作業を受け渡していくことから。　24
softsolbast  ［再帰動名詞］ライン工　［レベル］５　rd;/　24　［文化］　アルバ
ザードでは底辺の仕事とされる。頭も使わずコミュ力も必要とせず、
機械でも容易に代替できることから、底辺の仕事とされている。た
だし一定数世の中には頭も悪ければコミュ力もない人間がいるので、
こうしたライン作業を全て機械化してしまうと、彼らの仕事を奪っ
てしまうので、なるべく人間に雇用を残しておくのが良いと考えら
れている。一方、正確で早い機械に仕事をさせ、より合理的に商品
を生産すべきだと考える人もいる。
sofkil  ［形容詞］歯切れのよい、区切りやすい、区切れのいい、区切り
のいい、キリのいい、キリの良い　［レベル］３　21

sofxar  ［動詞］yulをすぐ信じる、すぐ信じる、信じる　［形容詞］(sofxaran)
信じやすい　［レベル］３　20

soffix  ［動詞］yulをすぐ疑う、すぐ疑う、疑う　［形容詞］(soffixan)疑
り深い　［レベル］３　20:ridia:mirok

soflan  ［名詞］花見、紅葉狩り、もみじがり、紅葉がり　［レベル］３　rd:
kmiir;so/flanj（花をする）　23　［文化］　アルバザードでは四季折々に
花見をする。花見といえば桜ということではなく、様々な草木花を
鑑賞する。日本と違ってブルーシートに宴会と酒という習慣はなく、
好きなもの同士で集まって少人数ないし一人で花を楽しむ。シート
を敷く場合もあるが、たいていは芝生などに座るか寝そべる。ある
いは立ったり歩いたりしながら鑑賞する。花見といえば酒というほ
どの文化はないものの、人によっては花を見ながら嗜むこともある。
人によっては歌ったり踊ったりすることもあるが一般的ではない。
　花見は純情な若者から老人に至るまでデートや行楽などで行われ

る。
soflivl  ［普通動名詞］安産　［レベル］４　rd;/　23

sofloki  ［形容詞］分かりやすい、わかりやすい、理解しやすい、キャッ
チーな、キャッチしやすい、覚えやすい。キャッチーなというのは
印象的なとか人目を引くという意味ではなく分かりやすいという意
味なので注意。　［レベル］３　23

sofaxt  ［形容詞］（anで）書きやすい　［動詞］yulを書くのが簡単だ　［レベル］
３　rd;/　24
sofisk  ［形容詞］（anで）読みやすい　［動詞］yulを読むのが簡単だ　［レベル］
３　rd;/　24
sofom  ［俗語］ヤリマン、ビッチ、スイーツ、売女、バイタ、ばいた　
［類義語］daimen　［反意語］sezon　［レベル］４　rd;sof/hom「容易に（股を）
開く」　23:mel　［文化］　貞操を重んじるアルバザードにおいては古く
から婚前交渉や複数の男と交わることは忌避されてきた。そのため
sofomは蔑まれる。vlと alの一部で性が奔放化したが、統制が厳しく
なるたびに処女性が重んじられた。
sofuto,f  sef　「与えさせる」
som  ［名詞］やり方、手法、仕方　［レベル］３　21:so/om

somt  ［動詞］yulを織る、織る　［動詞］yulを味方につける、味方にする
　［反意語］xenk　［電算］［動詞］コンピュータがカリカリ作業をする。solは
パソコン、yulは処理内容やソフト。パソコンが処理をすることを指
す。たいていカリカリ音を立てる。パソコンが整然と計算をしてい
る様が、少女が機織で整然と織っているのに似ていることから。　［レ
ベル］３　14:制 :semt:古 :sokukameli｢ 糸を交差させる ｣　［文化］　melp　【成
句】　somt teel 一攫千金
somtan  ［名詞］はたおり、機織り　［レベル］４　19

somtar  ［名詞］織り機、はた　［レベル］４　19

soma  ［名詞］罰点、ばってん、バッテン、×記号、バツ、バツ印、斜め十字、
十字、×　［シェルト］斜駒　［反意語］stent　［レベル］２　17:制 :古 :sokuka(交差 )
　jan:jan　［文化］　memlas

somakad  ［地球の国名］モザンビーク　19:国旗にバッテン
somasomt  ［名詞］斜子織り　rd;/。stentsomtに対し、タテ糸とヨコ糸を 2
本ずつ引き揃えで織ったものを罰点で表現した。　23
somalas  ［名詞］バッテンマーク　［レベル］３　21　［文化］　memlas

somo  ［交通］バスの停留所、バス停　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:sox/
mone
some  ［名詞］秘書、セキュレタリー、セクレタリー　［レベル］３　13:制 :
古 :some← sou mel（メル君）。セレンはメルの能力を高く評価して彼
女を秘書のように扱っており、秘書として呼ぶときには sou melと敬
称をつけて呼んでいたことから。（古のころの話。今はしない）
sod  ［動詞］yulを起こす、起こす、起こる、起きる　［名詞］出来事、イ
ベント、催し、行事、発生　［類義語］xamel　［反意語］sedo　［レベル］２　
13:制 :sed　【成句】　sod kaen ins 目の前の出来事　【用例】　to et sod a la? 
彼に何があったの？　an kel vil sod e fis. 今日の出来事は忘れられ
ないだろう。　fis, xe emt at sod. 今日、悲しいことがあった。
sodn  ［名詞］事実　［文頭純詞］［副詞］実際は、事実上、実際のところ、事実　［レ
ベル］２　13:制 :sod　【成句】　el pras fal sodn kont kaax sodn lex sodn. 事
実は事実と認めた上で対処しなければならない（liiza lutia）
soda  ［名詞］事故、事件　［類義語］veim　［レベル］３　14:制 :sod　［文化］　
歩いていて看板が落ちてきてぶつかったとか、階段から落ちたなど、
事故一般の場合、保険に入っていれば事故の種類によって保険料を
もらえる。また、事故が誰かのせいなら、その人からも慰謝料をも
らえる。たとえば看板を誰かが落としたのならその人の責任になる。
　【用例】　til soda 事故に遭う
sodaaxes  ［普通動名詞］座礁、坐礁、擱座、かく座、かくざ　［レベル］５　rd;/「事
故上陸」　24
sodi  ［名詞］イベントキャラ　［レベル］３　20:sod　［文化］　アーディンの
ように、脇役ほどちょい役でもないが、かといってアリスほどゲス
トでもない場合を指す。特定のイベントに出てきて強烈な印象を残
す人物。ＦＦ４でいうとスカルミリョーネやルビカンテといった四
天王など。
sodik  ［名詞］頻度、出番の多さ　［レベル］４　19:sod/tik（起きる傾き）
sodia  ［天文］小惑星　［レベル］４　20:soomdia（ソームのゆりかご）木星
付近にたくさんあるため。
sog  ［経済］おつり、つり銭　［レベル］２　14:制 :sojgil（残った金）
sobel  ［料理］間食、おやつ、おかし、お菓子　［音楽］フィルイン　［レベル］
２　21:sov/bel
soha  ［動詞］yulを徹底する、徹底する　［形容詞］（sohanで）徹底的な、（soh
で）徹底した　［レベル］３　古 :soha（尻尾まで（終わりまで）やる）
soyu  ［感動詞］［幼児］［milia］そゆそゆ、soonoyun　［レベル］１　20:luxia:soon
oyunと言いたいらしく、「そゆ、そゆ」と言っていたことから。　［語
法］　通例、２度繰り返す。
soc  ［格詞］［文頭純詞］だからこそ、強結果　［レベル］１　17:制 :恣意　loo:l
oo:pafet:tsuliso,alt
sor  ［形容詞］高い、背の高い　［属格］背の高い人　［反意語］hait　［動詞］［rente］

xtam　［レベル］１　frf　先 :sor（高い）　hyu:hyu（天などが高い）, sor（背
などが高い）:lyu　【用例】　vik sor 背の高い男性
sor(2)  so/or、している　19

sort  ［形容詞］寒い、冷たい　［形容詞］冷たい、好感が持てない、嫌な感
じの　［動詞］yulを冷やす、冷やす、冷却する、冷ます、クールダウ
ンする　［副詞］冷たく、寒く、寒そうに　［経済］冷え込む、冷え込み　［反
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意語］hart　［レベル］１　19:青い風　sai:sai:sait　［語法］　hart　寒さには段
階がある。sontsort, foxsort, mafgsort, diosortの順番で寒さが強烈に
なっていく。　【用例】　［メタファー］sort yun vext 氷のように冷たい　tuo 
es sort romel fin tu at melt. 暖かかったのに急に寒くなった。　☆
fis at sort tin xalt tu kmel e salt. 一年のこの時期にしてはとても寒
かった。　sel sort at onk du fou. 何日か寒い日が続いた。　arxiel 
sort ik kit. 寒い季節が始まった。　an nat sort tin. とても寒く感じ
た。　☆ an nat sort on erim as. 寒さが骨までしみた：アルカでは心臓。
　☆ tu at sort xanel ento tu vand sat erim ant. まさに骨身にしみる
寒さだった。　an na sort ka ez ant im fis. 今日は部屋が寒い。
sorttak  ［形容詞］［ネガティブ］男性が性的にお堅い　［類義語］yulte　［反意語］vi
splufi　［レベル］４　20:冷たい腕←抱いてくれない
sorttemk  ［名詞］冷凍庫　［レベル］３　19:xion

sortvesn  ［名詞］猫舌　［レベル］３　20:冷たい舌　［文化］　アルバザード人
は総じて猫舌で、熱いものを嫌う。一方、ぬるいものは体を温める
といって好む。リディアは猫舌。　【用例】　an til sortvesn. 僕は猫舌だ。
sortfaiz  ［医療］しもやけ、凍傷、霜焼け　［レベル］３　19　［語法］　霜焼
けは凍傷の一種。特にアルカでは霜焼けだけを指す単語はない。　【用
例】　an tilat sortfaiz on las mil sortati. 寒くて霜焼けができた。
sortdirei  ［気象］寒冷前線　［レベル］４　19

sortpast  ［料理］冷や飯　［レベル］３　22　［文化］　冷や飯は澱粉がアルファ
化されていないため、消化に悪い。alt人は日本人と違って弁当やお
にぎりを必ず温める。従っておにぎりという携帯食自体があまり浸
透していない。冷や飯を食うのは屈辱的と考える。アルバザードで
も sm以降この考え方が流入する。　【成句】　fit sortpast 冷や飯を与え
る：虐待する。altの慣用句の訳。bakflelは歓迎しない、sortpastは虐
待の意味。altで家督を継がないものの食事が冷や飯であったことか
ら。
sortpol  ［地学］寒帯　［レベル］４　19

sorthank  ［気象］中間圏　19

sorthink  ［名詞］冷や汗、冷汗　［レベル］３　19:melidia alis

sortliv  ［形容詞］おとなしい、大人しい、穏やかな、物静かな　［反意語］
hartdot　［レベル］３　20

sortlevl  ［医療］冷え性　［レベル］４　19

sorti  ［気象］ラニーニャ　［レベル］４　19:sort/tier

sorte  ［医療］神経痛　［レベル］５　19:sort/teeze。古の eriateeze（神経痛）
を訳したもの。原義は冷たい風で、冷やすことで神経痛を引き起こ
すと考えられていたことから。eriateezeは serenのメル 9年ごろの
造語で、夏に裸で扇風機を付けていたら、腕が何もしていないのに
ピリピリと痛み出し、風呂に入ったら治ったことで、不思議に思っ
てリュウに相談したところ、神経痛といわれたことに起因。そのと
きの説明で使った eriateeze（扇風機の冷たい風）がそのまま神経痛
に取って代わった。
sorter  ［形容詞］情に薄い、薄情な、冷たい、冷血な、無情な、非情な　［反
意語］distiiyu　［アクセント］sortEr　［レベル］３　20:sort/eri（冷血）
sorteev  ［気象］寒波　［レベル］５　19:波に喩えるのは日本語同様
sorka  ［名詞］高台、高いところ　［レベル］３　rd;/　24

sorkad  ［地球の国名］ペルー　［レベル］５　19:高いところにあるから
sorxiet  ［ジョブ］ソルシエット、薙刀使い　［アクセント］sOrxiet　［レベル］３
　20:sorxen/lantis
sorxient  ［娯楽］ソルシエント　［レベル］４　21　［文化］　『スレイヤーズ』
に相当するアニメ。
sorxe  ［天文］半月　［言語］［文字］カウンターループ　［生物］爪の半月　［レベ
ル］３　sorn:sorxe｢ ソーンとアルシェ ｣　【用例】　sorxe xat jan. 半月が
出ていた。
sorxet  ［軍事］総指揮官　［レベル］３　19:seren:sorxe/lantis　［文化］　大元
帥と元帥との総称。ミロクが元帥の上に大元帥を置いたため、士官
や兵と対立する概念として生まれたもの。sorxeは月教のシンボルで、
アルティス教が軍を指揮するという意思の表れ。
sorxexilk  ［料理］餃子、ギョーザ　［レベル］３　14:制 :半月饅頭　［文化］　
インサール料理。アルバザードでも広まっている。
sorxen  ［アイテム］なぎなた、ナギナタ、薙刀、長刀　［レベル］３　20:sor
xe。半月のような刃、ないし、刃の軌道が円弧を描くことから　［文化］
　ルティアではユベールにおける女子の必須科目。アルバザードで
はユンクが一般的にルティアに憧れがちなので、ユンク層に人気の
高い種目。アルバザードで薙刀をやっているといかにもお嬢様とい
うイメージを持たれる。　日本と同じように袴や襟付きの服を纏う。
袴をはくのは、運足を相手に読まれないため。
sorxefrei  ［アイテム］ソルシェフレイ、半月形の短剣、ジャンビーア　［地
球の国名］イエメン :成人男性が腰にジャンビーアをさげているのが特
徴的であることから　［レベル］５　19

sorxerent  ［宗教］ソルシェレント、宣教師　［レベル］３　19:ilmus:fulmi
ia/kmiir:月の使者　［語法］　アルティス教の宣教師。新興宗教アルティ
スはカコの災厄の再来と誤解されることが多かったため、腕章にア
ルシェでもソーンでもないとして半月の刺繍を身に付けた。腕章に
身の上を知らせる文様を大々的に付けたのはアルティス教が最初で、
その後のアルナ再建でアルティスが学校を再建した際、学生服にも
この刺繍を付けた。これがレイユでも残り、学年を示す刺繍になっ
ている。
sorxeeli  ［料理］かまぼこ、カマボコ、蒲鉾　［レベル］３　22

sors  ［電算］コンピュータ、コンピューター、電子演算装置　［レベル］３
　15:制 :恣意　［文化］　→ hacnolt　imul 1547にラグナロク工科大学の

twarzel disidiaが計算機として開発した。アンジェルの実験データ
及び運用データの分析のために正確かつ大量の計算が必要だったこ
とから作られた。魔動式で、ディスプレイはなかった。詳しくは kon
virを参照。　imul 1555に twarzelがディスプレイを付け、数字を表
示できるようにした。　imul 1603にリュウがラグナロクで文字コー
ドを開発し、フォントを作って画面上で文字を扱えるようにし、合
わせてディスプレイを現在の地球のようなテレビ型の大きな画面に
した。キーボードを発明した。文字コードは lotte参照。　imul 1604年、
遅れてリュウがプログラム言語をセレンと共同開発。しかしセレン
はその後、あまりの難しさに白旗を挙げ、アルカに専念。そのため、
プログラム言語はリュウが担当することになった。　imul 1608にリュ
ウがＯＳを開発。　imul 1615にリュウがＧＵＩを開発し、マウスを
合わせて開発。　imul 1632にリュウは電動式のコンピュータを試験
運用。こちらは地球と同じく電気のオンオフによる二進数を利用し
ており、歯車式計算機やブール代数などの原理が応用されている。
　　339 ミロクのもとで初の商用プログラム内蔵型コンピュータが開
発される
sorsren  ［言語］［電算］コンピュータ言語、プログラム言語、プログラミ
ング言語　［レベル］４　rd;/　24

sorsleis  ［電算］ＣＧ、コンピュータグラフィック　［レベル］３　19:ridia:
arbaxelt
sor sor  ［感動詞］高い高い　［レベル］１　14:制 :sor　［語法］　子供を持ち上
げてあやすこと。あまり脳に良くないので注意というのが常識とし
てアルバザードにはある。
sorseld  ［電算］機械語　［レベル］５　19

sorn  ［人名］初代ソーン　［名詞］ソーン。アルシェと対を成す団体。ア
ルシェとは抗争関係にあった。　［シェルト］ソーン側。必ず後手。　［名詞］
後手　［レベル］２　kako:語源不詳。古アルカでの意味は無し。　［文化］　
(yuuma 7994:8083(8004:8083))　yuuma 7994 ソナリア、実の娘ユリア
との間に娘 sornを授かる 　yuuma 8004 ソナリア、メテとの戦いで
戦死。ソナリアが崩御し、ソーンが若干 10歳でメティオの女王とな
る。摂生はソーナ女王のユリアが兼任した 　初代ソーンの第１４使
徒。生没年不詳。ウロがメテに敗れた際に残った残党が反メテ運動
を掲げた際に御輿として奉られた少女。当時若干１５歳。１６歳で
メテを倒し、一躍英雄となる。その後、１９歳でアルシェをも倒すが、
２２歳で１４歳の少女リディアに暗殺される。　【成句】　sorn em kant 
askel 君子は豹変す。考えを改めるという意味でなく、ある日を境に
突如成長するという意味に。kkごろは「英雄は成長が早い」という意
味で使っていた。　sorn til livro fen 佳人薄命、美人薄命　sorn 
kaen ra t'arxe 呉越同舟
sorntolis  ［名詞］性の適正対象　［レベル］４　22:sornsalt < 19:ridia:ソーン
の年　［語法］　１５歳から２８歳までの女のこと。組み数字では１５
からソーンの手番になり、２８までそれが続く。そしてちょうど女
が性の対象として売り手市場になるのが１５歳から２８歳であるた
め、このころの年を sorntolisという。１５歳未満を対象とするとロ
リコンと呼ばれ、２８より上を狙うとオバサン趣味と揶揄される。
男にとって正常な性欲の対象は sorntolisの範囲内というのが常識に
なっている。なお、アルバザードでは sorntolisを越えて独り身だと
負け犬になる。一方、男側に適正対象の年齢は存在しない。
sornlins  ［名詞］異性魔王　［レベル］５　19　［文化］　ソーンの使徒の怨霊。
rdで、リディアらを苦しめた。
sorna  ［地名］ソーナ　［レベル］５　15:制 :古 :sorn（ソーン）から。　［文化］
　ソーンの支配地。
sorna(2)  ［アトラスの国家］ソーナ　［レベル］４　制　［文化］　面積：
1861573.324240 km^2　yuuma 7988 ソナリア、ユクレシアからの独立を
宣言。ユクレシア南部を sornaと称し、自身はソーナの暫定的な王を
名乗る。これによりユクレシア北部は tunasに改名 
sornet  ［音楽］クラシック、伝統音楽、伝統芸能　［反意語］arxet　［レベル］
４　nd;sorn/te。クミールらが好んだことから。　21
sorf  ［動詞］yulと張り合う、張り合う、張りあう、対抗する、競争す
る　［普通動名詞］張り合い、対抗、競争　［レベル］３　古 :sor/vas（私の方
が高いと争う）
sorfita  ［名詞］コンクール、コンテスト、評議会、品評会　［レベル］３　
22
sorfol  ［名詞］競争相手、ライバル　［レベル］３　rd;/　23

sorfel  ［ユマナ］高校　［レベル］３　20

sormag  ［音楽］プラルトリラー　19

sord  ［動詞］yulを aに掲げる、掲げる、かかげる、見えるように持ち
上げる、挙げる　［レベル］３　19:制 :sort:sor

sordat  ［名詞］ナイト、騎士、白馬の王子様、脳内彼氏、脳内カレシ　［形
容詞］［rente］理想的な　［レベル］３　古 :sordat← sorn/dadas（ソーンのよ
うに強い）。この dadasは重いではなく強いの意。もとは語源どおり男
ではなかった。　［語法］　女が夢見る理想像の男。日本語の白馬の王
子様や英語のミスターライトに比較的近い。　【成句】　［婉曲］neeme in 
ert kont sordat in saar:19:kmiir お姫様がエルトの一族（天）を見て、
ナイトがサールの一族（地）を見る :正常位のこと。　flen sordat? 
結婚してくれますか：an em flen sordat tiil?の短縮。　［rente］sord
at raken mep. 鏡の向こうの王子様：絵に描いた餅：男の場合は nee
me。　【用例】　☆ tur, xipl et xia sordat tisse. 今はケーキが一番食べた
いお菓子ね。
sordian  ［名詞］ソーディアン、守護神　［アクセント］sOrdian　［レベル］４　
22:ordin。ordinが時代名に使われるようになったため、古形に戻っ
た＜ 20:古 :fulmiia:sordian。sordian→（oで始まる単語を増やすた
めに）ordian→（アクセントを orにつけるために）ordin　［文化］　
カコ以降、各アレットに対応している神。中央アルナはアルデス。
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sordo  ［地学］火成岩　［レベル］４　19:sort/fado

sorpasol  ［普通動名詞］カウントアップ　［動詞］yulを aまで数え上げる、数
え上げる　［反意語］haitpasol　［レベル］３　21

sorpamp  ［普通動名詞］ハイタッチ　［動詞］yulを aとハイタッチさせる、
ハイタッチする　［レベル］４　rd;/　［文化］　スポーツなどで点を稼いだ
ときに主に男子がする動作で、それ以外ではあまり見られない。
sorhank  ［気象］［軍事］［交通］高高度　rt;/　23

soryulo  ［地学］沈水、沈水海岸　19

sorlepl  ［被服］ハイヒール　［レベル］３　16:制　［語法］　かかとが高い靴の
総称で、様々な種類がある。
sora  ［地学］藍銅鉱　19:psoora

soras  ［形容詞］保守的な。変化を望まないという意味。　［反意語］izna　［レ
ベル］３　古 :soras。sornが ｢幸せと不幸はいらない。何もない平穏な
日々が欲しい ｣という根本思想を持つ保守派であったことから。
soran  ［ユマナ］高校生　［レベル］３　20

soranda  ［経済］大台　22　【用例】　abantia lukok soranda del 1200. アバン
ティア社の株価が１２００ソルトの大台に登った。
sorit  ［生物］高さ、高度、高み　［名詞］身長← mainsorit　［数学］切片　［レベル］
２　21:sor/ati。下記。　［文化］　mainaja　＜経緯＞　21夏に soratiにし
ようとしたが、ルシアが「mainsoritのはず。おかしい。私が正しいの！」
と言ってぐずったため、向こうが正しいということもあって soritは
taxit同様 itに戻した。そろそろ「誤魔化してさも前からそうだった
ように装って矯正する」方法が使えなくなってきたようだ。
soritlaba  ［物理］位置エネルギー　［レベル］４　19

soret  ［色］青、ソレット　［形容詞］青い　［象徴］男。男に戦士が多いのは
yunoが多いためで、yunoが青色の光であることから。　［レベル］１
　20:ridia;psoora,lsl　20:soor:19:古 :psoora,pshoora。セレンが言った
jan sor（冬の高い空）をリディアが jan soor（青い空）と誤解した
ことで、soorを変える必要が出た。　jiina:psoora:lu asie:pshoora,kt
soretkoretta  ［化学］青色発光ダイオード　［レベル］５　al;/　23

soretstent  ［地球の国名］ノルウェー　［レベル］５　20:国旗が青十字
soretsoni  ［地球の国名］チャド　20:国章に青い縞模様
soretfarf  ［気象］かんかんでり、カンカン照り、インディアンサマー　［レ
ベル］５　20:青天の晴れ
soretfelin  ［名詞］人工的な美しさ　［婉曲］整形した顔　［植物］青いバラ　［レ
ベル］４　20

soretmel  ［名詞］青春時代、青色時代　［レベル］３　rd;/　23　［語法］［文化］
　duurmel
soretcat  ［ユマナ］青の曜日→ harcat　20

soretreb  ［地学］胆礬（たんばん）　19:ブドウ状にできやすいため
soretins  ［生物］青い眼　［レベル］３　20

soretetek  ［料理］青茶　［レベル］６　rd;/　23

soresp  ［気象］上層雲　19

sorena  ［名詞］［形容詞］冷静な、平静な、クールな、動じない、落ち着い
た、冷たい。名詞の場合は tilとともに。　［レベル］３　22:soret/na

soz  ［名詞］プロペラ、ファン、羽、羽根、換気扇、回転翼　［名詞］風車、
かざぐるま、ふうしゃ　［レベル］３　13:制 :古 :sokukazamo（プロペラ）「交
差した木」
sozar  ［名詞］扇風機、換気扇　［レベル］３　制　【用例】　an en yol em soz
ar man tu es diit. 涼しくなったので扇風機を切った。
soj  ［生物］椎、椎骨。xezの対だが、頚椎なども含む。　［レベル］４　＠ 19

sojhomi  ［生物］椎間板　［レベル］５　19

sojhomiavix  ［医療］椎間板ヘルニア　［レベル］６　19

sojwax  ［生物］棘突起　rd;/「椎骨突起」　24

sojet  ［形容詞］余裕のある、余力のある　［形容詞］（服が）だぶだぶな、
ダブダブな、だぼだぼな、ダボダボな　［反意語］xazet　［レベル］３　rd;s
ooj/te　23
sowaka  ［約物］*、*記号　［レベル］３　古 :「交わる」sokukaとよく混同された。
sowan  ［交通］交差点　［電算］ルーター、ルータ　［天文］分点。黄道と天の
赤道の交点　［レベル］３　21:古 sowaka

sowant  ［生物］角孫　21:いくつかの経絡のつながり
sol  ［格詞］主格の格詞。動作主を示す。　［言語］主語→ soi　［類音］sov　［レ
ベル］１　19:soal（するもの、行為者）。alは古の al。　::r:so,alt, wan,alt　［語
法］　ふだんは省略する。強調や倒置の際に復活する。　［文化］　soi　【用
例】　sol an et soan. この俺が犯人だ。
sol(2)  ［言語］sの文字　［レベル］１　14:制 :行為　［語法］　第４文字目の幻字。
solt  ［経済］ソルト　［レベル］２　古　［文化］　→ anfan　アルバザードの通
貨。１ソルトは２００８年現在、日本円でいうと４円程度に相当。
パチンコをやる人間は１玉１ソルトと考えれば分かりやすい。　　
かつて rdの時代に大体１０年現在の日本と比べて１ソルト４円くら
いであったが、ヴェレイ末期までに１００倍以上物価が変動してい
る。つまり１ソルト０．０４円以上にインフレしている。　zontsed 
e twenで rdの水準までデノミが行われた結果、rdとアレイユは概
ね同じくらいの貨幣価値になっている。つまりアレイユでも１ソル
ト４円程度の価値がある。
soltantoa  ［化学］Ｎ殻　［レベル］５　19

soltev  ［経済］ソルト建て　［レベル］６　22

solk  ［動詞］yulを aに帰らせる、帰す、送る、返す、追いやる、追い返す、

追う、戻す、戻らせる　［動詞］yul（ＣＤプレーヤーやビデオなどのテー
プなど）を停止させる　［普通動名詞］停止、帰還、帰投、帰港、返還　
［類義語］mono　［反意語］kekl　［レベル］２　20:sols/古 ketta（行かせる）　［語法］
　日本語の追いやるは攻撃的なイメージがある。solkはそれも含むが、
基本的に呼ぶの反対動作なので、追い返すという強い意味をふつう
持たない。
solxe  ［名詞］英雄、ヒーロー、ヒロイン　［動詞］yulを onについて活躍
させる、活躍する　［普通動名詞］活躍　［レベル］３　19:seren:sorn/arxe　［語
法］　日本語の活躍よりも意味が狭く、英雄のように激しく活躍する
場合のみを指す。　［文化］　聖人 (hardia)よりも格が上。現在のところ、
カコの英雄アルシェ、同ソーン、rdの英雄セレン、同リディア、レ
イユの英雄ミロクの５人。その功績にもかかわらずシオン＝アマン
ゼが英雄に入っていないのは、この言葉が戦闘力に秀でたものを前
提とすることから。　【成句】　solxe ales yu im oxka. 英雄は芽が出ない
ころは気ちがい呼ばわりされる：出る杭は打たれる　solxe ilia 国士
無双
solxeifa  ［地球の星座］［ユマナ］ヘルクレス座　24　［文化］　ifa

sols  ［動詞］sol（命じる人）は yul（する内容）を a（実際にする人）に
させる、させる。使役動詞。　［レベル］１　f:so/al/so「する /もの /する」
　19:制 :sos　we, sols:sols:sols　［語法］　yulには節を取ることができる。
節内の主語が a格目的語と同一の場合、a格を省略するのが通常であ
る。　　la solsat an tau tu.と la solsat tau tu al an.は意味が異なる。yul
節内の動作主が省略されているので通常主節の主語 laと同一視され
る。すると「彼は彼自身がそれを買うよう私にさせた」になる。つ
まり私が彼をせっついて彼自身に支払いをさせたという意味になる。
「彼は私にそれを買わせた」と言いたいなら、la solsat an tau tu al an
にしなければならない。しかしこの al anは分かりきっているので省
略されるのがふつう。　日本語は独特な使役構文を持つが、アルカ
はＳＶＯしか構文を持たないため、単純ではあるものの、日本人に
とっては構文が異なるので solsの使い方は幾分難しいかもしれない。
母語から考える癖をなくす必要がある。あくまで単純なアルカのＳ
ＶＯ構文で考えれば良い。　アルカの使役構文は中国語の��叫我
做晚�（母は私に夕飯を作らせた）と同じで、単純である。基準と
なるＳＶＯなどの構文からの逸脱度で見れば、使役構文の単純さは
一般に中幻＞英仏＞日韓であるといえる。　【用例】　la solsat an tau tu. 
彼は私にこれを買わせた。　kils, non solsat nan kaen yumana so tuus a 
yuli di teu asiz. いえ、落とさせたと言ったほうがいいかしら。ユ
マナにいる自分を通して、候補となるたくさんの子供たちの前にね：
この a格は solsの aではなく soが持つ aなので使役される相手ではない。
solsnal  ［企業］ソルスナル　［レベル］６　21　［文化］　ＪＴＢに相当する企業。
solsame  ［言語］主格　［レベル］６　rd;/　20

soln  ［動詞］yulを aに促す、促す、促進する　［普通動名詞］促進　［レベル］
３　古 :｢ するようにしてほしい ｣
solvat  ［感動詞］おまたせ、お待たせ、お待たせしました　［レベル］２　tm;
so/al/vat（待たせるもの）　古 :so/al/vat（待たせるもの）
solvet  ［言語］主語　［レベル］４　20

solfer  ［名詞］ソルフェール　［アクセント］solfEr　［反意語］hardit　［レベル］３
　22:sorferj　［文化］　高尚な存在で、向学心に富み、比較的大人し
くてインナーで、地味なローブや紅茶が似合うタイプ。金に疎く学
者肌であることが多い。セレンなどが代表的な人物。　高尚、学問、
芸術、ロハス、競わない、付かず離れず、草食、清貧などの言葉に
惹かれるタイプ。金に縁がないが、気にしないことが多い。そのわ
りに勤めるとたいてい高学歴なので無駄に金が貯まるセレンのよう
なケースが多い。　社会的にメジャーな存在でなく体力も気力も弱
いほうなので虐げられやすい。クズやＤＱＮが嫌いだが、滅ぼすの
は現実的でないので rdのセレンのようにアルカディアに棲み分けた
り、現実のセレンのように引退したりする。ミロクのように滅ぼす
のを実行したソルフェールは稀。
solferte  ［亜魔］ソルフェルテ、無性妖　［名詞］中性的な子供　［レベル］６
　rd;sorferj/te　24:ridia　［文化］　コルンの一種。幼少期は男女の性
別がなく、思春期になると自分でなりたいほうの性別を選ぶ。見た
目は人間と変わりない。
solferj  ［名詞］ソルフェージュ、中性、中性体、男の娘、女男、草食男子、
肉食女子　［アイテム］模造刀、なまくら、鈍、なまくら刀、刃を落とし
た刃物　［類義語］anfelixia、freimiina　［レベル］２　22:kmiir:古 sorn
で戦闘訓練用の刃を落とした刃物のこと。「ユルト君はソルフェー
ジュのようにおしとやかですね」と彼女が述べたことから。　［文化］
　男らしくも女らしくもない中性的な性格の人物。リュウやユルト
が走り。vl後期に男性の間から流行りだした。
solferjisti  ［言語］中性代名詞　［レベル］５　22　［文化］　クミールの提案
で 22に作られ、リュウとユルトとピネナが使うことになった代名詞。
なぜか最近のセレンも solferjに入るらしいが、セレンは seetを使う。
soldes  ［動詞］yulを aに追い詰める、追い詰める、追いつめる、追い込む、
追いこむ　［動詞］（lfis neet em soldesで）人生が詰む、詰む　［シェルト］
詰む、詰み、勝つ、勝利　［レベル］３　rd;sols/desk「牽制させる」　23　【用
例】　an ar vil rafel liim an em soldes. 私は追い詰められるまで宿題
ができない。
solb  ［名詞］作業　［動詞］yulに a（内容）を作業する。labから来ている
ので labと同じ格組。　［レベル］３　22:so/lab「する労働」　【用例】　solb 
kin 大変な作業　ar solb 作業する　an ke sil temk e waim antes im 
varzon kalzas e kest lana solb. 作業のため明日８時３０分に自分らの
山車の倉に行く。　solb ik took im fis. 本日の作業終了。
solbast  ［再帰動名詞］作業員、工員　［レベル］３　rd;/　24

solbe  ［名詞］作業力、体力、耐久力、腰力、目力、胃力、尻力　［レベル］
４　rd;solb/envi　24　［文化］　健康に作業をすることのできる体力の
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こと。加齢とともに減る。１０代のうちはほとんど意識しない。主
にデスクワークに使うが、肉体労働にも使える。　rdでセレンはア
ルカの作業のしすぎで胃痛腰痛肩こり近眼坐骨神経痛など様々な症
状に侵された。セレンは「時間はあっても腰力がないから作業がで
きない。時間より大事なのは腰力」と述べ、時間があることより作
業を健康にできる体力があることを重視した。そう、勉強でも仕事
でも、いくら時間があっても腰痛などで作業が困難になれば、時間
などあっても何の意味もない。時間より重要なのは健康に作業がで
きる体力である。それを彼はソルベと名付けた。　その体力は電車
で移動するだけの座った時間でも減る。というのも座っているだけ
で腰や尻に来るからだ。映画を見るにもテレビを見るにもソルベを
使う。現実のセレンが娯楽を避けて作業を優先していたのは、限ら
れたソルベをアルカの作業に回したかったからである。座って作業
できる時間はソルベの都合上限られている。だからその貴重なソル
ベを無駄に使いたくない。それでセレンは娯楽より学業を優先した。
セレンにとって時間はさほど貴重でなく、ソルベは非常に重要だっ
た。なので立ったり座ったりしたまま、つまりソルベを消費する状
態で無駄に待たされることを彼は非常に嫌った。
solyuoayua  ［言語］主格分詞　［レベル］４　21　［文化］　iva

solz  ［名詞］コード、ケーブル、配線コード、配線ケーブル、線　［レベル］
３　制 :ｎ対らしく見えないので解体せず。
sola  ［名詞］未亡人、寡婦、ウィドー、妻に先立たれた男　［レベル］４　13:
制 :sorn:soojlan｢ 残った人 ｣。性別に関係なく伴侶に先立たれた者を
指した。
sola,alt  jan　siel.l

solamakili  ［ジョブ］天薙ぎ　［レベル］４　alt　20　［文化］　kalan

solomon  ［名詞］青年、青年期。男女問わない。　［類義語］malt、mav　［レベ
ル］３　fv;元は「若い男」の意。後に現在の意味になった。　23:rid
ia　［語法］　思春期後半ないし思春期後から２５ないし３０前までを指
す概念。大人になりかけ、大人になりたてのひよこを指す。
solet  ［名詞］プレイ、動作、行為、演技、演奏、運動、アクション　［類
義語］sool　［レベル］３　21:sool/te　［語法］　ゲームのプレイ、演奏のプレイ、
サッカーのプレイなど、特定の様式と時間の長さを持つ行為のこと。
soolは行為全般を総称する。　【用例】　mevolt solet プレイを再生する、
リプレイする→ mesolet
solem  ［音楽］鉄琴、グロッケンシュピール　［レベル］３　19:milf:sort/lem
（冷たい音楽）
solel  ［形容詞］魅力がない、魅力的でない、モテない　［反意語］tor　［レベル］
３　20:sols elf（逃げさせるような）
solut  ［普通動名詞］ソルット　［レベル］４　20:sols/lulut　［文化］　主に父親や
夫が娘や妻の腹を割くこと。不貞を働いた女に対し、ルルットを行
うこと。娘が不貞した場合、父親はその娘を奴隷として売るかソルッ
トをして処分するなどした時期があった。
soluwa  ［生物］土踏まず、土ふまず　［レベル］３　rd　19:赤では so　so:so

soluu,f  sool　so/al（するもの、すること）
soa  ［代詞］［形容詞］そのようなこと、そんなもの、そのような、このような、
そんな、こんな　［類義語］lendi、gaato　［反意語］yua　［レベル］１　f:elt;pa
ssoから paが脱落して sso→ so。母音追加で soa。「そうである」が原義。
　17:制 :so　soa:soa::meli,alt, komeli,alt　［語法］　＜文法＞　　名詞には前
置。形容詞などには後置。「そんな」は前置で、「そんなに」は後置
といってもよい。　　＜ tuと soa＞　　tuを漠然とさせたものが soa。
tu rensは「その言葉」そのものを指すが、soa rensは「そのような
言葉」「それに近い類似した内容の言葉」を指す。心理的な漠然さも
指す。つまりハッキリと「その言語」と明言を避けたい時に遠まわ
しに言うときに使う。　leと yuaの関係も同じ。　　＜ soaは tuをぼ
かせる＞　　tuはハッキリと何かを指示するが、soaはぼかす効果が
ある。tuumiや tuubeは好悪を与えることはできても、ぼかす用法は
ない。　「さっき verpedって言われたけど、確かにそうなんだよね」
というときの「そう」などは soaが適切。tuだとあまりに直接的すぎる。
もちろん場合によっては tuでもよい。状況次第である。　　＜漠然
とした「そう」＞　　相手の言動を受けて「そうだね」とか「そうか」
とか「そう？」などというときは soaを使う。漠然かどうかは関係なく、
tu e?とは言わない。　「もしそうなら」という前方照応にも ol soa
が優勢。ol tuだとかなり内容を狭めている印象がある。ol tuだと照
応しているのは特定の語句の可能性すらある。　　＜好感形と悪感
形＞　　０：＋：－　soa:lendi:gaato　yua:klens:vandol　　soa（そんな）
とその属格 soan（そのようなもの）を漠然（近）という。soaは tuを
漠然とさせたものである。　yua（あんな）とその属格 yuan（あのよ
うなもの）を漠然（遠）という。yuaは leを漠然とさせたものであ
る。　上記はそれらの好感形と悪感形である。所有格（属格）は単
純に enを付けるだけであるが、まず使わない。　　misentant mil le
ndi rens（そのようなお言葉、ありがとうございます）　an sin vand
ol namo laaben（あの野郎のああいう態度が気に入らねぇ）　　【成句】　
soa e? そうなの？　im soa そういうときに、そんなとき、そんな場合、
そういうケースでは　ol soa もしそうなら　【用例】　an ris soa lei. そ
んな本はいらない。　an en ser lan lant soa. そんなに美しい人は知
らない。
soan  ［名詞］実行者、した人、する人　［法律］犯人　［電算］ホスト　［俗語］攻め、
左側、左、立ち、タチ　［レベル］２　19:melidia alis

soan(2)  ［代詞］そのようなもの。soaの属格。　［レベル］１　22

soaj,f  3　elt;sokukaji.k

soal  ［動詞］yulを iから連想する、連想する、想起する、喚起する、呼
び起こす、思い出させる、思い起こす、思い起こさせる　［対格分詞］連想、
想起、喚起　［レベル］３　13:制 :古 :sokukalo（考え同士が交差する、交わる）
soalaxo  ［娯楽］連想ゲーム　［レベル］２　rd:ridia;/　24:ridia　［文化］　現
実には 24初頭にリディアがメル、ルシア、ユルトを交えて行った遊

びからできた語。神話では神代からあった遊び。　現実にはセレン
もそこに参加して、子どもたちと遊んだ。　お題を言われたらその
単語を聞いてまず思いついた単語を２秒位内に口走らねばならない。
言えなければ負けというゲームで、ユルトが真っ先に敗退した。セ
レンは思わず下ネタが口をついて出て、ルシアに「それどういう意
味ですか」と聞かれ、リディアの空気が張り詰め、失格となり、つ
いでに後から怒られた。結局頭の回転の早いリディアやメルやルシ
アが遊んでは笑っていた。娘はこのゲームが好きなようで、珍しく
キャッキャとはしゃいで笑っていたのが印象的だった。
soi  ［言語］主語← sol　［類義語］potok　［反意語］omit　［レベル］４　sm;so/i「行
動を見る者」　23　*:soi:soi:sokun,alt　［文化］　・主語と主題　　f, fv, 
sz, lt, frf, ly, ls, arは主語と主題の区別を持たないが、altは持つ。
　smになり、altが ltに入ると主語と主題を区別する必要性が ltの間
で起こった。そのとき soiと potokという概念が作られた。　その後
カレン半島が侵略され、altが arにも入ると、両概念は arにも流入した。
　soi（主語）と potok（主題）の対立は altで soと wanであり、日本
語の「が」と「は」、韓国語の「ガ」と「ヌン」の違いにほぼ相当する。
　　・アルカでの主語と主題　　アルカは主語と主題を格レベルで
区別しない。アルカには soi（主語）しかなく、アルカの soiは sol（～
が、～は）であり、solは動作主格か経験者しか示さない。　日本語
における「は」と「が」の違いはアルカでは後置詞以外の方法で表
現される。　例えば「象は大きい」は kaim et kaiだが、「象は鼻が長い」
は kaim til toa filないし kaim et fil on toaと表現される。　「僕は
太郎だ」と「僕が太郎だ」の違いは an et talooと sol an et taloo daの
違いで表現される。　「明日は雨だ」の「明日は」は主語 solには来ず、
esk sil im kest daないし esk luna (sil) im kestとなる。　このように、
主語と主題の区別は日本語のような後置詞を使った表現以外のもの
になる。　　・主語と目的語　　smまで漠然と主語と目的語は格の
形で存在していたが、その存在が浮き彫りになったのは smで主語と
主題が区別されてからである。主語という大きな枠組ができたこと
で、その対となる目的語の概念が浮き彫りになり、新たに omitとい
う語形が ltで与えられ、arに流入した。それまでは与格などと対等な、
単なるふたつの格でしかなかった。　　アルカの目的語は yul格目
的語で示され、対象を示す。yulは純然と対象を取るが、動詞が xaな
どの場合はその対象が場所を取ることなどもある。
soit  ［言語］外項。動作主あるいは「意味上の主語」　［反意語］omie　rd;
soi/et　24
soityuo  ［言語］非能格動詞、能動詞。主語になるものが意味上の主語
である動詞。　［反意語］omieyuo　rd;/　24

soiso  ［地球の国名］モンゴル　［レベル］５　古
soin  ［地学］縞瑪瑙、オニキス、オニクス、オニックス　［レベル］６　
19:soni/insi　［文化］　光と闇を分離する魔石。周囲の光を奪うことで、
戦闘を有利に運べる。例えば自分の周りの光を取り、敵の周りに投
げる。すると敵だけ光って見えるが、自分は闇の中に入り込むため、
こちらは敵が見えるが、敵はこちらを見えなくなる。鬼族や多くの
悪魔など、視覚を使って戦う敵に有効。この際はこちらもヴィード
を体外で燃やすと居場所が割れるため、注意が必要。
soil  ［物理］作用　［レベル］４　19:so,lは行為。iは繋ぎの恣意的な母音。
soilka  ［物理］作用点　［レベル］４　19

soilrein  ［物理］作用線　19

soot  ［歳時記］一週間、週、週間、ウィーク　［レベル］２　14:制 :soom　［文化］
　一週間は７日。velm, erva, satii, teeve, beezel, ilva, partの曜日
がある。　一ヶ月は４週間。axte, flea, alis, xierの４週。春の週、夏
の週のように表す。　前半二週間は arxe、後半二週間は sornという。
二週間のことを adiaという。　【用例】　soot sam ik kit me. 新しい一週
間がまた始まった。
soottook  ［歳時記］週末　［レベル］３　19

sook  ［名詞］染み、しみ、にじみ　［動詞］yulを aに滲ませる、滲ませる、
にじむ、滲む、染みる、しこみむ、染みこむ、染みこませる、しみ
こませる、しみる、染みる　［形容詞］滲んだ、染みた　［類義語］pur　［レ
ベル］３　rd<szd;soo/ke　13:制 :lakta:soo（英語の soakとは無縁 ,元が soo
であることに注意）　soo:soo:sook:jukulu,alt　【用例】　ena ik sook a lafin. 
ハンカチが涙で滲んだ。
soos  ［動詞］yulを aにしみこませる、しみこむ、染みこむ、浸み込む、
浸みこむ、染み込む　［化学］浸透　［レベル］３　19:paal:lakta:soo　［語法］　に
じむの sookとは異なる。soosは浸透すること。紙など、滲んだ方に
目が行っているのが sook。浸透して境界を超えた現象や液体に注目
しているのが soos。　【用例】　rae diil em soos a main ant. 新鮮なトマ
トが体に沁み渡る。
soosron  ［化学］浸透圧　［レベル］５　19

soona  ［文末純詞］［amma］sete　［レベル］１　21:ridia:soa na?（そうなのかな？）
の語彙化。
soono  ［感動詞］こんにちは、こんにちわ、こんちわ、ちわっす、やぁ、どー
も、どうも、やあ、おはよう、こんばんは、こんばんわ　［感動詞］相
手の反応が信じられないと驚きつつ、その相手を正そうとするとき
に使う。「どうしたんだお前ら？」というようなニュアンス。小馬鹿
にしたニュアンスにもなるので、フランクなシーンでのみ使う。　［感
動詞］ただいま　［レベル］１　古 :soono,soonoyunが短くなったもの
soonon  ［folte］おはよう、おはよー、おはよん、おはよっ、こんちは、
こんちわ、こんばんは、、こんばんわ、どうも、やぁ、やあ。soono
の異形態。　［レベル］２　古？
soonoyun  ［感動詞］こんにちは、こんにちわ、こんちわ、こんちは、は
～い、ハイ、やぁ、どうも、やあ、ハロー、おはよう、おはようご
ざいます、こんばんは、こんばんわ、お邪魔します、おじゃましま
す　［アクセント］soonoyUn　［レベル］１　f;so/no/yun「どのようにします
か？」エルトとサールが逢瀬の際に「この一年どうしていた？」の
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意味で使ったのが最初。逢瀬は夜８時だったので、本質的には「こ
んばんは」。その後神々や悪魔たちがアンシャンテを開発すると、世
界中果ては宇宙規模で通信することができるようになった。その場
合時差が生じるのでこちらが朝だからといって向こうも朝とは限ら
ない。そこで「おはよう」や「こんばんは」の違いはないまま保た
れた。その伝統がその後も残り続けている。　古 :語源をよく覚えて
いないのだが、代動詞 so、疑問助詞 no、比況のエクスプローダーの
yunが混ざっているのだと思う。すると直訳は ｢どのようにやって
いるの？ ｣になるが、多分 ｢最近どうしてる？ ｣の意味で使ってい
たのだろう。それが ｢調子どう？ ｣ぐらいの意味になってだんだん
慣用化され、｢こんにちは｣の意味になっていったのだろう。　［語法］［文
化］　アルカの挨拶は敬度によっていくつか分かれているが、時間に
よって分かれていることはない。つまり朝昼夕晩で挨拶を使い分け
ることはない。おはようもこんばんはもない。テレビなどでキャス
ターなどは視聴者に向かって soonoyunといえる。視聴者と面識がな
くてもいえる。この用法はスピーチから発生したものである。何か
を演説したり講演するとき、喋り手は聞き手が誰かを知らなくとも
挨拶することができる。テレビはこれと同じである。尚、ラジオや
インターネットなども全て同じである。　　・お邪魔します　　い
らっしゃいは kekkoか soonoyunだが、お邪魔しますに当たる語はなく、
soonoyunという。
soonoyunk  ［俗語］［言葉遊び］［感動詞］おはようお嬢さん、おは幼女　al;/　
24　［語法］　soonoyun yunkを一語にしたもの。24年初頭にメルに「「お
は幼女」ってアルカでなんて言うの？」と聞かれたセレンが苦肉の
策で出した言葉。日本語に一致するものがない。
soof  ［音楽］オクターブ　［レベル］３　19:soom/fo

soofpaln  ［音楽］ピッコロ　［レベル］３　21

soom  ［悪魔］七曜の悪魔、ソーム、曜魔の総称　［音楽］音部記号　［シェルト］
縦軸、軸　［組み数字］７　［レベル］２　古　［文化］　闇のヴェルムから光の
パルトまでの７匹の悪魔のこと。また、曜魔が持つ７大属性のことで、
闇、水、風、土、火、雷、光の基本属性を指す。また、曜魔は人間
の７つの悪を象徴する。７は忌数であることから、これらの悪と結
び付きやすい。木星を司る。　velm:虚偽　erva:嫉妬　satii:肉欲　
teeve:怠惰　beezel:憤怒　ilva:傲慢　part:強欲　ヴァステ開戦時の
住処は木星付近。
soommem  ［組み数字］ソームサークル、七英雄、七福神、七星　［レベル］５
　21　［文化］　rapalx

soommelxe  ［娯楽］ソームメルシェ　［レベル］３　21　［文化］　『ドラゴンボー
ル』に相当するアニメ。主人公 kanta lan（作中では altなので lan kanta）
が７つの珠を集め、願いを叶えるという内容。珠を集めると ansoom
という魔物が願いをかなえてくれることになっている。
sooma  ［地名］ソーマの森　［レベル］６　古　［文化］　アルナ郊外にある森。
森と言っているが、丘に近い。ザナ・パールとの出会いの場。
sooma(2)  ［魔法］ソーマ　［レベル］５　制　［文化］　体質を魔法属性で説明
したもの。　アルヴィナを分かりやすくしたもの。　リディアが考
案した。　ソームを使うので soomaという。　　＜やり方＞　　ソー
ムをヴェルムからパルトまで並べる。　左がヴェルム。右がパルト。
中心はテーヴェ。　　左に行くほど virが増す。　右に行くほど
yunoが増す。　中央に近付くほど noaが増す。　　＜パラメータ＞
　　図示すると下記のようになる。（表は＠ｗｉｋｉで）　　＜特徴
＞　　ソームのそれぞれの特徴を挙げる。　各項目ごとに、４段階
で自分が当てはまるかどうかを記入していく。　４が最も当てはま
る。１はまったく当てはまらない。　　＜陰：dils＞　　velm　長所：
大人しい。物静か。大人びている　短所 :暗い。鬱。引き篭もりがち。
非社交的　　erva　長所：知的。冷静沈着。客観的　短所 :冷たい。
機械的。根暗　　satii　長所：穏やか。和み。融通が利く。安定。長
生き。こだわらない　短所 :つかみどころがない。軽々しい。責任感
に欠ける　　＜中庸：seel＞　　teeve　長所：万能。アルマ気質　
短所 :無能。凡庸　　＜陽：firte＞　　beezel　長所：人間味があ
る。暖かい。人情家。やる気がある。活力がある。意欲的　短所 :短気。
イライラしやすい。おしつけがましい　　ilva　長所：瞬発力がある。
爆発的な力が出る。集中力がある。精力的　短所 :体力や感情の起伏
が激しい。キレやすい。ヴィードを消耗しやすい。長続きしない　
　part　長所：明るい。陽気。楽観的。元気。　短所 :躁。うざい。
ヴィードがなくなっても空元気を出して倒れる。大病しやすい　　
＜診断＞　　７項目にそれぞれ「当てはまる度」を４段階でつけて
ほしい。　それがあなたのパラメータだ。　陰に傾いた人、陽に傾
いた人、まんべんない人、色々だろう。　　陰に傾いた：vir気質。
内向的で知的なローハスタイプ。外で遊ぶより中にいたい。　陽に
傾いた：yuno気質。外交的で社交的。運動も好き。　中央寄りになっ
た：noa気質。穏やか。激しい動きは好まない。人付き合いはそこそこ。
あまり怒らない。　　外側に１点ずつ高得点の部分があった：中央
寄りの逆。lvar気質　中央と陰側に高得点があった：silf気質　中
央と陽側に高得点があった：temis気質　　中央を中心として全体的
に低かった：abel気質（最低な状態）　中央を中心として全体的に高
かった：harmit気質（最高な状態）　　このように soomaを使うこと
で、arvinaの８気質を表現できる。　arvinaと違って火だ水だと日
常的な言葉で捉えられるので、感性に訴えやすい。　しかも、同じ
ルヴァルでもユノベースのルヴァルとヴィルベースのルヴァルの区
別が、点数のおかげですぐできる。　　＜陰陽距離＞　　高得点が
２点あり、それが陰陽に別れている場合、その人は不安定で気分屋だ。
　陰陽の距離が離れるほど顕著だ。　　例えば velmと partが４点の
人は最も気分屋で不安定だ。　satiiと beezelだと陰陽距離が小さい
ので気分屋にはあまり見えない。　　高得点が陰陽どちらかに傾い
ていれば不安定な気分屋ではない。　たとえイライラしやすかった
り神経質だったりキレやすかったりしても、気分屋とは異なる。　
　＜具体例＞　　seren arbazard　　velm 3　erva 2　satii 2　teeve 
2　beezel 2　ilva 4　part 2　（合計） 17　　高得点部分は velm（陰）
と ilva（陽）。　外側に２点偏っているため、ルヴァル気質。　陽の

方が微かに強いのでユノベースのルヴァル気質。　　陰陽距離が４
（erva,satii,teeve,beezelを挟む）で、高い。　気分屋で不安定傾向
がある。　　イルヴァが強いので、集中力があり、キレやすい。　ヴェ
ルムが強いので、内向的で、引き篭もりやすい。　　・診断　　ser
en arbazardは、集中力があり、先進性を持ってよく働くが、荒々し
く、キレやすいことがある。　普段は明るく振舞うが、気分によっ
て突然暗くなり、内向的で憂鬱になることがある。　　＊メル 18年
の時点の自己診断ではヴィルベースだったので、少し自分が変わっ
た。　　ridia lutia　　＊メル 2年　　velm 1　erva 2　satii 4　tee
ve 3　beezel 3　ilva 2　part 3　（合計） 18　ノアベースのシルフ気
質。　おっとりキャラで、にこにこしていて、クリスからマスコッ
ト扱いで猫のように可愛がられていたころ。　　＊メル 11年　　
velm 4　erva 4　satii 2　teeve 2　beezel 2　ilva 3　part 2　（合計） 
19　ヴィルベースのルヴァル気質。　思春期で恋愛と家庭と自分の身
体とアルシェの仕事の悩みでノイローゼが極限だったころ。　　＊
メル 19年　　velm 2　erva 3　satii 3　teeve 3　beezel 3　ilva 3　
part 3　（合計） 20　ほぼハーミット気質。　ライバルも立て続けに
退け、子供もゲットして母親になり、思春期も終わり、精神的に安
定。　　・診断　　ridia lutiaは、精神的に安定しており、なんで
もそつなくこなす、かなり万能な人間。　かつてミロク革命を執筆
していたころの ilvaは 3.5としても良い。　　それにしても彼女を見
ていると、人のヴィードは人生の中で千変万化するものだと思った。
　ミルフのように会ったころからほとんど変化しない人もいるので、
彼女は特殊な人なのだろうと思う。　　mel keetoia　　velm 3（思春
期はずっと 4だった。最近ようやく 3と呼べるように）　erva 4（ずっ
と 4のまま変わってない）　satii 2（意外といい加減でひょうひょう
としている）　teeve 2　beezel 1（超やる気のない人なので）　ilva 3
（かといって研究の瞬発力は凄いし、いきなりキレたりするので）　
part 2（1.5が正しいと思う。昔は 1）　（合計） 17　　おおむねヴィル
気質。　イルヴァが高いのでキレたりする点に注意。　ルティア家
に居候をしてから子供のころの性格に戻ってきた。
sooma(3)  ［アトラスの国家］ソーマ　［レベル］４　23:ridia

soomalflox  ［武道］悪魔懸垂　［レベル］６　19:７秒であげて７秒でおろ
す懸垂であることから　［文化］　非常に短期間で背筋と握力のつくト
レーニング。セレンが思いついてはじめ、アシェット男子に広めた。
体感的にはこれが８回ほどできると片手懸垂できる。意外なことに
最も腕力のあるオヴィは５回しかできなかった。ザナは１回もでき
ず、ギルはセレンと同等。恐らく一番できるだろう男子はリュウ。
女子はリディア、メルともに０回。
sooj  ［動詞］yulを残す、残す、余る、残る　［名詞］あまり、余り、余
分、余剰、余地　［形容詞］余分な、余計な、余りの、余った　［数学］割
り算の余り　［レベル］２　sorn:sooj　::dilze　［語法］　soojは充足量＋
アルファの「アルファ」部分を指す。１０で十分なのに１２ある場合、
２が soojとなる。fidnは引いていった結果という意味。ケーキが
４個あって、３個食べたら、残りは１個だが、この１個が fidnであ
る。従って、soojは「余り」で、fidnは「残り」である。　【用例】　
sex tur sooj qn. 唇が余っちゃった＝キスして
sool  ［普通動名詞］行動、行為、動向、行い、おこない　［動詞］yulを行う、
行う、行動する、活動する、取り組む：soの持って回った言い回し。
　［類義語］solet　［レベル］２　rd;↓　13:制 :古 :soluu（すること）　solu
u:sool:　【成句】　sool et afet nod fel 習うより慣れよ　sool haas rens 
言行一致　【用例】　sool izm 革命を行う　tet tu et sool le klia miyu 
lfis luutes tisse. でも彼らの人生を変えるかもしれない行いだった。
soolminif  ［言語］行為無相　［レベル］５　20　［語法］　行為動詞における
無相区間。開始～完了相に等しい。 　動詞の無標ないし動詞＋接辞
emで示す 　例：skin, skinem（座る） 
soolyuo  ［言語］行為動詞　［レベル］４　20　［語法］　単位動詞の将然～継
続相までの 5相からなる区間のこと。 　状態動詞に比べ、動作主の
意思が表れやすく、動きも動的。 　skin（座る）が行為動詞で、skin 
xa（座っている）が状態動詞。 
soolrein  ［言語］行為連鎖、アクションチェーン、アクションチェイン
　rd;/　24　［語法］　「＜ｘが行為・活動＞　ＣＡＵＳＥ　＜ｙが変化
＞　→　＜ｙの状態＞」という図式で示される、行為・変化・結果
状態という一連の行為の連鎖を示すもののこと。
soolan  ［言語］動作主、エージェント、ａｇｅｎｔ　［レベル］６　23:mel

sooa  ［alben］soono,sent,seereを意味するなんでも単語　［レベル］２　19:te
olon:soono,aの短縮。seere,aとして seeaができたが、まもなく両者混
同し、sooaがオールラウンダーな語となった。
soen  ［地名］ソエン　［経済］５００ソルト札　［レベル］２　古 :soen（でき
ない、越えられない）　［文化］　アシェルフィのすぐ北にある風の強い
谷。rdではクリスとの出会いの場。
sou  ［形容詞］～君、～さん　［婉曲］男性器　［類義語］san、dyussou　［レベル］
２　古 :dyussouの略形が語源。　［語法］　→ apt, est　○名（後置）　○
姓（前置）　○男
sou,fv  lu vik、彼　dyussou.k

sousou  ［形容詞］～君（子供に対して）　［婉曲］男性器、おちんちん　［レベ
ル］２　18

se  ［接頭辞］複数の意味を持つ合成語を作る　［接尾辞］人称代詞とくっつ
いて近似複数を表す　［レベル］１　f;e　古　se:se:se,sz s,lt

se,f  tolk　e

se,alt  tu, le　<>seel

set  ［動詞］yulを殺す、殺す　［普通動名詞］殺害、殺傷、殺生　［類義語］sef 
nene a yulan　［レベル］２　13:制 :sot:13:制 :古 :setsorn（殺さないでおく）。
始め制アルカは語を減らすために、｢殺す ｣｢ 産む ｣｢ 作る ｣｢ 壊す ｣
｢ 死ぬ ｣｢ 生まれる ｣｢ 生きる ｣を全て lad,lidで表わそうとした。が、
不具合と不合理に耐えかねて lad,lidを ｢作る ｣｢ 壊す ｣に限定し、残



99 senseeset
りを sot,setにした。だがこれでは ｢生きる ｣や ｢死ぬ ｣を表わすの
が難しかった。生きるは sot-een（生まれている）、死ぬは set-eeだっ
た。この不具合に耐えかねて ｢生まれる ｣｢ 生きる ｣｢ 死ぬ ｣を vurt
に分けた。　【成句】　t vort kont set k tは kを道連れにする　set van 
dis a! ぶっ殺すぞ！　an set xaf lu. liim tu, an sed vil anver le sil 
onk teomel da. 僕は彼女を殺さなければならない。そうしないと永遠
に続く呪いが解けないのだ（seren arbazard）
setto  ［言語］セット　古　［語法］　est

setkon  ［名詞］凶器　［レベル］３　19:melidia alis

sets  ［名詞］伝統　［形容詞］伝統的な　［副詞］伝統的に　［レベル］４　19:ses,se
ta　【用例】　oogakiwain til sets alnoden 360 salt. 大垣まつりは３６０年
余りの伝統を誇る。
setsmiilyan  ［芸術］伝統工芸品　rd;/　23　［文化］　rdのころは smまでの
古い道具などを指していたが、ljから見れば当然 rdの時代の道具も
伝統工芸品に当たる。
setdaz  ［形容詞］死に値する　［レベル］４　22

setyu  ［代詞］［pikko］あなたがた、そちらさま　［レベル］１　21:eketone:se/
tyu
seta  ［歴史］歴史　［レベル］３　19:制 :setaz（過去の積み重ね）　【用例】　ev 
a seta 歴史に遺す
setaklei  ［芸術］［歴史］歴史小説　［レベル］４　rd;/　23

setaxite  ［名詞］史学科、史学部　［レベル］６　rd;/　23

setafalti  ［経済］上場来高値　［レベル］６　22

setafer  ［経済］上場来安値　［レベル］６　22

setafel  ［歴史］歴史学、史学　［レベル］５　rd;/　23

setaeldfel  ［言語］歴史言語学、通時言語学、比較言語学　［レベル］６　19
　［語法］　リュウによって大成。３者の区別はない。
setie  ［気象］なぎ、凪　［名詞］（naとともに）平然とした　［動詞］yulを
平然とさせる、平然とさせる　［反意語］latir、nik　［レベル］３　19:seer/
tier（静かな海）日本語の凪は「和む」と同根か。だとしたら少し
アルカと感覚が違う。　【成句】　til{xal} setie 平静を保つ、平静を装う、
腹に怒りなどを収める、ぐっと堪える
seton  ［名詞］相関　［形容詞］相関的な　［レベル］４　19:sev/tetona

sete  ［文末純詞］［milia］kok　［レベル］１　古　iiho（文末純詞）:::pon,alt

setez  ［生物］ライソソーム、ライソゾーム、リソソーム　［レベル］５　
rt;/細胞内で不要になったものを分解処理するための小器官であるこ
とから。　24
setut  ［代詞］［pikko］あなたがたの、そちらさまの　［レベル］１　21:eketone:s
etyu/te
setul  ［化学］化合物　［レベル］４　19

sek  ［動詞］yulを無視する、無視する、シカトする　［普通動名詞］無視、
シカト　［レベル］２　14:制 :sok。対に見えないので解除。また、格組も
使いやすく変更。　【用例】　tu de rat xel el sek alem t'ole. 人の気持ち
を無視するのは良くない。
sekyo  ［名詞］連続ドラマ、連ドラ　［レベル］３　19　【用例】　an sin sekyo. 
連ドラは嫌いだ。　ans in sekyo aluutel tat soottook. うちは週末には
欠かさずに連ドラを見ている。
sekloa  ［娯楽］ＭＯＰＲＧ、複数プレイヤー参加型オンラインＲＰＧ、
ＭＭＯＲＰＧ。両者の区別は特にない。　［レベル］５　22:sekloaliva

sekad  ［政治］連合国　［レベル］４　13:制 :複数の国
seket  ［魔法］無効　［レベル］５　21:sek/te　［文化］　dolmiyu

sex  ［生物］くちびる、唇　［レベル］２　13:制 :sorn:xuu（唇）。唇はキスを
連想するのでいやらしいとして禁忌され、アルシェの唇（seutt）と
は別の語をとった。　［語法］　赤い部分のみを指す。唇の下は asid。唇
の上は atok。　【成句】　nis sex kont dok ins 舌を巻く　til sex deyu 
口が堅い、口が固い、口が硬い　【用例】　sex meldi 桃色の唇。美少女
の形容によく用いる。　sex yunen ket 猫口、ねこ口、ωみたいな口、
みゅん口、リディアっぽい口。　sex han 分厚い唇　hom sex hemel{
getel} 小さく口を開く
sexfaiz  ［医療］唇の口内炎　［レベル］４
sexfo  ［言語］両唇音　19

sexfeme  ［医療］口唇期　［レベル］６　22

sexram  ［美容］口紅、ルージュ　［レベル］３　16:制 :唇の紅
sexrein  ［美容］リップライン　［レベル］４　21

sexlooz  ［生物］口角　［レベル］５　19

sexloozfaiz  ［医療］口角炎　［レベル］５　19

sexisk  ［普通動名詞］読唇　［動詞］yul（内容）を読唇する、唇の動きで yul
を理解する　［レベル］４　rd;/。唇の動きが読むべき文書の代わりとなっ
ていることから、iskを使う。　24　【用例】　an sexiskat la xir eria. 私
は彼が水を欲しがっていることを唇の動きで理解した。
sexiskom  ［名詞］読唇術　［レベル］４　rd;/　24

sexenk  ［美容］編み込み　［レベル］４　21

ses  ［名詞］過去　［形容詞］元の、以前の　［動詞］yulだった、だった。話
者にとって過去であることを指す繋辞。la at lantの場合、もう綺麗で
はない。la ses lantの場合、今綺麗かどうか話者が知らない。　［法副
詞］atの代用。過去形であることを明示。軍隊では atよりもデフォル
ト。　［文末純詞］～だった。「彼は青い目をしていた」の「タ」のよう
に、話者の体験が過去であることを示す。ここで sesを使わず単なる
過去形の文にすると、彼の目はあのとき青だったが今日は黒だとい

うような意味になる。　［反意語］sil　［レベル］１　19:制 :setaz（歴史）　［語
法］　sesは話者の過去の体験を指す。la til ins soret sesのように。特
にその内容が恒常的なほど sesを使う。「夕飯はおいしかった」のよ
うに「彼は目が青かった」と違って内容が恒常的でない場合、sesで
なく atを使うこともある。ただ atの場合「今はおいしいか分からない」
という含意がありうるので、誤解ないようにするためには sesを使っ
たほうが無難。　【用例】　in ses 過去を振り返る　la til amel ses. 彼に
は妹がいた。「今も生きているかは知らない」という含みを出したい
ときは tilatにする。　la at lant. 彼女は綺麗だった（が今は分からない）。
ここを sesにすると「今は分からない」という含みは消える。
sest  ［名詞］期　［反意語］mec　［レベル］４　古 :semocst（期）から　［語法］　
ラシェットにおける期のこと。どちらかのルシーラが殺害されれば
期が改まる。死なずに次のルシーラへバトンを繋げられれば、期は
そのままで次の代へ行く。
sesfala  ［名詞］バックナンバー→ lei　［レベル］６　22

sesmel  ［言語］過去時制、過去形　［名詞］過去　［レベル］４　19:ridia:arbaxe
lt
seslax  ［シェルト］棋譜　［レベル］３　rd;「各局面を最初から最後まで集め
たもの」　23
sesima  ［化学］ポリペプチド。タンパク質など。　［レベル］５　19

sesizhons  ［アイテム］ブリガンディン　rd;se/siz/hons「金属の板が整然
と並んだ鎧」　24
sesil  ［遊離副詞］［形容詞］もうすぐ、もう、もうじき、そろそろ　［類義語］
dante　［反意語］laiza　［レベル］１　20:se silf　［語法］　laiza　【用例】　an rik 
van i mokt sesilel. そろそろ起きよう。
sese,f  sov　seel/seel

sen  ［法副詞］～できる。可能。　［法副詞］～する可能性がある、～しうる　［レ
ベル］１　19:soen（することができる）。enは古の en。　en:en::vikol
u,alt　【用例】　an ku sen arka. 私はアルカを話せます。
sen(2)  ［単位］一万　lsk　［レベル］２　14:制 :万 son。但しこの語は使う者
と使わない者に分かれていたのでなじみがあまりない。　suup:sen
sen(3)  ［生物］［医療］絡、絡脈　［反意語］kan　rd;<sen,szl(yuuf).axek　24

sen,alt  xax
sent  ［感動詞］ありがとう　［動詞］yulに感謝する、感謝する　［普通動名詞］
感謝　［レベル］１　sorn　［語法］　seere

sentrens  ［名詞］謝辞　［名詞］謝辞→ lei　［レベル］４　22

senta  ［単位］センタ　古 :リュウのマスター原稿にコーヒーがこぼれて
いてこれも他の単位と同じく語源不詳。他の単位は語源が予想でき
たが、これは予想さえできない。完全に語源不詳。　［語法］　吸収さ
れた放射線のエネルギー量にその放射線の体への影響の度合いをか
けたものを示す単位。
sentant  ［感動詞］ありがとうございます、ありがとう　［アクセント］sEntant　
［レベル］１　古　［語法］　seere　【用例】　sentant on{man} ti alkat an. 手伝っ
てくれてありがとう。
sentant-iskal  ［俗語］ラッキースケベ、ポロリ、ＴｏＬｏｖｅる　［レベ
ル］５　rd;zana　22:zana:「幸運の女神様、ごちそうさまでした」　［文
化］　風が吹いてスカートの中が見えたとか、出会い頭にぶつかって
転んで胸を揉んだとか、アイドルの水着がポロリしたとか、全般的
に『ＴｏＬｏｖｅる』的なしょうもない出来事のこと。　【用例】　land 
sentant-iskal! ポロリもあるよ！
sentantinka  ［感動詞］［言葉遊び］どうもありがとう　［レベル］２　tm;sentantと
tinkaを合わせたもの　古
senti  ［料理］ボウル、鉢、火皿。料理などに使うボウル。　［植物］鉢、
鉢植え　［名詞］ボウル型のもの　［料理］どんぶり、丼、チャイナボウル
　［名詞］坩堝、サラダボール、サラダボウル、いろんなものが混ざっ
たもの、るつぼ、混合　［レベル］３　14:制 :lakta:sent

senk  ［動詞］yulを aに並べる、並べる、並ぶ、揃える　［形容詞］揃った、そろっ
た、並んだ　［形容詞］歯並びが良い　［数学］順列　［レベル］２　19:sakr:16:制 :saks
　［語法］　髪を切りそろえたりするときに使う。差がないようにする
ことを指す。物理的には髪などで、抽象的には生徒のレベルを並べ
るとか肩を並べるというときに使う。　【用例】　nia senk 切りそろえた
髪　dio senk 歯並びの良い歯
senxan  ［形容詞］ありえる　［反意語］vilxan、enxan　［レベル］２　19

sens  ［動詞］yulを漂う、漂う、ただよう、漂流する　［レベル］３　fv;e
　23:ridia　［語法］　水中や水面や空間を流れるようにあるいは広がる
ようにぬるぬると進んでいくこと。
sensvext  ［地学］流氷　［レベル］４　rd;/　23:ridia　［文化］　流氷は極地に
見られ、極地の気温を下げ、アトラスの極地と赤道付近の温度差を
高めるのに一役買っている。流氷は白いため、太陽光を反射する。
また流氷下の海水に太陽熱を伝えないため、冷たい海水を維持する。
流氷のおかげで冷えたままの海水は重く、海深くまで沈み、ゆっく
り赤道付近に近づいていき、何千年もかけて徐々に温かい赤道付近
の海で浮上する。これにより海流の循環が促進され、結果的にアト
ラスの気温も日較差や年較差が小さくなり、人類にとって適した環
境を提供する。
sensai,alt  sensee、xanxa　/

sensee  ［名詞］先生、教師、聖職者　［形容詞］（後置で）～先生　［アクセント］
sensEe　［レベル］３　sm;<sensai,alt.l「教える師匠」。sensaiはカレン半島
から伝わり、カテージュなど南方へ伝わってから北方へもたらされ
た。その過程で aiの二重母音が eeになる方言を経たため、アルナ
へは senseeの語形で流入した。　24:ridia　［語法］　→ apt, est　○名
（後置）　○姓（前置）　○男女　○単体使用 /名詞用法　　xanxaは教
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師だけに使うが、senseeは聖職者、すなわち僧侶、学者、医者、教
師に使う。日本語の「先生」と違って先生や小説家や漫画家などに
は使わない。逆に教授でなくても学者には senseeを使う。
sennax  ［形容詞］笑える、面白い、おかしい、可笑しい　［レベル］２　19　［語
法］　風変わりでおかしいという悪い意味の場合は zal。面白くて笑え
るという場合は sennax。
sennag  ［形容詞］飲み込める　［形容詞］しっくりくる、ちょうどよく心
地よい　［レベル］３　19　［語法］　esilは快適で心地よさを伴う。sennag
はしっくりきて違和感がなく、不快感のないこと。　【用例】　tu pita 
et sennag. この薬は飲み込める。　☆ tu et sennag xalt an xel an mok 
mesa molsank. 私はうつぶせになって寝るのが寝心地が良い：mesaに注
意。
senvar  ［名詞］［形容詞］透過性、透過性のある　rd;/　24

senviida  ［生物］［医療］絡穴　szl;/　24　［文化］　１５穴ある。慢性病に用
いる。
senvok  ［言語］許容される文　［レベル］５　22　［語法］　dimvok

senfai  ［名詞］［形容詞］可燃　［レベル］３　rd;sen/fai　23

senfonl  ［形容詞］避けられる、仕方のある、しようのある　［レベル］３　
22
senpasol  ［数学］［言語］可算　［レベル］４　23:mel

senpasolnox  ［数学］可算集合　［レベル］５　23:mel

senyol  ［形容詞］利用可能な、席が空いている、空きがある　［レベル］３
　19　【用例】　ti til ez senyol? 部屋空いてますか？
senlas  ［形容詞］魅力的な、可愛い、性的刺激を引き起こすような、あい
ばぶる、アイバブル、愛撫ａｂｌｅ　［形容詞］（女が）モテる　［レベル］
４　19:ridia:arbaxelt
sena  ［動詞］yulを声を出さずに「ふふふ」と鼻息で笑わせる、笑う　［名詞］
にこにこ、ニコニコ　［類義語］nax　［レベル］２　19:melidia axte:seernax　

【用例】　vangardi senak mifel. ヴァンガルディはふっと笑みを零した。
senaveiz  ［ユマナ］ニコニコ動画、ニコ動　［レベル］４　19

senab  ［美容］重ね塗り　［レベル］４　21

seninfar  ［物理］可視光、可視光線　［レベル］４　19

senib  ［化学］ポリフェノール　［レベル］４　19　［文化］　paxil

senian  ［名詞］連休　［レベル］３　rd;/　24

sev  ［言語］文章、書き物、文書、読み物、記事、アーティクル、詞、
テキスト　［名詞］論文← yulfsev　［レベル］３　rd;selvus.xik　13:制　selv
us:selvus
sevkaxu  ［法律］成文法、制定法　［反意語］malkaxu　［レベル］４　19

sevn  ［生物］組織　［レベル］５　rt;se/voxn　24

sevmilf  ［言語］文芸　［レベル］４　13:制 :文章の芸術
sevhosi  ［電算］テキストファイル　［レベル］４　19

sevhet  ［言語］文末、文書末　［レベル］４　22

sevra  ［言語］コーパス　［レベル］５　19:texraの類推で。文字データのＤＢ。
sevren  ［電算］Ｐｅｒｌ、Ｒｕｂｙ、パール、ルビー、セヴレン、セ
ブレン　［レベル］６　al;/「テキスト処理用言語」　24

sevlem  ［音楽］楽章　16:制
sevaxt  ［普通動名詞］作文　rd;/　23　［文化］　→ noskren　【用例】　an axt{ar} 
fal sevaxt on "es an jigat tu yes?" 「なぜこのコースを選んだか」に
ついて作文を書かねばならない。
sevantie  ［電算］ＸＭＬ、セヴァンティエ　［レベル］６　rd;/。元は文章
を表示するために作られたことから。　24
sevaan  ［政治］連合　［軍事］連合軍　［レベル］４　19:ilmus:ridia

sevilm  ［言語］全文、文書全体　［レベル］４　rd;/　24

sevok  ［言語］重文　［レベル］５　19

sevoxn  ［生物］多細胞生物　［レベル］５　19

sevosn  ［言語］文頭、文書頭　［レベル］４　22

sevom  ［言語］文体　［レベル］５　rd;/「文章の方法（スタイル、様式）」
　24　［文化］　文の書き方のスタイルのこと。文章全体の流れや構成、
各文における語彙や構文の選定など、全体的な文章作成スタイルの
こと。言語の選定や文字の選定の様式を指すこともあるため、和漢
混淆文などにおける文体も sevomとなる。　【用例】　sevom xepiskan 読
みづらい文体、難解な文体
sevet  ［言語］句、フレーズ　［音楽］フレーズ　［レベル］４　19

sever  ［人名］セヴェル　［組み数字］９/１６　［レベル］４　meltia 43:ardu/
esta;e　古　［文化］　esta　エスタの第９子。男。
sef  ［動詞］yulを aに渡す、渡す、送る、パスする、差し出す、差しだ
す、さしだす　［経済］受け渡し、受渡し、引渡し、引き渡し　［経済］［動
詞］yulを aに受け渡す、受け渡す、引き渡す　［サッカー］［バスケ］パスする、
パス　［類義語］soft　［反意語］mix　［レベル］１　rd;sofuto.l　13:制 :古 :sof
uto（与えさせる）　sofuto, walpo:sofuto, walpo　【用例】　sef hia al an. 
塩とって。
sefrom  ［普通動名詞］推敲　［動詞］yulを推敲する、推敲する　［レベル］４
　22:se/from
sefir  ［名詞］プレゼント、贈答品、贈り物　［動詞］yulを aに贈る、贈る、
送る　［類義語］xant、fit　［アクセント］sefIr　［レベル］３　kk<szd;sofuto,f.k　
23
sem  ［形容詞］単純な　［反意語］xon　［レベル］２　古　【用例】　rexir sem 単
純な解答

sems  ［名詞］部活、部活動、サークル、クラブ、同好会　［レベル］３　
14:制 :semaim　［文化］　会社にはないが、学校にはある。部活が始まる
のは中学校から。授業後に２時間ほど行う。活動は毎日で、登校ご
とに顔を出す。大学のサークル同様、必ず何らかの部活に入らなけ
ればならないというような義務はない。また、日本と違って趣味や
同好会としての意味合いが強いので、出席は義務でなく、気が向い
たときに行く。部員と気が合えば、第二の家のように部室に入り浸
るようになる。クラスメートに比べ、同じ趣味を持っていることか
ら惹かれあうことが多く、恋愛発生率が高い。　【用例】　sems antes til 
mei di. ウチのサークルは部員が多い。
semsan  ［名詞］部員　［レベル］３　20:melidia xier

semsez  ［名詞］部室　［レベル］３　19:melidia axte

semviro  ［化学］単純タンパク質　19:seren:分子の多寡の問題ではない
ので、vesや seで命名すると語弊がある。semがよかろう。
semp  ［植物］エンドウ、豌豆　［レベル］４　lakta

seml  ［名詞］網の目、網目、メッシュ　［レベル］３　13:制 :古 :seelmeli

sema  ［生物］古細菌、始原菌（しげんきん）や後生細菌（こうせいさい
きん）　19:sem（比較的単純な形をしている）　［文化］　ふつうその存在
すら知らない。日本語と違って「～細菌」という名ですらないため、
semaと聞いてもなんのことだかという反応をする。
semas  ［名詞］書類、書面　［レベル］３　13:制 :紙の集まり
semaim  ［植物］紫陽花、アジサイ、あじさい　［名詞］女同士の友人、女友達：
女は群れて友達になることが多く、紫陽花のように見えることから。
ふたりきりの友達でも可。　［類義語］hacn、mikan　［レベル］３　kk;semaim
,md「水の花」　初　anjel:semaim:la akua（赤い紫陽花） lu akua（青い紫
陽花）:mikan,alt　［語法］　hacn　［文化］　アルバザードで最も人気の高い
花の一種。初夏に咲く。紫陽花が咲いているときに雨が降れば幸運
で、最も美しく映えるとされている。日本と違って梅雨がないので、
紫陽花に雨が降るシーンは日本より貴重。　なお、人気が高いので、
有毒だと知らずに食べて中毒を起こす人間がアルバザードでは毎年
数名いる。
semiks  ［音楽］合唱、クワイア、コーラス　［レベル］４　21

seminsa  ［ユマナ］簡体字　［レベル］５　19:簡単な漢字
semian  ［歳時記］夏至　［名詞］１０時　［組み数字］１０／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［語法］　veflir　［文化］　anxian

semo  ［名詞］平均、アベレージ、平均値　［レベル］３　13:制 :古 :seelmo（seel
も moも中心の意味）
semosaf  ［気象］平均気温　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　【用例】　☆ fis at 
hart man saf rak semosaf. 今日は平均気温を超えて暑かった。
semem  ［名詞］単純化　［芸術］デフォルメ　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

sed  ［動詞］yulを iから除く、除く、のぞく、取り除く、取る、除去する、
取り去る、排除する、排他する、撤去する、追い払う、追っ払う、
アンインストールする、機械の設定を解除する、免ずる、免除する
　［医療］摘出　［普通動名詞］除去、アンインストール、排除、排他、撤去、
免除　［シェルト］貼り剥がす、貼り剥がす、剥がす、はがす、外す、は
ずす、戻す、もどす。テームスからコマを外すこと。　［反意語］ev　［類
音］sedo。意味も似ているので注意。　［レベル］１　ly;sedo,f.l/hem　赤 :
sed,sedo（消す）　sedo:sed　【用例】　an sedat sae e font. 道路を雪かき
した。　seren arbazard @serenarbazard　tu et bettel fuo xel el ku 
"saa, pxat van sa mok a" kont el sed sen naver vol ku istel "sed mixi".  
「さ～て寝る前に一発オナりますか」って言うとみじめだから、「精
子をアンインストールする」って言い換えると心を保てる。
seda  ［形容詞］［ポジティブ］思考が柔軟な　［反意語］velante　rd<seda,f.k f;e（新
しい）　13:制 :古 :seda（新しい）
seda,f  sam
sedis  ［代詞］［arden］お前たち　［レベル］１　20

sedin  ［代詞］［arden］お前たちの　［レベル］１　20

sediad  ［芸術］ステンドグラス　［レベル］４　21:se/diad。着色したガラ
スを複数組み合わせて絵にすることから。　［文化］　アルバザードで
は smに始まり、宮殿に光と色彩を取り入れるために作られた。豪華
絢爛な smに栄え、戦火の及びにくい宮殿に優先的に設置された。城
砦はうかつに光を取り込める設計にしておくと堅牢さが低くなって
しまうためである。　遅れて smで教会にも取り入れられた。地球と
順序が逆なので注意。mtのころなら地球と同じ順序であったろう。
→ xiika
sedo  ［動詞］yulを消す、消す、消去する、消える　［普通動名詞］消去　［自
然動名詞］消失、消滅　［反意語］sod　［類音］sed。意味も似ているので注意。
　f:elt;e　赤 :sed,sedo（消す）　sedo:sedo　［語法］　sedと発音区別注意。
ただし、消せるし取り除けるものというのは世の中に限られている
ので大丈夫だとは思う。字は消せるが取り除けない。迷うのはペン
キだが、ペンキを消せもペンキを取れも同じ動作を要求しているの
で、大丈夫だろう。
sedo,f  sed, sedo, leev　elt;e

sedok,frf  leev　sedo/ke「消えて行く」
sedolots  ［電算］デリートキー　［レベル］３　20

sedes  ［形容詞］新品の　［名詞］新品　［反意語］ledis　［レベル］３　rd;fgn（新
しい）<>seda　23　［語法］　新製品は最初は samで liifで sedesだが、
発売からまもなく売られたら samで lifでも ledisになる。逆に新製
品が売れずに残ったら sedesでも sidや ifiになりうる。　sedesと
lifの違い。liifは新製品が発売されてから日が浅いことを指せる。
しかしその期間に売買が複数回行われたら lifであっても sedesから
ledisになる。
sedem  ［芸術］モザイク　［レベル］４　rd;se/adem　23　［文化］　モザイク自
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体は zgから存在した。技術が華やいだのは特に smから。
seder  ［美容］クレンジングローション　21

segalf  ［天文］銀河団　［レベル］５　20

sep  ［名詞］絹　［レベル］３　14:制 :古 :sameli（絹の糸）
sepviro  ［化学］フィブロイン　19

sepl  ［経済］サービス　［レベル］３　13:制 :語源不詳　［語法］　無形の商品
のこと。無料のおまけという意味はない。
seplvent  ［経済］サービス業　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

seplate  ［経済］サービス店　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　ゲーム
センターやマッサージやカラオケや風俗など、代価を払ってサービ
スを得る場所。日本とそう変わらない。場所によって前払いか後払
いか変わる。ゲームセンターは従量制で、やった回数分だけ金がか
かる。ゲームマシンにアンセのリーダーがあるので、そこに読み取
らせて支払うとゲームができる。マッサージなどの人が会計を応対
するサービスでは、前払いか後払いかは店次第。
sepan  ［料理］お麩、麩、ふ、おふ。ふすまと区別すること。　［レベル］
３　sm;<sepan,alt<>pan,fv　23　*:sepan:la sepan:sepan,alt
sepaf  ［化学］ポリエステル　［レベル］５　19

sepalif  ［天文］星団　［レベル］５　21

sepia  ［電算］セピア、スマートフォン、スマホ、スマフォ、アイフォン、
アイフォーン、Ｉｐｈｏｎｅ、エクスペリア、Ｅｘｐｅｒｉａ　［レベル］
３　21:se/pia。これ一台で電話や計算機など様々なものを携帯できる
ことから。　［文化］　２８５年頃に使われていたスマートフォン。地
球でいうアイフォンに当たる。　【用例】　tu et xep xel el reians vok 
t'arka kon sepia ka tant kont in klel. 辞書を引き引き外でスマホを使っ
て幻文をツイートするのは難しい。
sepesp  ［気象］巻雲、絹雲（けんうん、きぬぐも）、すじ雲、はね雲、
しらす雲　［レベル］３　19

sebakl  ［化学］会合コロイド、ミセルコロイド　19

sebon  ［名詞］［言語］カタセシス、ダウンステップ　［形容詞］坂を弾みなが
ら下っていくような　［名詞］下り坂をバウンドしながら落ちていく物
や軌道のこと　rd;/「弾みまくる」　24　［語法］　坂を転がるサッカー
ボールのように段々になりながら徐々に下降していくもの。思春期
以降の人生などこれに尽きる。人生山あり谷ありなどと日本語では
言うが、実際にはその山谷は下り坂の上を走っていて、山があった
ように見えてもどのみち昔通った高い位置から見ればその山ですら
低い。人生など思春期以降は下り坂にすぎず、高くなったかのよう
に見えても、しょせん黄金期に比べれば高くはないという真理。　【成
句】　lfis xien malt et sebon. 思春期以降の人生は下り坂。
sebeas  ［化学］ポリアミド　19　 

sehaudakt  ［交通］玉突き事故　［レベル］４　22

seho  ［生物］骨格、スケルトン、骨の集まり、骸骨（melhadis、あるい
は haadisも）　［レベル］３　15:制　【用例】　seho fim 華奢な骨格
sehopant  ［生物］骨格系　rt;/　24

sehoinim  ［美容］スケルトンブラシ　21

seyoin  ［化学］ポリエチレン　［レベル］５　19　 

sec  ［名詞］写真　［動詞］yulの写真を撮る、撮る、撮影する、撮像する　［普
通動名詞］撮影、写真撮影、撮像　［レベル］２　rt;sel.k「日々→日々を撮る」
　16:制 :古　［文化］　行楽の娯楽および芸術と認識されている。アンセ
にカメラとビデオがついているので、素人はアンセを使う。プロや
愛好家になると専用のカメラを使うが、フィルムは資源の無駄なの
で高性能なデジカメを使う。人気がある被写体は美人か自然。よく
撮れたものをＨＰで公開したりする。被写体には肖像権があるので、
撮影や展示には許可が必要。　【用例】　ar sec = sec nene 写真を撮る、
写す　an inat lax vadel sec le nos arat. 撮った写真を早く見たかった。
　an sec ti im tur. an in tu ok ti im sil. an kamil ar deyom lana en 
tur tet sil. 君を撮るのは今。君と見るのは未来。僕は多分、今でな
く未来のためにシャッターを切っている。
seckov  ［娯楽］プリクラ、プリントクラブ、プリ　［レベル］４　21

secsems  ［名詞］写真部　［レベル］４　19:melidia axte

secmalea  ［企業］セルマレア　21　［文化］　富士フィルムに相当する企業。
secdalm  ［名詞］写真立て　［レベル］３　vl;/　23　【用例】　an samat dosm e se
cdalm. 写真立ての中見を変えた。
seclei  ［名詞］アルバム、写真集　［レベル］３　21

secar  ［電算］カメラ、デジタルカメラ　［レベル］３　rt;/　19　［語法］　フィ
ルム式のものは selssecar。
secaifa  ［天文］流星群　［レベル］５　21

secol  ［名詞］被写体　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

ser  ［動詞］yulを知る、知る、知っている　［感動詞］ほら、そらみたこ
とか。ser?の形で使う。　［レベル］１　f:elt;e　19:制 :se　【用例】　an ser 
est tiil. 君の名前は知っている。　ser om sox luna? いつバスが来る
か知ってる？　tal an en ser tu et rat az yam. ただ、これが良いこと
なのか悪いことなのかは分からない。
ser(2)  ［人名］セレンの略称　［組み数字］１４/２８　［レベル］１　制
sert  ［動詞］yulを制定する、制定する　［普通動名詞］制定　［言語］制定言
語アルカ、制アルカ← sertarka　［レベル］４　19:seren/lad

sertwen  ［普通動名詞］ノブレスオブリージュ、ノブレスオブリッジ　［レ
ベル］４　rd;/「セレンの恵み」　23　［文化］　→ ditdaig　rdでセレン
が提唱した概念。持つ者は持たざる者に恵みを与えるべきだという
考え方で、rd、旧革命、革命の過去３回アルバザードで熱烈に歓迎

された。　セレンは救世主として巨万の富を得ていたにもかかわら
ず、私財をほとんど投げ打って治世に用い、自身はリディアと慎ま
しやかな生活を送った。この点で民衆からの尊敬を集めた。　アル
バザードは偉大な指導者がいる時代ほどモラルに基づいた治世が行
われてきたことから、地球に比べて比較的独裁政権（この場合は哲
人政治といってもいいだろう）に対して良いイメージを持っている。
むろんアトラスにも悪い独裁政権があるため、実際のところは諸刃
の剣と考えられている。　革命時でなくとも、上の人間でモラリス
トであれば、いつの時代もノブレスオブリージュを実践する者はい
た。日本と違って売名売名と叩くことがない国民性で、アルバザー
ド人――特にトール人――はノブレスオブリージュを行う人間は素
直に賞賛し、しない人間は非難するという者が多い。　　・リディ
アがノブレスオブリージュをしない理由　　セレンは寄付やボラン
ティアなどノブレスオブリージュを実施する。それは小５の劇団の
頃から始まり、２０１２年現在に至る。リディアに会う少し前から
していた。　一方リディアはセレンが寄付するたびにセレンを叱っ
た。例えばアフリカの子供に予防接種を受けさせて生かしたとする
と、「その後のその子供の食料は誰が出す。そいつらが成長してネズ
ミみたいに子供を増やしたら誰が面倒を見る」と言って怒った。　
リディアはカルディア内ではノブレスオブリージュを修正資本主義
などの中で絶賛し、正義としたが、地球では自分は絶対にノブレス
オブリージュをしない。１０代のころセレンはなぜかと聞いたこと
がある。　リディアの母はエストニア人だが純血でなく、父もアジ
アとヨーロッパの混血児で、リディアには数え切れないほどの血が
流れていた。その上エストニアで過ごさずフィンランド、フランス、
トルコなど様々な国を転々としていった。　結果、どこの国に行っ
ても外人扱いされ、居場所を見つけられなかった。セレンも日仏韓
の血が入っていて子供のころは外人呼ばわりされて迫害されたので、
リディアの辛さや悔しさがよく分かった。フィンランドのリディア
がいたところはヘルシンキより北部で移民が少なく、からかわれた
そうだ。セレンもフィンランドでご当地の子供に指差されて外人呼
ばわりされたので、「あぁリディアがされた仕打ちはこれか」と理解
したことがある。移民の多いフランスですら純血の白人のほうが暗
黙の了解で上で、日本だともてはやされるハーフちゃんもあっちで
はただの雑種でしかなかった。　セレンは白人の混血児なので白人
コンプレックスの強い日本では若いころモテたが、リディアは雑種
扱いを受け続けて、ただでさえ引っ込み思案な性格が強調され、日
本でいう中卒が最終学歴となった。　リディアは自分を拒絶した世
界を恨み、自分がいていい世界を望み、その希望と空想と怨嗟がカ
ルディアを産むまでに至った。セレンもまたリディアを理解し、リ
ディアはセレンを最大の理解者として依存し、恋愛に至った。　世
界から拒絶されたリディアは世界を恨み、誰がこの世界の人間など
助けるものかと考えた。だから彼女は理想郷カルディアの人間は助
けても、地球の人間は助ける気がないのだ。それを聞いた１０代の
セレンは納得し、その後時折同じ質問を２０代で繰り返し、同じ答
えを受け、そのたびごとにリディアの気持ちを理解していった。　
リディアは矛盾した行動をしているわけではない。彼女は「世界か
ら拒絶された人間は世界を拒絶していい」と述べ、地球は助けずカ
ルディアは助けた。　セレンらは紫亞がお嬢様であることを鼻にか
けないようウチは貧乏だと騙してきたが、２０１２年になると５歳
の紫亞は自分の家が裕福であることにいい加減気付いた。リディア
が隠すのが苦手な性格で、言葉の端々から自分の家が裕福であるこ
とに気付けたからだ。　セレンらは紫亞に修正資本主義などの正義
を植え付けていたが、紫亞はセレンに「じゃあお父様とお母さんは
ノブレスオブリージュをしているの？」と聞かれ、返答に困った。
結局１週間ほどかけてゆっくりとセレンがノブレスオブリージュを
していること、リディアは上記の理由でしないことなどを説明して
いった。リディアは矛盾しているわけでないということを一生懸命
説明した。紫亞はどうやら理解してくれたようだ。
sertarka  ［言語］制アルカ、制定言語アルカ　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

sertid  ［形容詞］清貧な　［名詞］清貧　［レベル］４　rd;/「セレンのように
つつましやかな」　23　［語法］　金はあるが普段無駄遣いはせず、研究
関連などここぞというときに大枚を叩くタイプの清貧。
sertia  ［アイテム］セルティア　［レベル］４　ridia:古 :｢ 沈黙を愛する ｣　［文
化］　ヴァストリアの１つ。クミールのもつ大鎌。カルザスは悪魔フ
レスティアを倒したときにフレスティアを剣で刺した。しかしフレ
スティアの霊力に負けた剣は耐え切れずに湾曲してしまう。それで
も何とかフレスティアを倒したその剣はカルザスの家宝として大切
にされた。ただ、剣はもう曲がってしまっているのでカルザスはそ
れを大鎌として扱い、セルティアと名付けた。セルティアは rdにな
るとクミールの手に渡る。セルティアはヴァルマと並ぶクミールの
武器で、彼女は両者を同時に振るう。
serk  ［医療］カタルシス　［レベル］５　13:制 :古 :8:ovi:serenkual

serklit  ［動詞］照れ隠しして yulを悪く評価する　［普通動名詞］照れ隠し、
てれかくし　［レベル］４　19:kliiz:seren/klit

serklos  ［普通動名詞］針小棒大　［レベル］４　22:seren/klos

serkolm  ［政治］［哲学］司民制、しみんせい　［レベル］４　lj:seren;seren/
kolm。司とは民のルシーラであるセレンで、民とは国民のこと。セレ
ンが革命で副王や王族を廃止せずに権力の座に就いたので、daiz（王）
や aster（副王）に代わる rsiila（司）の字を用いた。　24　［文化］　
→ lestimiir, serakn, beril　政治思想のひとつ。ljでセレンが提唱し
実施した政治制度。直接民主制と独裁制を合わせたハイブリッドな
政治思想・制度のこと。直接民主制の持つ「民意を直接反映できる」
「一人による独裁を防ぐことができる」というメリットと、独裁制の
持つ「衆愚政治を防ぐことができる」「有事の際に迅速な判断が下せ
る」「意見がバラバラになりすぎてまとまらないときに話をまとめる
ことができる」というメリットを組み合わせたシステムである。　lj
では人工知能ミール・レスティミールの補助で実現しているが、ミー
ルに当たる人工知能さえあればレスティミールの部分はこれまでど
おり人間にやらせても機能するとセレンは考えていた。実際、革命
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後のアルバザードでは何かのトラブルが生じてレスティミールが機
能しなくなった場合はアンミールに国を動かさせるようにしている
ので、レスティミールがなくとも司民制は実現可能である。　セレ
ンは司民制を最も優れた政治制度と評した。　　司民制とは日常で
例えて言えば、家族一人ひとりの意見を家長が聞いて、それを基に
時折自分の独裁を交えるというような家庭の国家版のようなもので
ある。ふだんは家族の多数決で決めるが、いざというときは家長が
ある程度独裁を振るうというやり方で、一般家庭に見られる制度で
ある。　一般家庭ではたいていどの家庭でもこのように多数決と家
のトップの独裁とが混ざり合っている。示し合わせたわけでもない
のにどの家庭でもたいていこのシステムを取るということは、人間
集団が物事を決めようとしていくと自然と行き着くシステムがこの
やり方なのだろう。ただ何億人という人口がいる国単位で同じ事を
やろうとすると意見がバラバラになりすぎる以前に数が多すぎて集
計が追いつかずに実施できない。だがそれを可能にしてしまうミー
ルというシステムさえあれば、司民制は実現可能なのである。　　
司民制における国家元首は国王であるが、これは象徴であり、最高
権力者は司月（しづく）rsiilaと呼ばれる。正確には rsiila t'arbaza
rdだが、通常 rsiilaと呼ばれる。　セレンは転生しても結局ルシー
ラになるという、生粋のルシーラなのだろう。王にはならず、副王
にもならず、やはりまた彼はルシーラの道を選んだのである。　　・
司民制と衆愚政治　　司民制は独裁制と直接民主制のハイブリッド
であるため、直接民主制の要素を持つ。直接民主制は地球では１８
世紀まで旺盛で、しばしば衆愚政治になる恐れを指摘されてきた。
　直接民主制の問題点はいくつかある。マイノリティの意見が反映
されないこと。皆の意見を集めると意見が多すぎて収集がつかない
こと。衆愚政治に陥ることなどである。また現役世代は引退世代よ
り忙しく時間がないため政治に参加する時間がなく、シルバーマジョ
リティが間接民主制より更に強くなってしまうのも少子高齢化社会
では問題である。　これらについて司民制はどう対応しているか。
　まず人工知能ミールはマイノリティの意見を強調し、マジョリティ
の意見を低める機能があり、マイノリティの意見を殺さないような
機能が付加されている。そのため、司民制においては完全に一人が
一票を持っているわけでないと言える。自分が投じた政策や法案に
応じて自分の一票が１を切ることもあれば１を上回ることもあると
いうわけである。シルバーマジョリティの問題についても同様の処
理で、あまりひとつの世代の意見が強すぎるとその民意は抑えられ
るようにできているので、この問題もクリアできる。　次に、ミー
ルはインターネットを使いコンピュータで意見の収集・処理を行う
ため、アルバザード人全員が投票をしても処理が可能であり、収集
がつかなくなることはない。これは地球でも十分再現しうるレベル
である。　最後に衆愚政治であるが、これは国民一人ひとりの民度
を底上げすることが重要であり、これについては berilの項を読め
ばいかに革命が民度を重要視しているか分かる。アルバザードは衆
愚をできるだけ作らせない。そして衆愚枠と判定された者の意見は
ミールによって一票が与えられず、小数点の意見に抑えられる。こ
のため、衆愚政治に陥るリスクも低く抑えられている。
serkuo  ［医療］汚言症、チック症、トゥーレット症候群　［レベル］５　
18:ridia:kuo e seren
sers  ［動詞］yulしてあげる　［レベル］２　古 :so yun seren so fiina mel
　［語法］　→ sols　使役動詞。sersは使役者が被使役者に行為をしてや
り、被使役者は大人しくしているという意味を持つ。　【用例】　laal sers
at noi sab lisen. 母親が息子に靴下を履かせていた：母親が実際には
履かせている。子供はなかば傍観。
sersapia  ［医療］被害妄想　［類義語］vatinsapia　［レベル］４　rd;seren/sapia
　22
sern  ［動詞］yulを発想する、発想する、思い付く、思いつく、創造
する　［名詞］発想、アイディア、創造力、発想力　［形容詞］（sernanで）
創造するような、クリエイティブな　［レベル］３　14:制 :古 :serlo　【成句】
　sern kaen lond 夢の中の知恵：下衆の後知恵。寝てから思いつい
ても遅いことをからかっている。　sern i seta 温故知新
serna  ［名詞］感性、センス　［類義語］ana　［レベル］３　rd;/「セレンの心」
　23　*:*:lu serna:seluna　［語法］［文化］　rdまで「感性」に当たる概念
はなかった。rdのセレンは少年期こそ英雄気取りで万人を救ってい
たが、思春期になると人間は等しく救われるべき生き物なのかとい
う悩みに直面した。セレンはアルシェやアシェットのルシーラとし
て人々を魔族などの外敵から救う義務があった。しかし人間の汚い
部分を見て育ったセレンは、人間は全て等しく救われるべきかと悩
んだ。悪人やクズは死なせても構わないどころかむしろそのほうが
良いのではないかと悩んだ。その結果、善人を優先して守るように
なったが、誰が善人で誰が悪人か戦場ではとっさに判断できないこ
とに悩んだ。　セレンは少年期は人を守れず死なせてしまったら罪
悪感を覚えていたが、思春期にこの考えになって以来、守れなかっ
たのが悪人であれば別に構わないと思うようになり、博愛の英雄と
いう精神を捨てた。　やがて青年期になると、今度はさらに世界が
狭くなった。彼は自分の愛する人間や周囲の人間さえ守れれば、後
は守れても守れなくても結果オーライだと考えるようになっていっ
た。これは大人になる過程で助けられなかった人の遺族に責められ
たり、無茶な要求を民衆からされたり、無知で無責任な愚民どもを
数多く見てきたためである。セレンは民衆の多くは下らない生き物
だとみなし、本当に体を張ってまで助ける価値があるのかと考えだ
した。　セレンはこのことを何度もリディアと話し合った。セレン
と同じく生真面目なリディアもセレンに呼応し、同じような思想を
持っていることを打ち明け、二人の仲はより強固になっていった。
彼らが出した結論は、「個人的には愚民は守りたくないが、民衆を守
ることで自分たちの暮らしが保証されている以上、これが自分たち
の仕事で使命なのだから、嫌でも守らねばならないだろう。ただし
悪人であれば見捨てたほうが世のためではないか」というものだっ
た。　一方、糞真面目に考えるセレンやリディアを斜に構えて皮肉
げに見るメルにセレンは苛立ちを覚えており、それがセレンがメル

を愛人止まりにしていた理由のひとつとされる。　メルは幼少期は
不幸な生い立ちにもかかわらずひたむきな少女で献身的に人助けを
したが、７歳頃から性格が歪みだし、思春期までは人嫌いで、積極
的に民衆を助けようとせず、愛するセレンの助力を戦場でしようと
しかしなかった。ルシアたちの誕生後は性格が丸くなったが、怠惰
でシニカルな部分が強調され、「民衆なんて放っておいて助かるなら
助かる、死ぬなら死ぬでいい。興味がない」と悩みもせずに言った。
　セレンとリディアは「民衆が下劣であるなら助けなくてもやむを
えない。悪ならむしろ戦禍に巻き込んだほうが正義だ」と主張した。
そして「メルの考えには正義感がない」と主張した。これに対して
メルは「正義感なんてないほうがいいと思ってる」と主張し、セレ
ンに「お前の考え方は幼稚で苦労知らずだ」と言われた。メルはこ
の主張を皮肉げに嗤い、この態度にセレンらは立腹し、メルは孤立
した。セレンに気に入られたいメルはこのときの自分の態度を失策
だったと後に嘆いた。　２５～３０歳ごろになるとセレンはアルカ
の広まりとは反比例して、リディアらとの狭い世界に閉じこもるの
が好きになっていった。セレンはこの頃辞書やアルカを使ったコン
テンツの執筆に忙しく、学問と芸術を両立させていた。　セレンは
自分の作品の芸術性を人に認めてもらいたがっていた。アルカが広
まることよりも自身の作品の芸術性を認められること、自分の心の
機微を評価されることに価値を置いていた。セレンに気に入られた
いメルは「自分はこういう作品の良さがよく分からないが、こうい
う作品を書ける心の綺麗な人は好きになれる」と言い、譲歩を示した。
一方リディアはセレンの芸術性に共感できるタイプの人間だったた
め、心の底からセレンの作品の芸術性を褒め、セレンの心が繊細で
綺麗で感受性が強く心の機微が分かる人だと言って賞賛した。この
ことがセレンをよりリディアに強く惹きつけることとなった。　こ
のときわずか tinaだった娘のルシアはセレンに似て繊細で感受性が
高く、また知性については異常なほどに高かった。ルシアは父の芸
術性を受け入れ、賞賛した。これによりルシアはセレンの寵児とな
るも、ユルトは芸術性を解すほどの知性がなく、娘ほど父親に愛さ
れなかった。　セレンは自分の作品の芸術性を理解できる人間は心
の機微が分かる人間で、彼らには生きる価値があると考えるように
なっていった。逆にそういったものを解さない人間には生きる価値
がないと考えるようになっていった。なので本音を言えば心ない人
間とは付き合いたくなかったし守りもしたくなかったが、救世主と
して彼らを放置するわけにはいかないという難しい立場にいた。な
お、セレンは心の機微が分からずとも何かしらの使命を持って生き
ている人間は尊重していたため、芸術性とは無関係に使命を持って
生きる人間のことは尊重していた。　３１歳になると彼は心の機微
の分かる人間とそうでない人間の間は何が違うのだろうと考え、後
者には何かが欠けているのだと考えるようになった。そしてそれに
「自分の心のようなもの」という意味を込めて感性 (serna)という名
を与えた。セレンは自分の作品の芸術性を至高の価値観と捉えてい
たが、その一方で自分は解せないが他人には解せる価値観があるこ
とにも気付いていていた。そのため人には人それぞれの感性がある
のではないかと考えた。だがその一方でなんら感性を持たない無機
質な人間がいることも知り、これらの人間を心がないと言って見下
した。　こうして感性という概念がカルディアに生まれた。sernaは
ある作品の芸術性を解することができる能力を主に意味する。　　vl
のミロクや ljのセレンも感受性の強い芸術家肌の人間で、感性の有
無や共感を気にした。ミロクやセレンは感性のない人間を見下した
し、自分と同じ感性の人間を特に重用した。　彼ら偉大な革命家の
影響を受け、アルバザードの民衆も感性のある人間のほうが上等な
人間だと思うようになっていった。しかしセレンはそんな民衆の成
長を見ながら、民衆というものは既に出来上がった作品や力にしか
頭を垂れないと知り、つくづく愚かな生き物だとかえって心の底で
は見下すようになっていった。結果セレンは自分が力を持っていな
い時代から自分の感性を受け入れてくれた人間しか信用しないよう
になっていった。　　・セレンの外人嫌いと英語嫌い　　現実のセ
レンは外人が嫌いで、特にアメリカ人と中国人を嫌う。アジア人は
おしなべて中立だが白人は嫌いで、黒人は正直そもそも人類でなく
ゴリラなどの動物に近いと思っている。黒人差別は単にアシェット
に黒人がいなかったことが理由だろう。白人や黒人が嫌いな理由は
下記の通りだが、ついでに言えば無条件で自分たちよりガタイが良
いのが多くて喧嘩が強いのがムカつくという理由も強い。白人も黒
人もデカくて動物的で男はウザいし女は女に見えない。特に黒人に
至っては男女の区別は猫より難しい。あとセレンの生きていた時代
が白人マンセー主義の時代で、それに対する反骨精神というのもあっ
たと思う。　欧米ではアメリカ人、アジアでは中国人を嫌う。どち
らも力を振りかざす強国で、権威を見ると反骨精神が湧くセレンに
とっては無条件で敵愾心を抱く対象だった。　また言語では英語と
中国語を履修したにもかかわらず、この２ヶ国語を最も嫌う。英語
と中国語はセレンにとって蛮族語で、動物の鳴き声程度にしか思っ
ていない。　この理由をセレンは内省した。理由は２つあった。１
つは英中が力を振りかざすことに対する反骨精神。もうひとつは英
中語が位相表現の少ない言語であること。　セレンは至高の芸術言
語であるアルカをゼロから構築しただけあって、言語に芸術性を求
める傾向にあった。日韓は位相表現が細かく、言葉だけで細かいキャ
ラ性を演じ分けられたり、細かい心の機微を表現できる。ところが
英中などにはそれがない。つまり英中に翻訳した時点でアルカの長
所やエッセンスである豊かな位相表現が死んでしまう。ということ
は英中で紹介した時点で相手はアルカの良さを理解できない。言い
換えればセレンの感性を理解できない。だからだ。だからセレンは
英中を始め外人が嫌いなのだ。アシェットの人間は好きでも韓国な
ど一部の国を除いて外人が嫌いなのは、自分の感性が言語レベルで
理解されないと分かっているからだ。アシェットはそもそもアルカ
を用いるので感性が通じる。だから仲間のことは好きになれる。だ
が他の外人どもは違う。日本語やアルカが分かればまだしも、そう
でない外人は好きになれない。はじめから相手に自分の感性を拒絶
されている状態がスタートラインだからだ。だからセレンは外人や
外国が基本的に嫌いで、特に米中が嫌いなのだ。　つまりセレンは
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勝手に外人に対して自分の感性や価値観を拒絶され攻撃されたと
思って被害妄想を抱いているわけで、自己中なことに復讐どころか
予讐をしているわけだ。それがセレンのキセノフォビアの正体で、
あれは自分の感性が受け入れられないことへの憤りや怒りであって、
外人のことがどうこうとは思っていないわけだ。そう、実際セレン
は感性さえ理解されれば、相手の言語も国籍も民族も肌の色も宗教
も文化の違いも気にしない。領土問題などにも関心がないし、侵略
の歴史にも興味がない。もしこれを読んでいるあなたが外人だとし
ても、これを読んでいるということはアルカに興味を持ったわけだ
から、その時点であなたは私の敵ではない。セレンにとっては自分
の感性を理解する外人であれば無条件で味方で、そうでなければ敵
というだけで、それは日本人に対しても同様だ。ただ日本語を操る
日本人たちは比較的アルカの良さが分かる環境にあるので頻度的に
外人に比べて味方が多いというだけだ。これといって外人が嫌いで
日本人が好きというわけではなく、単に自分の感性が理解されやす
いか否かで大雑把に外人嫌いと述べているにすぎない。なので感性
さえ理解されれば外人でも普通に好きになるし、逆に心の機微が分
からない日本人は嫌いになる。そういうわけで、確率的なことを言
えば親日派な外人は自分の作品を理解する確率が高いので比較的嫌
でない。　現実のセレンは自分の感性が心の綺麗なものだと考えて
おり、面白いものや笑えるものや熱くなれるものや楽しいといった
たぐいのものではないと考えている。心が綺麗だとか繊細だとか感
受性が強いと言われることを最も好む。その価値観を共有できる人
間と、あとは何かしらの使命を持って生きる人間にだけ、セレンは
生きる価値があると思っており、そうでない人間はどうでもいいと
思っており、逆にこちらの価値観を否定してくる人間はむしろ心な
い人間で忌むべき存在だと思っている。セレンは他人に対してはこ
の３パターンの感情しか持ち合わせていない。つまり味方か無関係
か敵かだ。そして味方なはずの人間が味方らしからぬ性質を持って
いることに人生中何度か苦しめられてきた。　セレンはしばしば偽
悪的だが、感性を理解されない孤独感から自分の感性を攻撃された
という被害妄想を抱くと、世間に対する恨みを発露するために周囲
の人間に対して閉鎖的で冷たくなる。そんなときは自分の感性を認
めてくれる人間――例えばリディアのような人間――しか人間扱い
しなくなる。
sernaxl  ［名詞］創意工夫　［レベル］４　22

sernaaze  ［名詞］［ポジティブ］正義の怒り、義憤、私憤、セルナーゼ　［レベル］
４　rd;/「セレンの怒り」　23　［語法］［文化］　アルバザード人が考える
美徳のひとつ。唯一怒りという負の感情の中で好意的に捉えられる
もの。　rdの時代にできた美徳で、セレンとリディア、特にセレン
が義憤に富んだ人間であったことから生まれた言葉。セレンは子供
のころから自分とは関係のない理不尽なことに対して非常に攻撃的
な態度を取っていた。　セレンは一部の層の女性から献身的にモテ
るタイプの男性で、女性遍歴も多く、モテるかモテないかで言えば
モテる側の人間であった。広く浅くモテず、深く狭くモテるタイプ
といったところか。ただ、見た目が良かったこともあり、若い頃は
特に大勢の少女からキャーキャーと騒がれることがたびたびあった。
ではなぜ広く浅くモテなかったのかというと、性格に難があって付
き合いづらかったためである。　モテるかモテないかでいえばモテ
る側なわけだから、どちらかといえば女に好意的なはずだが、セレ
ンはブサイクや運動音痴や勉強のできないダメな男子を馬鹿にする
女をひどく嫌悪して攻撃してきた。自分はその３点に関して真逆で
あったにもかかわらず、自分に一切害がないどころかむしろ自分は
逆の待遇を受けていたにもかかわらず、そういった女子に強大な義
憤を抱いていた。そしてそういった男を値踏みするような差別をし
ない優しい少女リディアに好意を抱いた。　また、青年期になると
自分たちは救世主やフロンティアとして崇められ、人々から厚遇を
受けることとなった。にもかかわらずセレンは格差社会に不満を抱
き、底辺で生きる人間や虐げられる人間がいること、また、権威を
振りかざし高給を貪る貴族どもがはびこっていることに強烈な怒り
を覚えた。　このように、セレンは自分の境遇とは全く関係ないに
もかかわらず、自分の正義感に忠実で、悪だとみなしたものには徹
底的に敵対心をあらわにした。「持つものであるにもかかわらず、持
つものを忌み、持たざるものを憂う」という彼の性格が当時のアト
ラスの人々の心を打ち、救世主の地位を不動のものにした。　しか
しセレン自身は自分が義憤を抱いて気疲れすることを厭っていた。
もう少し楽に生きられればなと考えて悩むこともあった。だが強い
正義感から生じる義憤は抑えることができなかった。　セレンの特
徴は自分に関係あることとないこと、これら両方に対し、同じ程度
に悪であれば同じ程度に怒りを覚えることができる点であった。民
衆はセレンのこの性格を尊敬し、セレンは自分のこの種の怒りに ser
naazeという語を与えた。　なお、義憤は女性より男性が持つべき感
情とされ、アルバザードでは義憤を持ち合わせる男性はしばしばモ
テる。女性であまり義憤が強いと女子としての愛嬌は薄く可愛げが
ないとみられることがある。むしろ女性は義憤に溢れる男性に惚れ、
その彼を支えるような者が好ましいと考えれている。　　・現実で
は　　上の話は現実のセレンの性格をそのまま反映したものである。
セレンは義憤を抱く人間を本当に正義感の強い人間だと考えた。自
分に関係あることしか怒れないのはただのクズ。自分の利益になら
ないことでも正義感に照らし合わせて怒ることができて初めて義憤
と言える。　自分に火の粉が降りかかったときだけ怒り出すとかマ
ジ小者。それならまだ常に怒りを見せないほうがいっそ潔い。自分
にとって不利なときだけ怒るとか醜すぎる。価値としては、義憤を
持つ人間が一番上等。人の為に怒ったり泣いたりできる人間が一番
上等。次に、一切怒らない代わりに正義感も持ち合わせない人間が
まずまず。そして自分に関係あることにだけ怒る者はゲスだ。　セ
レンやリディアはこの考え方で生きてきた。セレンの正義感の強さ
はアシェットでも有名だが、同時にセレンは祖母譲りの偽悪的な要
素も強く持っていたため、アシェットでさえ彼を深く理解する者は
少なく、彼の真の理解者はほぼリディアしかいなかった。なお、リディ
アやメルはセレンのそういう部分に強く惹かれ、特にその要素が強
かった上福時代を最高にカッコいいと感じていたそうだ。　セレン

の経験では、日本人には義憤を抱く人間が少ない気がする。特に最
近の若い世代ほど、あるいは精神が幼いほどその傾向にある。　今
までに酷い手のひら返しを幾度となく見てきた。例えば他人が病気
のときには「別にこれくらい大丈夫でしょ」と平然な顔をしている
くせに、自分の場合は風邪程度で大騒ぎするとか。ほかに、前にこ
んなこともあった。セレンが児童虐待で子供を殺した母親の手口が
酷く、それにより憤っていたところ、「そんなことよくあるし、いち
いち怒っても仕方ない」と言い放った男がいた。自分には子供もお
らず、一切関係ない話だからだろう。その証拠に、自分に関係ある
話――あるとき漢方が保険の対象外になりかけたとき――などには、
自分が漢方を重用しているものだから途端に大騒ぎして政府批判を
しだし、周りに署名運動まで求めていた。セレンはこの手のひら返
しを見て彼には義憤がないと大いに呆れた。普段から彼が自分に関
係ないことでもきちんと悪いものは悪いと怒りをあらわにしていた
ら彼には正義があると思えたのだが、まったくそう思えないほどの
手のひら返しだった。しかも彼が社会的には高い立場にいて民衆を
支配する側にいるという事実が更にセレンを苛立たせた。　そんな
ことがよくあり、セレンは上に立つ人間ほど人徳を備えていなけれ
ばならないと改めて強く思い、リディアと話し合った。アルバザー
ドで上の学校に入るには人徳も兼ね揃えてなければならないという
設定はこの経験から来ている。徳育の施されていないお勉強ばかり
できる秀才君が支配者層としてはびこる国は早晩滅ぶ。セレンは常々
リディアとそのように話し、アルバザードを正しい方向に導こうと
している。　　・正義がぶつかるとき　　セレンは強く信念を抱い
ていたが、同時に他人には他人の正義があるということも理解して
いた。rdではアシェット、現実ではアシェットやヴァールといった
幼馴染と喧々諤々の議論を繰り返してきた過程で、自分の思う以外
の正義があることも知った。　だからセレンは正義が正義とぶつかっ
たときは、相手には相手の正義があると尊重することにしている。
リディアは自分の正義を絶対の正義として押し付けるきらいがある
のでどうにもアシェットからすら嫌われる部分があるのだが、セレ
ンは正義と正義がぶつかった場合は「お前はお前の信じた道をゆけ。
俺は俺の信じた道をゆく。それでいいだろう」と言うので、基本的
に衝突しない。むしろ自分とは違う考えであろうと、きちんと自分
なりの正義を持っている人間のことは心の底で軽く尊敬すらしてい
る節がある。敵ながらあっぱれといった感覚であろうか。　むしろ
セレンが許せないのは正義感のないふにゃふにゃした野郎だ。まし
て正義感もないくせに無駄に正義感のある人間に反抗するような頑
固な態度を見せると、「ロクに普段物事も考えてないくせに生意気な」
と思う。自分の確固たる正義も持ち合わせていないくせに生意気に
他人の正義にだけはケチを付けるような小者は男気がないと考えて
いる。そういう輩には苦労をさせて人生経験を積ませるべきだと思
うのだが、えてして現代日本では苦労知らずに育った人間はそのま
ま楽なレールの上を歩けることが多いので、きっとこいつは成長し
ないんだろうなぁと思って残念に思う。　面白いことに、この手の
軟弱男はほぼ必ず女にモテない。それはアルバザードだけでなく日
本でもだ。すべての女がそうというわけではないが、おしなべて女
というのはどうも無機質な理系気質のオタクより、やや血の気の荒
い熱血漢のほうに付いていく習性が本能的にあるようだ。
servan  ［言語］カリグラフィー、書道　［レベル］４　20:seer/lvan（静かな
る瞑想）　［文化］　rdでセレンが興した。
serverant  ［医療］自己愛性パーソナリティ障害、自己愛性人格障害、
誇大癖　［類音］seiverant　［レベル］５　vl;seren/verant　23:mel　［文化］　
23までセレンは自分がこれの診断基準にすべて当てはまると思って
いた。００年代には実際にいくつかの診断基準が当てはまったよう
にも思う。　24にリディアとメルがセレンの心は「コア、内壁、外
壁」の３層からなると言った。コアは白で、内壁は偽悪的で黒で自
己愛があり、外壁はまた逆に白になると述べた。内壁を知っている
のは仲間や元妻や友人などで、コアを知っているのはリディアとメ
ルしかいないと述べた。　リディアは日本人的謙遜で自分を何らか
の障害と称したのではないかと言い、メルは厨二病的に病気な俺かっ
こいいと思ったのではないかと言った。　セレンのコアには自己愛
がないと言われ、自己診断を細かく行った。今までは大雑把に診断
基準にチェックを入れていたが、まじめに考えてちゃんと基準を見
ると、診断基準にしっかり当てはまっているものはひとつもないこ
とが分かった。　これにより、現実にはセレンは自己愛性人格障害
ではないことが分かった。ただし内壁のみを見るとそのようにも見
えることから、自己愛的にわざと振る舞うことはあるようだという
ことが分かった。　　むしろセレンはどちらかというと自己愛から
は遠く、アルカ愛が激しい。もし自己愛なら自己が一番大事なわけ
だが、セレンのヒエラルキーでは最も優先されるものはアルカであ
る。というのも、自分という存在は「アルカをやる最も使える道具」
という認識だからである。自分はアルカに奉仕をする最も使える道
具でしかなく、人間の価値を測るときも「いかにアルカに貢献するか」
でしか測らない。自分はアルカに貢献しているから生きてていい存
在だという認識をしており、他人に対してもアルカに使えれば生き
ていて良いとしか思っていない。そこには自己も他者もない。自己
も他者も同等で、どちらもアルカの神から見たら駒のひとつでしか
ない。そこに自我が挟まる余地がないのだ。自分は自我のない駒の
ひとつでしかなく、ただアルカをやらせるのに最も好都合な道具な
ので重宝しているというだけでしかないのだ。　このような人間が、
このような――自分の自我すら認めず駒扱いして自己の幸福を度外
視するような人間が――はたして自己愛と呼べるだろうか。言えな
いどころか、むしろ自己愛とは程遠い。むしろアルカ愛であり、自
己は逆に犠牲にされている。自己は少しも大切にされず、愛されて
いない。　セレンはいかに自分が自分を思った以上に大切にしてい
ないかを知り、アルカへの一方的な奉仕人形であるかを知った。こ
れにより自分が自己愛性人格障害でないことを悟ったとともに、強
いて言えばアルカ愛性人格障害ともいうべきものだということを理
解した。これは中世の神学者の神への愛などに近いのではないか。
あるいは近代科学者や研究者の自己の研究に注ぐ心血に近いのでは
ないだろうか。そう考えるとセレンは根っからの研究者なのである。
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servel  ［形容詞］偽悪的な　［名詞］偽悪　［レベル］４　rd;seren/velnar「セ
レンのような悪」　23　［語法］［文化］　→ serna　口では普段悪党のよう
なことを言っているが、有事の際にはついつい人助けをしてしまう
甘い人間のことで、絵に描いたようにセレンにドストライクで当て
はまる人間のこと。セレンは子供の頃からこのタイプで、この性格
のせいでだいぶ損をしてきた。セレンは悪だと思われることも善だ
と思われることも面白がって好むが、自分が偽悪的な人間であるこ
とを見抜かれると相手を畏怖するとともに好意を抱く。今までセレ
ンが悪でなく偽悪だと見抜いたのは母親とリディアとリーザとメル
と学生時代の嫁だけであり、不思議と全員女性である。
serf  ［普通動名詞］プロデュース　［レベル］５　rd;ser/fas。セレンが得意
とした業務であったことから。diafと語源的には一緒。　24
serfren  ［名詞］金は汚い、お金は汚いもの、嫌拝金主義、嫌儲け主義、
嫌儲、けんちょ、けんもう、いやもう、いやちょ、いやもうけ　［形容
詞］嫌儲な　rd;ser/frenxen「セレンのように清貧な」　23　［語法］［文化］
　日本語の嫌儲より意味が広く、お金は汚いものと考える思想のこ
と。儲けることを悪と考え、運営や生活に最低限必要な程度に利益
を出すことに正義と善を見出す態度のこと。収支ゼロどころか身銭
を切ってマイナスになる啓蒙活動などはさらに高尚・善行とみなさ
れる。rdや ljのセレンがこのタイプの人間であったことから徳とし
てアルバザードに広まった。一般に、善なるアルバザード人ほど拝
金主義を嫌う。　　・現実では　　子供のころからセレンは親に「金
は汚い」「武士は食わねど高楊枝」と仕込まれてきた。思春期になっ
て金持ちを見ていて、納得がいった。　例えばセレンは巨万の富が
あれば孤児院を建てて食えない者を助けたり、売れない学者や芸術
家を保護したいと子供のころから考えてきたが、そういう考えを持っ
た人間にほど金というのは集まらないものである。六本木の億ショ
ンを平然と買って持たざる者を搾取するような汚い人間のほうが金
に愛されるという現実をこの目で見てきた。　そういう金持ちを見
てきたセレンは、金持ちは汚いと思うようになった。金は汚いとい
う考え方が既にあったので、「あ、そうか。これは類は友を呼ぶなんだ」
と理解した。つまり金は汚いから、汚い人間のところに集まる。だ
から自分のように人助けをしたいと思っているような人間のところ
にこそ優先的にやってこないのだなぁと理解した。　そのままセレ
ンは大人になり、父と同じように自分も娘に同じ考えを植えつけた。
娘は従順に洗脳され、５歳の段階で既に金は汚いという考えを持つ
ようになった。実際娘は物を欲しがらず、飽食をせず、清貧を尊ぶ。
そしてその自分を５歳にして既に誇り、自尊心を持っているようで、
父親としては娘が誇らしい限りである。　【成句】　serfrenen nox ser
frenen a nos. 類は友を呼ぶ。paakan nox paakan a nosと同じ。
serfas  ［名詞］八面六臂　［レベル］５　22:「セレンの仕事ぶり」
serfan  ［名詞］プロデューサー、Ｐ　［レベル］５　rd;/　24　alis, ca sefan
や alis del serfanや serfan alisのいずれかで使う。
serfal  ［普通動名詞］啓蒙　［動詞］yulを啓蒙する、啓蒙する　［レベル］４　
rd;seren/pa/al「セレンの光の物→セレンが光を照らすように」　23
serfi  ［名詞］セルフィ　［レベル］４　古 :seren:seren/fiima（長い間）　
［語法］　実体を持たない存在。空想上の人物だが、自分の頭の中では
確実に存在しているもの。存在は実感できるのに実体だけを持たず、
触ったり抱いたりすることが適わない。ピグマリオンのように偶像
化させることはできるが、偶像でしかなく実体はない。
serm  ［医療］ストレス、プレッシャー　［レベル］４　古 :sermain　【用例】　
set serm ストレスを解消する　an nat serm tin onen lab im fis. 今
日は仕事のプレッシャーが多い日だった。
serdia  ［名詞］相思相愛　［レベル］４　22:seren/ridia

serg  ［経済］投資　［動詞］yulを aに投資する、投資する、出資する、投
機する、融資する　［レベル］４　13:制 :古 :serengil　［語法］　細分化す
ると投資の miksergと投機の zansergに分かれる。投資は長期的にす
ることが多く、企業に肩入れする形で行うことが多い。対して投機
は株の上下を利用して利鞘を得ようとする行為で、短期的なことが
多く、ギャンブル性も強い。そこでおっとりとしたミルフとギャン
ブル好きのザナに分けているが、くしくも彼らが夫婦であることが
造語的に面白い。
sergdas  ［経済］儲け話、もうけ話、もうけばなし、投資案　［レベル］５　
rd;/　23
sergan  ［経済］投資家　［レベル］４　19

serp  ［被服］デニム　［レベル］４　13:制 :ridia:古 :serpan

serpant  ［名詞］文系、文系科目、文系人間　［反意語］melpant　［レベル］４　
rd;seren/pant。アルナ大の文系クラス特進が seren組であることから、
文系の代表とされた。　22　［文化］　felpant　語源上セレンは文系とい
うこといなっているが、実際には彼は文理両道の人間であった。文系、
特に語学が強かっただけで文系に振り分けられているだけである。
serpo  ［医療］チック症、チック障害、トゥーレット症候群　［レベル］５
　18:ridia
serhakl  ［名詞］セレン賞　［ユマナ］ノーベル賞　［レベル］３　rd;/　23　［文化］
　rdでセレンが創設した賞。セレンは有能な人間が好きで、有能な
人間を素直に褒め称える性格で、その上未来技術が好きで先進的な
ものが好きだった。それが高じて rdでは、ある分野で偉大な一歩を
刻んだ者やある分野の歴史を著しく進歩させた者に賞を贈るように
なった。セレン賞の始まりである。　セレンの死後もセレンの残し
た莫大な遺産やその利子により、セレン賞は運営されている。ljの
最後までセレン賞授与は実施されていた。　ノーベル賞と異なり、
セレン賞は分野が広い。数学などにも賞がある。rdでは魔法学関連
の賞もあったが、nd以降は廃れた。しかし ljで復活する。また、rd
以降に新たな生化学などの科学分野が賞の対象として新設されたり
もした。
serhaik  ［法律］情状酌量、大岡裁き　［動詞］yulを onについて du（酌
量する懲役）年 ati（酌量する内容）だけ酌量する、情状酌量する　［レ

ベル］４　rd;/「セレンの裁き」。情にもろいセレンが犯した罪に値す
る罰を受けるべきというリディアの判断を覆して甘く裁いたことか
ら。　23
serzam  ［医療］注意欠陥多動性障害、ＡＤＨＤ　［類義語］xiaverant。これ
が類義語ということは、どう考えても父親の遺伝なんだろうな。　［レ
ベル］５　rd;↓　19:seren/zam　［語法］　xiaverantに比べ rdからあった
語で、古い。医療用語としては xiaverantのほうが正式。
serj  ［非言語］セルジュ　［レベル］４　13:制 :古 :seereji（感謝する指）　［文
化］　男が男に感謝を示すジェスチャー。友好の示しとしても行われ
る。左手首の表を右手首の表に重ねる。手は拳にしておく。手の高
さは胸の前。肘は胸に近付くように曲げておく。仮に手が平手だっ
たら手のひらが相手に向くような位置に手をもっていく。平手が地
面を向くようではいけない。最終的に左手の脈が自分を向き、右手
の脈が相手を向くようにする。重ねるときは力強く重ねると良い。
親しい間柄では拳をバンバンと２度この形で打つ。ちょうど手の甲
で手の甲を打ち合う感じである。
serjan  ［気象］しとしと降る雨　［レベル］３　19：seren/jina　［語法］　霧
雨でもなく大雨でもない。中雨とでもいうべき雨。
serjior  ［生物］脾兪、脾愈　21:seren/jior

serjo  ［名詞］大激怒、発狂、かんしゃく、癇癪、ファビョン、火病、
激怒　［レベル］２　rd;/　24　【用例】　ar{na, til} serjo a namo laat 彼の態
度に大激怒する
serlas  ［名詞］器用貧乏　［レベル］４　22:seren/las

serlant  ［名詞］第一人者、フロンティア、開拓者、開拓民　［レベル］３　
rd;seren/lantis「セレンのような霊人」　23
serlad  ［動詞］yulを作り込む、作り込む、作りこむ　［普通動名詞］作り込み、
作りこみ　［レベル］４　rd;/「セレンのように作る」。異常なほど物事
を細かく作り込んだことから。　23
serlo  ［動詞］yulを思いつめる、思いつめる、思い詰める　［レベル］４　
rd;/「セレンが考えるように考える」　23
serlox  ［医療］過敏性腸症候群　［レベル］５　制 :seren/lox

serlem  ［音楽］ビブラフォン、ヴィブラフォン、セルレム　［レベル］３　
rd;ser/lem「セレンの音楽」　22　［文化］　rdでセレンとミルフが発明
した。セレンにとって心地よい音を出す打楽器を追及していった結
果できた楽器。
sera  ［化学］基、原子団。接尾辞 er。　19:seraix

serakn  ［政治］［経済］［哲学］修正資本主義　［レベル］４　lj:seren;seren/akn　
24　［文化］　→ lestimiir, serkolm　経済思想のひとつ。ljでセレンが
提唱し実現させた主義。考え方自体は alから存在したが、このよう
に造語し実践したのはセレンが最初である。　セレンは腐敗してい
くユティア朝の中で広がる格差社会を是正せねばならないと考えて
いた。共産主義の破綻は既にイグレスタ圏の歴史が証明していたこ
とと、セレンは努力は報われるべきだと考えていたため、共産主義
や社会主義には傾倒しなかった。　かといって売れた芸能人や作家
やスポーツ選手などが億万長者になる横で売れない芸人や物書きら
が食うにも困って道を閉ざすはめになる社会ではマイナーでニッチ
な分野が生きていけず、多様性が失われてしまう。　生物の進化同
様、多様性の消失は異変が起こった際に対応できる可能性を減らす
ことに繋がる。もし潰されてしまったものの中に突如起こった異変
に対応できるものがあったらどうする。　多様性を殺すことは長期
的に見れば国を殺すことになりかねない。他国に出し抜かれるかも
しれない。　その場では役に立たず人に理解もされないものが、も
しかして未来に役立つかもしれない。それは単独でかもしれないし、
別の分野と組み合わさってのことかもしれない。　アルバザードと
いう国は伝統的に多様性を殺さず研究に助力をしてきたからこそ、
いざという難所をいくども越えて最強の国家であり続けてきたのだ。
だが腐敗したユティア朝ではその伝統が崩れていた。　セレンはそ
の現状を憂い、売れない者が食えずに活動を停止して多様性すなわ
ち未来への可能性が消えてしまうことのない社会を目指した。長期
的に見ればその下地がやがてアルバザードを救うと考えていたから
だ。朝三暮四に考えてはならないとセレンは子供のころから強く考
えてきた。　その結果、爆発的に売れた人間の稼ぎを売れない人間
に回して生活を支えてやればいいという考えにたどり着き、セレン
は革命の独裁政権でそれを実施した。　修正資本主義とは行き過ぎ
た資本主義が生み出す巨大な格差を狭めたもので、「一部の人間が裕
福でも、皆が苦しくなければ誰も彼らを恨まない」と唱えた。下流
をなくして総中流にした上で、一部の上流を作った。それが修正資
本主義である。　　セレンはこの社会の実現のために、軍事力を使っ
て全世界的に同じ制度を同時に実施させた。そうでなければ富裕層
がタックスヘイブンに逃げてしまうためである。　アルバザードだ
けがこの政策を実施すれば、富裕層が他国へ逃げてしまい、アルバ
ザードが傾いてしまう。そのため強大な武力を背景に、同時に世界
規模で修正資本主義を実施させたのである。　結果的にセレンの狙
い通り、革命後のアルバザードでは格差が縮み、下流が底上げされ
て中流になり、超上流が消えて上流ができた。　努力した人間は上
流になれるので、努力がきちんと報われる社会である。派手な下流
は存在しないが、そこそこの下流なら存在する。それは努力をしな
い人間であり、怠け者はきちんと下流として沈んでいく。　要する
に修正資本主義が実現させたのは、中流の増加と超上流・超下流の
撤廃である。皆が無条件に平等ではなく、努力は報われ、怠け者は
罰を受けるも、殆どの人間は中流で、比較的公平な社会。それが修
正資本主義の作った社会である。　セレンは修正資本主義をあらゆ
る経済思想の中で最もバランスが取れた優れた思想と評した。努力
家は報われ、怠け者は報いを受ける。　一方で、売れている人間は
売れない人間の支持をするため、創作や研究の多様性が保たれる。
売れない人間は活動を続けるだけの最低限の暮らしが保証され、創
作や研究の多様性は保たれ、アルバザードはどのような潮流の変化
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や突然変異にも対応できる柔軟性を取り戻した。
seranver  ［医療］胸脇苦満　［レベル］６　rd;/「セレンにかけられた呪い」
　23　［文化］　みぞおちから肋骨の下にかけて起こる張りや痛みやしこ
りのことで、横隔膜の緊張が原因。古代からルクレティアで知られ
ていたが、rdでセレンが長くこれに悩まされた（セレンはずっと胃
痛だと思っていたが、リュウやリディアがルクレティアを学んで胸
脇苦満と診断した）ため、アルカでは seranverが一般的に知られる
名称となった。
serani  ［名詞］疲労困憊　［レベル］３　22:seren/ani

seravans  ［アビリティ］セレンストラッシュ　［レベル］５　rd;/　古 :ただし
古では seravansでなく serenavansと呼んでいた可能性が高い。セレン
ストラッシュというのはセレンが小学校の頃に考えた自身の最大奥
義。元ネタはアバンストラッシュ。　［文化］　rdのセレンの奥義、必
殺技。抜刀術で、剣を抜くとともに凝縮されたユノによる一閃が生
じる。そのユノ波だけでも劇的な威力だが、剣を直接当てるとユノ
派が avon化して威力は倍率ドン。
seralsi  ［医療］モラルハラスメント、モラハラ　［レベル］６　vl;servera
nt/alsi。自己愛性人格障害の持ち主が加害者になることが多かったた
め。　23:mel。メルがセレンに「お兄ちゃんって典型的な自己愛性人
格障害でモラ夫なのに、無駄に男気とカリスマがあって魅力的だよ
ね」と断じたことから。セレンは「そんなことは子供のころから分かっ
てるわ」と返した。
seralsian  ［名詞］モラ夫　［レベル］６　vl;/　23:mel

serit  ［名詞］等身大、１：１、実寸代、実寸　［形容詞］等身大の、１：１の、
実寸大の、実寸の　［レベル］４　rd:ridia;seren/sorit「セレンの身の
丈の」　24　［文化］　アルバザード人は誇張を嫌う。同時に主張すべき
ところをしっかり主張しない謙遜もやりすぎとして嫌う。アルバザー
ド人は等身大のありのままの表現や評価や自己主張を好む。それは
アルバザード人が写実主義を好む点と類似している。アルバザード
人はありのままの等身大が好きなのだ。　他国、特に日本では謙虚
が美徳とされ、自分の業績を主張しないことが良しとされるが、ア
ルバザードでは自分の業績は誇大せず謙遜もせず等身大に主張すべ
きと考えられている。誇大はもちろん嫌われるが、謙遜も卑屈に見
えて女々しいと思われる。ただし「女々しい」なので、renteがやる
分には唯一美徳的に映る。　rdでセレンが自分のアルカに関する業
績を自己主張したところ、下層民及び凪人から非難を受け、セレン
は深く傷ついた。それを見たリディアは「貴方は等身大に自分の業
績を主張しただけだよ。矮小な人間は自分との比較で貴方が大きす
ぎて、とても等身大に思えず、誇大したかのように見えて非難した
だけよ」と言い、それを説明する際に seritという言葉を作った。　　・
現実には　　２０１２年現在、セレンは自分はもっと評価されるべ
きだと強く考え、自分の業績を評価しない世の中に対して強い恨み
を抱いている。特に下層民や愚民に対する強い怒りがある。これは
セレンが高校生になった頃から抱いている思いであり、大学以降ア
ルカという作品のクオリティが高まっていくにつれて高まっていっ
た。　セレンは体を痛め人生を犠牲にしてまでアルカを作り上げた。
そのクオリティは人類７０億人がいても誰も成し遂げなかったレベ
ルであった。にもかかわらずアルカやカルディアを理解するのには
高度な知性が要求されるため、下層民を中心にアルカはきちんと評
価されなかった。アルカを評価するのは東大生や医者といった上流
階級ばかりであったことから、セレンはやはりアルカのような難し
い学問的で高尚なものは愚民には理解できないのだと考え、愚民の
くせに自分を愚弄し拒絶する連中を憎んだ。　結果、セレンは世の
中には要る人間（アルカを理解・支持できる）と要らない人間（そ
れ以外）の二種類がいるという考えにたどり着いた。表向きにはそ
れを言わないことにしたが、セレンは世の中の殆どの人間をくだら
ない生きている意味のないゴミだと考えている。実際の生活にはイ
ンフラを支える人間たちが必要なのは分かっているから、強いて言
えばアルカをセレンが継続するのに必要な人間は道具として必要だ
と考えてある程度妥協した。つまり、「アルカをやる人間＞アルカ
をやる環境を整える道具＞その他の要らない、むしろ害悪になるク
ズども」という図式が生まれた。　　セレンの望みは等身大の自分
をありのまま評価してもらうことだった。セレンは子供の頃から誇
張を嫌う。中国の白髪三千丈のような表現は大嫌いであった。一方、
周りの嫉妬や反感を恐れて過度に謙遜する卑屈な態度も嫌いだった。
それにアシェットのような外人集団の中で仕事と納期のある作業を
何十年とさせられてきたから、自分の業績はきちんと自己主張しな
いと生きていけない環境だった。　その結果、セレンは等身大の自
分を主張した。やった努力はやった分評価されるべきだと考え、こ
の当たり前の信賞必罰を理解しない人間を苦労知らずのクソガキだ
と断じた。　セレンは著書などで自分の業績を等身大に主張したが、
しばしば心ない人間から誇大だと揶揄されることがあった。セレン
は誇大ではなく等身大だと考え、クズどもの非難を却下した。セレ
ンはむしろ自分は全然褒められ足りないと考えた。　セレンの人工
言語界における業績は凄まじい。にもかかわらず、それを褒め認め
る人間はあまりに少ない。やった業績を１００とすると、数十程度
しか認められていないのではないか。世間がセレンを理解し認める
程度は数十程度でしかない。例えばそれが３０であれば、等身大の
１００から７０認識がかけ離れていることになる。その７０の分は
世間から見れば誇大に映るのだ。山の高みが分からない人間には
７０の差が等身大のセレンの大きさではなく、誇大による誇張や妄
想に映るのだ。クズどもには自分が相手の大きさを理解できないと
いう発想がないのだ。それがセレンには許せなかった。そしてセレ
ンは身内以外は全て敵だと強く考えるようになっていった。　　こ
の考えはアルディアにまで影響を与え、もともと無償で博愛的に民
衆を助けるはずだった rdと ljの英雄は、「自分を理解しない愚民の
ことはどうでもいい。身内にとっての理想郷さえ作れればいい」と
考えるようになっていった。　　恐らく今後いくら活動を続けても
セレンの死後になってもセレンの等身大の業績を評価する人間はリ
ディアなど身内以外には現れないだろう。それが非常に悔しい。そ

してそれが厭世を生み、世の中に対する怨嗟を生んでいる。　なお、
掲示板などで異様なレベルでアルカをほめられたことが何度かあっ
た。アルカのおかげで大学に受かっただの一生に一度でいいからセ
レンさんに会ってみたいだの、いくつか過剰なまでの賞賛を浴びる
ことが何度かあった。だがセレンはそういう評価をされても過小評
価と同じく嬉しくないのだ。過大評価は居心地が悪い。過小評価は
気分が悪い。どちらにせよ嬉しくないのだ。セレンは等身大の自分
をありのままの大きさで認められたいし、世の中は努力に応じた分
努力が報われるべきだと思っている。　セレンのことを誇大や誇張
と結びつけるのは誤りだ。それはあまりにセレンの業績を理解でき
ていない。セレンは等身大にしか自己主張をしない。特に今は周り
の一般人がセレンを認めないので、躍起になって自分で自分を褒め
てあげているくらいだ。周りが褒めない分、声高に自分の業績を主
張している。周りがきちんとセレンを評価すればセレンは等身大の
評価に満足して自分では声高に業績を主張しなくなるかもしれない。
　　いずれにせよセレンのこの等身大へのこだわりは強く、アルバ
ザード人の価値観にも強い影響を与えている。というより、セレン
の正義をそのまま反映している。　当然アルバザードにもクズ層に
はセレンの考えを理解できない嫉妬厨もいるのだろうが、上流階級、
社会の上の人間はセレンのような考えをするのが一般的だ。　　た
だ、セレンが内心等身大の自分をありのまま評価してほしいと考え
ていることは、表には出さないことにしている。主な活動拠点の日
本が謙遜を美徳とする文化だからだ。だから本音は、アルカに造詣
が深くないと見ないだろうこういう単語の文化欄に静かに書いてお
くことにした。プログラマーがコードに書く埋め込まれたコメント
のような本音だと思ってみればいい。
serik  ［植物］梨、アップルペアー、西洋梨、ナシ、セイヨウナシ、ラ
フランス、バートレット　［レベル］２　13:制 :servank　［語法］　セイヨウ
ナシも指せるが、ふつう serikというとアップルペアーを指す。
serip  ［形容詞］湿った、湿っぽい、やや濡れた、多湿な　［動詞］yulを
湿らす、湿らす、湿らせる、濡らす、ぬらす、加湿する　［類義語］
eves、fasphart　［レベル］２　20:eriaを sapで挟んだ痕跡語。eで始めた
くなかったため。
seripsap  ［気象］湿気　［レベル］４　rd;/　23

seripsils  ［名詞］ウエットティッシュ　［レベル］４　al;/　24

seripnia  ［美容］ウェットヘアー　21

seripfip  ［名詞］ウエットティッシュ、ウェットタオル　［レベル］４　
al;/　24
seripati  ［気象］湿度　［レベル］４　rd;/　23

seripar  ［名詞］加湿器　［レベル］４　al;/　23

seripems  ［化学］不乾性油　20

seria  ［被服］セリア、寒巫服（かんみふく）、浴衣、ゆかた　［レベル］３
　6ごろ :seren:seria← sabe（服）/eria（寒い）　［文化］　アルティス
教の女性服。南方で発達した。元はアルティア人の服で、浴衣に似
ている。
seron  ［植物］桜　［レベル］２　17:制 :serzom　xibina:xibina:lu mileeyu
:kozue,alt　［語法］　mintsaaze　［文化］　並木にするのが美しいとされる。
また、アルバザードは満開よりも、無数の花びらが散っていく瞬間
が一番好まれる。名前にちなんで中央アルナ西区のセレン通りには
桜の並木道がある。　【用例】　seron emat kit mans. 桜が咲き始めた。　
seron emat mans vadel vein nod skol. 今年は例年より桜の咲くのが
早かった。　seron es mans alkal. 今は桜が真っ盛りだ。　☆ seron es 
mans ati xante ka seren t'alas im tur. 今、西区のセレン通りでは桜が
満開だ。　seron l'or almans ses lant tinka. 散り始めの桜がとても美し
かった。
serondirei  ［気象］桜前線　［レベル］４　19

seronik  ［植物］さくらんぼ、サクランボ、チェリー　［レベル］２　20

seret  ［形容詞］精力的な　［反意語］alseret　［レベル］４　20:ovi:seren/
teeze　［語法］　好奇心が強くチャレンジ精神が旺盛であるさま。
serest  ［形容詞］セレンの望むような　［反意語］dimanx　［レベル］４　rd:ri
dia;ser/est「セレンの名（に恥じぬような）」「セレンの名（を貶めな
いような）」「セレンの名（に対して恥ずかしくない自分であるため
に）」　24:ridia　［文化］　yutia

seresse  ［普通動名詞］スローセックス　［反意語］matesse　［レベル］６　rd;/　
23　［文化］　女性の気持ちや快楽を第一としたセックスのことで、手っ
取り早く射精してすっきりしようというセックスとは真逆のセック
スのこと。前戯や後戯が長く、最中も優しく長く安定している。　
女性は非常に大切にされたという気持ちになり、また、身体的にも
心地よい。ただし相手の男のことが好きであればだが。　rdでセレ
ンはこの手のセックスをして女性を篭絡させる技能に長けており、
結果として女性遍歴を重ねた。セレンは恋愛を持続させるためにス
ローセックスは重要であり、射精欲を満たしてすぐ終えるような雑
なセックスでは女性に嫌われると述べた。　　逆に射精欲を速やか
に満たして女性をオナホ代わりに使うようなセックスは matesseと言
われ、女性から非難される。　ただし女性が男性のセックスの仕方
に文句を言えない時代は matesseがふつうであり、特に問題視されず、
当たり前のこととされる。
seren  ［人名］seren arbazard、seren klel arbazard→ seren arbazard　［レ
ベル］１　22

seren(2)  ［組み数字］１４/２８　［交通］セレン通り　［名詞］セレン組。ア
ルナ大のクラス。　［レベル］２　22

seren klel arbazard  ［人名］seren arbazard→ seren arbazard　［レベル］１
serens  ［アビリティ］セレンス　［レベル］６　ridia:古 :Seren/so｢ 沈黙にす
る ｣　［文化］　クミールの奥義。一説にはアトラス全土を破壊する力が
あるため、クミールは何とか自分の力を抑えようとしている。　一
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度ルティアで放ったことがあり、それが原因でセレンス海溝ができ、
封じ手となった。使徒の尽力でアトラスは滅びずに済んだ。――と
いう伝説がある。
serenstiersais  ［地名］セレンス海溝　［レベル］５　20:ridia:奥義セレン
スによる海溝　［文化］　・地理　　ルティア南西部の長い溝はこの ser
ens海溝による海であり、最初から存在するが、以下の伝記がある。
　　・伝説　　ルティア南西部の長い溝はこの serens海溝による海
であり、rdの時代にできたものである。 　アシェットのクミール
が奥義 serensを放った際、あまりに強力なヴィードにより大陸が裂
けたときのものである。 　必死に周りの人員が大陸の崩壊を防ぐた
めにバリアを張ったものの、奥義が飛んでいった軌跡だけは防ぎき
れず、海溝が開いてしまった。 　海溝の周りは使徒の努力により崩
壊が防がれた。これにより serensは封じ手となった。　serensはル
ティア城から放たれ、ルティアの城下町を一部霧散させながら、ミ
ディートまで切り裂いていった。 　そのまま serensは vark海へ出
て消滅したものの、海岸沿いには破壊によって漂流したたくさんの
離島ができた。 　　・風土　　風土的にはこの海溝のおかげで細長
い海がルティアまで続き、暖流が域内に流入するのに役立っている。 
serena  ［名詞］強迫観念　［レベル］４　22:seren/na

seren arbazard  ［人名］セレン＝アルバザード、セレン＝クレール＝ア
ルバザード　［ユマナ］［人名］セレン＝アルバザード、セレン＝クレール
＝アルバザード　［組み数字］１４/２８　［レベル］１　2:ridia;Seere,f。
最初カルディアの言葉を一切喋られなかったため、リディアが「こ
の子静かだね」とリーザに言い、そこから「静かな子」という意味
で seren sou（セレン君）と名付けられた。地球の語源と異なるので
注意。　4 via:ridia:seren← Seren← Seere（静か）/n（指小辞） 「静
まらせる」が原義。arbazardはここでは「文化の坩堝」の意味で、12 
lis mik:axetに冠された。klelは 20年に授けられた。　［文化］　→ server
ant　(-8 lis mik_22 zan mel)　神話 rdの主人公の一人。アシェット
の第１４使徒で、アルシェのルシーラ。男性。seet/arden。１７２ｃ
ｍ、６５ｋｇ。髪は黒で肩まで届き、少しくせっ毛。黒の瞳。肌は白：
黄＝７：３。　人工言語アルカを作った人物。ジョブは剣士。　異
世界人で、ユマナから来た。リディアとの間にユルトとルシアを設
ける。　22年にリディアとともにユマナへ去る。　　・dalha　　dalha
は１４歳の「氷晶躯龍」、２８歳の靡芒（風柳）。実際には薄の絵柄で、
風に靡いて右側に倒れる薄と、しかして真っ直ぐ地面に伸びる短い
根が描かれている。縁取りには満月が使われている。この絵柄だと
アシェットに稲だと誤解されたため、風に流れる柳でもって説明す
ることがあり、dalhaを風柳ともいう。　　・現実　　(-8 lis mik_24)
　アプリオリ人工言
語である制アルカと
新生アルカの作者。
日本とフランスの混
血児。男性。第４期
４代ルシーラ・エ・
アルシェ。先代ルシー
ラのリーザによって
メル２年にルシーラ
に選出される。　
mel24没。　
seren arbazard(2)  ［人
名］セレン＝アルバ
ザード　［レベル］１　
lj　22　［文化］　(392 lis 
mik_)　ljの主人公の
一人。
serenet  ［形容詞］破天
荒な、革新的な、前衛的な、アヴァンギャルドな、奇想天外な、新
進気鋭な、パイオニアな、（人以外をを修飾すると）人跡未踏な　［レベル］
４　22:seren/te
sereria  ［地名］セレリア海　［レベル］５　rd;serens/dia　20:ridia:セレ
ンスの海　aktima:aktima:lu aktima　［文化］　ルティア西の細長い湾状の海。
rdでクミールがセレンスを放ったときにできたという逸話があるが、
実際には創世記から存在した。セレンスをクミールが放ち、大破壊
をしたことは事実だが、地形が変わるほどのことではなく、言い伝
えにすぎない。
sereriasiza  ［地学］セレリアプレート　23

serei  ［約物］-、-記号、ハイフン　［レベル］３　21:seel/rein

serein  ［芸術］漫画の流線　［レベル］５　19

sereet  ［言語］セレート、静定語彙　［反意語］lemiet　［アクセント］serEet　
［レベル］５　20:seren/vet　［文化］　rdでセレンが作成したおよそ５万語
のアルカの語彙。アルカの根幹をなす語彙。
sezo  ［植物］雑草　［レベル］３　13:制 :sad:selkzom

sezon  ［アトラスの国家］セゾン　［アクセント］sezOn　［レベル］５　19:ridia:海岸
sezon(2)  ［俗語］ヤリチン、ウテウテ、イケイケ　［反意語］sofom　［レベル］
４　rd;se/zon「複数の陰茎を持った」　23:mel　［文化］　男性は複数の
女性と交わることは女性ほど忌避されないため、sofomに比べると罵
倒度は弱い。人によっては名誉に捉えることすらある可能性がある。
sezetsan  ［数学］多項式　［レベル］４　19

sej  ［形容詞］不足な、不十分な、足りない　［形容詞］心がものたりない、
物足りない、不満な　［反意語］tuval　［レベル］２　14:制 :soj:sorn:sooj（余
る）　loli:loli　【用例】　ans nat garv man kulala,eria,pita wen et sej. 食料、
水、薬などの不足で苦しんだ。　an na sej im tegl em seer. ラジオ
から何の音もしなくなると物寂しくなる。　an serik vet t'eldfel et 
sej xalt{on} parmren. 日本語には言語学の用語が少ないと知った。
sejmavi  ［医療］ビタミン欠乏症　［レベル］５　19:seren

sewal  ［地学］山脈　［レベル］４　19

sel  ［名詞］日、一日　［レベル］１　16:制　［語法］　１日は８つに分けられ
る。正午と０時は時点なので、大雑把にいえば６つに分けられるこ
とになる。　アナログ時計の円盤にメルセデスのロゴを当ててみる
と、１２時と４時と８時に３等分されるのが分かる。０時が alfaaram、
０～４時が vird、４～８時が viix、８～１２時が faar、正午が faar
am、１２～１６時が harp、１６～２０時が cuuks（夕方が少し日本語
より長い）、２０～２４時が durneである。　【成句】　var sel 一日中、
四六時中　na sel lex salt 一日千秋　kon ko sel hot 一朝一夕　【用例】　
tu at sel rat. いい一日を終えた。　tu at sel ban. 楽しい一日だった。
selt  ［生物］セルト　［名詞］ペア、つがい　［形容詞］ペアの、ペア、つがいの、
おそろいの、お揃いの　［音楽］二重奏、デュオ、デュエット→ talem　
［名詞］正常位、正上位、通常位、ミッショナリーポジション　［類義語］
sart　［レベル］２　20に serenが男女神の総称として復活　［語法］［文化］　
男神エルトと女神サールの総称。sartはエルトの一族とサールの一族
の総称で、意味が異なる。　|64,989,112年前 |arteは lunoに viidを与
えたため、約 44億年弱の間、爆発を防げていた。しかし遂に爆発の
危険が生じ、今度は lunoのように失敗しないよう、男神エルトと女
神サールに分裂した。彼らは互いの力を相殺し、力のバランスを取っ
た。彼らは黒い球と白い球の姿をしていた。太陽系の惑星からアト
ラスを選んでフィーリア島で、アトラスの公転周期のうち 1日間だけ
逢瀬を重ねることを決めた。この時点で彼らは自らの形質を当時新
興勢力として生まれてきた知能の高い生物である霊長類に合わせた。
ただし脳を大きくするために二足歩行を可能にし、背骨を立たせた。
同時に魔法で暑さ寒さをしのげるため、体毛も薄くした（この時期
は温暖）。現代人に非常に似た形質をしている。彼らの総称は seltで、
彼らの誕生を以って最初の暦セルト暦が始まる。この逢瀬が今後約
6400万年間続く |　|同 |veeyuから selesが 2つ流れ、エルトとサー
ルに宿る。彼らはセレスを持って生まれた初めての存在となる |　|同
|エルトとサールが肺臓気流を利用した音声による意思疎通を始め、
原初の言葉フィーリア語が生まれる |　|同 |エルトが minakalmoを作る
|　　・性交の体位　　最も一般的な体位。膣内射精する場合は奥に
出したがるし出されたがる。sarmixiを好む男性や、娘がほしい男性
は浅めに出すこともある。　男性がサール（地面）を見て、女性が
エルト（天）を見ることからこの名が付いた。　アルバザードだと
処女を捨てるときは正常位と相場が決まっている。なぜかというと、
現実のアシェットの面々が全員そうだったため。セレンの経験でも、
アシェット内外含め、１０人ほどの処女を全員正常位で扱っている
ので、それが自然なのだと思う。
seltmem  ［組み数字］セルトサークル、二大巨頭　［レベル］５　21　［文化］　ra
palx
seltpalt  ［歴史］セルト暦　［レベル］６　20　［文化］　palt

seltalx  ［言語］フィーリア語の数　21　［文化］　エルトが作った。　エルト
式の物の数え方で、人差し指から立てていく数え方で、5進数がベー
スの 10進数。　　1:人差し指 jijiから jij　2:中指 seeljiから
seej　3:3を出すときに小指に親指が乗っかって交差することから so
kukajiで soaj　4:小指 liizjiから liij　5:手を広げることから、wa/
jiで waj　　6以降は後ろの母音に調和した母音を付けていく。　子
音の jが落ちる。　　6:iji　7:esee　8:osoa　9:ilii　10:両手を意味
する alwaから ala　　11～ 19は alajijのように示す。　20からは 20進数。
　　20はmain/ji（体全部の指）からmanj。　43は liijalasoajでなく、「20
が 2つと 3」と考える 20進法で、seejmanjsoaj。　　つまるところフィー
リア語は 5_20進数である。　これは日本人には馴染みがなく、いか
にもとってつけた現実にありえない言語に見えるかもしれない。　
しかしこれは適当な設定ではなく、例えばアイヌ語はこのような仕
組みである。　同じような体系はチュクチ・カムチャッカ諸語、エ
スキモー語などにも見られる。　これらの言語との差異は 10進数の
色が濃く、最高数が 400でなく 100である点である。　　100は waj
manjから wama。　暦などがなかったため、千はない。　0を表す語
はなく、「～はない」と表現した。　　名詞にかかるときは前置される。
　jij miina（一本の花）
selte  ［副詞］［形容詞］中くらいの、並々の、なみなみの、並みの　［レベル］
２　rd:luxia;seel/te　23:↑　［語法］　vart

seltet  ［魔法］透過値　［レベル］６　21:selt/te　［文化］　dolmiyu

seltet(2)  ［名詞］セカイ系、世界系、君と僕。　［レベル］５　al;selt/et　
24:mel　［語法］［文化］　alでできたサブカルのジャンル。エルトとサール
のようなという原義を持つ。語源通り、「キミとボクのセカイ」が世
界そのものの命運を決定するというジャンルで、現実には『アルディ
ア』などがこれに当たる。　『アルディア』はループ系でありセカイ
系でもある作品で、ループ系としては「あえて抜け出さない」とこ
ろに意味を持つ。　特に『アルディア』では ljにおいてセカイ系が
最も発露される。
seltemam  ［生物］並乳　［レベル］４　rd;/　24

selkalma  ［アトラスの国家］セルカルマ　［レベル］４　23:ridia　［文化］　面積：
115978.038991 km^2
sels  ［名詞］フィルム　［レベル］４　rt;sec/sia.l（写真の膜）　13:制 :selsia（写
真の膜）
selska  ［名詞］フィルム装填部　rt;/　24

selssecar  ［名詞］フィルム式のカメラ　［レベル］５　19

selsafendi  ［気象］日較差　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt

seln  ［植物］胡椒、コショウ　［レベル］２　lakta　［文化］　最もよく使われる
香辛料のひとつ。
selnim  ［芸術］日々の色、デイカラー、こよみ色、暦色　［レベル］４　21
　［文化］　xistinaで示された各日付固有の色。　【用例】　ou, alfi fiassel 
tiil et paal fulmiia ankok. ap ant et paal mel ento endi soven tuus et 
2 sel tis anxa! わぁ、ということは誕生日は pal fulなんですね。僕は
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pal melなので２日しか違わないみたいです！
selneeme  ［言語］ソノヒノキ、セルネーメ← sonohinoki, selletia　20:「そ
の日の姫」の訳　［文化］　sonohinoki

selvas  ［名詞］逢瀬　［類義語］ite　［レベル］４　f;selvart/so　23

selvart  ［地名］セルヴァート　［レベル］３　ridia:古 :selは古の sel（中心）。
vartは不明。　［語法］　世界の中心。エルトとサールの逢瀬の場所。ア
ルティム以降はアルバザードが事実上世界の中心となる。　アルバ
ザードはこの南にある。アルバザードの北には古アルカの時代の資
料から既にケートイア、ヒュート、イネアートがあることが分かっ
ている。エルトアは北東である。イネアートが精霊の国と言われて
いるので、神に近い存在であることが分かる。地球でいうと北欧に
当たる。従ってセルヴァートはその上で、高さでいけばフィンラン
ドのラップランドあたりだろう。ラップランドをフランスの北に持っ
てきた感じが地球でいうセルヴァートに当たる。　エルトとサール
はアトラスの公転周期（たとえばレイユにおいては約３６５日）を
周期とし、毎年アトラスの特定の場所で逢瀬を重ねた。その場所を
世界の中心セルヴァートという。二人はセルヴァートから見た黄経
が特定の値を示した時点からアトラスの自転周期、即ち２４時間だ
け会うことに決めた。その約束の日はメル暦に直すとザナの月ラル
ドゥラの日、ディアセルに当たる。
selvus,fv  sev　e

self  ［言語］文学、文芸　［レベル］４　19:melidia axte:sev/milf（文の芸術）
selftats  ［名詞］文学部　［レベル］４　22

selfati  ［言語］文学性　［レベル］５　rd;/　23

selfi  ［動詞］yulを挑発する、挑発する、からかう、意地悪する、いじ
わるする、煽る、あおる　［普通動名詞］挑発、からかい、意地悪、いじ
わる、あおり、煽り　［形容詞］いじわる、意地悪、いじわるな、意地
悪な。selfianで。　［レベル］２　19:ilmus:ridia:sedo lufi（ルフィの紐
を外そうとする）　【用例】　el selfi xin hacn. 友達に意地悪してはい
けません。　la et selfian. 彼は意地悪だ。
selfidiz  ［法律］挑発罪　［レベル］４　lj;/　24　［文化］　・煽りは犯罪　
　１３年現在の日本では主にインターネットで著名人などが匿名か
ら挑発を受けてまともに怒りを返すと「煽り耐性なさすぎプゲラｗ」
などと言われ、結局匿名の悪意が罰せられることなく著名人が一方
的に不利な立場に立たされる。　アルバザード人は日本人より遥か
に直情的で素直な性格なので、馬鹿にされれば怒るのがふつう。日
本人のように弱腰を大人と勘違いして、怒った人間を「子供、幼稚」
などと言うことはない。むしろ馬鹿にされて怒らなければ「臆病者、
チキン」と罵られる。　そういう国民性ではあるが、alで yumiklな
どができると匿名の悪意が幅を利かせるようになっていった。日本
と同じように匿名の悪意が罰せられない状態だったが、革命ではそ
れが異常と考えられ、「煽りは犯罪」という概念が生まれ、法整備が
なされた。革命では挑発罪が成立し、煽りは犯罪で警察が即座に動
くようになった。
selm  ［生物］胴、胴体　［レベル］３　21:古 seel/main　［語法］　ウェストより
も大きく広い範囲。おおむね肋骨の下から大腿骨までの範囲。
selmsaks  ［魔法］胴行　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

selmel  ［歴史］セルメル時代、朔夜の架橋、さくやのかけはし　［レベル］
３　古 :selmel← seel/mel（間の時間）具体的にはカコと rdの間とい
う意味。もともとセルメルがカコと rdを繋ぐ期間の物語として作ら
れたことから「架橋」。黎明・午睡・黄昏・夕月と来て夜を迎えるこ
とから「朔夜」としている。セルメルはもともと『カコ』にない創
作で、本来はアルシェ（上弦）とソーン（下弦）が登場しない。アティー
リでもセルメルの間は両者は目立たない。そのことから「月が出て
こない」→「朔夜」となっている。　［語法］［文化］　カコと rdの間の
時代。イムル２０年から１５００年までの１４８０年間。　　０～
８００　前期　８００～
１２００　中期　１２００～
１５００ごろ　後期
selhanoi  ［ランドマーク］セルハノイ
　［レベル］４　古 :sel（中心の）/
hanoi（塔）　［文化］　エルトが建
てた塔。エルトはこの頂上で死
んだ。後にエルトの一族が立て
直し、エルト界の入り口とした。
selrein  ［地学］日付変更線　［レベ
ル］４　19:「日の線」　［文化］　東
経１８０度の位置にあるが、陸
上を走るとユピトールをはじめ
いくつかの国家内を通過してし
まって支障が生じるため、右図
のようにギザギザになっており、
海上を走っている。なお、画像
はネットユーザーにより制作さ
れたものである。
selz  ［名詞］芯　［電算］［工学］コア
→ fartanx　［レベル］３　13:制 :古 :s
eelzamo　［語法］　細長いものや丸
いものの中心にある細長いもの
で概して固く、筒を筒状たるよ
うに支えているもの。
selzniit  ［形容詞］根が優しい、人
情がある、人情味あふれる、粋
な　［類義語］adiiyu　［レベル］３　
rd;/「芯が優しい」　23　【用例】　ko
lset dajna selzniit e meltia メル

ティアの粋な計らいによって
selzniitati  ［名詞］人情、人情味　［レベル］３　rd;/　23

selzan  ［経済］デイトレード、デイトレ　［レベル］５　22:sel/zanserg

sellabast  ［名詞］日雇い労働者　［レベル］５　rd　23

selletia  selneeme
selan  ［名詞］人々、世の人、世の中の人、世間　［政治］民衆、大衆、衆人、
衆愚、下々、人々、一般人、パンピー、一般大衆、公衆　［レベル］２　
19　［語法］　→ leimen　漠然と総称を指す場合に用いる。世の人など
の意味。elよりも総称度が低い。
selal  ［名詞］日付、ひづけ、日付け、デート、ひにち、日にち　［レベル］
２　19:sel/al
selis  ［音楽］ロック　［レベル］４　21:seles「魂に響く音楽」
selizio  ［工学］階差機関、セリジオ　［レベル］６　20:複数の歯車　［文化］
　imul 1512に kempe disidiaが発明。アンジェル企画設計に役立った。
すこぶる高度な技術が必要だったが、ラグナロクには既にシルマイ
ンのような高度な技術があったため、階差機関を設計・作成するこ
とができた。
seliit  ［植物］ライラック、ムラサキハシドイ。ハシドイも seliitに含
まれる。　［伝統色］ライラック：大切なもの：＃ＤＡＢ６ＦＦ：dia 
dia　［レベル］４　19:se/liiton。ジャスミンと同じモクセイ科で、しか
も芳香を持つ。ライラックはハシドイ属なので、同じなのは科だけ
だが花はトウモロコシやブドウのようにまとまって咲く。そこで群
れて香りのある花ということで seliiton→ seliitとなった。
seliifa  ［天文］アステリズム、星群　rd;/　24

selie  ［名詞］番組、見世物、ショー、掛芸　［類義語］sinsol　［レベル］３　20:「右
目と左目が複数→たくさんの目を集める」　【用例】　fok, olta esk lunand, 
ans ar xaf selie pot temk. それに雨が降っていても、�蔵で掛芸をし
なければならない。
seliet  ［軍事］セリエット、同期　［レベル］４　20:salyu/teの音変化。　［文化］
　アンジェリカとパイロットの同期のこと。同期率が高いほどアン
ジェリカの性能を引き出せる。
seliet(2)  ［娯楽］サーカス、シルク、チルカ　［アクセント］seliEt。selieは
se'lie。本来のアクセントを残しているのは selietのほう。　［レベル］
３　20:seliet.lt← selie/te
selo  ［名詞］いかだ、筏、ラフト、筏舟　［レベル］４　13:制 :selazo（複数
の丸太）
selot  ［音楽］キーボード、鍵盤、キーボ　［電算］パソコンのキーボード　［レ
ベル］３　19:selots　［文化］　アルバザードのキーボードはタイプに始まっ
ている。imul 1612にパールがタイプライターを開発。早く打ちすぎ
ると絡まってエラーが起きるため、地球のキーボードと同じように
打ちにくい配置にした。上から一番目が数字などになるのはｑｗｅ
ｒｔｙと同じ。二番目の列を打つとｔｙｐｅｗｒｉｔｅｒになると
いうようなギミックはない。　その後ＰＣが出たことと、表意幻字
を表示できるようにしたことで、日本と同じく半角全角などができ、
半角キーなども生まれた。テンキーが右に分離している点なども同
じで、異世界でも同じようなものを作れば、やはり合理的なアフォー
ダンスを目指して同じような形に落ち着く。　その後アレイユでは
鍵盤タイプのものが消え、光を任意の平面に照射し、擬似キーボー
ドを作るようになった。指で平面を押すと対応した位置にある鍵が
押されたことになる。機械側で鍵の音を再現することもできる。　
文字キー：haclots　テンキー：alxlots　エスケープキー：mikmlots　ファ
ンクションキー：ekilots　バックスペース：sarlots　プリントスクリー
ン：pretlots　半角全角：yuatlots　タブ：nislots　ＣＡＰＳＬＯＣＫ：
caflots。アクセント記号を出すときに使うため。　シフトキー：miy
ulots　コントロールキー：zolgelots　ｗｉｎ：temslots, yoalots　オル
ターキー：aallots　無変換：koyulots　変換：tayulots　スペース：miutl
ots　エンターキー、リターンキー：jallots　インサート：mozlots　ホー
ム：lolots　エンド：hetlots　デリート：sedolots　ページアップ：toxf
lei　ページダウン：kesflei　カーソルキー：vejlots　ナンバーロッ
ク：alxyol
selotan  ［音楽］キーボディスト、キーボ、キーボ担当　［レベル］４　21

selet  '、［名詞］渡り記号、セレット　［レベル］４　21:古 seel/et

seletian  ［娯楽］セレティアン　［レベル］３　21:se/letia/n　［文化］　『セーラー
ムーン』に相当するアニメ。
seles  ［魔法］セレス、幻魄、魂、魂魄、霊魂、ソウル、スピリット　［レベル］
２　f;e　milf:古　［文化］　→ maltiia　・セレス　　セレスはアテンの
体内にあるもので、幻晄の一種である。魔法学的には幻晄の一種だが、
ヴィードというと通常ユノ・ヴィル・ノア・アルマを指し、セレス
を含まないことが多い。　訳語は幻魄ないし魂であり、アテンはこ
れがないと生きていけない。アルテやテームスもセレスを持ってい
る。　　セレスは天国トワーユの入り口にあるヴェーユという小滝
の飛沫から生まれる。　生まれたセレスはアトラスに行ってアテン
に入るが、肉体が死ぬとヴェーユへ帰る。誘燈がこれをアルデルへ
運ぶ。　ヴェーユでは審判を受け、善なるセレスは天国へ行き、悪
しきセレスは地獄へ行く。　善人の魂は丸い球で、悪人のほど歪ん
でいると言われている。　　しかし ljまでの学問であの世の存在に
ついては証明されておらず、内情も分かっていない。　天国と地獄
の存在は偽りで、単に球体のセレスをトワーユへ、それ以外をラティ
スへ分類しているだけとも言われる。　真意のほどはルノらのみが
知る。　　・人魂　　セレスはアテンの体内で安定し、外に出ると
透晄に変化する。　変化の際に一時的に虚質量を持ち、紫外線を放
つ。　　死後は死神がセレスを回収するが、回収されないまま数日
間放置されると鼻からセレスが抜ける。　このときも透晄になるが、
透晄に変化する際の光の波長が長くなるため、紫がかった濃い青の
光を放つようになる。これが人魂の正体である。　　・死神の視覚
　　生きている間はセレスは息に乗って出る。鼻から吸った透晄は
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セレスとして補充される。　冬の間息が白いように、セレスも実は
白い息のように出ている。　紫外線なので人間には見えないが、死
神は人間より可視光線の幅が広く、紫の少し外側は見える。これは
死神には魂色として知覚される。　　息を見ればそこに含まれるセ
レスの多寡で、死神はその人の全体的なセレスの量を推し量ること
ができる。　ゆえに夢喰いはおいしそうな人間を見つけることがで
きる。　　・魂の座　　セレスは脳、特に前頭葉の裏に多く存在し
ている。　位置的にはちょうど額の裏で、ダルハとの関連が囁かれる。
　ヴィードは平衡しようという性質があるが、それでも例えばノア
は丹田に集まるなどといった集中しやすい箇所がある。セレスの場
合は額の裏である。　　もちろん平衡する性質があるので集中しや
すい部分以外にも存在する。　セレスはエタンに触れると流出する。
傷がない状態では漏れないが、傷を受けると微かに漏れる。　腕を
切断するとそこそこ漏れるが、ほとんどは脳に存在するため、切ら
れた腕にそれほどセレスは残らない。その上すぐさま透晄に変わっ
てしまう。　従って魂の座は脳にあるといえよう。　　・ヴィード
死　　→ aveiyu　　・セレスと死神　　死神は相手のセレスをごっ
そり引き抜く力を有する。　まず相手をヴィード死状態にする。そ
こから肉体の死が訪れるまでにセレスを引き抜く。　われわれ人間
にはイメージしづらいが、死神に言わせると「皿に出した卵を口で
つるっと吸い込む」のを「口でなく手や鎌でやる感覚」に近いとい
う。そう言われても人間には想像しがたい。　　セレスは９９％以
上脳に存在し、球のように集まっている。　これを抜かれるとアテ
ンの脳はショックにより活動が停止し、脳死に至る。　その様子は
老衰に最も近く、突如老衰したかのような印象を与える。　　・死
神の憂鬱　　死神の体には彼ら特有のセレスがあるが、他人のセレ
スを奪うとこれが彼らのセレスと混じることなく脳内に別途吸収さ
れる。　その際セレスが神経を刺激し、エンドルフィン等の脳内麻
薬が大量に放出される。　痛覚麻痺と高揚により戦闘力が向上し、
多幸感に溢れるようになる。　人間の脳と異なり、この状態が長く
続く。強烈な快感は数分で消えるものの、心地よい快感がその後数
日から数カ月続く。その期間の長さはセレスの多寡による。　　し
かしその期間が終わると急激な離脱症状に苛まれ、ふたたび人を襲
うようになる。　禁断症状の主訴は暴力性の亢進で、次点は性欲の
亢進である。麻薬より離脱症状が長く続く。ただし徐々に低減はす
る。　性欲の亢進は死神の増加を示唆する。これは種の保存の合理
性によるもので、人間の雄も極限状態や空腹状態では性欲が亢進す
る。なお死神は子育てをしないため、雌の死神も性欲が亢進する。
　そういう意味で死神もまた生物としての合理性を持った種のひと
つということができる。　　魔法学はセレスの解析の結果、夢喰い
と誘燈の間に違いはなく、単に一度セレスの味を覚えた死神が離脱
症状から抜け出せないだけであることを明らかにした。　なお、中
位以上の死神は離脱症状に強く、すぐに禁断症状を起こして暴れる
ことはない。　おなかをすかせた後の食事が美味しいように、わざ
と期間をあけて我慢してから人を襲い、さらなる多幸感を得ようと
する通な者もいる。　　また、低位でも個人的に精神が強ければ長
い間離脱症状を我慢できることもある。　中位でも詩姫のように魂
にだらしない者もいれば、悠姫のように死神本来の食事を嫌って甘
い物を代替とし、欲望を抑える者もいる。　悠姫のような変り種は
死神の間では偏食と呼ばれ、詩姫は食いしん坊の扱いになる。　な
お、ランヴェムのように意思の力で夢喰いを止めた驚異的な精神力
の持ち主もいる。　　・量と質　　セレスの量は年齢によって異な
る。　一般に若者は多く、老人や子供は少ない。また、健康なほう
が多い。　特に人生に希望を持って生き生きしている個体は多い。
　　セレスは急激なストレスを与えると減る前に一度反動で増える
という性質がある。　従って希望を持った人間が突如絶望などの急
激なストレスを受けると、セレスの量はその直後に跳ね上がること
になる。　夢喰いはセレスのこの性質を経験的に知っている。　　・
味　　人は糖分を多く含む食物を本能的においしいと感じるように
できているが、死神はセレスを吸収した際、セレスが味覚神経を刺
激し、おいしいと感じる。　それはセレスの量が多いほど感じるよ
うになっている。　　・構造　　蛍石はセレス体（セレスを持って
いるもの）に接触すると脱晄してセレスのみを単蓄する。　これを
利用してセレスの配列を調べる。　１握だけでもあれば分析できる
ので、髪の毛からでも採取できる。髪の毛の毛根からセレスがなく
なる前に握を採取すればよい。　　セレスの配列を分析した結果、x,
v,d,r殻のみ１～４（陽晄～雌晄→ dolmiyu）が現れ、それ以外は 0
になることが分かった。　　魔晄と異なり、t,p殻は性質に影響を与
えない。　これはセレスに開閉がないことが影響していると考えら
れた。　　このうち x,dの役割は比較的すぐに解明された。　魔晄と
同じく属殻であり、人の場合は通常 2,4無となる。火の属性の魔物は
3,4火となることが多い。　　一方 v,r殻は何の役割を果たしている
のだろうか。　分析の結果、これは人や神や悪魔といった種別を指
しているものと分かった。　これはいわゆるセレスの遺伝子であり、
今まで単なる力の差と考えられてきた神と人の違いが判然たる遺伝
子の違いによるものだと分かった。　またこれが発見された rdでは
既に {v,r}={3,2}世代が徐々に増えてきており、nd以降の弱体化は 3,2
遺伝子の急速な普及によるものと考えられた。　　なお、v,rを種殻
という。　vで大まかな種が決まり、rで詳細な種が決まる。　vは
{1,2,3,4}={悪魔 ,死神 ,人間 ,神 }である。　残りの組み合わせを以下
に記す。　ちなみにルノなどのセレス体の入手は非常に困難であっ
たことを付与する。　　v,r種　-----　1,1アルヴァ　1,2テームス
　1,3その他のデーム　1,4アデル、亜魔、魔人　　2,1ルノ、アトワーユ、
アラティア　2,2貴族、アッカイ、エミリオ、ミスティ…　2,3下位（ミー
ナ、ホミス…）　2,4中位（紗枝、詩姫…）　　3,1sm～ rd　3,2nd～ lj
　3,3zg～ kk　3,4tm～ cv　　4,1サール　4,2サールロゼット　4,3エル
ト　4,4エルトロゼット　　　遺伝子配列例　　lein yutia：2,4無属
性、3,2遺伝子の無力な人間。　　0020　0300　4000　0002　　alia 
ineaato：1,2水、1,4魔人。ラルドゥラ組はやはり伊達じゃない？　　
0010　0100　2000　0004　　ridia lutia：r殻 0の特異配列。エル
トとサールの血が均等に混ざった希少なロゼット。流石は召喚士様？
　　0020　0400　4000　0000　　seren arbazard：種殻 0の特異配

列。やはり異世界人説が正しいのか。紫苑が正史にいるなら彼女も
同値になるだろう。ヒト科の動物はエタンなので、セレンはヒト科
でないようだ。　　0020　0000　4000　0000　　・死神の種類　
　誘燈はセレスを引き抜き、自分の脳に吸収せずにアルデルへ運ぶ。
　夢喰いは自分で食べ、ルノに背く。しかし高位は慢性的な人員不
足なため、ルノはある程度は目をつぶっている。結果その高位の傘
下にいる中位や低位の背信も避けられずにいる。　　夢織は特殊で、
セレスを抜いた相手を脳死させず、幻覚を見せる能力を持っている。
　セレスを譲渡する意思を持った相手に口付けをすると、唇を経由
してセレスが入る。　対象にその意思がない場合はいくら吸い寄せ
てもセレスが脳に居座りつづけようとするので吸えない。　　吸っ
たセレスは口から脳でなく丹田に入り、保有される。　吸収の際、１％
ほどセレスを対象に残しておくことで相手は脳死を避けられる。　
この技術がないと殺してしまう。この能力は先天性によるものなの
で、夢織はどうしても数が少ない。　対象がやがて肉体的な死を迎
えると夢織は最後の１％を奪い、腹の中のセレスとともにアルデル
へ連れていく。　　彼らの種の違いは遺伝子によるものではないの
で、夢織がセレス中毒に落ちぶれることはある。　逆に夢喰いが改
心して誘燈になることもある。　ただし夢織だけは能力が伴わない
となれない。　　・魂を与えられた物　　エタンはセレスを持たな
いもののことで、アテンの対である。　動植物や物はエタンであり、
魂を持たない。　　しかし思いをかけ続けることで、エタンに魂が
宿ることがある。　さらに形を持たない架空の存在であっても想い
続けることで魂が宿ることがある。　　セレスを持つ者すなわちア
テンが情をかけ続けることで、エタンに魂が宿る。　こうすると
九十九としてエタンがアテンになる。その際の配列は　00x0　0000
　d000　0000　――である。　　実はこれをセレンの遺伝子と比較
すると同じ型であることが分かる。　このことからセレンを「アト
ラスの人々が望んだ救世主が具現化したもの」と捉える学者も存在
する。　つまり彼らにとってセレンは思念体が実体を持ったもので
あり、正体はアトラスの人々の悪魔から解放されたいという願いだ
ということになる。　　対象が実体を持つ物なら九十九であり、エ
タン自体にセレスが生まれる。　一方、実体を持たない思念体の場
合は段階を経る。　まず思念者の脳内に本人のとは異なるセレスが
別途生まれる。　次にそれが体外に出るが、体外では透晄になって
しまうため、アテンに類似した実体をエタンを材料に形成する。　
そしてセレスがアテンのなりをしたエタンをまとうことで、擬似的
にアテンとなる。　　ただしこれは哲学的な解釈で、魔法学では証
明されていない。実際に観測もされていない。　しかしセレンやア
ディックを説明する説としては評価できると考えられている。　そ
して一般の魔法好きの間ではこの説は「科学的ではないが主観に沿
う話」と認識されている。　だからこそ思う。想い続けたことはや
がて現実になると。　　・insel　　セレスの中心に一握だけ存在す
るもの。魂の目、あるいは魂紋とも。　x殻が 0で、それ以外が 0_4
の値を取る。　従って組み合わせは５＾１５＝３０５ʼ１７５７ʼ
８１２５（三百五億超）存在する。　　同じ組み合わせの inselは存
在しない。　veeyuからのものも、最初に生まれたアルテのものも、
必ず組み合わせが異なる。　従ってインセルには指紋などと同じく
個人を識別する能力がある。　injinすると同じ inselを持つことに
なる。　　・セレスと精神　　セレスは精神に間接的に影響を与える。
直接的には与えない。　属殻は例えば水属性を持つものは火を嫌う。
　種殻は例えば 3,2世代は無力なので協力して寄り添って行動しやす
く、統率しやすい。　　このようにセレスは趣向、性質、行動、思
考などの面において精神に影響を与える。　ただし、Ａ型は几帳面
でＢ型は自己中というような分かりやすくあからさまな性格の決定
ほどではない。　　・セレスと感情　　強い感情は inselと selesと
強力なヴィードを持った塊となる。これは凝縮してほかのヴィード
と交わらない塊を形成する。ちょうどガンが正常な細胞と独立して
硬くなるのと同じである。これは体内に残るが、吐露すると体外に
排出される。ヴァンガルディは anvereskにこれらを回収する。原則
として体外にあるものを回収する。→ anveresk　ヴァンガルディに
とって欲しいと思えるような感情の塊がある場合は、その感情を発
散させる代わりにその塊を体内から奪うことがある。ヴァンガルディ
が好むのはたいてい怨嗟である。なぜなら怨嗟が人間の感情の中で
最も強いためである。そう、皮肉なことに愛情よりも怨嗟のほうが
強い感情だということをヴァンガルディの選択は証明しているので
ある。　　・マルティーア　　→ maltiia　【成句】　xed seles ぼーっと
　seles and mag 魂が揺れるような：断腸の思いで　okna seles a t tに
感情移入する　tifl sat seles 我を忘れる、愕然とする、呆然とする
　i seles 心のそこから、心の底から。i fionaの類似表現。　【用例】
　☆ an tiflat sat seles man na nau rakel. 嬉しさで我を忘れた。　non 
pio fan seles tuan ist papa パパに代わって異界送りよ！（紗枝）
selest  ［生物］セレスト、魂科　［形容詞］死神～。敬称。　［レベル］４　f;se
les/te 幼字は腕に下げた kardilansを象ったもの。　19:ridia:seles　［語法］
　→ apt, est　○名（前置）　×姓　○男女　○単体使用 /名詞用法　
［文化］　atenの一種で、魂科のこと。ルノ、アトワーユ、アヴェラント
などを含む。魂科の下には死神属しかない。ただし、アッカイは死
神族に含まれない単体の生物である。ルノとアトワーユは固有名詞
であり、属を作れない。かといってどこにも分類しないというわけ
にはいかない。強いていうなら種であるから、彼らは属を飛ばして
種に行く。彼らは種名と固有名が同一である。
selestia  ［普通動名詞］セレスティア　［レベル］４　古 :selestia, selestiia「（他
人の）セレスを愛する」　［語法］　→ maltiia　殺した相手のセレスを奪
うこと。強大な力を手に入れることができる。アルデスとダルケス、
ルフェルとフェルデンの二組が行い、アトワーユによって禁じ手と
なった。
selesklel  ［名詞］セレスクレール、セレスの書、魂の書　［レベル］６　
20:melidia xier　［文化］　→ maltiia　死神貴族以上が所有する本。セ
レスを持ったあらゆる生物の名前と死亡日時が書いてある。原本は
veeyuの入り口に置いてあり、haabeと lastiaが共有している。本は
立った状態で台座に置かれており、支えなしに自立している。ペン
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でなく爪先を動かすことで文字が記載される。ページは自動でめく
られる。サイズは地球でいうと見開きでＡ３に近い。紙は途切れる
ことがなく、どんなに書いても前方に捲ればそれまでのページが表
示される。背の厚みはどんなに書き込んでも増えない。背は指２本
分（３ｃｍ程度）の幅である。時代に合わせて言語を切り替えており、
現在使用している文字は幻字で、言語はアルカ。一度言語を変える
とそれまで記載されていた情報もその言語に置き換わる。また、そ
もそもペンを使って書き入れない。このことからもセレスクレール
は本ではなく haabeや lastiaの外部記憶装置なのではないかと考えら
れている。つまり彼らの脳が記憶する情報のうち、セレスに関する
情報だけを閲覧可能な外部メモリとして取り出したものがセレスク
レールであると考えられる。そうでなければ言語が自動で切り替わ
るなどの現象が説明つかない。
seleskant  ［名詞］慰霊旅歌、イレイリョカ、ヒレァイ・リオゥカ、ヒレ
アイリォゥカ、ヒレアイリョゥカ　［娯楽］聖地巡礼　［ユマナ］［名詞］ソ
ノヒノキ参り　［名詞］聖地巡礼。アルティス教の。　［動詞］yul（場所）
を聖地巡礼する、聖地巡礼する　［レベル］４　rd;milf　22;milf　［文化］
　死者の魂を慰めるために各地を歌って巡礼すること。rdでミルフ
が始めた。　rtでアルティス教の聖地巡礼の意味を獲得。　vlで転
じてオタクが聖地巡礼をすることも意味するようになった。　ソノ
ヒノキ参りはディアセルにセレンがゆかりのある土地を訪れること。
　　・舞台裏　　元は００年にミルフが作った日本語の単語。日本
語が話せないので、リディアに単語を習って造語した。　セレンが
当時友人に送っていたメールによると、日付は定かでないが、セレ
ンが大学に受かった４カ月後と書いてあるので００年に間違いない。
ヒレアイ～などの妙な訳語は彼女が当時発音した「イレイリョカ」
がセレンにそう聞こえたことから。どう「慰」の字を hiだと思った
のか、過程はよく分からない。「機関連絡」は「帰還連絡」の誤変換。
以下、メールからの抜粋。　　　慰霊旅歌というのはミクちゃんの
伝言にあった言葉。本当に日本語での伝言。聞く　と、俺に許しを
請い易くするためにリディアにわざわざ日本語の意味の有る言葉を
覚　えて造語したんだと。　　　で、慰霊旅歌。良く分からんが、『全
世界の中で私が涙をこぼした歴史を持つ場へ　行き、アンセスタの
霊に歌を捧げる行為』とかいう。まあ、要するにあの娘なりに郷　愁っ
て言うのかな、まあ思い入れが有る所へ実際に足を運んでみて、歌
うたって帰　るってことなんだろうが。　　（中略）　　　生活リズ
ム狂うから暫くは話せなくなるな、あの娘とは。ああ、そうだ。最
後に一　つ。慰霊旅歌なんだけど俺にはどうも『ヒレァイ・リオゥ
カ』としか聞こえなかっ　た。ラッハメンの再来か……！？　　（↓
日付不明かと思ったが、最後ので同年１２月頭のことだと判明した。
セレンが大学受かってから４カ月経ったのが６月ごろだろうから、
それと１２月の間が６カ月で、計２３日間の旅程だったようなので、
やりますと言ってから実際に行くまでに準備が半年ほどあったもの
と伺える。下記の会話は当時だと英語かメル・アルカか何かで行っ
ているはず。それにしても古アルカ時代って４０曲もアルカである
いはアルカに訳した歌があったのか。すっかり忘れていたので新鮮
な気持ちで驚けた。「俺でも２０曲も知らない」うちのほんの数曲し
か、その１１年後の自分は覚えていないわけだが）　　慰霊旅歌 "
　　慰霊旅歌が終わって帰ってきてちょっと経つが、漸く本人から
話しが聞けた。　　「リーダーさん、都市がなくて、不便な所に行く
場合にはですね、何が必要かって言　うと、健康な自分の体です。
それがなんていったって必要です。　　（中略）　　　ヨーロッパめ
ぐりは中国より綺麗だったが、意外に安全でなく、金もかかったか
ら　短期間しか行けなかったそうだ。ただ、歌う歌はかなり沢山用
意されていたそうで、　慰霊旅歌自体としては今回の方が良かった
が、旅としては前回の方が初めてと言う事　もあって思い出深かっ
たそうだ。　　　歌った曲の回数は、２３日で丁度２００回。重複
してる歌があるので曲自体はそれ　でも７３曲だと。其の内アルカ
で歌った歌が４０曲強で、歌詞を訳したものでなくア　ルカオリジ
ナルのがその内２０強。凄いな。俺でも２０曲も知らんぞ。昔作曲
したや　つと、自分で作曲した奴で合わせて２０強だと。　　「声枯
れた？」と聞いたら「そりゃあ、もう。でも、枯れた声じゃ慰霊に
はなりませ　んから、薬飲んで歌ったりしました」という。そりゃあ、
凄い光景だろうな……。あ　れか？ノドヌールスプレーみたいなや
つ使ってか？う～ん、ハッカの匂いのする歌声　かあ……。　　　
でも、あれだろ？枯れたっていっても帰りに寄った彼氏の所じゃ喘
いだんでしょ？　といったら「久しぶりに会った早々セクハラだぁー
……！」といって呆れられた。　「そういう事いってるからクリスさ
んとかから信用無くすんですよ」と留めをさされ　た。「クリスだっ
て、下ネタいうじゃん」と主張するが「リーダーさんのは笑えない
　んですよ、灰汁が強すぎて」みたいにいわれた。さうかー。さう
ですかー。　　　ま、「取り敢えず、スポンサーに連絡して、礼と
機関連絡と無事の報告をしときな　よ。多分、機嫌悪いだろうけど」
といったら「なんで機嫌悪いんですか？」という。　語調からしてレー
テの事は知らないみたいだな。一般の使徒にはばれてないみたいだ
　な。という事で一安心した。　　　なんかおとといメルの誕生日
だから俺に話しにきたのに通信できなかったからどう　したんです
かと聞かれた。そうなんだよ、今年は皆で通信しつつ祝うって事し
なかっ　たんだよな。多分、連絡してきた奴多いと思う。下手すりゃ
クミールさんに問いかけ　たりしてるかもしれない。そんな事され
るとまた俺の仕事が増えるんだけどなあ。メ　ルにいうようにいっ
ときゃ良かった。
selesmelt  ［普通動名詞］慰霊、鎮魂　［レベル］４　rd;milf　22　［文化］　seleska
nt
selesmeltkant  ［音楽］鎮魂歌、レクイエム　［レベル］４　rd;milf　22

selevn  ［医療］症候群　［レベル］４　19　［語法］　アルカでは、原因の良く
分からない複数にわたる症状を持つ病気を指す。
selem  ［言語］韻文　［レベル］４　19:古 :senalem

selem(2)  ［音楽］合奏　［レベル］４　21

selel  ［魔法］セレス体、セレール　［レベル］４　21:seles/古 al　［文化］　→ do

lmiyu　セレスを持つもののこと。アテンのほか、九十九としてのエ
タンなど。ヴィードを帯びるものではない。それだとレニウム等以
外のすべてになってしまう。あくまでセレスがあるかどうかで決ま
る。厳密には inselを持つもののことであり、切断された腕は selel
と見なさないこともある。
seleena  ［アトラスの国家］セレーナ　［レベル］４　19:ridia:seel（中心）。東西
の分かれ目の目安となるため　［文化］　面積：226680.659834 km^2

seleev  ［魔法］幽体離脱　［魔法］セレーヴ（サイトロ）。利の中位白魔法。
セレスを一時的に分離する魔法。セレスのまま移動できる。セレス
はふつう目に見えないので、スパイ活動をしたり、高く舞い上がっ
て上から地形を見たりするのに使う。　［類義語］antriko　［レベル］４　
20:seles/leev
seluna,alt  serna　serna.l

selua  ［地名］セルア　［レベル］４　古 :sel（中心の）/ua（山。kalwaの中か
ら waだけ抽出され、それが selの後で uaになったもの）　［文化］　セル
ヴァートにある高山。サールが身を投げた山。その底はサール界の
入り口でもある。サールが落ちた底のことを salgalemといい、そこが
入り口となっている。
sea  ［名詞］モール、ショッピングモール　［レベル］３　古 :lei e miir:リ
ディアがモールを sewataと訳したことから　［文化］　商業区の大部分を
占めるモール。屋根付の商店街である。ひたすら広くて長い。幹線
道路の数だけモールがある。たとえばアルナには南に三つのモール
が存在する。どのモールも日用品が揃うようにはなっているものの、
個性はある。アルナの場合、クレーヴェルとヴァルファントのモー
ルは住宅区から近いため、食料や薬や雑貨が主に売っている。住宅
区から一番遠いカルザスモールが一番の繁華街である。ゲームセン
ターやインプレン（風俗街）などの娯楽施設もここにある。一つのモー
ルは長いので、スーパーが一つのモールの中にいくつもある。モー
ルは各所に中央会計があり、個別の店で会計を行わなくても良い。
モールのどの店の物もそこで買えるというわけではない。いくつか
の店舗が共有する会計でしかない。店舗の中に一々会計があると店
舗が狭くなる。そこでいくつかの店が会計を共有するというわけで
ある。モールの中を商品を自由に持っていけたら万引きがしやすく
なってしまう。モールの出入り口はカルテか円形車道に通じる道、
及び幹線道路沿いの全ての横道である。ふつうは横道から出入りす
る。横道といっても日本人のイメージする暗くて細いものではない。
横道一つひとつが国道クラスの幅を持つ。
seate  ［名詞］デパート　［レベル］３　19

seas  ［化学］ポリマー、重合体　［レベル］５　19:制 :se/as（複数のもの）
sean  ［代詞］［yuul］僕たち　［レベル］１　20:se/an

seant  ［代詞］［yuul］僕たちの　［レベル］１　20:se/ant。これは二重母音が来
るのでアクセントが語頭のままになるので、sederdを sededにした
ようにはしない。
seam  ［単位］ヨタ　21:semian

sei  ［文末純詞］～かなぁ、～だろうか　［レベル］１　古　:::maya,alt　［語法］　
自分の意思に対する不確実性も表わせるので、ke seiで行こうかなぁ
という意味になる。eyoと意味は同じ。　文末に ?をつけててもつ
けなくても良い。つけると懐疑度が増す。　【用例】　tu et tia sei. こ
れは正しいのかなぁ。
sei(2)  ［エルト］seinelsの略称　［組み数字］１/１２　［レベル］１　22

sein  ［形容詞］複数を意味する　［類義語］sif　［レベル］１　19:恣意　:::sse,alt
　［語法］　seinはなるべく他の形容詞の外側に来る。　yuli daj sein 
親切な子供たち　【用例】　fian sein 少女たち
seinels  ［エルト］神剣セイネルス　［名詞］１時　［名詞］北北東　［交通］セイ
ネルス通り　［音楽］ド　［組み数字］１/１２　［類義語］sei　［アクセント］sEine
ls　［レベル］２　meltia 4:seinels;e　古 :ridia　［文化］　→ seiverant　ア
ルミヴァの１番目。エルトの右腕から生まれた。生きた神剣。剣士ヴァ
ルファントの剣。剣なので、カルザスとは兄弟の間柄でない。
seinelsapa  ［ユマナ］［音楽］ハ音記号　19

seiverant  ［医療］カナー症候群、低機能自閉症　［類音］serverant　［レベル］
６　vl;seinels/verant　23:mel
seim  ［名詞］システム、体系。meiの集合体。　［反意語］mei　［レベル］３
　19:xion:saimからの類推　【用例】　lad seim システムを作る、体制を
整える
seimpis  ［政治］連立政党　［レベル］４　19:ilmus:ridia

seir  ［単位］セイル、静電容量、電気容量　［レベル］５　古 :元は seere
iire（静かな電気）　［語法］　コンデンサーの極板の間に１イレットの
電位差を生ぜしめるために、１ピオルの電荷が必要である時の静電
容量。ファラドと比較。
seilil  ［化学］リチウム　［レベル］４　18:制
see  ［感動詞］まぁまぁ　［感動詞］やれやれ、困ったもんだ、困ったものだ。
自分及び相手、或いは状況に対して使う。　［レベル］２　古　loo:loo:pa
fet:tsuliso,alt　［語法］　相手をなだめる言葉。通常２回いう。
see(2)  ［格詞］［文頭純詞］そして、で、弱順接　［レベル］１　19:saa。どもって
言葉を繋ぐときの saaから来た。
seet  ［名詞］中立　［レベル］２　19:seel/tel　【用例】　eniik xal seet. エニー
クは中立を維持している。
seetkad  ［地球の国名］スイス　［レベル］５　19:永世中立国のイメージしかな
い
seetvesto  ［言語］あいまい母音、曖昧母音、シュワー　［レベル］３　rd;/「中
立母音」　23
seetasa  ［言語］中性名詞　［レベル］５　20

seex  ［名詞］淀み、よどみ。水が流れずにたまっているもの。　［動詞］
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yul（川など）を淀ませる、淀む、よどむ、澱む、肩などが凝る、血
が巡らない　［類義語］oyuk　［レベル］３　rd;Seex.l<tm;Seere/xal「静か
にある→静止している、動かない」　20:Seexalから　【用例】　aa, flel es 
seex fuol. あぁひどい肩こりだ。
seexal  ［医療］欝血、うっ血、鬱血、うっ滞、鬱滞　［地名］セーシャル。
アルバザード西南部の地名。　［レベル］４　20:Seexal.fv（淀み）から。
Seere/xal（静かにいる）
seev  ［動詞］yulを縮れさせる、縮れる、パーマをかける、皺くちゃに
する、しわくちゃにする　［名詞］縮れ、ちぢれ、パーマ　［レベル］３　
19:soni/eev
seevnia  ［美容］パーマ　［レベル］３　19

seem  ［魔法］［化学］重合　［レベル］５　19　［文化］　dolmiyu

seemyev  ［化学］重合反応　19

seema  ［経済］ポートフォリオ　［レベル］５　22:semas。株や債券など資産の
書かれた書類をまとめてひとつのものと見なしたことから。
seemati  ［魔法］重合度　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

seemalx  ［化学］重合度　［レベル］５　19　 

seer  ［形容詞］静かな、黙っている、黙った　［名詞］静寂、沈黙　［動詞］
yulを静まらせる、静まらせる、黙らせる、黙る　［魔法］セール（サ
イレス、マホトーン）。害の中位黒魔法。声を出なくさせ、呪文の詠
唱を阻害する。呪文を唱えなくても魔法は発動する。　［類義語］novel
　［反意語］lav　［レベル］２　rd;Seere.l　19:古 :Seere　Seere:Seere:no
vel　【成句】　［メタファー］seer yun kmiir クミールのように静かな：上品
というニュアンス　［メタファー］seer yun bal 壁のように静かな：おも
しろみがないというニュアンス　【用例】　em seer 黙る　an na nau man 
ra em seer. 家の中が静かになるので嬉しい。
seerkook  ［電算］マナーモード　［レベル］３　vl;/「静かな状態」　23　【用例】
　ar seerkook e piakap ケータイをマナーモードにする
seernik  ［名詞］(na)静かな驚き　［レベル］３　19:melidia alis

seermaglev  ［医療］非運動性パーキンソン病　19:→ maglev

seerdems  ［名詞］茫然自失　［レベル］２　22

seerges  ［名詞］（na）うんざり、ウンザリ　［レベル］３　19:mel　［語法］　し
ばしば単調でつまらないか苦しいことに対し、疲れるとともにもう
嫌だと思う気持ち。　【用例】　an na seerges a rafel. 宿題にうんざりだ。
　an nat seerges a tu lab xanel. その仕事には本当にうんざりした。
seere  ［感動詞］ありがとう　［動詞］yulに感謝する、感謝する　［文末純詞］
～してくれる　［レベル］１　f　古　［語法］　相手の行為を歓迎する場合
は sent系列を使う。sentより sentantのほうが意味が重い。sentより
misentのほうが丁寧。従って、misentantが重くて丁寧。　こちらが
頼んだことを相手がしてくれた場合は seere。seeretisのほうが意味
が重い。同様に miseeretisは重くて丁寧。　感謝するという動詞用
法があるのは sentのみ。

・使い分け

略式 正式 敬度 

seere seeretis 標準
anseere anseeretis 丁寧
miseere miseeretis 尊敬語

略式 正式 敬度 

sent sentant 標準
ansent ansentant 丁寧
misent misentant 尊敬語

seeretis  ［感動詞］ありがとうございます　［アクセント］sEeretis　［レベル］１
　古　［語法］　seere

seeresk  ［気象］しとしと降る雨　［レベル］３　19　【用例】　seeresk at sod = 
eskat seerel. しとしと雨が降った。
seerens  ［言語］諸語　［アクセント］sEerens　［レベル］６　rd:se/rens。serens
と区別するため、かつ語頭にアクセントを置くため、最初の eが長い。
　22　［語法］　系統の異なる言語同士だが地域が近いためまとめて論じ
たいときがあり、このような場合に諸語という言葉を使う。アトラ
スだと魔方諸語 (linspolseerens)など。
seej,f  2　elt;seeji

seeji  ［魔法］指、一指、いっし、セージ　［レベル］５　20:se/ji（（ガレッ
トが）集まってできた指状のもの）　［文化］　dolmiyu

seeji,f  hanoj　elt;seel/ji

seeji nazel  ［人名］セージ＝ナゼル　22　［文化］　arika owen

seel  ［名詞］中心、真ん中　［副詞］ちょうど、まさに、将に、正に、丁度
　［形容詞］中くらいの、ミドル、中央　［格詞］～の中心に　［数学］原点　［美
容］ミディアム　［数学］円の中心。球の中心は tim。　［反意語］mes　［レベル］
１　f;e　赤　seel:seel:la felm（真中は母体）　【用例】　kacte xa seel salai. 
中央公園は街の中心にある。
seeltier  ［地学］漸深層。海の垂直区分。　［レベル］６　vl;/　24　［語法］　
tier
seeltomvim  ［生物］腹直筋　［レベル］５　24<22

seeltem  ［生物］中耳　［レベル］４　19

seeltemfaiz  ［医療］中耳炎　［レベル］４　19

seeltuuk  ［名詞］中央広場　［レベル］４　rd;/　24

seelklel  ［名詞］中辞典　［レベル］６　rd;/　24

seelkami  ［生物］委中　21

seelkem  ［生物］中脘　［レベル］６　21

seelxier  ［歳時記］真冬　［レベル］３　rd;/　23

seelslot  ［数学］中心角　［レベル］４　20

seelnoie  ［軍事］特務曹長　［レベル］３　19:ridia

seelvesn  ［言語］中舌　19

seelvent  ［経済］中小企業　［レベル］５　19

seelvelk  ［経済］中間決算　［レベル］５　22　［文化］　divelanxの後に出され
る。
seelflel  ［生物］肩外兪、肩外愈　［レベル］６　21

seelflea  ［歳時記］真夏　［レベル］３　rd;/　23

seelfabor  ［地球の国名］中央アフリカ　19

seelfeme  ［生物］中年期　［レベル］４　19

seelfel  ［ユマナ］中学校　［レベル］３　20

seelmat  ［美容］センターパート　21

seelmool  ［軍事］軍曹　［レベル］３　19:ridia

seelmev  ［言語］接中辞　［レベル］５　19

seelmelkand  ［魔法］中位魔法鏡　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

seeldirei  ［交通］中央分離帯　［レベル］５　rt;/　24

seelgalis  ［軍事］センターファイア式、センターファイア　rd;/　24　［文
化］　gel

seelpase  ［料理］中力粉　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　pase

seelbenom  ［軍事］中佐　［レベル］４　19:ridia

seelhyuxa  ［軍事］中将　［レベル］３　19:ridia

seelhank  ［気象］［軍事］［交通］中高度　［レベル］５　rt;/　23

seelho  ［生物］仙骨　［レベル］５　22:「中心の骨」。骨盤の中央に座すと
ともに、身体のバランスに大きな影響を与える骨であることから。
seelzamo,fv  xezo
seelwalt  ［軍事］上級兵　［レベル］３　19:ridia

seelwaaz  ［数学］中心モーメント、中心化モーメント　21

seellagel  ［政治］中央集権　［レベル］４　19

seelaks  ［建築］中二階　［レベル］４　19　［語法］　アルカでは一階と二階の
間の部屋を指す。
seelaxti  ［地学］中東　［レベル］４　22

seelan  ［ユマナ］中学生　［レベル］３　20

seelandamelal  ［地学］世界標準時　［レベル］４　rd;/「中央標準時」　24　［文
化］　rdでアルバザードのアシェルフィを通ると制定された。
seelavelant  ［死神］中位の死神　［レベル］５　19:melidia axte　［文化］　詩姫
や悠姫や紗枝やランヴェムのこと。死神貴族によって作られたり、
人が彼らと交わることで中位の死神になる。不老不死。　能力は高く、
meldoiなど簡易な魔法はしばしば効かない。
seelarna  ［地名］中央アルナ、中央アルナ市、中央幻京市　［名詞］アルナ大。
文脈によって　［レベル］４　19:melidia alis

seelal  ［地名］中洋、メティオおよびスカルディア　［レベル］４　20:seel/an
xal/insaal
seelalfaal  ［天文］中心食　［レベル］５　21

seelaikxiim  ［化学］果糖ぶどう糖液糖、果糖ブドウ糖液糖　vl;/　［レベル］
５　23　［語法］［文化］　aikxiim

seelinsaal  ［地名］中央インサール　［レベル］４　19　［文化］　→ alasanxal

seelesp  ［気象］中層雲　19

seelen  ［接続詞］seel。中央の。　［レベル］３　21

seelel  ［地名］セーレル川　［レベル］４　20:古シージア語「間にある川」
　［文化］　サヴィア東岸部、リディアとシージアの国境付近にある大
河。海とこの川の間にシージア人が住み着き、文明を築いた。
seeleld  ［言語］共通語、標準語　［レベル］３　19

su,f  xea, nast　faia

sut  ［物理］粒子　［レベル］４　fv;su/te「砂のような」　23　［文化］　世界を
構成する物質として fvで既に考えだされたが、それが物理学的に明
らかになってきたのは vl以降である。
sutte  ［被服］チュチュ　［レベル］４　22:su/te「砂のようにさらさら舞うよ
うな」
sun  ［動詞］yulをくすくす笑わせる、くすくす笑う、笑う　［レベル］２　
lakta:くすくすというオノマトペ　［文化］　女子供の動作。
sun sun  ［擬音］くすくす　［レベル］２　15:制 :sun

sumis  ［動詞］yul（地面など）をくんくんと嗅いで回る、嗅ぎまわる、
嗅ぎ回る、　［動詞］yulを念入りに探す、探す　［法律］刑事、デカ。刑事
課の警察官。現場を何度も嗅ぎまわるように調べることから。　［レベル］
３　20:犬が鼻を地面に近づけてすんすん嗅ぐオノマトペから。
sup  ［感動詞］くさっ！　［動詞］yulという嫌なものを排除する、排除する、
排他する、追い払う　［レベル］２　fovet:sup。臭いにおいを嗅いだと
きに思わず鼻をすするときの音。火急的速やかに悪臭を排除しよう
と短く勢いよくするので、suuのように長くはならず、supと一瞬で
止まるような形になった。
subek  ［人名］スベック　［組み数字］１２/１６　［レベル］４　meltia 46:ardu/
esta;e　14:制 :古 :sbek　［文化］　esta　エスタの第１２子。男。
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suwa  ［アトラスの国家］スワ　［レベル］５　23:ridia

sua  ［植物］トリフ、トリュフ　［レベル］４　16:制 :じゃがいもから
sui  ［植物］芋、イモ、薯　［レベル］２　zg;.selan　lakta:sui（いも）。乾い
たものが原義。　sui:sui　［文化］　sm以降のプロトタイプはジャガイ
モ。
suit  ［料理］片栗粉　［レベル］４　ridia:alakta

suiren  ［人名］誰憐　;suilen　21　［文化］　lusianの登場人物。→ renki

suilen  ［魔法］御社、お社、オヤシロ、おヤシロ、おやしろ、神社　［レベル］
３　sm;alt　21　［文化］　eska

sue  ［動詞］yulをしくしく泣かせる、しくしく泣く、めそめそ泣く、泣
く　［レベル］２　古 :sue（しくしく）鼻をすすって泣くときのオノマト
ペ　［文化］　女子供の動作で、男がやると恥ずかしい。女でもガノや
マユなど、エタットは恥ずかしがる。　【用例】　den sue nos! ti et ar
den kok! めそめそするな、男だろ！：父親が息子に言う台詞。arden
になっているのがミソ。
suu  ［擬音］すー、ずー、すぅすぅ、すうすう、ｚｚｚ。寝るときのオ
ノマトペ　［レベル］２　23

suut  ［形容詞］［ネガティブ］希少価値がない、ありふれた、どこにでもある　［反
意語］tam　［レベル］３　20:古 su/te（砂のような）
suun  ［動詞］aに対して yulを鼻で笑わせる、鼻で笑う、ふんっと笑う、
笑う　［レベル］２　17:制 :lakta:鼻息のオノマトペ。笑いなので supより
長く、それで suuになった。笑いだから nを付けた。　［語法］　馬鹿
にした笑い。　【用例】　haizen! le min suunat a non! きーっ、あの女、
鼻で笑ってきたのよ！
suup,fv  10000　su/palala

S  ［言語］主語→ soi　［レベル］４　sm　20:sol

SYO  ［言語］ＳＶＯ　［レベル］４　23

Sant,szd  sam
Sikyu,f  laal　e

SiiZia  siizia　fv;e

SOY  ［言語］ＳＯＶ　［レベル］４　23

Seere,f  seer　e

n
n,f  seer, novel　fovet

n,ly  属格を示す接尾辞。　keno.k　lyudia keno daiz→ lyudian daiz
のように発展した。keno自体は「の」として lyでも生き残っている。
nn  ［擬音］うーんという唸り声。悩み中や考え中に出る。　［レベル］２
　古
nva,f  mes　vaは戦う
nm  ［単位］ノイスメルフィ、ミリメートル、ｍｍ　［レベル］３　21

nd  ［歴史］ナディア、nadia　［レベル］３　21

ng  ［演繹音］ごくごく、ゴクゴク、ごくり、ゴクリ、ごく、ゴク、コク
ン、んくっ　［レベル］２　rd　23

nb  ［単位］ノイスメルバ、グラム、ｇ　［レベル］３　21

nya  ［文末純詞］不安、迷い、戸惑い　［レベル］２　18:リディアがどもった
ときに ｢にゃむにゃむ ｣と口ごもるという癖なんだかよく分からな
い奇怪な音があり、それを可愛いと思ったセレンがリディア主幹の
モダリティ論に際して造語した。
nya,f  silf
nya,alt  na
nyan  ［名詞］猫の鳴き声、にゃん　［形容詞］名前に後続して「ちゃん」の
ような可愛らしい感じを生む敬称。単独では使えない。　［名詞］～にゃ
ん、～ちゃん。幼児などに対して用いる。敬称。　［レベル］２　21:rid
ia　【用例】　xia nyan しあにゃん。xianyanでも。　nee nyan, luna luna. 
おーい、しあ。おいで、おいで。
nyan(2)  ［接尾辞］～ちゃん、～にゃん。指小辞。　rd;fovet/指小辞の
n　23　［文化］　ankmev

nyannya  ［文末純詞］［女性］［folte］sei　［レベル］１　［類義語］nyaanya　21:ridia
:nyam/nyam　［語法］　女性語だが、主に folteが使う。yunkは nyaanya。
それ以外はどちらも使わないことも。
nyam  ［動詞］yul（内容）を a（聞き手）にいいよどむ、いいよどむ、口
ごもる、言い淀む　［milia］nya　［医療］吃音　［レベル］２　18:seren:リディ
アが ｢にゃむにゃむ ｣といっていたのでミリア限定　［語法］　ekosは吃
音のように途中で言葉が詰まったりすること。nyamは「え、えーと。
うーん……言おうか言うまいか悩むなぁ」のような態度のこと。　
［文化］　口ごもりそうになれば発話をゆっくりにして調節したり、ポー
ズを置いたりする。文の途中で saa,saaと繰り返すことはあまり多くな
い。日本人よりフィラーの使用頻度が少ない。　ポーズを置いてる
ときは首を左に傾げてやや目を細め、考えているような顔をする。
そして左手を前に出す。高さは胸から首くらいである。手は片手拝
みを丸めたような形で、これは「ちょっと待って」を表わす。手は
指を額につけてコツコツしても良い。これも考えていますというこ
とを表わす　いずれにせよ、今考えているので待ってくれというジェ
スチャーを取る。そうでないと話が途中で終わったのか考えている
のか区別がつかないからである　日本人が口ごもるのはまだ発話が
終わっていないという合図のためである。そうでないと終わったの

かと思われてしまう。また、ポーズがあるだけで日本人は話を遮っ
て聞かないことがある　アルカは相手の話は最後まで聞くし、喋り
手も最後まで話すのが礼儀である。だからポーズがあってもゆっく
りになっても聞き手は話を取らない。最後まで黙って聞き続ける。
nyaa  ［rente］nya　［名詞］［形容詞］nyan　［レベル］２　18

nyaanya  ［文末純詞］［yunk］sei　［レベル］１　［類義語］nyannya　21:ridia:nyam/
nyam
nyohe,f  ivn
nyoe,f  moi　nyohe/eria?「弱い水」？
nyu,f  enk
nl  ［単位］ノイスメラ、ミリリットル、ｍｌ　［レベル］３　21　［文化］　1nl
は約２ｍｌ。
na  ［名詞］心、こころ、気持ち、心理　［動詞］yulを感じる、感じる、思
う、想う　［文末純詞］～のようだ。なんとなくそう感じた推量。丁寧語
は anam。　［レベル］１　［類義語］alem　f:saal;e　赤　na:na:lu na:na,alt　［語法］
　na,jo,tiia,hatia,siiaなど、心系はすべて名詞が本義。tiialは愛する
こと、tiiaは愛。なお、siina,tiia,hatiaなど対象を yulに取る動詞は
同時に愛する人など相手を指す受動名詞にもなる。　［文化］　・心の
在処　　アルバザードでは心は胸にあると考えられている。実在の
器官でないということは zgのシージアで戦死者の解剖をして古くか
ら知られていたが、目に見えない器官として存在すると考えられつ
づけた。　苦しんだり悲しんだりすると胸が痛くなるため、心は胸
にあると考えられつづけた。胃腸の調子が悪くなることから、胃腸
にも散在すると考えられたこともある。　smまでは心臓という臓器
と関連付けられることもあった。これは pinaなどの語源で確認する
ことができる。　rdになるとセレンが心について、右の大胸筋のう
ち、上腕骨大結節後から鎖骨に至るまでの鎖骨部に存在すると述べ
た。これが契機となり、以降は心の在り処というとそこということ
になっている。　　・現実では　　英語と違って心臓と心を同一視
することはなく、０５年まで漠然と心は胸にあると考えられてきた。
　０５年以降セレンは過去の出来事を思い出して鬱になると、右の
大胸筋のうち、上腕骨大結節後から鎖骨に至るまでの鎖骨部が締め
付けられるように痛くなるようになった。それまではそんなことが
なかったが、大きな不幸により、そのような体質になった。それか
ら心の在処がここだと考えるようになった。　【成句】　kor na a ～を気
に入る、気にいる、気に入っている。siinaより弱い好意。　rot na 
i ～が苦手だ。sinより弱い嫌悪。苦手感。　【用例】　na em jis 心が
壊れる、心が破れるように苦しい　na xal  変わらぬ心　　el na ban 
alkatta xa leev.　旅は出立つ前が最も楽しく、　el na vem alkatta ken xiv 
on oma.　犬は鳴き声だけが最も恐ろしく、　el na lant alkatta ken xima
in on min tixxe.　女は後ろ姿が最も美しいものでありんす。　xee 
el na diver ken min ol hete elb fenlqtta.　気軽にひょいとめくれ
ば夢はああいずこ。　lyalya mian an xo xen tyu tix yanna.　わっちにゃ
そんなことできんせん。　（『狼と香辛料』賢狼ホロ）　　tyu til na 
noan olta lena et myuo ati total. どんなに離れてても こころはそばに
いるわ（『負けないで』ＺＡＲＤ）
na(2),alt  an
na,f  xin。fv以降、janが滅んでnaがdenと xinの両方を兼ねるように。
　elt;e
na,alt  aa
nat  na/at
natxo,f  ban
natxoku,f  nax　natxo/ku

nati  ［形容詞］敬虔でない、信心が浅い、罰当たりな、信仰心のない　［反
意語］mika　［レベル］２　＠ 19

natilyuo  ［言語］心理所有動詞　20　［語法］　naのみ。
natie  ［名詞］感想　［レベル］３　20:na/til/te

natiesev  ［名詞］感想文、読書感想文　［レベル］４　20　［文化］　学校で読
書感想文という宿題はない。それに似たものはある。ＰＲ文といって、
本や商品など、自分の好きなものをひとつ他人に紹介する文を書く。
自分がなぜそれを良いと思うかを述べ、長所を主張し、他人に共感
させることで、人を惹きつける説得力ある主張ができるように訓練
するためのものである。感想文と異なり、より社会に出た後に役立
つ技能を身に付けられるようになっている。　【用例】　tu de fast tet 
natiesev xa. これ要約じゃなくて読書感想文だわ。
nak  na/ik
nakx  ［再帰動名詞］苦笑、苦笑い　［動詞］yulを苦笑いさせる、苦笑いする　［レ
ベル］３　19:xion:nakinax　【用例】　non siina em tyu feinel ento na sat 
emt mil tyu lut xen les non ladat kokko nakx. 苦笑いして いつも 食べ
てくれるあなたを もっと 悲しいくらいに 好きになる（Ｌｅ　Ｃｏ
ｕｐｌｅ『料理記念日』）
nakl  ［名詞］知覚、認知、認識　［言語］認知　［動詞］yulを認識する、認識
する、認知する、知覚する　［レベル］３　13:制 :語源不詳　［語法］　アル
カでは六感まである。視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、直感の６つ。
　動詞は意識的な知覚行為と無意識の知覚行為に分かれる。また、
無意識の知覚行為動詞と器官名は同じである。　また、その知覚が
対象とするもののリストも挙げておく。例えば嗅覚の対象は「匂い」
という単語である。嗅覚を使って人間が感じ取るのは「匂い」であ
る。このように考えてリストを作る。　　意識的：in, ter, oj, toan, 
xoit, navn　器官＆無意識的：ins, tem, sir, toa, vesn, navi　対象：
ixta, fo, ej, tos, xoi, nals
naklnam  ［生物］感覚神経、知覚神経　［レベル］６　19

naklfia  認知世界　23　［文化］　diaalx

naklyuo  ［言語］知覚動詞　［レベル］６　20　［語法］　inなど。
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naklzelo  ［生物］視床　［レベル］６　20:感覚の脳器官
naklan  ［言語］認知主体　rd　22　［文化］　nakleldfel

naklizm  ［言語］認知革命　rd　22　［文化］　nakleldfel

naklom  ［言語］認知様式　rd　22　［文化］　nakleldfel

naklol  ［言語］事態　［レベル］４　rd　22　［文化］　nakleldfel

naklet  ［生物］視床下部　［レベル］６　20:naklzelo/te

naklenvi  ［生物］［言語］認知能力　［レベル］６　rd　23

nakleldfel  ［言語］認知言語学　［レベル］６　rd　22　［文化］　rdでセレン
が唱えた。この概念ができたことを認知革命という。類型論や対照
言語学やアルカの制作から起こった。地球と異なり生成派からの分
離で起こったわけではない。起こり方からそもそも違う。　nd以降
は下火となり、vlで再評価されるようになった。　　アルカの認知
様式については「●アルカの認知様式 file:///I:/mel22_2/slaitarka/slaiht
ml/study_yulf_147.html」が詳しい。
nakama  ［名詞］仲間、ナカマ、なかま　［類義語］hacn　［アクセント］nakamA　［レベ
ル］３　sm;<,alt</「心の輪」　24:ridia

naki  ［名詞］（na, tilとともに）当惑する、困る、悩む、戸惑う　［動詞］
yulを困らせる、困らせる　［レベル］２　19:xion:古の naと ki（心動く）
から造語。　［語法］　pelsと同じ語法。nakiは「えっ、えっ！？」とい
う感じの戸惑い。pelsは「うーん、う……うーむ」という感じの悩み。
我ながらよく分かる説明な気がする。
nakili  ［名詞］切腹、ハラキリ　［類義語］lulut、tomokali　［レベル］３　sm　
20:古「自分を切る」　［文化］　アルティア人のカランたちが行った自害
方法。アルバザードには形を変えて伝わり、ルルットという形になっ
た。
nakol  ［名詞］感覚、感じ、フィーリング　［レベル］２　szd;<>na/ko（fvで
「内側」）　24
nakolpant  ［生物］感覚系　rt;/　24

nakea  ［名詞］バカンス、長期休暇　［類義語］nian、filnian　［レベル］３　
21:ridia:「心を癒す」　［文化］　社会人にとってはディアセルとメルセ
ル前後の休日ラッシュのこと。それぞれ一週間程度の長さがある。
学生にとってはこれに加え、四季ごとに長期休暇がある。　　・夏
休み　　夏休みは zan fulの終業式の翌日から始まり、ディアセルを
通って zan末まで約一カ月弱の間続く。pal diaから新学期を迎える。
　日本では pal diaは８月１０日ごろなのでアルバザードでもまだ暑
さの真っ盛りで、学生は暑い暑いと文句を言いながら登校する。　
ただ、アルナや特にアルシアではわりとすがすがしい。　　・秋休
み　　冬休みの前に秋休みというのがある。秋休みは ruj kunの終
業式の翌日から始まり、メルセルを通って dia serまで約二週間続く。
dia ravから新学年を迎える。　　・冬休み　　その後一カ月半ほど
して lisの月が丸々冬休みとなる。この前後が最も寒く、体に堪える
ためである。　アルバザード、特にアルナは比較的緯度が高く、夏
より冬のほうが厳しいため、冬休みは日本より長い傾向にある。　　・
春休み　　最後に、ful dia_ful serまでの二週間が春休みである。
nakut  ［名詞］悪酔い　［類義語］maprij　［レベル］３　古 :nakut← nakuts（飲む
な）。リディアは酒に極めて弱く、子どものころ使徒に飲まされたと
ころ、やけに陽気になって仲間に絡んだり抱きついたりした上に服
まで脱ぎ出したことを受け、アルシェはリディアに禁酒令を科した。
しかし日本で飲んでセレンにキスをしたり、アフリカで飲んで服を
脱いだりを繰り返した。このようなことが数回起こったため、「飲む
な」で悪酔いをしているリディアをたしなめるようになり、その後
悪酔いを指すようになった。　［語法］　maprij　【用例】　til nakut 悪酔い
する。寄って人に絡む。
nax  ［動詞］yulを a{tel, haas}に対して笑わせる、笑う　［再帰動名詞］笑い　
［レベル］１　13:制 :natxoku(楽しい口 ,或いは楽しく言う )　natxoku:natxo
ku　［語法］　笑う対象が aに来る。あざ笑うなどネガティブな場合には
telを取り、ギャグがウケたなどのポジティブな場合には haasを取り、
中立な場合に aを取る。　［文化］　vortfeme　【用例】　la naxat mil alser. 
彼女は兄を見て笑った。
nax(2)  ［サール］ナッシュ　［レベル］５　mel:古　［文化］　イーナという妹を
持つ。イーナに誘惑され、婚約者を裏切ってイーナと姦淫し、エル
トに咎められ、切り殺される。
naxsinsol  ［名詞］お笑い番組　［レベル］３　19　［文化］　日本にあるような
ものはない。ユーモアを中心としたトークショーが naxsinsolに当た
る。　【用例】　naxsinsol l'et ban in em sil klak im varzon in. 面白そ
うなお笑い番組が７時からあるみたいだ。
naxiris  ［形容詞］［ポジティブ］心が細分化されている、心の機微が分かる　［反
意語］alnaxiris　［レベル］３　20:na/ixirius（心の鏡）　［語法］［文化］　→ ser
na　自分の感情を様々な表現で正確に表現できるさま。反対に、例え
ば嫌なものは「うざい」だけで片付けるような状態が alnaxiris。naxi
risは知的で風流だというイメージがあり、良い意味で使われる。繊
細で傷つきやすいとか神経質という意味では使われず、機微が分か
るという意味で使われる。alnaxirisは悪い意味で使われる。
naxil  ［名詞］魂の故郷、心のふるさと、心の居場所、精神的よすが、居
場所、精神的居場所、心のよりどころ、よりどころ　［類義語］ruxilo　［レ
ベル］４　20:na/ruxilo（心の故郷）　［文化］　子供のころずっと住んでい
たところが ruxiloであり、これは肉体的なものである。対して naxil
は精神的なもので、子供のころに慣れ親しんだ作品や考え方を指す。
作品とは主に絵、文、ゲームなど、芸術的な内容である。これらのうち、
特に自分に色濃く影響を与えたものを naxilという。　【用例】　diaveer 
xart et naxil e seren. セレンにとってＦＦ４がナシルだ：xartを使っ
ている点でもうひとつの主張をしている。
naxet  ［音楽］楽団、バンド、楽隊　［レベル］４　21:nox/axet

nas  ［動詞］na/es　［レベル］２

nast  ［生物］肘、肘頭　［反意語］mixk　［レベル］１　sert　14:制 :nist古 :su（肘）、
nu（膝）　su:su　［語法］　肘打ちの打突点を中心にその周囲。肘の裏は
含まない。そこが痛いときは肘が痛いですとは訴えない。alnastが痛
いという。
nastsowan  ［生物］曲池　［レベル］６　21

nastbad  ［武道］肘打ち、肘鉄　［レベル］３　rd;/　23

nask  ［動詞］yulを納得する、納得する　［感動詞］なるほど、成程、了解　［レ
ベル］２　14:制 :古 :naka（納得する）。「心が場所を得る」。
nasa  ［生物］卵子、卵（らん）　［レベル］３　＠ 19

nasalor  ［生物］卵管　［レベル］５　19

nasaez  ［生物］卵巣　［レベル］３　19:xion

nasaezpig  ［医療］卵巣がん　［レベル］６　19

nasilu,alt  ban　na/silf

nasoolyuo  ［言語］感情動作動詞　20　［語法］　nax, asex, kuklなど。
nan  ［rente］自分　［レベル］１　中期制アルカ
nan,szl  na、in、onna、nanna　< na

nan,alt  yuu
nanta  ［魔法］奇門遁甲　alt　24

nanti  ［ジョブ］遁甲家　alt　24

nanto  ［人名］ナント　cv;e　24　［文化］　アッティと人間の娘の間に生ま
れた息子。
nantoifa  ［地球の星座］［ユマナ］オリオン座　24　［文化］　ifa

nante  ［名詞］主体　［反意語］olet　［レベル］４　rd;nan/te「自分のような」
　23
nanteedo  ［経済］財団法人　［レベル］５　rt;/　23

nanna  ［文末純詞］［rente］onna　［レベル］１　18:ridia　::nan

nanna(2)  ［rente］nanの複数形、自分たち　［類義語］nosse　［レベル］１　
19:xion
nannal  ［代詞］自分たちの　［類義語］nossel　［レベル］１　20

nanla  ［地名］ナンラ　sm<vm　23　［文化］　ヴェマ内陸部の地域。東西はほ
ぼ中央、南北はほぼ最南端に位置する。
nanlaetek  ［料理］プーアル茶、普洱茶　［レベル］４　rd;/　23

nana  ［名詞］女の赤ん坊　［反意語］alnana　［レベル］２　古 :nana（赤ん坊）。
赤ん坊の擬声語が naanaa。　【用例】　nana enas lavel. 赤ん坊がぎゃー
ぎゃー泣いている。
nana(2)  ［代詞］［kotan］an　［レベル］２　22:kmiir/ridia

nana,alt  ti　na/na

nanatu  ［代詞］［kotan］ant　［レベル］２　22:kmiir/ridia

nanako  ［被服］女袴、ななこ　［類義語］kanata　［レベル］４　sm;<alt　24　［文化］
　日本の大正時代の女学生の袴のような服。凪人女性の一般的な衣
装。kanataと違って股が分かれておらず、スカートに近い。amagatali用
の戦闘服・作業服だったのが一般女性にまで広まったもの。
nanasse  ［代詞］［kotan］ans　［レベル］２　22:kmiir/ridia

nanassetu  ［代詞］［kotan］antes　［レベル］２　22:kmiir/ridia

nanan  ［文末純詞］なんちゃって、～みたいな　［名詞］ギャグ、ジョーク　
［レベル］２　古
nanafeme  ［地学］［歴史］古原生代　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gaavefeme
　原生代（原生累代）の中の３つの代の中の最初のひとつ。２５億
から１６億年前までにあたる。この時大陸がはじめて安定した。そ
して光合成によりエネルギーと酸素を作り出す微生物、シアノバク
テリアが誕生した。
nanami,alt  ti　na/nami

nanal  ［生物］赤ん坊、赤ちゃん、あかちゃん　［レベル］２　rd;nana/al　
20:nana/al
nanaamo  ［名詞］ベビーカー、乳母車　［レベル］２　19

nano  ［医療］ナノ、陰気な性格　［レベル］４　21:vern/na　［文化］　kamelia

nano(2)  ［代詞］［kotan］kok　［レベル］２　22:kmiir/ridia

nav  ［動詞］yulに固執する、固執する、執着する、こだわる、頓着する、
しつこい　［形容詞］しつこい、粘着質な、粘着。navanの形で。　［反意語］
mib　［レベル］３　古 :nav,navade｢ 負けるな ｣。navは navadeの略とも頭
字語化ともいわれる。アルカは幻字を使っていたので、頭字語は口
語上で英語などに慣れているものが勝手に作っただけでその数は少
なく、navadeの略と考えるほうが自然か。　【用例】　vik navan しつこ
い男
navkils  ［ネガティブ］［形容詞］［副詞］いちいち、一々、ちくいち、逐一　［レベル］
３　19:ridia:arbaxelt
navn  ［動詞］yulを第六感で知覚する、知覚する、感じ取る、察する　［文
末純詞］第六感での推量。～な気がする　［レベル］２　16:制 :navi

nava  ［形容詞］神経質、ナーバス、気難しい　［レベル］３　15:制 :navas｢ 気
持ちが戦っているように苛立つ ｣であり、英語のｎｅｒｖｏｕｓと
は無関係。
navas  ［動詞］yulと対立する、対立する　［普通動名詞］対立、いさかい、諍い、
抗争　［レベル］３　19:ilmus:ridia:na/vas（心で戦う）　［語法］　基本的には
手を出さずに対立すること。物理的攻撃を加えない争い。殴りだす
と tovに近付く。さらに規模が大きくなると vasになる。　［文化］　い
さかいが起きたときは第三者を交え、お互いの意見を良く言い合い、
妥協点を見つけて解決する。アメリカのように一々法廷に持ち込ま
ない。話し合っても解決しない場合は法廷に持ち込み、審議を受ける。
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民事の場合、裁判費用は敗者が持つ。
navi  ［名詞］勘、第六感、直感、虫の知らせ　［動詞］無意識に yulを直
感する、直感する　［レベル］３　古 :navi（勘。｢心の力 ｣から）。或
いは navividからか。　［語法］［文化］　viidを知覚するための器官で、
アテンに備わっている。アテンの体内には viidがあるが、viidの
量は晄圧と体積の積に比例する。体積は人間であれば大差ないから、
問題は晄圧である。naviはこの圧力や総合的な viidの量を感じる
ことができるため、相手の強さが分かる。　mestができてからは感
覚的な計測だった強さが数値を用いた計測になった。さらに魔法鏡
ができると目盛りを使って細かく強さを測れるようになった。　現
代人は naviがほとんど退化しているが、予感などとして現れること
がある。例えば相手のセレスが弱くなり死を迎えているのがなんと
なく分かる場合、それを naviで感じ取ることがある。死は視覚や嗅
覚などでもある程度分かるが、naviでも感じ取ることができる。そ
のほか虫の知らせも一部 naviが関与していると考えられている。　

【成句】　navi prest(en) 嫌な予感がする、悪寒がする　【用例】　☆ navi at 
pil. ピリピリしていた。
navils  ［化学］チロシン　19:seren:アドレナリンなどの神経伝達物質を
作る材料となることから。
nave  ［言語］モダリティ　［レベル］６　rd;/　19

navem  ［感動詞］ありがとうございます、もったいのうございます、恐
れ多いことでございます　［レベル］３　古 :na/vem

naver  ［名詞］不安　［形容詞］不安な　［類義語］disgaiz　［反意語］nal　［レベル］
２　19:na/vern（心が崩れるような）　［語法］　naが既に入っているの
で、コロケーションは til naver（不安だ）で良い。　naverは不安。
disgaizは不安と絶望の混じった気持ちで、naverより一般的に強く、
原因も明瞭である。「あぁこれから発表だ。大丈夫かな、緊張するなぁ」
という軽度のぼんやりとした不安は naver。電車で腹が痛くなるか
もというのも naver。「今までこの仕事しかしてこなかったけど、も
う需要がない。しかし４０過ぎて転職してもどこも使ってくれない。
このまま金もなく老いて餓死か孤独死か……」というような不安に
絶望が混じった深刻なものが disgaiz。　naverはドキドキし、心拍
数が上がり、キリキリした胃痛になる。disgaizは鬱になり、過去の
ことばかり思い出し、不安で電車に飛び込みたくなり、背中やみぞ
おちを中心に重苦しい胃痛がする。よって両者の弁別は容易である。
　【用例】　sed naver 不安を拭う、心を保つ　an tilat naver. 心が不安
だった。　an mok van im fis ok naver kal onen mail. xidia! 今夜は
化学に対する一抹の不安を抱きつつ寝る。おやすみ。
navernayu  ［医療］不安障害　［レベル］５　19

naververant  ［医療］クラスターＣ。人格障害の。　［レベル］５　vl;/　
23:mel
naf  ［建築］階段　［生物］分類階級。タクソンの集まり。　［音楽］グリッ
サンド。縦ロールの楽譜でもグリッサンドはきちんと階段状になる。
　［レベル］２　13:制 :nif。対というほど段と階段は意味が接していな
いので、単なるアプラウトによる意味変化として残した。　［文化］　
日本と同じような階段である。手摺がついている。途中で畝って曲
がることもある　【用例】　mod naf 階段を昇る
naft  ［名詞］感動、感心　［形容詞］感心した　［動詞］yulを感動させる　［レベル］
３　14←古 :nafai（心が熱くなる）　【用例】　til naft man{on} 感動する
naf t'arka  ［ユマナ］アルカの階段　［レベル］４　23　［文化］　セレンがアルカ
に関わりだしたのは９１年のことだが、９３年の１０月に初めて自
分の意思で人工言語を作ろうとした。それが神無アルカである。後
に９４年になると、２年になり、恐らく秋ごろだと思うが、クラス
メートがオリーブ色の水性ペンを持っており、それがカッコいいと
思い、近所の文房具屋で買った。赤アンクノットや小説版アンクノッ
トのノートを買った店でもある。そのペンを何に使おうか考え、「そ
うだ自分だけの言葉で自分たちの仲間と話せたり、休み時間人気の
ない廊下で一人で謎言語で呟けて、仮に通りすがりに聞かれたとし
ても何言っても解読されないのは凄いぞ」と思い、アルカをもとに
というかアルカを改定して自言語を作ろうと考えた。そこで後の赤
アンクノットとなるコクヨの１００ページノートを買い、オリーブ
ペンも買い、９４年にアルカの改定案を作った。これが自分で初め
てアルカを作ろうと思った最初の出来事である。　それで、その「自
言語で話せたらカッコいい」という考えは、当時中学がいくつかの
棟に分かれており、自分の教室から一番離れた棟の３階前後を下っ
ているときに思いついたものである。当時から人嫌いで休み時間は
遠くの人気のないトイレに行っていた。自分の行動パターンからす
るに４階奥のトイレだろう。そこで用を足して戻る最中にアルカを
思いついたのではないか。２年のときは２，３階が自分の教室だっ
たので、下っているということは、トイレから出て教室へ戻るとき
ではないか。あるいは音楽室辺りから戻る際に思いついたかもし
れないが、記憶では一人で人気のない階段を降りていたので、恐ら
く休み時間の散歩中だろう。トイレは確証ないが、休み時間の散歩
については確証がある。　そこでその階段というのが右の画像であ
る。ちなみにこの写真は卒業後に文化祭で撮影したものである。ア
ルカをやろうと思いついたのは赤ずきんチャチャというアニメが一
旦放送終了になると新聞に書かれていたころであり、クールの境目
で、大魔王を倒した５０話あたりかその前のクールかのどちらかだ
と思うが、判然としない。チャチャが終わるかもというころにオリー
ブペンを見たような記憶が残っているだけだ。体感的には中２の秋
ごろではないかと思うが、赤アンクノットにも記載がなく、９８年
に中２ではあるがいつかは分からないと推測が書かれているので、
１２年から見たらなおさら分かるわけがない。　追加検証してみた
のだが、赤ずきんチャチャの１クール目が終わったのは２３話で６
月１０日放送の「戦え！卒業試験」だそうだ。これだと記憶よりだ
いぶ遠いし、まだ大魔王を倒していないので終わりというイメージ
がない。大魔王を倒して最終回という誤情報を新聞で読んだ記憶が
あったのだが、大魔王を倒したのが５０話で１２月１６日放送の「愛

と勇気と希望の大決戦」だそうだ。当時はコボちゃんを読んでいた
ので図書館でこの日かこの前後の週の読売新聞を調べれば赤ずきん
チャチャに「終」のような文字が書いてあるのを確認できるかもし
れない。「終」が仮になくともちょうど学校でチャチャが終わるの？
という話をしていた前後にオリーブペンを購入した記憶がある。い
ずれにせよ１２月１６日前後ならアルカの階段が秋ごろだという記
憶にも合致するし、学校もまだ冬休みに入っていない。赤ずきん
チャチャの最終回という誤情報が入った前後にオリーブペンを買っ
た記憶がある。そしてそのペンとともに、あるいはほぼ同時期に後
の赤アンクノットとなるノートを買っている。それらを買って最初
のアルカの改定案を作った。だから間違いなく中２なのだが、やは
り時期は１１，１２月ごろの晩秋となろう。やはり記憶は正しかった
のだ。　更に追記。図書館で９４年の読売新聞を調べてきた。６／
１０には「終」の文字はなく、１２／１６にも意外なことになかった。
１２／９と１２／３０も調べたがなかった。３０日は年末なのでチャ
チャ自体がなかった。その翌週も調べようかと思ったが、もうとっ
くに冬休みに入っているので学校に行っていないので記憶と合致し
ない。あの最終回マークがついていてチャチャが終わると勘違いし
たという記憶はなんだったのであろうか。
nafkotan  ［農耕］棚田、段々畑　rd;/　24

nafmiv  ［名詞］としご、年子　［レベル］４　22:「階段状の子供」
nafhaf  ［数学］階乗　［レベル］５　rd;/「階段乗数」　23　［文化］　→ alfren
　　・０！＝１　　rdで地球に先駆けリュウが発見した。この際０！
＝１と定義された。メル、リュウ、リディアはこの考えに賛同したが、
セレンだけは納得しなかった。　彼は「言葉で表現できないものは
信用できない。数学語はアルカに翻訳しなければ信用できない」と
言い、ｎ！に関して「ｎが１になるまで１つずつ減らしていってか
けていく」という翻訳を拒んだ。この翻訳だとｎが１より小さいと
きに階乗を定義できないので、０！＝１は定義できないためである。
　そこでリディアは「階乗はｎ個の要素の並べ方の個数を表すと定
義すれば、０！は『何もないものを並べる並べ方』なので『並べない』
の一通りがある。よって０！＝１と言葉で解釈できる」と述べ、セ
レンを納得させた。
nafar  ［形容詞］容易な、気楽な、楽な。辛いの反対。　［反意語］kin　［レベ
ル］２　古 :心を伸ばす。古にあった単語でなく、古形から作ったもの。
　【用例】　milx lab nafar 楽な仕事が欲しい
nafart  ［魔法］多段魔法　［反意語］sikaart　［レベル］４　19　［語法］　dolmiyu
　威力を段階ごとに調節できる魔法。火、水、風など、基本属性の
魔法はすべてこれにあたる。例えば火を出す黒魔法のファイがそう
である。魔法はふつう低位・中位・高位に分かれるが、多段魔法は
このうちのどれにでもなれる。呪文を何行目まで読むかで低位から
高位までに発展する。ファイの場合、faiだけだと低位になり、１・
３行目が入ると中位になり、そこにさらに２行目が入ると高位にな
る。分かりやすくいえば、ファイア・ファイラ・ファイガである。
あるいは、メラ・メラミ・メラゾーマのことである。　中位のファ
イと高位のファイは魔法の撃ち方や効果が異なる。単に威力の差で
はない。世界最高の魔道士リディアの低位のファイとクミールの中
位のファイでは前者の方が強い。分かりやすくいえば、「今のはメラ
ゾーマではない。メラだ」である。　むろん、同じ術者によるものなら、
高位のほうが強い。
nafaranoz  ［音楽］スウィープ奏法　21

nafel  ［名詞］心理学　［レベル］４　rd;/　23

nam  ［生物］神経　［レベル］４　13:制 :古 :nameli(感じる糸 )　【用例】　nam 
pil 神経が鋭い、神経質な　nam fim 神経が細い
namt  ［名詞］注意　［動詞］yulに気をつける、気をつける、気を付ける、
気を付けさせる、用心させる、警戒する、注意する、マークする　
［反意語］alm　［レベル］２　14:制 :nimt:古 :naluumi（心がない）　【成句】　taf 
namt 気を引く、注意を引く　【用例】　an fonlat fes namtel. 失敗しない
ように気を付けた。　an namtat fal veinel. もう少し気を付けるべき
だった。　el namt fal im opn amo. 車を運転するときは気を付けな
ければならない。　re namt amo. 車に気を付けなさい。　an namt fal 
les nos kui. 食べるものに気を付ける必要がある。
nams  ［名詞］印象、イメージ　［動詞］yulをイメージする、イメージする。
格組は lotilと同じ。　［レベル］３　14:制 :心の中の形
namsleis  ［芸術］イメージボード　vl;/　24　【用例】　yan non klej fan nam
sleis xi kolt ra. それで、家に帰ったらイメージボードを作ろう。
namsevn  ［生物］神経組織　rt;/　24

namp  ［地名］ナンプ　［被服］パンプス　kk | rt;ナンプでできた靴。　24

nampant  ［生物］神経系　rt;/　24

nami,alt  non　na/mi

namir  ［形容詞］感受性が強い、感情的な　［反意語］nalen　［レベル］３　
19:melidia alis:na e kmiir（クミールの心）　［語法］［文化］　→ serna　
wiltは感情の起伏が強い様を示し、namirは感情の変化が起こりやす
いことを示す。
namo  ［名詞］態度、様子、愛想、物腰　［動詞］yulのように振る舞う、
振舞う　［類義語］naim　［レベル］３　14:制 :na（心）/mo（形）　［語法］　
→ naim　「～がよい」は ratでなく tilで現すことが多いアルカでは、
日本語との違いに注意。「彼は態度が良い」は la namo et ratではな
く、la til namo。　【用例】　si namo 態度が悪い　tu at zal xel la namo va
ndol. 彼があのように振る舞ったのは奇妙だった：動詞用法。稀。　
ren namo skol いつものように振舞って　ren namo nie 普通の人の
振りをして　ren namo haasan 従うようにして、（子供に対して）いい
子にして
namo,f  emt　na/mo「心が下に」
namol  ［形容詞］心が愚かな、心がバカな、精神的に愚かな　［類義語］leit　［レ
ベル］３　20:古 na/mol（心が低い）　［語法］　知的に劣っていないが、精
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神的に愚かなさま。例えばスイーツはバカだが、一流企業に勤めて
いれば心だけバカなので namolとなる。
name  ［法律］猶予、モラトリアム　［レベル］４　13:制 :古 :namel｢ ～しな
い時間 ｣。
namet  ［動詞］yulをうつむかせる、うつむかせる、俯かせる、俯く、う
つむく、うなだれる、項垂れる　［動詞］yulを元気なくがっかりさせる、
がっかりさせる、鬱にさせる　［反意語］alnamet　［レベル］３　21:ridia:「心
が落ちる」　［文化］　俯くことは心が落ち込み、元気がなく憂鬱である
ことを指す。このため、俯くという行為自体が望ましくなく、しば
しば不健康で行儀の悪いこととされる。　この考えは lukletiaから継
承したものだが、現代科学的には頚部の神経が圧迫されることで自
律神経の乱れを起こすことから整合性がある。　現代社会はデスク
ワークなどで俯きが多く、saiと anseの登場で俯き病が増えたことか
ら再注目されるようになった。alnametも体に悪いが、通常この動作
をすることは少ない。　【用例】　te namet veil til levn e. 俯かないこ
と。病気になるよ。　la nametes mil rek. 彼は失敗して落ち込んでいる。
namel  ［形容詞］規制が緩い、厳密でない、人の態度が厳しくない、甘い、
いい加減な、ずさんな、寛大な、杜撰な　［反意語］nadin　［レベル］３　
19:nadinに対して「メルの心」とした。使徒規則を破ったり、約束を
守らないルーズな性格であることから。　【用例】　oz namel ゆるい規
則
namelk  ［名詞］時間の感覚、時間感覚　［レベル］４　20:ridia:mirok:心の
時計
nad  ［動詞］yul（内容）を懸念する、懸念する、心配する、憂う、憂え
る、愁う、危惧する　［類義語］nalx　［レベル］３　19:古 :nadadas（心が重
い）　［語法］　人を心配するという意味ではなく、期待の反対。こない
でくれという不安な気持ち。　【成句】　nad keetoia kont so arbazard 内
憂外患　【用例】　an nad nos vast vil manaka. 大学に受からないのではな
いかと思った。　☆ tu yet det daz al an nad. それは心配するほどの
ことではなかった。　an nad les an sot im fis. 今日したことが心配
だ。　an nadat dagdel mil naver. 不安でやきもきしていた。　an nad 
nife. 成績が心配だ。　an nad vers sofel sin. ささいなことにもす
ぐ心配してしまう。　an nadat ento vort sat. 心配で死にそうだった。
　an nad aaxal les nos sot. 自分のしたことに絶対心配しない。　tu de 
daz a nad. 心配には及ばない＝心配するほどのことではない。　an 
en nad levn. 健康には心配していない。　☆ an fonlat rsiil nad an. 
両親に心配をかけないようにした。
nadman  ［名詞］心配の種、心配の原因、心配事　［レベル］３　19　【用例】　an 
kelat enzel nadman. 心配事を忘れようとした。　an si nadman. 私には
心配事がない。
nadin  ［形容詞］規制などが厳しい、細かい、厳密な、厳粛な、厳正な、
厳格な、人の態度が厳しい、甘やかさない　［反意語］namel　［レベル］３
　古 :nadian,nadin｢ リディアの心 ｣が原義
nadia  ［歴史］ナディア時代、悠久の凪砂、ゆうきゅうのなぎさ　［レベル］
３　古 :na/dia「夢見心地」　悠久の凪砂の凪砂は大航海時代の表れ。
　［文化］　オーディンの後、アルティルの前の時代。
nag  ［動詞］yulを飲み込む、飲み込む、嚥下する、飲む　［擬音］ごくっ、
ゴクッ　［動詞］［ネガティブ］yulを疑わずに信じる、信じる、受け入れる　［類
義語］xen　［レベル］２　19:オノマトペ　【成句】　nag xiv→ xiv　【用例】　te 
nag lei. 本に書いてあることをむやみに信じないで。
nagi  ［アイテム］ナギ、霊水、ポーション、薬草　［医療］栄養ドリンク　［レベル］
３　19:ridia:古 na/gi（金属を入れるな）　［文化］　少量のヴィード傷
を癒すアイテム。白魔法エリアによって作られたもののうち、最も
安価で使い勝手の良いもの。カコで神聖さを増すために銀を入れた
ところ、体調不良を訴えられたため、ナギのあだ名が付き、そのま
ま固定した。　　vl以降は栄養ドリンクの意味になった。
nagi,alt  altia
nagisa  ［アイテム］ナギサ、霊粉、ナギの粉、癒しの粉、ハイポーション　［組
み数字］９/１２　［レベル］４　19:ridia:古 nagi（ナギ）/sa（絹、粉）　［文化］
　ナギを散剤にして持ち運びやすくしたもの。ナギの水分を蒸発さ
せ、残った魔晶をナギサとして得る。
nagisa(2)  ［名詞］アルティア人、凪人、凪紗　［アクセント］nagisA　［レベル］３
　nagi/sa　21　［語法］　altianはアルティア在住の人を指す。nagisaは人
種的なものなので、カレンに住んでいる人も指せる。　日常的には al
tianで後者を意味することもある。
nagisa fagiot  ［人名］ナギサ＝ファギオット　19:seren:古 nagisa（ナギ
の粉）。fagiot← figi（槍）　［文化］　ランティス・タンヴェル期のフ
レメルテ（一級処刑人）。女性。アルナ大学法学部出身。
nagina  ［名詞］腹芸　［レベル］４　sm;nagi/na「凪人の心」。凪紗が腹芸を
行うところからアルバザード人がそのように命名した。　23　【用例】　
okt fiona kon nagina 腹芸で本音を伝える　nagisa et axk a nagina. 凪
紗は腹芸に長けている。
nagibel  ［料理］アルティア食、和食　［レベル］３　22　【成句】　yol kaxi ka 
nagibel. 和食では箸を使え：郷に入っては郷に従え。rdごろにでき
た慣用句。現在は生粋のアルナっ子でも子供の頃から箸を使える。
nagili  ［言語］アルティア語、凪霧　［レベル］３　nagilu　21　［文化］　altiar
en
nagilu,alt  yol eld t'altia　nagi/lu

nagialx  ［名詞］アルティア数字　［レベル］４　22　［文化］　十進法。0から
10まで順に nan, pi, lupu, san, yomi, kaji, anmi, ansa, anlu, anpi, an。
６以降は１０からの引き算になっているのが特徴。五進数の名残を
有する。
nagietek  ［料理］アルティア茶、凪茶　［レベル］３　rd;/　23　［文化］　緑茶
を主とする。

nap  ［名詞］意識　［動詞］yulを意識する、意識する、気にする　［形容詞］
意識した、気にした、気を使った　［副詞］わざと、態と　［反意語］mif　［レ
ベル］３　13:制 :古 :napaal（心の光）
napx  ［動詞］yulを昏睡させる、昏睡する、昏倒する、意識を失う　［医療］
昏睡　［類義語］　［レベル］４　13:制 :napxi（意識をなくす）　［語法］　napx
は昏睡すること。病気や事故などで長く昏睡すること。nelfは一時
的な気絶。
nab  ［名詞］絵の具、ペンキ、ペイント、顔料、着色料一般　［動詞］yul（顔
料など）を a（壁など）に塗る、yul（壁など）を kon（顔料など）で
塗る、塗る、塗布する　［レベル］２　13:制 :nimab（色の材料から）古 :n
imgaabe（絵の具）　［語法］　yulの種類によって yul以下の格が変化す
る。　［文化］　水彩絵具にはフェノールが含まれており、刺激臭がする。
アルバザード人はこの匂いが嫌いで、絵の具＝臭いという頭がある。
　【成句】　beeb yun nab 絵の具のように臭い
naba  ［芸術］パレット　［レベル］３　15:制 :nabsiz（絵の具板）
nabi  ［名詞］へら、ヘラ、スクレーパー　［料理］フライ返し→ geksnabi　［レ
ベル］３　16:制 :nab

nahyu,f  nil　f:saal;na/hyu「心高い」
nayu  ［人名］ナユ　［レベル］３　古 :nayu← naju「心を受け取った」　［文化］
　学問の母。アズゲルの時代に生まれた少女。魔法学を志し勉学に
励んでいたが、１４歳で死んでしまう。最期まで本を手放さなかっ
たナユを哀れんで、ユルグが永遠の命を与えた。その後あらゆる学
問を発展させていく。　【成句】　nayu xanxa fiina arsa yulg 賢者ユルグ
に教えるナユ先生：青は藍より出でて藍より青し
nayu(2)  ［名詞］心の痛み、心の傷　［形容詞］感傷的な、センチメンタルな
　［医療］精神疾患の接尾辞　［類義語］maaya　［レベル］３　古？　【用例】　til 
nayu 胸が痛む、傷つく、胸がいっぱいになる、のどが詰まる　an ti
lat nayu mifel kont fils esk. 雨が降るのを眺めながら感傷に浸った。
　an nayut yu kinel. 深く傷ついた。
nayumel  ［娯楽］ナユメル、チャトランガ様ゲーム、二人零和有限確定
完全情報ゲーム、将棋類　［レベル］３　20:melset e nayu→ melset　［文
化］　ナユを復活させたユルグは師匠としてナユに講義をした。その
生活の中で雨の日の暇つぶしに考え出したものが「ナユメル」とい
う二人零和有限確定完全情報ゲームで、チャトランガに近い。　こ
れがアズゲルでナユを通じて人間に伝わり、各地で広まっていった。
セルメルでは地球のチェスと同じルールのものが生まれ、西洋で広
まった。同時期少し遅れてルティアで将棋と同じルールのものが生
まれ、東洋で広まった。将棋より少し遅れて、ヴェマを中心にシャ
ンチーと同じルールのものが生まれた。　地球と違い、ヴェマから
ルティアに伝来したのではない。交通手段が魔法の時代なので、ル
ティア～アルバザードは海を越えてすぐだったため、むしろナユメ
ルはアルバザードからルティアに行き、ルティアからヴェマにいっ
たと見てよい。　アズゲルからセルメルの長い時間をかけて徐々に
ルールは変わっていったが、この手のゲームのルールは実に合理的
にできているので、進化させていくと地球と駒や規則の同じものが
バリエーションとしてできるものである。　唯一異なるのは、rdで
メルとクミールが作ったシェルトであり、これは対応するものが地
球にない。地球にないのはこのゲームが唯一練られなかったためで
ある。　セルメル以降、ナユメルは残っておらず、二人零和有限確
定完全情報ゲームを指す言葉となった。　アルバザードで有名なの
はチェスと将棋であり、シャンチーは有名でない。アルティルでは
シャンチーは共産圏で主に広まっていたため、地理的に近くとも文
化的にアルバザードから遠かった。　特に将棋は完成度が高く、最
も高度なナユメルとされ、アルバザード人は「流石、魔法の国ルティ
ア」と珍しく関心している。アルバザードではハイソな層のほうが
将棋をやる率が高く、チェスは民衆的。この辺りの事情が地球とま
るで異なる。　ナユメルは電子ゲームの乏しいアルバザードでは格
好の遊びで、ほとんどの国民が行う。日本で履歴書の趣味欄に「読
書」と書くくらい、割合が高い。プロ多数で、ふつうに食っていける。
　日本と異なり、男女で分かれていない。また、たいてい女のほう
が強い。日本で女が弱いのは、図形能力だけでなく、単に女の棋士
が少ないからであろう。アルバザードだとナユメルは女のほうが強
いものだと思われている。実際、ランキング１０の中で女は過半数
を超える。ただし１位はたいてい男で、ぱっと見健常者に見えない
のが特徴。
nayuo  ［言語］感情動詞　19　［語法］　na自体は natilyuo。　vem, lol, ban, 
emtのように、naと共起できるもの。例えば na vemのように。これ
らを動詞として使うとき、心理動詞と呼ぶ。　solは感情を与える人で、
yulは感情を引き起こされる者である。an vem laだと、彼がお化けの
ように怖いのではなく、彼が「ひぃっ！」と怖がっていることになる。
日本語話者は逆に捉えやすいので注意。　→ alemyuo
nar  ［名詞］センサー　［レベル］３　13:制 :na/r（感じる機械）
narte  ［人名］ナルテ　［組み数字］３/６　［レベル］３　19:古 :arnan:神の心　
［文化］　ヴァノンの３番目。男性。戒律を担当した。
nartelil  ［化学］タングステン　19

narxe grant  ［人名］ナルシェ＝グラント　［レベル］５　古　［文化］　４期２
代アルシェのルシーラ。男性。
nara  ［名詞］リムジン　［レベル］５　13:制 :古 :naryaji(触るな ) 

nari  ［形容詞］身分が低い、卑しい、下級の、下賎な、低級な、良くて凡庸、
悪ければ身分が低い、家柄が悪い　［反意語］mila　［レベル］３　＠ 19

naren  ［言語］母語、マザータン　［類義語］noskren　［レベル］４　22:nana/
ren
narem  ［魔法］霊気　［レベル］４　22:na/reim　［文化］　幽霊を知覚するため
の感覚。reimernが現実の存在だった rdまでは reimだろうと犬
だろうと等しく誰にも見えていたが、reimが滅ぼされた nd以降は
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reimが存在しないので、reimが見えるなどという特殊能力は嘘と
されている。単にそこに reimが生き残っていれば見えるし、そうで
なければ見えないだけの話である。ただしこれは adelに即した価値
観であって、kotanなどアルティアの概念については当時のアシェッ
トは何も見解を示していないため、見えないものがいるかもしれず、
霊感という特殊能力を持った人物はいるかもしれない。
nazl  ［名詞］鉛　［レベル］４　sorn

nazltese  ［化学］鉛蓄電池　［レベル］５　19　［文化］　ナディアで開発された。
nazlna  ［名詞］無神経な、ＫＹ、空気が読めない　［反意語］fliana　［レベル］
４　rd:ridia;/「鉛の心」　24:ridia　［語法］　flianaは人の感情を汲み
取って気遣うのが巧いこと。nazlnaはその反対で、そういう気遣いが
できないこと。　【用例】　til nazlna 無神経だ
nazllil  ［化学］鉛→ nazl　［レベル］４　19

nazel  ［地名］ナゼル　22　［文化］　ルティア北東部の中都市。
nal  ［名詞］安心、安堵、気楽、平静　［形容詞］安心した　［反意語］naver　［レ
ベル］２　13:seren:klel:sid:nalya（心が軽い）。オヴィは始めこれを ｢浮
気性である｣と勘違いして解釈し、覚えていた。　［語法］　naが既に入っ
ているので、コロケーションは til nal（安心だ）で良い。naでも可。
　【用例】　an tilat nal. 安心した。胸をなでおろした。胸を撫で下ろした。
　☆ an nat{tilat} nal man tu en emat vist. それくらいで済んで良かっ
た。
nalt  ［軍事］［建築］城、砦　［レベル］３　13:制 :古 :naluta（入るな）　［語法］　
敵の進入を防ぐために特別な防御を施した建物。戦場では砦。　【成句】
　nalt halen tier 砂上の楼閣　pota mokt ka nalt 城で寝床の話をする：
公私混同。宮中でできた言葉。　【用例】　an ladat nalt vol hant xea. 砂を
積み上げて城を造った。
naltkaya  ［人名］ナルトカヤ　［組み数字］５/１４　［レベル］４　語源不詳　［文
化］　(→ -9 pal vio?)第４期３代アルシェ第５使徒。男性。
naltkayalil  ［化学］サマリウム　18:制
naltvas  ［軍事］攻城戦、籠城戦、籠城　［レベル］４　22

naltbal  ［建築］城壁　［レベル］５　rd;/　24

nalta  ［単位］ナルタ、１６００メルフィ、２キロメートル　［レベル］３　
古 :naluuta,nalt,naltaa,nalta。城を表わす naluutaと同じ語源だが、ここでの
入ってはいけない場所は学校を表わす。
nalko  ［動詞］yulに気付く、気付く、きづく　［類義語］xakl　［レベル］３　rd;
na/luko「心が至る」　22　［語法］　xakl　【用例】　nalko hatia 好きだと気付く
nalx  ［動詞］yul（相手）を心配する、心配する、きづかう、気遣う、気
づかう、大丈夫かと心配する、気を揉む　［形容詞］（nalxanで）心配す
るような、心配そうな　［類義語］nad　［レベル］３　19:古 :nal/xa（安心が
あるように）
nalxe  ［アトラスの国家］ナルシェ　［レベル］４　23:ridia　［文化］　面積：
589304.787344 km^2
nalxet  ［言語］安否の挨拶。手紙。　［レベル］４　21:nalx/te

nalxef  ［名詞］安堵の溜息をつく　［動詞］yulに安堵の溜息をつかせる、
ため息をつく　［レベル］４　19:melidia axte

nals  ［名詞］現象、フェノミナン、フェノミナ、自然現象　［レベル］３　13:
制 :naklis（知覚する事柄）
nalnia  ［植物］kmin　［組み数字］７/９　［レベル］４　szl;na/al/nia 「心安らぐ」 
　21
nalnia(2)  ［言語］［文字］標準イタリック体、ナルニア書体、ナルニア　
22:fledilans　［文化］　fledilans

nalnias  ［名詞］希望　［組み数字］１/６　［類音］nalnian　［レベル］３　20:na/nia（心
の支え）　［語法］　心の支えとなり生きる希望となるもの。何かしたい
という意味の希望ではない。
nalniasrein  ［組み数字］希望賞　［レベル］５　21　［文化］　→ rapalx　六柱心。
人間を支える６つの感情で、希望、愛情、信念、不屈、正義、誇り
のこと。これを持っている人間は窮地に立たされても生き抜く確率
が高く、生命力がある。rdでセレンがアシェットの長い苦労を振り
返って諦めずにやり遂げるのに必要だった心を６つにまとめ、ラン
キングにして組み数字に採用した。物事を成し遂げるだけでなく、
絶望から這い上がる支えにもなる。実際アデュに収容されて生きて
出てこられた人はこれらを持ち合わせている比率が高い。alではミ
ロクが心の支えにしており、組み数字の中で最も優れた概念と評し
ている。上位３位と下位３位の間には「不屈の壁」というものがあ
ると考えられている。希望は１位で、これがあるかぎり人間は生き
続けると考えられている。２位は愛情で、窮地に立たされても「娘
のためにもこんなところで死ねるものか」などという強い思いに繋
がる。しかし他者依存傾向があるため、希望ほど強くない。例えば
この場合娘が死んでしまうとどうなるか考えてみるといい。３位は
信念で、「人が何と言おうと自分の生き方はこれでいいのだ」とい
う気持ち。世間が味方に付く場合と敵に回る場合の２パターンがあ
り、他人に振り回されやすい点で順位が落ちる。理想的なのは世間
になんと言われても気にしないことだが、完全に解脱できる人は少
ない。不屈は最もネガティブになりうる感情である。「負けるものか」
という思いや「見返してやる」という思いだけでなく、「復讐してや
る。それまでは死ぬものか」という強い怨嗟にもなるためである。
この怨嗟やコンプレックスはセレンによると１位と同じくらい強力
な力を持つ。それだけで１位並の生命力を与える。しかしそれは諸
刃の剣で、力を得る代わりに自分や周囲の人間を破滅の道に追い込
む。不屈を１位にしてしまった人間は上位３位を得られないとされ、
これを不屈の壁という。正義はこうすべきだという社会的な価値観
で、世間ありきの概念なので自信の根拠が他者依存型であり、窮地
に弱い。従って５位である。誇りは他者を鏡にして自分を映したと
きに感じる安心や優越感のことで、他者依存傾向が強く、自意識過

剰になりやすい。そのため本来の自分を見失いやすく、窮地に弱く、
６位である。ちなみに信仰はそれぞれのパラメータを高めるものと
して全ジャンルにかかるものとされ、個別の順位を占めない。また、
神への信仰は希望、愛情、信念その他の複合概念に分析されるため、
固定の位置を占めない。この点はミロクにとって不都合だったため、
神への信仰も信仰の一種だから、結局はすべてにかかると解釈した。
nalnian  ［名詞］憩い、安らぎ　［感動詞］ごゆっくり、どうぞごゆっくり　
［類音］nalnias　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

nalfe  ［魔法］ナルフェ、魔法力　［レベル］４　20:na/elfe（心の泉）。この
心は精神力で、魔力に通じる。　［語法］　envelen

nalm  ［人名］ナルム　［組み数字］２/１４　［レベル］４　先 :語源不詳。古ア
ルカでの意味はなし。　［文化］　(- 22 dyu lin_4 dia din)　第４期３
代アルシェ第２使徒。女性。yunk。リーザの従姉妹であり親友。リ
ディアの養母。少し耳が遠い。　4 dia dinにサプリの村を襲った魔
族バイアスの火の魔法により焼死。リディアを人質に取られ、武器
を捨ててバイアスの手にかかった。　　・現実では　　(tif 22 dyu 
lin_2 zan mel?)第４期３代アルシェ第２使徒。女性。yunk。リーザ
の従姉妹であり親友。リディアの養母。少し耳が遠い。小学校低学
年のころ耳のことで上級生にからかわれ、当時ケンカ早かった小学
校中学年のリーザが高学年男子を殴って泣かせてナルムを守った。
それ以来ナルムはリーザを慕うようになった。
nalmlil  ［化学］プラセオジム　18:制
nalmi  ［軍事］准尉、ナルミ　［組み数字］１２/２０　［レベル］３　19:ridia:
古 nalya/amir　［語法］［文化］　kana

nalmi grandi  ［娯楽］警部グランディ　［レベル］５　21　［文化］　『コロンボ』
や『警部補古畑任三郎』に相当するテレビ番組。
nalmes  ［建築］城下町　［レベル］５　rd;nalt/mes「城周り」　24　【用例】　oog
akiwain apia fleakit lunak al oogaki del nalmes. 大垣まつりは城下町大
垣に初夏の訪れを告げる。
naldol  ［名詞］里程標、一里塚、マイルストーン　［レベル］４　20:nalta/dol　［文
化］　山道や林道などに１ナルタごとに置かれた石のこと。
nalpita  ［医療］安定剤、抗不安薬　［レベル］４　21

naliz  ［形容詞］心が狭い、狭量な、器の小さい、器が小さい、おちょこ
な　［反意語］klom　［レベル］３　20:古 na/liiz（心が小さい）　【用例】　haxt 
naliz 狭量な上司
nalo  ［動詞］yulを察する、察する、分かる、わかる、解かる、感づく、
感付く、勘付く、勘づく、かんづく　［形容詞］（naloanで）察したような、
察するような、悟った、悟ったような　［レベル］３　古 :nalo（心を知る）
　【用例】　non nalot kit tu ati kal xi lod a lazka. うすうすわかってきて
はいた。私が高校に入ったときぐらいから：ここの「ぐらい」はア
ルカでは訳出しないのが自然。
naloenvi  ［名詞］察知力　［レベル］４　22

nalen  ［形容詞］機械的な、感受性の弱い　［反意語］namir　［レベル］３　
19:ne e enna（エンナの心）　［語法］［文化］　serna

nalem  ［言語］詩　［名詞］歌詞。特に詩的な歌詞。　［レベル］３　古 :na/lem（心
の音楽）　nalem:nalem
nalumi  ［植物］ハナミズキ、はなみずき　［レベル］４　sm;alt　22

nalumi(2)  ［名詞］房飾り、ふざ飾り、房、ふさ　［アクセント］nalumI　rd;<alt
「ハナミズキ」とアクセントが違うだけで同根。　24
naa  ［感動詞］ねえ、ねぇ、なあ、なぁ　［レベル］１　古　［語法］　neeの a系列。
男言葉。
naat  ［名詞］２０歳代の女　［反意語］alnaat　［レベル］２　13:制 :古 :nait（成年
男子）
naatfeme  ［地学］［歴史］新生代　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gaavefeme　
約６４００万年前から現代までに相当し、恐竜が絶滅した後、哺乳
類と鳥類が繁栄したことで特徴づけられる。　新生代の始まりごろ
に、アルテがエルトとサールに分裂した。
naatal  ［生物］２０代　［レベル］２　rd;naat/al　23

naax,szd  ban
naaxa  ［非言語］ナーシャ　［レベル］３　古 :「心が有る」が原義。　［語法］　
右腕を曲げて胸の前に持っていき、上体を曲げてお辞儀する。目は
相手を見る。男から女へのお辞儀。
naasel  ［被服］モーニングハット　rt;naazel.k　24　［文化］　rtで書かれた
"naasel ist naazel"という小説内で造語された。作中で主人公はメティ
オのお金のナーゼルでこの帽子を親切な貿易商から買うが、これを
かぶると透明人間になれる――という内容の本。
naaselan  ［名詞］透明人間　rt;/→ naasel　24

naan  ［副詞］念のため、一応　［レベル］２　古 :naan　［語法］　恐らくそうで
あろうことは分かっているが確認するさま。　【用例】　an sain van naan
el. 一応確認します。
naanya  ［アトラスの国家］ナーニャ　［レベル］５　23:ridia

naana  ［親族］孫娘ちゃん　［レベル］２　19:ridia:hanaと nanaをかけたのだ
ろう　［語法］　miia　nanaと似ていて区別しづらいが、人間の年齢区分
と親族名称は使われる場面がしばしば異なるので案外大丈夫。
naav  ［ポジティブ］［形容詞］心が強い、精神的に強い、気丈な　［類義語］
vien、kanvi 　［レベル］３　20:navivi（心が強い）　［文化］　男は kanvi
で女は maavだと思われている。
naayu  ［物理］［医療］［魔法］クオリア、感覚質、感じ　［レベル］５　22:na/yu
「感じられる」　［文化］　dolmiyu, seles　　vlで提唱された概念。心理
学で最初に提唱され、物理や医療や言語学などにも応用された。特
に ljでは魔法学において大きく実用された。　　・魔法のクオリア
　　ljの現代魔法学においてセレン＝アルバザードにより「魔法の
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クオリア」が提唱された。彼は多くの 3,2遺伝子が魔法を使えなく
なったことを「失魔症（失晄症）」(dialeev)と定義し、その原因が
「魔法のクオリア」の消失にあると唱えた。　　まずクオリアにつ
いて。ヒトなどの動物は外部から刺激を与えると感覚器がそれを捕
え、神経細胞の活動電位として脳に伝達される。その際になんらか
の質感が経験される。　例えば７００ナノメートルの波長の光を浴
びせるとしよう。このとき目という感覚器がそれを受け取り、脳に
伝達する。その際ヒトは「赤さ」を感じる。そしてこの「赤さ」の
ことをクオリアという。　　同じようにヴィードの中で魔法に関す
るヴィルが触覚や naviなどの感覚器を通じて脳に伝達された際、ヒ
トは「魔法の力」を感じる。この「魔法の力」もまたクオリアであ
り、魔法のクオリアということができる。　ときに魔法は一定の配
列の魔晄を集め、それが閉式魔法になるかどうかで魔法として成立
するかどうか調べる性質のものである。例えば火の魔法 faiには独
特の閉式魔法の配列が存在する。その特定の配列の握 (walkili)が感覚
器を通じて脳に伝達されたとき、ヒトは「これは火の魔法ファイの
感覚だ」という感じを覚える――すなわち、ファイの魔法のクオリ
アを得る。　太古の昔から魔法を使うときの感覚は口では言い表し
がたいもので、「こういう感覚」としか言いようがなかった。そのた
め、同じ魔法が使える者同士の間では「あの感覚のことだよ」と言
えば「あぁ、あれのことか」と通じるが、使えない人には「どうい
う感覚なんだ？」となってさっぱり通じないというのが一般的であっ
た。そしてこのことが魔法を座学だけで教えることの難しさにも繋
がっており、同時に中世までは魔法学という学問体系の発達を阻害
していた。　太古の昔から魔法は感覚的なものであった。そしてそ
れは魔法学が発達した sm, rdにあっても同じことで、理論的には大
成したものの、相変わらず実践面では「あのディアリーヴァを撃つ
ときの感じ」というような表現でしか魔法を使う感覚を他人に伝え
ることができなかった。　その原因がなぜかということが rdでは明
らかにされていなかったが、ljの現代魔法学によって初めて「魔法
のクオリア」という概念が提唱され、原因が明らかになった。つま
り魔法の実践というものはクオリアを通じた感覚的なものであって、
表現に苦しむのは当然だということである。　魔法を人に伝えられ
ない原因は、魔法にはクオリアが存在し、そしてそれのみによって
感覚を共有できるためである。ガレットが可視であったり匂いがあっ
たりすればクオリアがなくても魔法を理解することができたかもし
れないが、ガレットは通常の感覚では知覚しづらいため、クオリア
を共有することでしか感覚を伝えることができなかったのである。
　　・なぜ現代人は魔法が使えないのか　　さて、これが 3,2遺伝子
の失魔症に繋がる。3,2遺伝子はヴィードの総量が弱い傾向にある。
だが総量が弱いだけであれば、弱い魔法なら使えるはずである。に
もかかわらず全く魔法が使えない個体ばかりになってしまったのは、
むしろヴィードの総量の問題ではなく、単に「魔法のクオリア」を
得ることができなくなってしまったためである。　赤の光を見ても
赤という感じを得ることができない動物は赤の感じが分からないの
と同様、魔法の感じを得ることができない多くの 3,2遺伝子は魔法が
どういうものかという感覚が掴めないのである。　魔法の感覚が掴
めない以上、魔法は使えない。そして魔法を使わなければヴィルの
力はどんどん弱って劣化していく。　このことはユノやノアについ
ても同様である。つまり、3,2遺伝子はそもそも「ヴィードのクオリ
ア」を消失しているといえる。それゆえに時間を重ねるごとにヴィー
ドの総量も弱くなり、ますます人類は魔法の力を失っていったので
ある。　　・現代に魔法を復活させる方法――魔法使いになるため
に　　3,2遺伝子において失晄症は優勢な遺伝的特徴である。しかし
それは 3,2遺伝子が必然的に持つ特徴ではない。ゆえに現代において
も魔法を使えるユーマの一族が稀に生まれることになる。彼らと一
般人の違いは魔法のクオリアを獲得できるか否かにある。　という
ことは、言い換えれば人工的に魔法のクオリアを与えることができ
れば、3,2遺伝子であろうと魔法使いになれるということである。そ
して ljのセレンの研究の意義はそこにあった。人工的に魔導師を生
産すること、すなわち現代における魔法の復活がこの研究の目標で
あった。　　ヴィード自体はカルディア全土に広く行き渡っている。
特にアトラスには豊富である。問題はそれを感覚器が脳に伝えても
クオリアを生じないことにある。感覚器自体は rd時代と何ら変わっ
ていない。naviの衰えはあるものの、感覚器自体に大きな変化はな
い。　そこでセレンは任意の握が感覚器から脳に伝達された際、そ
れを特定の電気刺激に変換して脳に伝えることで、魔法のクオリア
を再建しようと考えた。例えばディアリーヴァの魔法にはディアリー
ヴァ特有の握の配列がある。この配列を中世魔法学の技術で読み取
り、現代科学の工学で電気信号に変換する。するとディアリーヴァ
の魔法の配列が電気信号に置き換わる。これを脳に流すことで特定
のパルスの電気刺激が脳に与えられる。これにより魔法のクオリア
を持たない人間であっても、「あぁこの感じはディアリーヴァの魔法
だ」と理解することができる。　　被験者にクオリアを獲得させた
後の作業は次の通りである。今度は逆にそのディアリーヴァの感覚
を脳内で想起させる。「ディアリーヴァのあの感じを思い出せ」と念
じながら特定のパルスの電気信号を想起させる。当然最初は同じ感
覚を再生することができないが、「りんごの赤さ」や「空の青さ」を
想起できるのと同じく、訓練によりディアリーヴァのクオリアを想
起することができるようになる。　これにより被験者はディアリー
ヴァの魔法のクオリアを電気刺激の想起という形でアウトプットす
る。その電気信号を現代工学で読み取り（これは vl水準の科学力で
も容易に可能であった）、中世魔法学の理論を用いて周囲のガレット
を集め、ディアリーヴァの配列になるように握を編む。これにより、
ディアリーヴァの魔法が発生する。　　このようにして、魔法のク
オリアを持たない個体であっても、科学と魔法学の融和により、魔
法を使うことができるようになる。こうしてセレンは現代に魔導師
を蘇らせようと目論んだ。　しかしそれには多額の研究資金が必要
であった。422年ごろの貧乏研究生時代にはとてもではないが実験不
可能な――そしてたとえ可能でも世の中に必要とされない――発想
であった。なぜ必要とされないかというと、単純な軍事力としては
既に現代兵器のほうがかつての魔法の威力を上回っていたためであ

る。例えば rdの標準的な魔導師が放つファイの魔法は単純なジュー
ル換算でいえばダイナマイトやミサイルに遠く及ばない。ならば兵
器に頼ったほうが確実かつ合理的である。それで現代に魔法を復活
させるということはただの絵空事として世間の注目すら浴びなかっ
た。セレン青年がいかに人生をかけて理論を構築し、ネットで活動し、
自費出版で啓蒙しても――である。　だが ljで現れた「科学の力だ
けでは倒すことのできないディミニオンという災厄」が彼の人生を
大きく変えることになる。魔法の力を併用しないと倒すことのでき
ないディミニオンの登場により、彼の現代魔法学は一躍脚光を浴び、
時代の寵児となる。　すると途端に研究資金が降りるようになり、
実験がスタートした。セレンはメルなどの助手の協力を得て研究を
進める。そして彼の理論は実証され、現代社会に人工魔法と人工魔
導師が誕生することとなった。
naaze  ［名詞］怒り　［類義語］jo　［レベル］２　szd;na/jo　21　【用例】　til naa
ze 怒る　tu et beim xel el til naaze fiina nos. tu et lant xel el til 
naaze fiina mex. pin, el til xin serjo olta lu til naaze. 自分のため
に怒るのは醜いことだ。人のために怒るのは綺麗なことだ。ただ、怒っ
ても感情を爆発させてはいけない（seren arbazard）
naazel  ［経済］ナーゼル、メティオの通貨　［レベル］５　22

naaj  ［魔法］風。五行の２番　［医療］肝　［レベル］４　szl;na/jo。怒りは肝
を傷める。　21　［文化］　klevans

nai  ［動詞］yulを軽視する、軽視する、軽んじる　［反意語］byui　［レベル］
３　古 :nyai（軽視する）。「軽く見る」が原義。　【用例】　alan le nai 
fel gilk vort teel xi en fil. 金にならない学問を軽視する社会は遠
からず滅ぶだろう (seren arbazard)
naito kalan  ［娯楽］ナイトカラン　［レベル］５　21:naitoは altで、主人公の名。
　［文化］　『るろうに剣心』に相当するアニメ。
naisk  ［普通動名詞］読心　［レベル］４　rd;/。sexiskからの類推で。　24

naiskom  ［普通動名詞］読心術　［レベル］４　rd;/。sexiskomからの類推で。
　24
nain  ［名詞］警察　［レベル］２　15:制 :恣意　［文化］　警察の階級は kana参照。
　警察は軍務省の下の警察庁に属する。各都市には北区にひとつの
警察署があり、要所ごとに交番が存在する。　円形都市でないサプ
リなど、田舎は規模によってまちまちの扱いである。あまりに小さ
い街が点在している場合は、一括してひとつの警察署が管理するこ
とがある。　日本の場合、東京は警視庁で道府県は警察本部が置か
れるが、アルバザードはそのようなことがない。また、これら２者
は地方であり、中央として警察庁がさらにその上に置かれるが、こ
の違いもアルバザードにはにない。　伝統的に中央集権かつ小さな
政府であるため、警察署はすべて中央に属しつつ、運営は地方の職
員で行っている。所属は形骸的なものであり、各警察署の実権を持っ
ているのは地方である。中央は各警察署の足並みをそろえる必要が
あるときにだけ指示を出す。　警察署は企業と同じく arkaltが最上位
で、woolが最下位となる。　　円形都市には２５６箇所の交番があ
る。　カルテの東西南北大通りに繋がる箇所に１つずつ。　春通り
には大通り (12, 3, 6, 9)に交番を置く。計２８箇所。　夏通りには非
大通り (12, 3, 6, 9以外 )に交番を置く。計５６箇所。　秋冬通りには
すべての通りに交番を置く。計１６８箇所。　合計２５６箇所である。
　１つの交番には４人の警察官が配属される。ただし冬通りには８
人ずつ配属される。従って、１都市に１６９６人の交番勤務がいる
ことになる。　　交番には交番課の警察官が配属され、刑事課の警
察官との上下関係はない。どの課であろうと階級制度は同じ。刑事
課の woolより、交番課の wiizのほうが偉い。　これは日本とも同
じであるが、一般の日本人は刑事の方が偉いと勘違いしている。ア
ルバザードでも同様で、ふだん見慣れている交番課より刑事課のほ
うが偉いという誤解がある。ただ実際、警察官の志願状況を見ると
それは否めなく、優秀な人間ほど刑事課などに行く傾向がある。　
交番課の最高位は nalmiである。nalmi～ woolまでが配属される。刑
事課も同様に nalmiが最高位である。実際 nalmiが交番に勤務するこ
とはなく、管理などの仕事を行う。　通常交番にいるのは wetta～
woolである。ハコ長は wettaで、必ず１人。wiizも１人で、残りの
２人が woolである。交番によっては wiizが２人で woolが１人とい
うこともある。　交番は４人だが、常に２人交番にいなければなら
ない。無人にしてはならない。また、常に警察官は２人で行動する。
何かあったときに対処しやすく、汚職や職務怠慢を防ぐ効果もある。
従って、パトロールは常に２人で行う。　　交番は警察署の管理下
にあり、警察署には交番課以外の課がある。そのため、１都市の警
察官は当然交番勤務の合計より多い。　警察署間に優劣の差はなく、
カテージュの arkaltとワッカの arkaltは同位である。ただし、しばしば
国家的な代表として警察署長官が出てくる場合、それは中央アルナ
であるため、暗黙の了解として中央アルナの arkaltが最も位が高い。
nainka  ［軍事］［政治］警察署　［レベル］３　19　［文化］　→ nain　北区に置か
れる。交番課以外に勤務している警察官はここで仕事をする。
nainlizno  ［政治］警察庁　［レベル］４　19:ilmus:ridia　［文化］　軍務省下。
治安を維持する。
nainan  ［軍事］［政治］警察官、警官、お巡りさん、おまわりさん　［レベル］
２　19　［文化］　→ nain　最も身近なのは交番課に勤める警察官であ
り、通常はこれを指す。刑事なども警察官むろんである。　制服着
用で、デザインは軍隊と同じ。ただし色は暗く黒い青。武器は銃と剣。
nainamo  ［交通］パトカー　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　levnamo

nainez  ［軍事］［政治］交番、派出所、駐在所　［レベル］３　19　［文化］　
→ nain　１都市に２５６箇所あり、交番課の人数は１６９６人であ
る。派出所システムは世界的には珍しいが、治安維持として優れて
おり、アルバザードにも存在する。　交番課の仕事は、パトロール
と人助けである。困っている人がいれば助ける。車社会でないため、
老人の荷物を持ったり、おんぶして運んだりする。アルナは小さな
犯罪が少ない都市なので、警察官は愛想が良く親切というイメージ
が強い。裁量は大きく、警察官個人の良識に任せて人助けをするこ
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とができる。そのため、「今日は暇なので風邪を引いたパン屋の娘
の代わりに店番をした」とか「児童の宿題を手伝って鳥を捕まえた」
という例も散見できる。　ただ、日本人に理解しがたい面もあり、「死
刑があってお祭り騒ぎなので、民衆を整列させた」とか「引きずり
刑で死刑囚の内臓が道に零れ、刑罰庁の役人が来る前にカラスが来
たので斬り捨てた」といった「人助け」もある。
naif  ［形容詞］心が温まる　［名詞］暖かい感動、感銘　［レベル］３　13:制 :naif
心を暖める　【用例】　ladan t'arka siinat kloa naif. アルカの作者は心温ま
る物語を好んだ。
naim  ［名詞］心勢、心の姿勢、態度　［類義語］namo　［レベル］３　21:na/maim
　［語法］　namoは気分の現れとしての態度で、naimは気持ちの持ち方
や方針。戦術と戦略の違いに相当。　maimと音が似ているため、韻
によく使われる。　【用例】　naim knak{iwa} 正しい心、まっすぐな心
nao  ［音楽］ハープ、竪琴、琴　［レベル］４　fv　赤 :古アルカではリュー
トとなっているが、これはセレンがリュートとハープを逆に覚えて
いたための誤り。
naon  ［地名］ナオン　［レベル］５　15:制 :古 :nao（竪琴）から。　［文化］　ソー
ンの使徒ヴァレムの支配地。
naon(2)  ［アトラスの国家］ナオン　［レベル］５　制　［文化］　面積：
1862871.888707 km^2
naov  ［動詞］yulをためらわせる、ためらう、躊躇する、躊躇う　［自然動名詞］
ためらい、ちゅうちょ、躊躇い、躊躇　［レベル］３　22:na/ov「心揺れる」
nao valem  ［人名］ナオ＝ヴァレム　古 :右の名は後付け　［文化］　初代ソー
ンの第１０使徒。異性魔王。
naod  ［名詞］目次、コンテンツ、目録　［レベル］３　13:制 :nao/eda（章毎
の題目を連ねたリスト）。naoはここでは naeの意味。
naol  ［名詞］吟遊詩人、バード　［レベル］４　13:制 :古 :naoal

naoifa  ［地球の星座］［ユマナ］こと座　24　［文化］　ifa

nae  ［名詞］劇の一幕、一幕、１幕、一章、文章の一章、チャプター、１セッ
ト、セット、１ラウンド、ラウンド　［法律］章　［音楽］番。曲の１番２
番などの番のこと。　［レベル］３　16:制 :nao。古では naoが多義語。劇
の合間をハープで知らせたことから。
naes  ［形容詞］不機嫌な　［動詞］yulの感情を害する　［名詞］不機嫌、機嫌
が悪いこと、嫌な気分　［反意語］miox　［レベル］３　13:制 :心を不快にす
る。na/esiから。　【成句】　yunk kmiir as em naes im kulan クミール
嬢ですら空腹時には不機嫌になる：衣食足りて礼節を知る　【用例】　an 
emat naes mil namo xille laat. 彼の無礼な態度に不快感を覚えた。　
non at naes var sel. 今日は一日機嫌が悪かった。　an nat naes im tu 
faar. 今朝は機嫌が悪かった。　an nat naes. 気分を害された。
naeld  ［言語］ラング　［レベル］６　19:心の中の言葉
naeldfel  ［言語］心理言語学、神経言語学　19　［文化］　ユルトらの誕生後、
セレンらが大成。
naelis  ［名詞］以心伝心　［レベル］３　22

nau  ［形容詞］嬉しい　［動詞］yulを喜ばせる、喜ばせる、喜ばす、喜ぶ
　［反意語］emt　［レベル］２　19:古 :nahyu　nahyu:nahyu　［文化］　日本人よ
り大げさに表現する。肘を曲げて両手を挙げる。手は拳にする。ちょ
うど肘がわき腹の高さで、拳が顎にくる。ファイティングポーズの
ようなガッツポーズのようなポーズだが、これが喜びのジェスチャー
である。hwaなどと声も出して喜ぶ。周りの人は事情が分かっていれ
ば tisoaなどと声をかける。アルバザードでは嬉しいことがあると知
人を集めて一緒に喜ぶことが多い。　【用例】　non nat nau mil yu hek 
i la. 彼からの手紙をもらって嬉しかった。　［メタファー］nau yun oma 
犬のように楽しそうな　an nat nau man ter tu vert. その知らせを聞
いて嬉しかった。　☆ an na vil nau nod tu. これ以上に嬉しいこと
はない。　non na nau im xa kokko la. 彼と一緒にいられればうれしい。
ni,alt  ini　ini.l

nit  ［単位］１０００分の１、毛、毫　［レベル］３　19:恣意
nik  ［名詞］(na)驚く　［動詞］yulを驚かせる、驚かせる　［形容詞］驚いた　［文
頭純詞］驚いたことに　［反意語］setie　［レベル］２　19:nak:13:制 :古 :naki（心
を動かす）　［文化］　日本人は驚くことを特に恥ずかしがる国民性だ
が、アルバザード人は感情をストレートに出すので、素直に驚いて
みせることが多い。そのため、日本人から見るとやや大げさ。しかし、
周りが誰も驚いていないのに自分だけ思い切り驚いてしまうと、さ
しものアルバザード人もかなり気まずいと感じる。　【成句】　nik ento 
saal vern ヴェルンサールが起こるほど驚く：驚天動地　【用例】　an nat 
nik man la ik nok. 彼が現れて驚いた。　an nat nik yun agel. 飛び上
るほど驚いた。　nik, lu et hacn e hacn ant xa. 驚いたことに彼は友
達の友達だった。　an ovat vil nos man na nik rak. 驚いて身動きが
取れなかった。
nikkov  ［名詞］びっくり箱　［レベル］３　19:nakkov:14:制 :驚かせる箱
nikkel  ［動物］ふぐ、フグ、河豚　［レベル］３　21:nikl/eli。テトロドトキ
シンの作用
nikx  ［形容詞］渋い、しゅうれん、収斂、しゅう斂、収れん、収斂味、
収れん味　［料理］渋　［レベル］３　14:制 :niklxoi（痺れる味）
niks  ［動詞］yulを aに倒す、倒す、転ばす、箱の山などを崩す、立って
いる状態から寝ている状態にする　［文字］イタリック。tik参照　［レベル］
２　14:制 :naks:恣意　【用例】　yuuyu niksat kont tiles xipl. teel a. 萌えっ
子がケーキを持ったまま転んだ。お約束だ：この tilは動作動詞。　
an at niks ras fou a vext. 氷の上で何度か転んだ。
nikl  ［医療］麻痺　［動詞］yulをしびれさせる、痺れる　［魔法］ニクル（ホー
ルド）。害の中位黒魔法。相手を麻痺し、動きを鈍らせる。脚に回る
と事実上動けなくなる。ラルトで解除できる。メレントを持ってい
るとかからない。　［レベル］２　13:制 :nakl。知覚できなくなることなの

で naklの n対にした。元は対だったが、対であることが記憶できない
くらい意味が離れているので解体しなかった。
niklot  ［生物］翳風　21:niklon

niklon  ［医療］中風　21:nikloi

nikloi  ［魔物］ニクロイ（痺豚）：第四十六天：雷の炎天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:nikl/owi（痺れ豚）　［文化］　獣族。鎧をまとい、豚
の顔をした巨人風の魔物。目が赤い。豚がいっちょまえに人間の真
似しているような姿をしている。剣は帯電しており、触れると感電
する。
nikle  ［医療］ポリオ　［レベル］６　19:nikl/efa

nis  ［名詞］へこみ、凹み、くぼみ、窪み　［形容詞］へこんだ、くぼんだ　［電算］
タブ、ＴＡＢ　［反意語］wax　［レベル］３　19　【用例】　nis sex 唇を丸める
nisk  ［被服］毛皮、ファー　［レベル］３　19:nosk:13:制 :niyok（毛のついた
ままの皮）
niskarn  ［被服］ファーコート　［レベル］５　21

nislots  ［電算］タブキー、ＴＡＢ、タブ　［レベル］４　20

nisi  ［名詞］プラグ、入れるほう、差し込むほう、差込プラグ、差込み
プラグ　［反意語］maxa　［レベル］３　＠ 19

ninf,fv  nif
ninfa  ［娯楽］ニンファ　［レベル］３　古 :ninfa← ninf（段）から。　［文
化］　対戦ゲームの一種。地平線を書き、正方形を乗せ、それを４個
のブロックに縦横に区切る。そこにエルトサールを市松模様に書き
入れる。これが初期状態である。エルトが先攻でサールが後攻となり、
各々自分の記号を好きな場所に新しくブロックを書き加える。縦横
斜めいずれにか３つ記号が並んだほうの勝ち。あくまで地平線とそ
の上に乗るブロックという理念なので空中にブロックは置けない。
ブロックの上か地面の上にしか置けない。横はどこに置いても良い。
全く横に隣接するものがないところにブロックを作っても良い。イ
ニアよりも高度だが、シェルトほどではないのでやはり子供の遊び
という感覚が強い。
nif  ［名詞］段　［名詞］段階、レベル、ステップ、水準、グレード、位
（くらい）、ランク、～段、学年、コース　［言語］アスペクト、相　［生物］
タクソン。分類階級ごとの分類群。　［レベル］２　13:制 :古 ninf（段、
差異）　ninf:ninf　［語法］　初級、中級、上級のようなレベル分けは
アルカでは yuli, malt, mavで表現する。　【用例】　til nif kes レベルが
上がる
niftil  ［娯楽］レベルアップ　［レベル］３　22

nifxaz  ［娯楽］レベルキャップ　［レベル］５　22　【用例】　nifxaz e tu liva 
et 100 da. このゲームのレベルキャップは１００だ。
nifsi  ［娯楽］レベルダウン　［レベル］３　22

niffreyu  ［言語］相副詞　［レベル］６　21　［語法］　moa, makのようなアス
ペクトに関する副詞。ネーミングから見ると典型は mak類で、moa類
は非典型。
nifzams  ［普通動名詞］飛び級　［レベル］４　19:melidia

nifl  ［名詞］ハシゴ、梯子、はしご　［レベル］３　13:制 :古 :nifal（階段の）
nifi  ［言語］段落、パラグラフ、小節（文章が段落ごとに 1字あけで
段を成すことから）　［レベル］３　16:制 :nif

nife  ［名詞］成績。成績表や試験の成績（甲乙丙など）。　［レベル］２　
16:制 :nifa
nim  ［色］色　［名詞］種類。色のようにバリエーション豊かな種類のこ
と。fonimなど。　［動詞］yulを aに染める、染める、そめる　［普通動名詞］
染色　［シェルト］色駒　［レベル］１　f:saal;e　定　nim:nim:la fevl:hana,alt, pa
xil,in　［語法］　→ xistina　　＜基本色＞　　基本色は１０色で、日本
語より多い。赤味噌はどうみても茶色なので、アルカでは茶色という。
　基本色は fir（白）,ver（黒）,har（赤）,soret（青）,diia（緑）,imel
（黄）,lette（茶）,kaaf（桃）,dolf（灰）,lejemme（紫）であり、オレ
ンジや水色は含まれない。そのため、どう見ても水色のものをアル
バザード人は大雑把に青ということがあるので注意。制アルカの歴
史をくんで常にこの順序で並ぶ。　　＜伝統色＞　　伝統色は rdで
ファミイとセレンが制定したもの→ xistina　　＜色のコロケーショ
ン＞　　●彩度と明度　　彩度と明度の強弱、それと色相によって
定まる。下記に見るようにアルカの色の形容詞は体系的にできてい
る。　和訳は専門的な言葉より、日常日本人が使っている色の形容
詞表現を宛がう。ただ人によっては例えば何を「渋い」と捉えるか
まちまちかもしれないので、訳語がピンと来ない場合は彩度と明度
の強弱を確認すれば細かく理解できる。　　彩度　明度　強い　強
い：mon（はっきりした、原色な、明瞭な、クリアな）。ネガティブ
な意味になると lav（うるさい、きつい、やかましい、主張の強い）、
flea（夏めいた）　弱い　弱い：nem（渋い、あいまいな）、xier（冬
めいた）　強い　弱い：dadal（深い、渋い、重い、濃い、濃厚な、重
厚な、ヘビーな）、alis（秋めいた）。ネガティブは dad（重苦しい）　
弱い　強い：silfen（淡い、軽い、ライトな、パステル）、axte（春め
いた）。ネガティブは silf（軽い、軽々しい、重みのない）　強い　
不定：voen（強い）　弱い　不定：ivn（弱い）　不定　強い：firt
（明るい）　不定　弱い：velt（暗い）　中上　中上：kolte（賑やかな）
　中下　中下：yukl（大人しい、静かな、控え目な）　中　　強い：
niit（優しい）　強いか弱い：nea（濃い）　彩度が強いかあるいは明
度が弱い　強くなく弱くない：moi（薄い）　彩度が強くなくかつ明
度が弱くない。silfenに似る。　　不定は強くても弱くてもどちら
でも構わないという意味。従ってmonである時点でvienとも言える。
　渋いのようにひとつの訳語で複数にまたがることもある。あくま
で色の専門用語を訳語として使っていない。専門用語は難しくかえっ
て伝わらない可能性があるため、日常言語の感性に即して訳してい
る。　　●色相　　・アルミヴァ表記　　日本語では青みがかった
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などの専門用語があるが、アルカだとアルミヴァを使う。クレーヴェ
ル系のとか、クレーヴェルのようなというように固有名詞で表現す
る。　　・形容詞表記　　hart:熱い色、赤系　melt:温かい色、黄系
　diia:涼しい色、緑系　soret:冷たい色、青系　　●その他　　xai
で色をマイルドにする効果がある。lette→ xailetteのように。　【用例】
　nim nia a lette 髪を茶色に染める
nim(2)  ［言語］nの文字　［レベル］１　14:制 :色　［語法］　第５文字目の幻字。
nimkov  ［娯楽］ピンボール　［類義語］aninko　［レベル］４　21　［文化］　vlで
できた。色の付いた箱で行ったことからこのように呼ばれる。後に
パチンコに発展した。
nims  ［被服］セーター、プルオーバー　［レベル］３　13:制 :lakta:nimelisabe｢
毛糸でできた服 ｣
nimsed  ［美容］脱色、ブリーチ　［レベル］４　21

nimnakl  ［生物］色覚　［レベル］５　21

nimf  ［動物］七面鳥、ターキー、シチメンチョウ　［レベル］３　13:制 :nim
filf（色が青や白に変わる雉）
nimmiyu  ［名詞］千変万化　［レベル］３　22

nimdolk  ［言語］［色］花飾り　［レベル］３　20:この飾りは形容詞のこと。
色飾りとしなかったのは、色ごよみと区別するため。　［文化］　→ xi
stina　アルバザードの伝統色３６６色にそれぞれ当てられた形容詞
３６６語のこと。
nimgar  ［音楽］ソノシート　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt

nimpalt  ［歳時記］色ごよみ、色暦　［レベル］５　20　［文化］　→ xistina　ア
ルバザードの伝統色３６６色を当てられたそれぞれの日。
nimhou  ［化学］リン酸塩　19

nimra  ［悪魔］ニムラ、４色の悪魔　［レベル］４　meltia 0:frestia;nim/
hoora　古 :色の nimに hoora、psooraなどの共通語尾 raをつけたもの。
　［語法］　フレスティアの護衛をする４色の悪魔。ホーラ、プスホーラ、
テクラ、インプラからなる。人間より若干大きい。
nimref  ［娯楽］ルービックキューブ　［レベル］３　vl;nim/ref「色あわ
せ」　22　［文化］　vlのイネアートで発明され、速やかにアルバザード
に入った。一般にルティア人は知的なパズルを好むため、ルティア
人に特に人気が高い。サイコロ型のものがプロトタイプ。色だけで
なく文字などを合わせるタイプも存在する。最初に作られたものが
色あわせ式だったのでそのように名が付いた。
niml  ［被服］毛糸　［レベル］３　13:制 :nimeli（毛で作った糸）
nimlil  ［化学］リン、燐　［レベル］４　18:制
nima  ［化学］フラバン　vl;nim.k　23

nimat  ［化学］フラボン　vl;nima/tat「フラバンの環状ケトン」　23

nimati  ［芸術］色相　［名詞］色合い、色味、色　［レベル］５　21　［文化］　xist
ina、verim
nimatimem  ［芸術］色相環　［レベル］６　21　［文化］　xistina

nimasl  ［化学］リン酸　19

nimasla  ［化学］ホスホノ基　19

nimaslado  ［地学］燐酸塩鉱物　19

nimab  ［化学］着色料　［レベル］４　19

nimalem  喜怒哀楽　22　［文化］　ニムラに合わせて４種の感情を色に宛
がったもの。hoora, pshoora, tekra, impraの順に jo, emt, nau, nafar。
nimi  ［生物］虹彩、アイリス　［名詞］黒目白目の黒目。眼の色は人それ
ぞれなので、verinsでは黒目を指せない。この語義の場合、瞳孔も
含んで白目と対象させる。　［レベル］４　lakta:目の色
nimet  ［化学］ホスフィン　19:nim/et（リン様の）
nimetyopaf  ［化学］ホスホジエステル　19

nimeta  ［化学］ホスフィノ基　19

nimes  ［被服］ブルス　sm;nia/messa　24　［文化］　smでできた。髪を入れ
ておくための袋。
nimev  ［美容］染髪、ダイ、ヘアダイ、髪染め　［レベル］３　21

nimemyu  ［化学］リン脂質　rd;/　24

nimel  ［動物］カメレオン　［レベル］４　sm;<>nim　24

nimelifa  ［地球の星座］［ユマナ］カメレオン座　24　［文化］　ifa

nig  ［被服］毛玉　［レベル］３　14:制 :nigek

nipl  ［植物］豆　［レベル］２　13:制 :lakta:nip（丸いもの）
niplvils  ［化学］リジン　［レベル］６　19　［文化］　rdでリュウが豆類から
発見。
nib  ［化学］フェノール　［レベル］５　19:paal:nab。水彩絵具のようなにお
いから
nih  ［擬音］えへえへ、えへへ、いひひ、うふふ　［レベル］３　19:unilei

nil  ［形容詞］幸せな　［名詞］幸福、幸せ　［反意語］nels　［レベル］２　rd;ni
l,kt < niluu　19:古 :niluu（幸せな）　nahyu,f:niluu,frf:　【成句】　nil 
az nelt 幸か不幸か　nil et fen kont kin et fil. 幸せは短く、苦痛
は長い（seren arbazard）　【用例】　tu et foni del non na nau alkal. 人
生で最も幸せな瞬間だった。　an jalat nos males nil hot, kel enzel 
nels. 不幸なことは忘れて幸せだけを覚えておこうと決心した。　［文化］
　rdでセレンは人間の究極の幸せは「１：人に愛されること」「２：
人に褒められること」「３：人の役に立つこと」「４：人に必要とさ
れること」と述べた。この考えが旧革命や革命でも見直され、時代
の折々に思い出されてきた。　セレンはアシェットの英雄となるこ
とで、苦労をしながらも自分は幸せであると述べた。　一方現実の
セレンも幸せに関しては上記のように考えているが、現実は難しい

ものでそうそう頑張っても施しても褒められないし、愛されない。
愛情はリディアと紫亞にもらっているのでいいとして、３、４は比
較的簡単に満たせるが、日本人はあまり面と向かって褒めないので
２はあまりなくて寂しいときがある。
nil,hy  velt
nilbelk  ［地名］ニルベルク　［レベル］６　22:「暗青銅」　［文化］　ヒュート
の南西部の都市。良質な豚で有名。
nilo  ［被服］マフ　sm;ini/loolo　24　［文化］　smでできた。円柱状で、
毛皮でできており、中に手を入れて温める。裕福な人が身につけた。
防寒着なので毛の生えた面が内側。貴族は表も裏も毛が生えた面に
していた。２倍の金がかかった。一部の裕福な庶民は毛織物のマフ
を使った。
niluu,frf  nil　na/luu「心動く」
nia  ［生物］髪、髪の毛　［レベル］１　fv;ini.k　15:seren:古 :ini　nia:nia
　［語法］　髪を切ったという場合、el kilat nia antを変形した nia (ant) 
at kilが最も自然。an kilat niaでは自分で切ったことになる。an solsat 
atean kil nia antでは長すぎる。　［文化］　アルバザードは白人と黄色
人種、及びその混合が多い。髪は直毛が少なく貴重である。色は茶
色が多く、真っ黒や金髪は少ない。自分を偽るのが好きではない国
民性から、髪染めは流行っていない。　髪型は様々である。男女関
わらず、伸ばす人もいれば短くする人もいる。剃る人もいる。髪に
はヴィードが篭ると信じられている。特に魔力が篭りやすいと言わ
れている。そのため、神話では魔導師は髪の長い者が多かった。レ
イユでもその風潮が残っており、知識派は髪を伸ばすことが多い。
逆に武道派は短くすることが多い。一般に女の方が男より魔力が強
いと言われている。それは神話が証明している。ゆえに女の方が長
髪が多く、男は短い。アルバザード人は大体がくせ毛なので、中途
半端に長いと髪がまとまらなく、不恰好である。だから短くする人
は徹底的に短くすることが多い。　金髪と直毛は希少なので人気が
高い。金髪と直毛だと、ふつう直毛の方が羨ましがられる。金髪の
縮れ毛より黒髪の直毛の方が価値が高い。つまりリーザよりフルミ
ネアや紗枝の髪のほうが羨ましがられる。　なお、水が軟水なため、
洗髪しても髪がゴワゴワせず、ソバージュになりにくい。　【成句】　
sin nia kaen ako tis 床に落ちた髪の毛まで嫌い：坊主憎けりゃ袈裟
まで憎い　【用例】　nim nia 髪を染める　nia (ant) at kil. > ?an solsat el 
kil nia. 髪を切った。　nia emat ruuf mil teeze. 風で髪の毛がくしゃ
くしゃになった。　lasnek nia 髪をかき上げる
nia,fv  nian　e

niatifl  ［医療］脱毛症　［レベル］６　19

niak  ［動詞］yulを aにもたれさせる、もたれる、もたれかかる、寄りか
かる、たてかける、立てかける、寄りかからせる、よっかかる、し
なだれかかる　［動詞］yulを aに寄生させる、寄生する、悪い意味で依
存する　［レベル］２　16:制 :nialから　［類義語］dismain　【用例】　an xtames 
kont niakes a bal. 壁により掛かって立っていた。
niaka  ［美容］生え際　［レベル］３　21

niakev  ［普通動名詞］面陳→ lei　［レベル］６　22

nias  ［普通動名詞］委任　［動詞］yulを aに任せる、任せる、託す　［経済］信
託、投資信託、投信　［レベル］４　古 :nias(休む )

niasgart  ［経済］成行、成り行き　［レベル］６　22

nian  ［名詞］休み、休憩、休暇、休息、サッカーのハーフタイム、非番、
一段落　［動詞］yulを休ませる、休ませる、休む　［類義語］nakea　sert　
［レベル］２　16:赤 :nia　nia:nia　【成句】　nian aad 腰を休める。座る。　
yuu nian 不眠不休　【用例】　ar nian 休みを取る　an xir nian man es 
ani tinka. とても疲れたので休みが必要だ。　an lax nian duen fou 
sel kinel. 本当に何日か休みたい。　an arat nian man na nal. 安心し
て一息ついた。　fis et nian e parm, yan soot sa melsel! 今日は日
本の休日。でもってメルセルの１週間前！　nian fiima et fiiyu(xn 
久々の休みは素晴らしいね♪　om on tu fia an nian sen! 一体いつ
になったら休めるんだ！
niansel  ［名詞］休日、祝日、国民の休日　［類義語］aalsel　［反意語］xamelsel　
［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［語法］　→ aalsel　「祝日」の訳語は niansel
に当て、休日と同一視し、祭日と区別する。　公共機関、行政機関、
金融機関、教育機関は partが固定の休日。partは機関そのものが休む。
そこに勤める人間は partのほかに個々人で一日休みを取る。その曜
日は機関自体は活動している。　partが公の固定休なので partに休
みを合わせる企業も多く、事実上の日曜日に相当する。
niaviro  ［化学］ケラチン、角質　［レベル］６　19:毛に多い。
niavirohank  ［美容］角質層　［レベル］６　21

niavils  ［化学］システイン、システィン　［レベル］６　19:髪や毛に多い。
niafape  ［美容］ヘアスプレー　［レベル］４　21

niafeis  ［美容］ヘアミスト　［レベル］４　21

niamait  ［美容］整髪料　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アルバザー
ド人は化学薬品を塗り込むのを嫌うので、１３～２５才以外はあま
り使わない。くせ毛でぼわぼわになりがちな人種なので、朝シャワー
を浴びる。
niamo  ［美容］ヘアスタイル、髪型　［レベル］３　15:制 :髪の形　［文化］　
神は髪の長さが一定で、切ると数日で元の長さに戻るし、決まった
長さ以上には伸びない。　ユーマの一族は zgに入ると現代人と同じ
髪質になった。　smで戦間期で余裕が出ると髪型を飾るようになっ
た。貴族ほど飾って盛っていた。rdで貴族が解体されると髪型は質
素なものに戻っていったが、vl_alでギャルがまた盛るようになった。
vl_alの富裕層は smと逆に髪を盛らず、奇抜な髪型はしない傾向にあっ
た。　sm後期では男性より女性が髪を盛るようになった。smで最も
盛っていた時代には２エルアに達するものもあった。高い髪は重い
ので、首を捻挫しないようにすり足で歩くようになった。
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niamom  ［美容］毛根　［レベル］４　21

niamoot  ［美容］ヘアワックス　［レベル］４　21

niadolk  ［被服］髪飾り　［レベル］３　20

niapind  ［言語］［文字］ヘアライン、ヘアラインセリフ　21

niabako  ［美容］ヘアクリーム　［レベル］５　21

niarein  ［言語］［文字］ヘアライン。セリフのではなく。　21

niazail  ［美容］ヘアジェル　［レベル］４　21

nial  ［建築］柱、ポール　［数学］柱　［メタファー］下支えするもの　［経済］ロー
ソク、ローソク足　［レベル］２　13:制 :nia

nialeev  ［生物］抜け毛　［レベル］３　21

niaate  ［美容］理髪店、床屋　［レベル］３　20　［文化］　sasrate　髪を切る店。
髪を売る店ではない。
niaini  ［生物］髪の毛。一本一本を指す。　［レベル］２　21

niaifa  ［地球の星座］［ユマナ］かみのけ座　24　［文化］　ifa

niaepi  ［被服］ヘアピン、髪留め一般　［レベル］３　16:制
niaer  ［美容］ヘアリキッド　［レベル］５　21

niit  ［形容詞］優しい　［副詞］優しく、そっと　［反意語］bult　［音楽］ドルチェ
　［レベル］２　rd　19:赤 :niita　niita:niita　【用例】　teln niit 優しい性
格　dia niit 優しい幻
niitna  ［名詞］優しさ　［レベル］３　20:melidia xier

niitlaba  ［環境］ソフトエネルギー　19

niita,f  niit　e

niina  ［名詞］柔和、温厚　［反意語］jo　［レベル］３　21:niit/na　【用例】　la 
na lut niina. 彼はいつも温厚だ。
niim  ［名詞］縦の列、縦の行、カラム、行、列　［名詞］川、号車。学校
のクラスの教室における席順の川のこと。男女ペアの２席１組が縦
に何行も並んでいるものを川という。各教室にはその川が３，４列あ
る。ドア側から１の川といい、窓側が最後の川になる。　［類義語］saks
　［反意語］kiis　［レベル］３　rd;nial/main「柱の形をした」　24　［語法］　
saks
niiz  ［地学］［天文］クレーター　［レベル］４　vl;nis.k　23

niij  ［軍事］兵曹長、ニージュ　［組み数字］１４/２０　［レベル］３　19:ri
dia:alteej→ teej→ neej（語頭子音揃え）→ niij。小作戦の決戦でよ
く指揮をしたことから。　［語法］［文化］　kana

nie  ［形容詞］陳腐な、ありふれた、月並みな、なんでもない、変哲のない、
よくいる、よくある　［類義語］yumil　［反意語］imyu　［レベル］３　17:制 :nio
（珍しい）
niel  ［名詞］シャンプー　［レベル］２　17:制 :niexo（髪を洗う）
no,f  noz　e

no,f(2)  mia　e

not  ［形容詞］慣れている、慣れた、馴染む、なじむ、馴染んでいる、
なじんでいる　［動詞］yulを aに慣れさせる、慣れさせる、慣らす、な
じむ、馴染む、適応する、適応させる　［反意語］mek　［レベル］２　13:制 :
net:恣意　【用例】　ti es not mapel a samarka in. もう新生に慣れたよう
ですね。　an es not a novmok. 夜更かしになれている。　an en es 
not a tu lab. その仕事になれていない。　an es not a foilnet. 早起
きになれている。
notte  ［代詞］［mayu］アタシの　［レベル］１　21:kliiz:non/te

nots  ［経済］帳簿　［レベル］５　lakta:英語のＮＯＴＥＳからではない　【用例】
　axt (a) nots 帳簿をつける
notsgart  ［経済］帳簿価格、簿価　［レベル］６　19

notshoi  ［経済］簿記　［レベル］５　19　【用例】　les pons yu a velk maises 
xir notshoi. 経理課に配属される者は簿記を習得している必要があ
る。
notus  ［名詞］縄張り、なわばり、ナワバリ　［レベル］３　20:nos/tuuno　【用
例】　vedl notus 縄張りを荒らす
nok  ［動詞］yulを aに現す、現す、現わす、あらわす、現れる、ばらす、
暴く、公開する、開示する、登場する、出現する、掲載する、載せ
る　［再帰動名詞］［自然動名詞］公開、開示、登場、暴露、発露、露見、露呈、
出現、進出、掲載　［形容詞］顕になった、現れている、出現している　［経
済］ディスクロージャー　［反意語］nekt　［レベル］２　13←古 :noku（公開）。
私（no）は言うぞ（ku）の意。　【用例】　oma ik nok sa an. 犬が眼前に
現れた。
nokvelk  ［経済］財務会計　［レベル］６　19

nokilmina  ［政治］フリーメイソン、フリーメイスン　rd;/。nektの対で
nok。　24
nox  ［動詞］yulを aに集める、集める、まとめる、揃える、力などを溜める、
群がらせる、群がる、群れる、集中する、収集する、合流する、団
結する、もちよる、持ち寄る、持ちよる、融合する　［名詞］集団、グルー
プ　［数学］集合　［反意語］mat　［レベル］２　14:制 :nex:恣意。制 mat（合流）
と統合。　【成句】　nox xiren kon nos 自給自足　【用例】　kuto es nox sa 
ra. 鳥が家の前に集まっている。
noxka  ［美容］ゴールデンポイント　21

noxvoar  ［物理］［化学］核融合炉　［レベル］６　al;/「核融合原子炉」　24　［語法］
　重い原子であるウランやプルトニウムの原子核分裂反応を利用す
る核分裂炉に対して、軽い原子である水素やヘリウムによる核融合
反応を利用してエネルギーを発生させる装置が核融合炉である。　［文
化］　核融合炉は要するに太陽がやっているのと同じ事を人為的に小
規模で起こしてエネルギーを得ようというものであり、alで考案され

たが実現は lj以降に持ち越された。
noxmiks  ［音楽］斉唱　［レベル］４　21

noxdifi  ［植物］カスミソウ、かすみそう、霞草　［レベル］４　16:制 :群
生する撫子
noxra  ［建築］アパート、マンション、集合住宅　［レベル］３　19:lein

noxrein  ［芸術］集中線　［レベル］５　19

noxa  ［被服］制服、ユニフォーム、学生服、仕事着　［反意語］alnoxa　［レベル］
３　16:制 :nox（集める）　［語法］　作業員の制服なども含む。私服の反対。
noxal  ［名詞］コーナー、集積所　［レベル］３　rd;/　23　【用例】　noxal e 
luli オタグッズのコーナー
noxi  ［娯楽］ポーカー　［レベル］３　16:制 :nox

noxe  ［名詞］グループ、集まり、集団　［レベル］２　19:melidia axte　［語法］
　人の集まり。物や人は nox。
noxet  ［経済］板寄せ　［反意語］matet　22:nox/te

nos  ［名詞］自分　［形容詞］～自身は　［反意語］mex　［レベル］１　17:古 :non
（一人称の女性形）　［語法］　lunosのように、形容詞でなく複合語要素
になることもある。
nost  ［名詞］権威、威厳、権限、威信　［レベル］３　13:制 :nowa

nostalsi  ［普通動名詞］パワーハラスメント、パワハラ　［レベル］５　19:rid
ia:arbaxelt　［文化］　セクハラ同様、厳しい。上司だからといって偉そ
うな態度はできないし、エレベーターで部下がドアを開けて待った
りという封建的な行為はアルバザードにはない。前者は法が禁じて
いるので、放っておけばアルバザードにもあるのだろうが、後者は
もともとアルバザード人の発想にない。酒を注ぐなどの発想もない
し、接待麻雀でわざと負けるという発想もなくはないが薄い。もっ
とも接待麻雀自体がないが。
noste  ［哲学］自我、エゴ、自己意識　［反意語］mexte　［レベル］４　rd:ry
uu;/「自分らしさ」　23　［文化］　自我はある程度発達して個性という
ものに人々が意識を向けて初めて認識される概念であるが、rdの時
代は地球の中世と異なり社会が発達していたため、自我という概念
が生まれた。ただその後暗黒期を迎えることになるため、自我が再
発見されるのは rtを待たなければならない。
nosk  ［政治］自国、母国　［反意語］mext　［レベル］２　19:noskad

nosktuk  ［植物］自生植物　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

noskren  ［言語］自国語、国語、母語、マザータン　［名詞］国語。教科名。
　［類義語］naren　［反意語］mextren　［レベル］２　22　［語法］　人種の坩堝ア
ルバザードでは自国の言葉が母語にならないケースもあるため、母
語の意味では narenを使うことが多い。　［文化］　＜科目＞　　・３
科目　　学校の科目としての国語について。アルバザードの学校で
は国語は読解・作文・言語知識の３分野に分かれる。言語知識は文
法や語彙知識などを修得する。　　・読解　　読解は日本の国語の
テストとはかなり異なる。このときの誰それの気持ちを述べよ的な
問題はその答えが確実に本文中に書いてあるかぎり出ない。日本の
国語のように多解釈がありえる場合や「察し」を必要とするような
問題は出ない。アルバザード人は勝手に相手の気持ちをこうではな
いかと決めつけるのはぶしつけで失礼と考える。日本人は察しの文
化があり空気を読むが、アルバザード人は自分の尺度で相手の気持
ちを勝手に決めつけるのは失礼と考えるので、よほど確信がないか
ぎり勝手に相手の意思を自分なりに解釈しようとはしない。結果的
に国語の問題でも誰それの気持ちを述べよ的な問題は出ない。　　・
作文　　作文は説明文・物語文を書かされる。日本と違って作文を
書かされる頻度が極めて多く、毎週作文の時間がある。これはアル
バザード人が自分の考えを適切に言葉で相手に伝えることを重視し
ているためである。特に人種の坩堝であるアルバザードにおいては
言葉でしっかり自分の意思を伝えることが重要とされる。日本と違っ
て空気を読んで察するということが、多文化環境だと多解釈すぎて
不可能だからである。　　これは地球の話だが、セレンはマンガが
好きで字の本が好きでない。小説はほとんど読まないし、字の本で
読むといえば学術書くらいである。　なぜマンガが好きかというと、
絵が中心で吹き出しが少なく、入る台詞が限られているためである。
つまり小説版の冗長で無駄な箇所を省いて本当に必要な要所だけ入
れるので、自然とマンガは小説版の要約やまとめとなり、効率的に
内容を把握できる。合理的だから好きだ。　セレンは小説や学術書
を読んでいて辟易することが多い。なぜなら冗長で無駄な情報が多
く、知識の吸収効率が悪いからだ。もっと端的に要点だけ書けとし
ばしば思う。　たまに冗長でない読み飛ばすところのない小説や学
術書があると喜ぶ。こういう手合いの本をマンガ化すると紙幅の都
合で必要な部分がそぎ落とされてしまうので、こういう本のコミカ
ライズは好まない。そういう場合はコミックを読んだ上で原作も読
む。　　セレンのこういう性格はアシェットに大きな影響を与えて
きた。セレンはルシーラとして使徒の論文を評価する立場にいた。
従って冗長で無駄無駄しい文章は低く評価してきた。低評価の場合
は再提出をさせることもしばしばだった。　なお、セレンは冗長な
ものだけでなく逆に説明不足で分かりづらい文章もまた嫌った。理
系の人間でコミュ症気味の人間に多いのだが、説明が不親切で分か
りにくい文章は語学力がないとして切り捨て、再提出させた。　再
提出は誰もが嫌がることなので、使徒たちは一度で高評価を得るた
めにセレンが好むような「言葉足らずでなく冗長でもなく分かりや
すい文章」を心がけるようになり、アシェット独特の文章のスタイ
ルが出来上がった。それがアルバザードにおける「良い文書」の雛
形になっている。　　アルバザードではまず最低ラインとして「言
葉足らずでなく冗長でもなく分かりやすい文章」が要求される。　
これは現実でもそうで、２０１２年現在５才の紫亞ですら徹底的に
この価値観で文章を制作するよう日々教育されている。　　また、
アルバザードで作文をする場合は、特に説明文においてだが、「結論
→問題提起→証明→再結論」という独特の流れが良いとされる。　
なぜこの文章の書き方が良いとされるかだが、多数あるアーカイブ



120 nodnoskren
を後になって見直す際、個々の文章が何について書かれたものであ
るか合理的にザッピングできるよう、まず結論ありきなのだ。　ま
ず結論部を読んで関心を引いておいて、ではなぜその結論になるの
か、そもそもどうしてそういう発想に至ったのか、という流れに持っ
ていく。だから「結論→問題提起→証明→再結論」という独特の流
れができる。　　アルバザードでは子供の頃から徹底的に作文の書
き方を鍛えられ、言葉で自分の考えを分かりやすくかつ過不足なく
説明できるよう訓練される。それができない人間は決して上にはい
けない。　一方、日本ではこのような訓練はほとんど行われていな
い。東大生であろうと日本語すら不自由な人間が数多くいるていた
らくである。名のある教授の著書を読んでも冗長だったり意味不明
だったり情報が不足していたりといったことが平気で見受けられる。
セレンの経験上、日本人はあまりに文章が下手だ。下々の者ならそ
れでもまぁ良いが、東大生や教授や医者といった連中ですらそのて
いたらくといったことがあるのでまったくもって由々しき問題であ
る。　特にコミュ症の理系人間が書いた機械のマニュアルなど、下
手な文章の極みだ。あれはたいてい分かっている人間にしか分から
ない文章だ。マニュアルを読んで意味不明に思ってさじを投げた経
験は多くの人にあるだろう。　学生時代でいうと、教材――特に数
学の問題集――の解説を見て「どうしてこの式から次のこの式にな
るんだよ。そこが分かんねぇんだよ。『自明のため省略』とかふざけ
んな」と憤ったことがあるだろう。あれは日本語の不自由な理系人
間が書いているからああいうことになる。文系人間でイヤに詩的な
書き方をする人間の文章も同様に分かりづらい。　アルバザードで
は、日本では当たり前になっているこのような駄文が社会的に許さ
れず、バカにされ、排他される。とてもじゃないがアルバザードの
出版基準なら出版できないような駄文が、日本では教授などの肩書
きのもとに出版されている。これは憂慮すべきことであるが、それ
がこの国の文化のひとつなので根強く変わらないだろう。　　間違
いなく日本人の東大生の多くはアルナ大には入れない。数学の問題
などでは通過できても、恐らく国語の入試で躓く。現行の日本の教
育だとアルバザード人にとってはまともに言語を扱えない人間にし
か映らないため、国語では良い点が取れない。　その上アルバザー
ドでは上の大学に入るには人間性も重視されるため、その点でもお
勉強しかできない日本の子供たちには難しいと思われる。　　アル
バザードでは言語をきちんと運用して他人とコミュニケーションが
取れる能力が評価され重視される。国語の授業内容は日本とかなり
異なるし、日本の国語の授業よりも社会に出て遥かに役に立つ。　
むろんアルバザードにも数学やらなんやら技術的なことはよくでき
るが人間性は備えてないしコミュ症だしという人間がいる。日本は
そういう欠陥品でもホワイト企業に入れて社会の上層部に食い込め
るからどんどん国が腐っていくわけだが、アルバザードではそうい
う人間は「生きる機械」としか扱われず、職人の扱いを受ける。職
人としては尊敬されるが、社会を動かす上層部には決して入れない。
そんなことをしていては日本のように国が滅んでしまうからだ。ア
ルバザードが世界一の強国であるのは理由があるのだ。　【用例】　tal an 
til xal il rafel e noskren. でもまだ国語の宿題が全て残っている。
noskolm  ［政治］自治　［レベル］４　19

noskolmxial  ［政治］自治都市　rd;/　24

noskolmlang  ［政治］自治権　［レベル］４　20

nosse  ［代詞］自分たち　［娯楽］［軍事］自軍　［類義語］nanna　［レベル］１　
19:xion
nosset  ［普通動名詞］自殺　［類義語］latyur　［レベル］２　19　［文化］　アルティ
ア＞ルティア＞アルバザードの順で自殺が多い。若年層は厭世、中
年は金銭、高齢者は病苦が原因となりやすい。自殺率は alで、21年現
在の日本の約１／１００である。この異様な低さはウランセの合法
化にあり、ウランセは自殺ではないので含まれないため。　【用例】　ar
ban kalo ar nosset nod nagisa. アルティア人に比べればアルバザード
人の自殺者は少ない。
nossel  ［代詞］自分たちの　［類義語］nannal　［レベル］１　20

nosvand  ［普通動名詞］自爆、自縄自縛　［動詞］yulを自爆させる、自爆す
る　［レベル］３　22

nosvix  ［普通動名詞］自傷行為　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

nosvila  ［医療］自己免疫　［レベル］５　19

nosvent  ［経済］自営企業、自営業　［レベル］４　19　［文化］　→ vent

nosfrom  ［動詞］yulのことについて内省する、内省する　［普通動名詞］内
省　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

nosfink  ［娯楽］［軍事］自陣　［レベル］４　22

nosfel  ［普通動名詞］自習　［動詞］yulを自習する、自習する　［レベル］３　
rd;/　24
nosmik  ［名詞］自分から見た右　［反意語］mexmik、noslank　［レベル］２　rd;/
　24:造語は 24だが概念自体は古アルカにあり、「自分にとっての左
右と相手にとっての左右を区別できたら便利だ」という着想は９８
年３月１９日（木）にされている。
nosgil  ［経済］私費、自費　［レベル］４　rd;/　23

nosprot  ［普通動名詞］自費出版　［レベル］５　22

nosbeins  ［形容詞］（nosbeinsanで）卑屈な　［普通動名詞］自己卑下　rd;/
　23
nosrist  ［普通動名詞］自重、自制　［類義語］rist　［レベル］４　rd;/　23　【用例】
　re ar nosrist, seren. セレン自重しろ。
nosjot  ［普通動名詞］自己紹介　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

noslank  ［名詞］自分から見た左　［反意語］mexmik、nosmik　［レベル］２　rd;/
　24:nosmik
nosliifa  ［地球の星座］［ユマナ］北斗七星　24　［文化］　ifa

nosarx  ［経済］自己資本　［レベル］６　19

nosalk  ［普通動名詞］自助努力、自力で　［レベル］３　22

nosales  ［動詞］yulを自嘲する、自嘲する、自虐する　［再帰動名詞］自嘲、
自虐　［レベル］４　22　【用例】　lu sinsik asex yun ar nosales tel sikl t'avel
ant. 死神の皮肉に、彼女は自嘲めいた笑みを浮かべた。
nosin  ［形容詞］主観的な　［反意語］mexin　［レベル］３　rd;nos/ins「自分
の目」　22　luutsu:luutsu
nosinkalp  ［言語］主観的把握、自己中心的視点配列、Ｉモード　rd　22
　［文化］　nakleldfel

nosinnaklan  ［言語］主観的認知主体　rd　22　［文化］　nakleldfel

non  ［代詞］［milia］私　［レベル］１　saal;e　古 :女の使う「私」。古アルカ通
して女言葉だったわけではない。　non:non::nami,alt　［語法］　→ tyu

non,fv  mian　no/n

nont  ［形容詞］ひろびろとした、広々とした　［レベル］３　古 :nont広がっ
ていることを示すオノマトペ
nonko  ［動詞］yulをねぼけさせる、寝惚ける、寝ぼける、寝呆ける、
ねぼける　［レベル］３　古 :mel11ごろ日本に泊まったときにリディアが
寝起きに「のんこぉ～」と意味不明な返事をしたことをセレンがか
わいいと思って笑ったことから。本人としては nonうんたらと言っ
たらしい。
nonno  ［文末純詞］［yunte］返事を促す　［レベル］１　古 :nonno,non（反語）
から。音声のみのアンシャンテ時にトランシーバーの ｢どーぞー ｣
と同じ役割で発達したものが kettaで、nonnoは反語だったものが女
子により特別 ettaの意味になった。　［語法］　相手に次の発言を求め
る純詞。自分の言葉に対する答えや相手の意見などを求めたりする。
トランシーバーで最後に ｢どーぞー ｣というのに当たる。相手の話
は最後まで聞くのが礼儀なので、ettaや nonnoは話、とりわけ長め
の話の終点を指すのにも役立っている。
nond  ［動詞］yulを aに発表する、発表する、告知する、知らせる、公
開する、公表する　［普通動名詞］発表、告知、プレゼンテーション、プ
レゼン　［経済］ローンチ　［レベル］３　14:制 :古 :nonlos｢ 私が知るよう
にする ｣
nondan  ［名詞］発表者、公開者、公表者　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

nonben  ［幼児］おもらし　［レベル］１　19:luxia:nonben← "non bena"（お
しっこでちゃった）と言いたいらしい。
nonhacma  ［筐堺］ノンハルマ　［レベル］５　rd:milf;non keno hacma　22　
［文化］　筐堺司：zana genos　筐堺国：genos, arxelia

nona  ［名詞］プライバシー、プライベート　［形容詞］プライバシーに関わ
る、個人的な、私的な、プライベートな　［レベル］３　13:制 :古 :nonna
（私の心）
nonaklei  ［言語］私小説　［レベル］５　rd;/　23

nono  ［代詞］［milia］［幼児］私の　［レベル］１　19:non

nov  ［形容詞］遅い。動作そのものの所要時間が長い。　［反意語］vad　［レ
ベル］１　16:制 :恣意。制では「ある期間のうち、前半の方」の意味。
novfais  ［化学］爆燃　rd;/　24　［文化］　gel

nova  ［武道］発勁、発頸、はっけい、ハッケイ、接射、ノヴァ　［類音］
noba　［レベル］５　20:noa/avon　［文化］　ユベールにおける技のひとつ。
地面から吸い上げた力を手などを通じて対象にぶつけ、対象に触れ
たまま吹き飛ばす技。殴るわけでも突くわけでもなく体を大きく前
後に揺らすわけでもなく、ほぼ数ｃｍの動きしかないにもかかわら
ず、相手は大きく後ろに動く。それゆえ、言葉だけではなかなか信
じてもらえない技であり、実演を要する。攻撃力は体当たりに近く、
慣れると相手を吹き飛ばさずに内臓を痛めつけることができる。　
アルバザードでは rdの時代にセレンが編み出した。身体技能である
ことからユノではなくノアから造語されている。アティーリ上では
セレンからクリスとウムトナに流布され、術者は３人である。しか
し現実にはセレンの接射が話題になったことが乏しいため、恐らく
使えるのはセレンのみ。
nova,szd  mes　nva,f

novia  ［アトラスの国家］ノヴィア　［レベル］５　19:ridia:戦火のあった
novel  ［名詞］沈黙、静寂、無音、ノヴェル　［類義語］seer　［レベル］３　
szd;mono/vel（止める闇）　21　n:novel:lu novel　【成句】　novel vand 
yul 静寂が yulを襲う：yulは当惑する、yul lek il, na seernik　【用例】
　novel (t')erfi 静謐
novelhac  ［言語］黙字　［レベル］６　22　［語法］　アルカでは miik o lisik 
o rebの最初の oなどに現れる。
nom  ［動詞］yulをうらやむ、yulが羨ましい、うらやむ、羨ましい、羨
む　［普通動名詞］羨望　［感動詞］あぁうらやましい。nom nomで使う。女
子供の言葉。　［反意語］genom　［レベル］２　13:制 :nem（ねたむ）
nod  ［動詞］yulを aと比べる、比べる　［普通動名詞］比較　［接続詞］tより k
のほうが、数学の「大なり」、＞　［格詞］～と比べて、（時間表現を後
続させて）～より後に、～以降の　［数学］より上　［反意語］kalt　［レベル］
２　13←古 :noid　noid:noid　［語法］　時間の用法が非常にややこし
いので理解するより覚えたほうが早い。　説明。t nod kは t＞ kで
ある。また、時間は過去＜現在＜未来のように、未来のほうが大き
いという扱いを受ける。　an so nod tur（これからそうする）の場合、
「私がそうする」時間が tur（現在）に比べて＞である。＞というこ
とは未来である。従って、日本語にすると「今より未来＝これから」
となる。　同じく nod fisといえば、今日を含まず今日以降という
意味になる。　　＜ nodと galt＞　nodと違って galtは格詞節の肯定
が含意され、それより更に主節の内容が肯定されることを示す。an 
et milfan nod yulfanと an et milfan galt yulfanを比べると、後者は
自分が研究者であることを肯定している。前者は研究者というより
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むしろという感じで、研究者であるかどうかは不定である。　　＜
格詞連続＞　xi nod kot salt（千年以上経て）、fol nod kot salt（千年
以上の間）など、格詞が見かけ上連続することがある。これは xi salt 
nod kot salt（千年以上の年数の後）などの saltなどの名詞が省略され
ているためで、この nodは格詞ではなく接続詞なので、厳密には格
詞の連続ではない。　【成句】　nod tur 今後は、これからは　【用例】　an 
nod ti et kai. 私のほうがあなたより大きい。
noden  ［接続詞］nod　［レベル］３　21

nop  ［形容詞］緊張した、気の張った、気が張った　［反意語］yum　［レベル］
２　13:制 :na/pov（心を締める）　【用例】　te na nop. 緊張するな。
nopek  ［物理］慣性　［レベル］４　20:nopk:13:制 :nopke（進まない）。語源
からもはや意味が全然変わっている。
nob  ［言語］語根　［レベル］６　＠ 19:語根のように造語すると語弊を招く。
ちょうど mevの反対概念なので、かえってメルテーブルのほうがい
い。
noba  ［アイテム］ノバ　［レベル］４　［類音］nova　ridia:古 :nowabaog｢ ノア
の拳 ｣　［文化］　ヴァストリアの１つ。ンムトのもつ神拳。
norm  ［約物］"、引用符、二重引用符、ノーム　［レベル］３　21:古 no（爪）
/hacma（文字）→ nocm→ norm
noz  ［生物］爪　［動詞］yulをひっかく、かく、掻く、ひっかく、引っか
く　［レベル］１　rd:no　17:古 :no（爪）、gino（武器の爪）　no:no:la 
pyua（pyuizの対）:xipi,alt　［語法］　領域は先端から半月を含んだ付
け根まで。　爪の半月は sorxe e noz。　【用例】　an dio nelt noz. 私
には爪を噛む癖がある。　an nozat o nozat vaik le rib sipat. 蚊に
食われたところをぼりぼり掻いた。
nozklas  ［名詞］爪切り　［レベル］２　17:制 :爪の鋏
nozkil  ［動詞］yulを引き裂く、引き裂く、ひきさく、引きさく、爪で
引き裂く　［レベル］３　20

nozkea  ［美容］ネイルトリートメント　［レベル］５　17:制 :爪のトリート
メント
nozxer  ［美容］マニキュア、ペディキュア（足のマニキュア）　［レベル］
３　17:制 :爪の化粧
noznipl  ［植物］フラジョレ。インゲンマメの一種。　17:制
nozgiz  ［名詞］つめやすり、爪やすり　［レベル］３　17:制
nozl  ［形容詞］かゆい、痒い　［反意語］yai　［レベル］１　19:noz lax（掻きたい）
　:::ippi,alt　【用例】　an nat nozl on vaik le rib sipat. 蚊に食われたと
ころが痒かった。
nozlasl  ［被服］ダックビルシューズ、ベアズクロー　rd;/　24　［文化］　
smでできた。女性用。裕福な平民が履いた。
nozlooz  ［生物］爪囲、爪の端　［レベル］３　rd;/　23

nozloozfaiz  ［医療］ひょう疽、瘭疽、ひょうそ、ひょうそう、ひょう
爪、瘭爪、爪囲炎、化膿性爪囲炎　rd;/　23　［文化］　細菌感染症の一種。
指先が黄色ブドウ球菌による感染で爪の周りが赤く腫れて痛がるこ
とがある。陥入爪でなりやすくなることもある。
nozlet  ［動詞］yulを掻いて引っ張る、掻く、引っぱる。かきむしるに
近いが、むしりはしない。　［レベル］３　19:melidia alis

nozlemom  ［音楽］プリングオフ、プリング　21

noza  ［名詞］熊手　［レベル］３　17:制 :古 :nozamo（爪のついた棒）
nozanoz  ［音楽］サークルピッキング　21

nozin  ［化学］トルエン。faanspel（メチルベンゼン）の慣用名。　［レベ
ル］５　19:ridia:noz/in　［文化］　rdで、女子が男子とデートをする際
にマニキュアを付けたがった。もっとも、アシェット女子は基本的
にさっぱりした子が多い。だがリディアは時として派手な格好を好
んだ。リディアはセレンが桃色の爪を好むのを知っていたので、リュ
ウに新たなマニキュアを依頼した。それを受けてリュウが新しいマ
ニキュアと除光液を用意した。その際、除光液としてトルエンを使っ
たことから nozinという。
nozinnimasl  ［化学］ベンゼンホスフィン酸　19

nozet  ［代詞］自分の、自分自身の　［類義語］enat　［反意語］mexet　［レベル］
１　20:eketone:e noste（e nanteを真似て作られたもの）→ noste→ n
oset（交替）→ nozet（同化）　［語法］　複数形は nosselと nannal。　【用例】
　la badat osn nozet. 彼は自分の頭を叩いた。
nowa,f  noa　e

nowar kain  ［人名］ノワール＝カイン　20　［文化］　(imul 1369:1433)ユリ＝
ジレールの親友。ラグナロクの研究員。グレアの工法を門外不出に
したかったユリの希望を叶えるため、1402年に魔動機関 lazetを発明。
ユリとは大学からの同期で、年齢も一緒。死亡した年まで同じ。
nowaz  ［生物］［医療］［魔法］原気、ノワーズ　［アクセント］nowAz　szl;/　24

nowazviida  ［生物］［医療］原穴　szl;/　24　［文化］　１２穴ある。臓腑の疾
患に用いる。
nowaark  ［生物］［医療］気会　rd;/　24

nol  ［単位］７　［音楽］セブンス　［レベル］１　19:制 :no　esee:zan::ansa,alt

nolt  ［名詞］一式、ひとそろえ、一揃え　［料理］コース料理　［電算］文字コー
ドの一揃え、文字コード、コード、セット　［レベル］３　19:molt

noltfaax  ［料理］モーニング、モーニングセット　［レベル］５　vl;/　24　［文
化］　アルバザードではふつう「トースト、ハムエッグ、ヨーグルト、
紅茶」か、凪風に「ごはん、味噌汁、漬物、魚、緑茶」の二択である。
モーニングと頼めばこれらが出てくる。　【用例】　an kui ke van noltfa
ax. モーニングを食べにいこう。
noln  ［名詞］個性　［レベル］３　13:制 :nonteln（私の性格）

nolliifa  ［地球の国名］タジキスタン　19:国旗に７つの星
nollem  ［音楽］七重奏、セプテット　rd;/　23

nolan  ［生物］しらみ、シラミ、虱　［レベル］３　古 :「掻きたい」
noa  ［魔法］翠晄、すいこう、ノア　［名詞］気合い、気、気力、肉体的精
神力、肉体的集中力　［医療］気　［レベル］１　sert　17:制 :古　nowa:no
wa:lu nowa　［文化］　envelen, diiyu, dolmiyu　人体を囲む緑の光で表
現される。『アティーリ』で頻繁に現れる能力で、鍛え抜かれた格闘
家が操ることができる。　noaは yunoと virの働きを助ける潤滑油
の役目をする。noaの流れが悪いと yunoが体中に行き届かず、元気
を失う。　lukletiaでは noaは背中（兪穴）から入って腰へ下り、腹
側の丹田に入る。この流れが元気を生むので、背中の血流が悪く凝っ
ている人は元気がない。　【成句】　noa em gins ノアが削れる。気が引
ける、気後れする：精神力であるノアが穿たれて削れ、小さくなっ
てしまうという意味。気が小さくなっている状態であり、気おくれ
するなどの意味を表わす。　noa em mimom 落ち着かない　noa em 
seex 胸につかえたようなすっきりしない感じがする　toi noa fiina 
nene ～に気を使う、気を回す　【用例】　til noa fan 丈夫なノアを持つ。
我慢強い、忍耐力がある
noa(2)  ［代詞］［solferj］an　［レベル］１　22:kmiir

noas  ［動詞］yulを aの役職に立候補させる、立候補する　［普通動名詞］立
候補　［反意語］das　［レベル］３　19:ilmus:ridia:nos/das

noaskit  ［名詞］体調　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　「ノアの座」す
なわちノアの宿る丹田のこと。ノアが丹田に集まらないと体調を崩
すため、体調が一番近い訳。　【用例】　si noaskit 体調が悪い
noan  ［代詞］［milia］私の　［レベル］１　19:ridia:non。lenaと lenanの類推から、
語尾に anが付いた。
noaflit  ［魔法］気水晶、ノアフリート　［アクセント］noaflIt　［レベル］５　sm;
noa/iflit　21　［文化］　iflit

noagalt  ［生物］期門　21

noaron  ［魔法］気圧　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

noaliil,ard  ノア粒　/

noaasra  ［生物］気海　21

noaelxe  ［生物］天柱　21

noi  ［親族］息子　［類義語］viena、saman　［反意語］miva　［レベル］２　18:制
　［文化］　伝統的にアルバザードは息子をありがたがる。娘の誕生は
そこまで喜ばない。父親はあまり子供に関心を示さないが、息子に
は比較的関心を示し、可愛がる。娘は趣味が合うときだけ同士とし
て認め、そうでない場合は理解できない小さい人という認識で、あ
まり干渉しない。　両親にとって娘に対する最大の関心事は貞操の
みで、あとはせいぜい家事の腕前と知能の高さくらいで、それ以外
は興味がない。　一方、息子は色々な可能性を考慮して教育を施し、
ちやほやする。男系社会というのが理由のひとつだが、アルバザー
ド人が嘘と無駄口を嫌う人種であることも関与している。アルバザー
ド人は嘘を嫌うが、子供は嘘をつく。すると必然的に口数の多いほ
うが嘘をつく回数が多いため、口やかましい娘は生意気で可愛くな
く、悪徳に満ちていると思われる。一方、口の少ない息子は純粋で
可愛いと思われやすい。　娘が不貞を働けば父親は娘を売るか殺し
て処分するが、息子はよほどのきかんぼうで犯罪でも犯さない限り、
殺す選択肢はない。息子と娘のどちらかしか助けられないという選
択肢に迫られれば、アルバザード人の多くは息子を取る。　＜息子
と父親＞　父親は跡継ぎとして息子を可愛がる。また、趣味や格闘
技を伝授する。息子は父親を尊敬し、自分の二番目の理想像として
捉える。（一番目と言わなかったのは、たいていのアルバザードの男
子にとって、理想の男性はミロク＝ユティアであるため）　＜娘と父
親＞　父親は娘にあまり関心がない。ただし趣味があえば可愛がる。
娘は父親の寵愛を得ようと、manaになるまでは必死に父親に求愛する。
そのたび父親が妻にしか目を向けないので、余計に母親と確執が生
まれる。manaになると男子に興味を持つようになるため、父親との関
係は希薄になる。　＜息子と母親＞　母親は厳しいが、娘に対する
よりはずっと甘く、過保護な傾向がある。そのため、息子は母親に
甘え、父親の寵愛を必要としない。その代わり父親は尊敬の対象と
して見られる。母親は息子に甘いため、息子がいる家庭だと旦那に
べったりしなくなることが多く、父親は若干さびしそうにしている。
　＜娘と母親＞　母親は躾けに厳しく、頻繁に娘を殴る。娘にとっ
て母親は脅威で、父親を守ってくれる存在として慕う。しかし mana
以降になると自主性を重んじられるばかりでなく、女性特有の悩み
などを相談できる相手として母親が重視されるようになる。結果的
に、年が行くにつれ、娘は母親と関係が濃くなり、小さいころにべっ
たりくっついていた父親の元にはあまり行かなくなる。
nois  ［単位］ミリ　［レベル］３　21:finos

noismelfi  ［単位］ノイスメルフィ、ミリメートル、ｍｍ→ nm　［レベル］
３　21
noismelba  ［単位］ノイスメルバ、グラム、ｇ→ nb　［レベル］３　21

noid  ［形容詞］相対的　［反意語］anoi　［レベル］３　古　【用例】　klit noid 
相対的な評価
noid,f  nod
noidtid  ［経済］相対貧困、相対的貧困　［反意語］anoitid　vl;/　23

noidklit  ［普通動名詞］相対評価　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

noie  ［軍事］准士官　［組み数字］５/７　［レベル］３　古 :zana　［文化］　兵の
階級のひとつ。准尉、特務曹長、兵曹長に分かれる。日本における
階級で准士官の３番目がなかったため、海軍の兵曹長を無理に宛がっ
た。
noe  ［名詞］ナルシズム　［類義語］fenzelit　［レベル］４　13:制 :古 :nonexo
（自分を綺麗にする）
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noett  ［代詞］［solferj］ant　［レベル］１　22:kmiir

noen  ［形容詞］無能な、有能でない、多彩でない　［反意語］avain　［レベル］
３　21:赤 nyohe（弱い）
noel  ［代詞］［mayu］アタシ　［レベル］１　21:kliiz:non

noel(2)  ［名前］ノエル　古 :noは 7で、不吉。elは水。そこから転じて
「嫌な雨」が原義。酷い雨で弱っているときにかわいそうに思った
セレンが捕獲を決意したことから。　［文化］　セレンの飼い猫。家の
近くのベンチで鳴きかけてきた。その夜、すごい大雨になったため、
保護した。雌。最初は「けー」と鳴いていたが、数年して「にゃー」
になった。さびしがり。
noean  ［名詞］ナルシスト　［レベル］４　20

ne  ［代詞］誰。疑問代詞。　［レベル］１　sert;nee,f　13←古 :nee　nee:
nee　【用例】　ti et ne? あなたは誰ですか。
ne(2),alt  wel　<>nee

ne,alt  mia
net  ［動詞］yulを起こす、起こす、起きる、目が醒める、目覚める、
目が覚める　［魔法］ネット。利の低位白魔法。ネルフを解く。　［電算］
起動する　［反意語］mok　［レベル］２　＠ 19　［文化］　アルバザードの国民
はふつう午前六時ごろに起きる。　【用例】　an ik net im tur. 今起き
た。　an net nelt im kalzas. 私は毎朝６時に起きる。　an net van im 
varfant e kest. 明日は７時に起きよう。　an netat im varzon. ８時
に起きた。　an net nos kon pile. コーヒーで目が覚める。　an net
at vadel nod skol. いつもより早起きした。　an netat vadel du 1 miv 
nod toxel im tu faar. 今朝は昨日より１時間早く起きた。　an netat 
vil vadel man an felat alkalt durne nov. 夜遅くまで勉強していたので、
朝早く起きられなかった：durne novか virdにすること。vird 
novだと夜明け前になるので、流石に現実的ではない。というのも、
アルバザード人はふつう徹夜で勉強をしないため。　an netat ris ki
nel. 本当に起きたくなかった。　im toxel, an retat al aruuj yul lu 
net sil an vadel. 昨日、私は弟に朝早く起こすよう頼んだ。　il net 
moa im an sok. 目を醒ますと、みんな起きていた。　an ates net alka
lt vird vad. 真夜中を過ぎるまで寝ないで起きていた。　an em kalma 
net var mok. 寝ているときにしょっちゅう目が覚める。　△ an mokes 
sil van alkalt melal xeil im kest　○ an net van en foilel im kest. 明日
は遅くまで寝ていよう。　an ik net im tur. 今起きた。　an ik net 
im tu tur. ちょうど今起きた。　an net van en foilel im kest. 明日
は遅くまで寝ていよう。　an net fal nos im kalzas e kest. 明日は６時
に起きなければならない。
netseln  ［アイテム］ネットセルン、めざましどけい　［レベル］５　20:起こ
す胡椒　［文化］　アズゲルから存在した民間アイテム。ネットの効果
がある胡椒。振り掛けるとくしゃみをして目を覚ます。
netfaal  ［気象］夜明け、朝日、明け方　［レベル］３　19　【用例】　sa faal em 
net 夜明け前に　im netfaal 夜明けに
netmelk  ［名詞］目覚まし時計　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　目覚
まし時計は普及している。大抵のものは午前と午後に別れていて、
六時にセットしても午前か午後のどちらかしかならない。日本の物
の多くは六時にセットすると一日二回なってしまう。だが、アルバ
ザードの物はふつうそうではない。午前午後のどちらかにセットし
ておくタイプである。　【用例】　netmelk en at ar. 目覚まし時計が鳴ら
なかった。　an netat mil netmelk tal an rikat vil i mokt. 目覚まし時
計で目が覚めたが、ベッドから出れなかった。　netmelk at lav tinka. 
目覚ましがうるさかった。　an sitrat fo e netmelk. 目覚ましの音に
気付かなかった。　netmelk at ar du 10 fei. 目覚ましが１０分鳴っ
ていた。　an isat netmelk. 目覚ましを止めた。　an arat vil foilnet 
man netmelk en emat ar. 目覚ましが鳴らなかったので早起きできな
かった。　an lo nos satat netmelk im toxel. 昨晩目覚ましをかけたつ
もりだった。　an netat fal im netmelk ik ar. 目覚ましが鳴ったとき
に起きるべきだった。　an satat net melk a varfant. 目覚ましを７時に
セットした。
netal  ［代詞］誰であろうと　［レベル］１　17:制 :ne/tal　【用例】　netal den 
net an. 誰であろうと私を起こすな。
netalet  ［代詞］誰かしらの、誰かの　［レベル］１　20:seren/ridia:netal/te

netim  ［名詞］起床時間　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

netont  ［自然動名詞］目覚め　［レベル］３　22

nek  ［動詞］yulを aに上げる、上げる、揚げる、あげる、上にやる、上
がる、振り上げる、立ち込める、立ちこめる、立ち籠める、立ち篭
める、立ち上る、立ち昇る、立ちのぼる　［自然動名詞］上昇　［生物］勃起
　［経済］反発→ baltnek　［反意語］mim　［レベル］２　19:恣意　::'yuk:tatalu,alt

nekt  ［動詞］yulを iから aへ隠す、隠す、隠れる、秘匿する、潜む、伏せる、
ふせる　［名詞］秘密、シークレット　［副詞］こっそり、こっそりと　［類義語］
xelier　［反意語］nok　［レベル］２　14:制　xelts:::nekulu,alt（悪いことを隠す） 
amelu,alt（良いことを秘める）　【用例】　hain{veig} nekt 秘密を守る｛バ
ラす｝　emk nekt a 秘密を洩らす
nekttulf  ［物理］潜熱　［レベル］５　19

nektkon  ［名詞］隠れ蓑　［レベル］４　19:lein

nektxan  ［名詞］真実、真相、隠された真相　［レベル］４　rd;/　24

nektxook  ［名詞］密談　［動詞］yulについて aと密談する、密談する　［レベル］
４　rd;/　23
nektfont  ［名詞］隠し通路　［レベル］４　19:xion

nektfut  ［動詞］yul（新しいもの）を i（古いもの）から a（場所）に挿
げ替える、yul（古いもの）を a（新しいもの）に挿げ替える、挿げ替
える、すげかえる、すりかえる　［レベル］４　20:xion

nektpina  ［名詞］密約　［動詞］yulを aに密約する　［レベル］４　rd;/　23

nekthac  ［文字］［言語］伏字、ふせじ、伏せ字、ふせ字　［レベル］４　rd;/
　24　［文化］　例えば日本語で「クミール」を伏せるときは「クミ○ル」
のようにするが、アルカでは kmiirを伏せるときは km**rのように
する。*の数はいくつでもよい。
nektra  ［名詞］隠れ家　［レベル］４　20:xion

nektaxo  ［娯楽］かくれんぼ、隠れんぼ　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

nektar  ［美容］コンシーラー　［レベル］４　21

nektilmina  ［政治］秘密結社　rd;/　24

nekku  ［幼児］［形容詞］秘密の、ないしょの、内緒　［副詞］こっそり、こっ
そりと　［レベル］２　19 mel len:luxia:nektと発音できなかったため、
nekkuと言っていた。メルが幼児語で良いんじゃないかといって成立。
ルシアが作った単語としては kakkaの次で、二つ目。どうも促音が多い
気がする。大人がそのように聞こえているだけかもしれないが。　【用
例】　kozet nekku ひみつのかぎ
nekxtam  ［動詞］yulをたちあがらせる、立ち上がる　［レベル］３　19

nekfaal  ［気象］日の出　［レベル］３　21

neka  ［動詞］yulを待ち伏せる、待ち伏せる　［普通動名詞］待ち伏せ、まち
ぶせ、待ちぶせ　［レベル］３　15:制 :nek（隠れる）から。
nekalfaal  ［天文］日出帯食　21

nekalel  ［経済］上げ相場　22

neki  ［軍事］ゲリラ、遊撃　［レベル］４　16:制 :nek（隠れる）
nekivas  ［軍事］ゲリラ戦　［レベル］５　rd;/　24

nekomimi  ［料理］ネコミミ　［アクセント］nekomimI　［レベル］３　21:alt「暖め
るスープ」　［文化］　アルティア料理。餅、豆腐、ニンジン、ネギ、里
芋、カボチャ、なめこをミソ味でゆでたスープ。豚汁と違い、ごま
油は入れない。　大根おろしを鉢に摺り、餅を食べるときは一旦鉢
に浸すか、あるいは大根をかけて食べる。アミラーゼにより餅のデ
ンプンの消化が促進される。　rdの東方遠征でアシェットが取り入
れ、広まった。体を温め、消化によく、胃腸によく、免疫力も高める。
餅が消化によく、なめこなどが胃壁を守るため、病中病後や胃腸病
に向いている。
nekolu,alt  melt
nekuli,alt  neeme, minti
nekulu,alt  nekt
nes  ［形容詞］非接触、非接触の　［反意語］mox　［レベル］３　rd;teel　＠ 21　［語
法］　スイカやパスモなど、接触ではないが離れているというほどで
もない距離を指す。
nest midiit  ［人名］ネスト＝ミディート　［レベル］６　古 :語源不詳　［文
化］　第１３使徒ルージュの実兄。
nesdilfai  ［医療］隔物灸　rd;/　24

nen  ［名詞］模様、パターン、型　［レベル］３　lakta　【用例】　☆ non leisat 
nen e tiia kokko nipl halen past. ごはんの上に豆でハート模様を作っ
た：アルカの場合、Ｒのような tiiaの幻字。
nen(2)  ［人名］ネーネの略称　［組み数字］２４/２８　［レベル］１　17:seren:
古 :mel
nent  ［数学］確率、頻度　［レベル］４　13:制 :古 :nente　nente:nente　【用
例】　nent tin 高確率　nent kal 低確率
nente,fv  nent　e

nenkart  ［被服］［工学］パンチカード　［レベル］５　20:模様カード　［文化］　
imul 1321にメティオの kanzel toxiaが発明し、1356年にアルバザード
に伝来。織機で模様の入った布を織るために用いられた。やがて twa
rzel disidiaによって解析機関に組み込まれる。
nenverant  ［医療］演技性パーソナリティ障害、演技性人格障害　［レベル］
５　vl;neene/verant　23:mel
nene  ［代詞］～、誰々、だれだれ、誰それ、だれそれ、誰がし、誰某　［レ
ベル］２　古 :nene（誰々）　【用例】　tauan ses kamil yuuma nene el. 買っ
たのはたしかユーマ誰それさんだったかな。
nenet  ［代詞］だれだれの、だれそれの　［レベル］２　20

nev  ［動詞］yul（場所や土）を掘る、掘る　［反意語］mob　［レベル］２　＠ 19

nem  ［形容詞］あやふやな、不明瞭な、曖昧な、ぼやけた、ぼやける、
不確実な、ぼんやりとした、漠然とした、不明な、あいまいな、色
が原色から遠い、色あせた、褪せた、ぼーっとした、ぼんやりした、
放心した、ぼやっとした、ぼやけた　［動詞］yulをあやふやにする、
不明瞭にする、ぼやけさせる、ぼーっとする　［反意語］mon　［レベル］２
　＠ 19　参考 :13:制 :munmu（あやふやな）　mummu:mummu　【用例】　alti
na halinik ok ins nem yul vik le til gel on taki. 少年は虚ろな目で、
銃を脇に抱えた男を見上げた。
nemt  ［動詞］yulを aに定住させる　［普通動名詞］［再帰動名詞］定住　［反意語］
monk　［レベル］３　＠ 19

nemtast  ［名詞］定住者　［レベル］４　21

nemfeis  ［名詞］曖昧模糊　［レベル］４　22

nemp  ［植物］アヤメ、菖蒲、しょうぶ、ショウブ、あやめ、アイリス　［俗
語］ホモ、ゲイ、バラ、薔薇　［類義語］test　［反意語］fianis　［レベル］５　
alakta　［文化］　垂れ下がる外花被片が陰嚢、立ち上がる内花被が陰茎に
見立てられ、古くからゲイの象徴とされた。　【用例】　non nar liito 
e nemp. なんだか薔薇の香りがするな。
nemyui  ［電算］［言語］あいまい検索、曖昧検索　［レベル］６　rd;/　23

nemi  ［形容詞］未知の、不明な、未明の、不詳な、未確認　［反意語］mona　［レ
ベル］３　＠ 19
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nemivetmoms  ［言語］語源不詳　［レベル］６　rd;/　23

nemilufan  ［名詞］未確認飛行物体、ＵＦＯ、ユーフォー　［レベル］５　
vl;/　23
ned  ［電算］アップロード　［類義語］xant　［反意語］mog　［レベル］３　vl;net.k
　23
neb  ［エルト］nebraの略称　［組み数字］１１/１２　［レベル］１　22

nebra  ［エルト］ネブラ　［名詞］１１時　［名詞］北北西　［交通］ネブラ通り　［音
楽］ラ＃　［組み数字］１１/１２　［類義語］neb　［レベル］２　meltia 4:nebr
a;e　古　［文化］　アルミヴァの１１番目。エルトの胴体から生まれた。
少年の姿をしている。サールのティーテルに求愛するが、ティーテ
ルの剣を扱えなかった彼は見向きもされなかった。ティーテルを恨
んだネブラはティーテルを犯してしまうが、ティーテルが抵抗する
ので陽物が抜けてしまい、精液が剣にかかってしまう。射精すると
落ち着いたネブラは泣き出すティーテルが憐れに思え、恥を感じて
行方をくらませた。力はあるが、気が弱いので戦いに向かない。ティー
テルに惚れ込むが断られ、犯す。すると自らそれを恥じて雲隠れする。
neblil  ［化学］キセノン　［レベル］５　18:制
nermes  ［サール］ネルメス　［名詞］４時　［名詞］東南東　［交通］ネルメス
通り　［音楽］レ＃　［組み数字］４/１２　［類義語］mes　［レベル］２　meltia 
4:nermes;e　古　［文化］　アルミヴァの４番目。サールの左足から生ま
れた駿馬。フェンゼルの弟。ティクノらと共にデームスと戦う。
nerlil  ［化学］ルビジウム　18:制
nelt  ［名詞］癖、習性、習慣、風習　［法副詞］習慣の副詞。無相につく　［レベル］
２　14:制 :恣意　【用例】　an viz nelt em sin. 遅刻癖がついいてしまっ
た：nelt,emともに副詞。
neltrens  ［名詞］口癖　［レベル］３　rd;/　23　【用例】　la til{ar} neltrens 
del tal. 彼はすぐ「しかし」と言う癖がある。
nelte  ［軍事］特務曹長、ネルテ　［組み数字］１３/２０　［レベル］３　19:ri
dia:molt→ molte（母音添加）→ nolte（語頭子音揃え）→ belte　［語法］［文
化］　kana

nels  ［形容詞］不幸な　［名詞］不幸、不幸せ　［反意語］nil　［レベル］２　13:制 :
不幸を変える魔法から
nelf  ［医療］気絶、卒倒　［動詞］yulを気絶させる、気絶させる、気を失う、
卒倒する、気絶する　［類義語］napx　［魔法］ネルフ（スリプル）。害の中
位黒魔法。相手を一時的に気絶させ、眠らせる。　［レベル］３　20:na/
luf（心がふわっと浮いてしまう）→ nalf→ nelf（naが付くのが多す
ぎるため）　［語法］　napx

nea  ［形容詞］濃い、色が濃い、味が濃い　［反意語］moi　［レベル］２　13:制 :
nei:古 :nyoe薄い。nyoeは日本語の「匂え」の説があったが、不自
然。nyohe/eria「弱い水」では？　【用例】　xoi nea 濃い味
neat  ［化学］［料理］濃度　［レベル］４　20

neaaikxiim  ［化学］高果糖液糖　［レベル］５　vl;/　23　［語法］［文化］　aikxiim

nei  ［遊離副詞］［形容詞］未だにない、未～、まだない、まだ～ない　［反意語］
moa　［レベル］２　＠ 19　［語法］　時期が予想より早いとか遅いとか関係
なく、ある時点から見て過去の時点で完了していない状態。つまり ｢
未だない ｣を表わす。単語自体に否定の意味があるので、enをつけ
なくてよい。そこは日本語と違うので注意。　【用例】　la luna nei. 彼
はまだ来ていない。　loki sen nei 未だに理解できない　an es net, 
tal an rik nei xal i mokt. 起きているがまだベッドから出ていない。
　an ares nei rafel e noskren. 未だ国語の宿題をやっていない。
neiko,alt  wel　ne/iko

neimals  ［形容詞］未婚　［レベル］４　19

neo  ［人名］ネオ　［組み数字］１０/１３　［天文］ネオ座　［レベル］３　先 :ano
:nao　［文化］　第４期３代ソーン第１０使徒。アノが付けた使徒として
のコードネームで、本名は不明。
nee  ［感動詞］ねぇ　［文末純詞］～だよ、～ですよ。気付いていない相手
に呼びかけるように言葉を投げかけるときに使う。相手に情報など
を教えるときなどによく使う。ハンカチ落ちましたよとか、シャツ
が裏返しですよなどというときに使う。　［レベル］１　古 :古アルカの
nee（誰）からか。古では女言葉だった。日本語の呼びかけ ｢ねぇ ｣
を語源とする説もあるが、それでは日本語ができない使徒も昔から
使っていたことに対して説明がつかない。　［語法］　呼びかけに使う。
呼びかけといっても主に会話中に使うものであって、道端で知らな
い他人に使うことは無礼。純詞のほうは別に無礼ではない。
nee,f  ne　e

neet  ［代詞］誰の　［レベル］１　20:seren/ridia　【用例】　tu et kaz neet? 
これは誰のペン？
neene  ［組み数字］２４/２８　［交通］ネーネ通り　［レベル］２　22

neene valem  ［人名］ネーネ＝ヴァレム　［組み数字］２４/２８　［レベル］２
　古 :語源不詳。valemは｢あの音楽の｣。　［文化］　→ nenverant　(2→ )
第４期４代ソーン第１０使徒。男性。pikko。１７２ｃｍ、５６ｋｇ。
金髪直毛で背中まで届く。瞳は青。肌は白：黄＝９：１。歌魔導師。
　　・『ミールの書』より　　彼は長く美しいブロンドヘアーを持っ
ていた。ジールの髪も羨ましいが、彼の髪もまたうらやましいものだ。
彼は青い瞳を手にした竪琴に向けて静かにしている。
neeme  ［名詞］姫、王女、プリンセス　［人名］リーザ。ユーアが常にリー
ザをこう呼ぶため（現実のほうでも）　［形容詞］～姫。前置。　［類義
語］letia　［反意語］miler　［レベル］２　fv;e　古　neeme:neeme::nekuli,alt 
hime,alt　［語法］　王の娘。王位継承権３位以下を指す。１位が継承確
実な場合、２位で既に neemeとなる。総称として letiaを含んで姫と
することもある。リーザは letiaで、ルーキーテは neeme。　【成句】　
neeme raken mep. → sordat

nut  ［名詞］炭　tm;nutxi（燃やした後に残るものという意味）　22

nutxi,f  xi　e

nut vama  ［人名］ヌット＝ヴァマ　［レベル］５　古 :nut,nt。右の名は後付け。
　［文化］　初代ソーンの第１３使徒。異性魔王。
nue,f  mend、oyuk　eは水。
nuu,f  sid、baks(fv)

nuut,fv  xita　nutxi.k

nuuo,fv  落胆、殺意、死刑、哀願、刑　赤

v
v  vland
vs  ［歴史］ヴァステ、vaste　［レベル］３　21

vrevrein  ［交通］勇郭線　［レベル］４　22:vrevalt/rein　［文化］　アルミ
ヴァ線と幻環線を繋ぐ１２本の路線。地下鉄。例えば幻環線北コノー
テ駅からは勇郭コノーテ口まで繋がっている。アルミヴァ線とは直
通で乗り入れることができるため、実質幻環線からアルミヴァ線は
一度の乗り換えで済む。
vrevlant  ［人名］ヴレヴラント王、勇王　［レベル］５　20　［文化］　(1569-1647)
rdのアルバザード王。アルバ十世。アシェットが活躍した時代の王
で、rdの時代のアルバザード王といえば通常彼のことを指す。強大
なヴィードを持ちながらも普段はリーザたちとともにテームスの封
印を強化しつづけることに専念した。温厚で寛大な人物で、セレン
少年らを育て上げた。勇敢な戦士でもあったことから、勇王と訳す。
vrevalt  ［ランドマーク］ヴレヴァルト、勇王郭、勇郭、勇王の城壁　［レベル］
４　rd;vrevlant/balt「勇王の壁」　22　［文化］　arna　アルナ市を囲う円
形の城壁。rdでアシェットによって築かれた。石造りである。　rd
当時は防壁の意味合いが強かったため、門の数は現在より少なかっ
た。現在は交通の利便性を考え、門の数が増やされている。　アル
バザードの観光名所のひとつである。
vrein  ［被服］ガードル　［レベル］６　vrein,ltk;女教師がよく穿いてい
たことから　21
vrein,ltk  xaxan
vl  ［歴史］ヴェレイ、velei　［レベル］３　21

vlan  ［単位］ブラン、ヴラン　［レベル］５　21:「分銅」。byulonを１０個
に分けたときのひとつひとつの分銅の重さ。　［文化］　anko

vland,szd  frem
vlandia  ［経済］ファンド　［レベル］５　古 sorn

vliz,szd  vext
vlend  ［建築］ダイニング　［レベル］５　lt　22

vlemen  ［軍事］総督、ブレーメン、ヴレーメン　［レベル］５　szl;「棒を
振る者」　23
vat  ［動詞］yulを待つ、待つ　［普通動名詞］待機、待ち　［レベル］２　f:saal;e
　古 :sorn（到着）　【用例】　vator 待っている　an vatat lu atu. 彼に会う
ためにそこで待った。　la solsalt an vat la du 2 miv. 彼は私を二時間
待たせた。　an vatat la kalt la luna atu. 私が彼が来るまで待った。
vatka  ［交通］駅のホーム、ホーム、バスの待合所、待合所　［レベル］３　
19:melidia axte
vatl  ［動詞］solは yulに届く、届く、至る　［レベル］３　19:sonohinoki:ソー
ン :vatleiyu（到着を歓待する）　【用例】　nia e fulmiia vatlates afrem 
aks im laz. 子供の頃、フルミネアの髪は床につきそうだった。　toim, 
tuubes fie sein ik hanoi le vatles siel" いつの間にか嘘は空高く積
みあがって、塔になった」
vata  ［普通動名詞］競、競り、せり、セリ、競り売り、オークション　［動詞］
yul（商品など）を tel（競争相手）に対して競る、競る　［レベル］３　
13:制 :古 :vatawa（戦うように買う）
vatai  ［サール］ヴァタイ。災害を引き起こすサール。　［名詞］天災、災害
　［法律］加害者　［動詞］yulという加害を aに加える、害する。　［反意語］
vatin　［レベル］２　古 :kmiir　［文化］　災害一般の扱いは全て地震など
と同じ。頑強な集合住宅が多いので、戸に板を貼り付けるようなこ
とはない。津波が思い切り襲い掛かるようなところには住まないし、
そもそもアルナに海はない。雷は避雷針で大概は防げるので心配要
らない。雷が酷いときは効き目のあるなしに関わらず、用心してブ
レーカーを落とす人もいる。へそを取られるという迷信はない。災
害時は学校も仕事も休みになる。軽い災害でも休日になりやすい。
vataika  ［名詞］被災地　［レベル］３　20

vataisapia  ［医療］加害妄想　［レベル］５　rt;/　23　［語法］　自分の存在や挙
動が人を傷つけているのではないかという妄想のこと。
vatiktuumi  ［俗語］キタコレ、ｷﾀｺﾚ、ｋｔｋｒ　［レベル］４　al;/「これを
待っていた」　23　【用例】　"hqm, see ti siina wel lanta lot haluhi suzu
miya?"　「ふーん、で、君は涼宮ハルヒのキャラで誰が好きなの？」
　"ouf (aaa kuyu tu et asm palv del vatiktuumi aata (aaa　 wat wat wat (aaa 
beami kuk mifel tofvet del vatiktuumi tis (aaa　 saa mon beami siina 
haluhi, tal yon elf tu lex failklei　 tet manamikamidia ento na nos et 
zal ont imyu anflenzel (aaa beami mixes ilt iten dan simonz (aaa　 
dopufo (aaa mifel leik konset lunak i kuo beamit sin (aaa arte, anpent, 
anpent (aaa　 diin hak sen axtan lades axkel nagato lex yuuyu xalt fris
kev (aaa　 ol el vais tu i kalte flon kal kok beami, (aaa son friskev e 
yuubelt xita fok　 kamalan e ginakl iltes lu lanta (aaa　 selfati e mikulu 
asahina et (aaa　 fokanupou (aaa tu mesa fit xalte del beami yun lulian (aaa
　 beami de lulian tis anflenzel (aaa kopoo"　「オウフｗｗｗいわゆ
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るストレートな質問キタコレですねｗｗｗ 　おっとっとｗｗｗ拙者
『キタコレ』などとついネット用語がｗｗｗ 　まあ拙者の場合ハル
ヒ好きとは言っても、いわゆるラノベとしてのハルヒでなく 　メタ
SF作品として見ているちょっと変わり者ですのでｗｗｗダン・シモ
ンズの影響がですねｗｗｗｗ 　ドプフォｗｗｗついマニアックな知
識が出てしまいましたｗｗｗいや失敬失敬ｗｗｗ 　まあ萌えのメタ
ファーとしての長門は純粋によく書けてるなと賞賛できますがｗｗ
ｗ 　私みたいに一歩引いた見方をするとですねｗｗｗポストエヴァ
のメタファーと 　商業主義のキッチュさを引き継いだキャラとして
のですねｗｗｗ 　朝比奈みくるの文学性はですねｗｗｗｗ 　フォ
カヌポウｗｗｗ拙者これではまるでオタクみたいｗｗｗ 　拙者はオ
タクではござらんのでｗｗｗコポォ」　（83 名前：以下、名無しにか
わりまして VIPがお送りします。[]2008/04/23(水 ) 00:15:50.87 ID:d6
1TZKea0）
vatin  ［法律］被害を受ける者、被害者　［名詞］獲物　［動詞］yulという
被害を iから受ける　［レベル］３　14:制 :vatan:vatai　【用例】　ans vatinat 
dier. 洪水で被害を受けた。
vatinkad  ［地球の国名］ポーランド　［レベル］５　19:歴史上何度も侵攻され
てきた可哀想な国。
vatinsapia  ［医療］被害妄想　［類義語］sersapia　［レベル］４　rt;/　23

vatie  ［名詞］大洋、大海原、大きな海、大海　［レベル］４　19:vark/tier　［語
法］　ヴァルク海のような大洋のこと。
vaton  ［音楽］楽屋　［レベル］４　21:vat

vate  ［動詞］yulを aに籠城させる、篭城する、引き篭もる、閉じこもる、
引きこもる、閉じ篭もる　［再帰動名詞］籠城、篭城、ひきこもり、引き
こもり、引き篭もり、閉じこもり、閉じ籠り、ヒッキー　［レベル］４　f;va
は戦う　赤　vate:vate:vate　【用例】　an vate van nos a fia nil olta tu et 
kloa olte l'el rik vil nos it. 幸せな世界に閉じこもる。たとえそれが
抜け出せない輪廻の物語であろうと。
vak  ［アイテム］武器、兵器、武具　［反意語］balon　［レベル］２　f;vak（攻撃する、
殴る）　中期制アルカ？ :vaskul（戦いの道具）　vak:vak:lu xian（武器）　

【用例】　vak vien 強力な武器
vakkas  ［軍事］陣地、陣営、陣、内野　［類義語］xalka　［レベル］３　22:vaan/ka

vaks  ［普通動名詞］交渉、ネゴシエート　［動詞］yulを aと交渉する、交渉
する　［レベル］３　13:制 :sorn:vakuas　［文化］　日本では交渉は企業間とい
うイメージが強いが、アルバザードでは企業だけでなく、個人間で
も交渉が盛んである。家族間でも多い。どちらかが利益を独占する
というのは争いの種になるので、お互いに折り合いを付けようとす
る。そして交渉が生まれる。交渉はどちらが利益を独占するかでなく、
どのくらいで折り合いをつけるかということを念頭に話す。要求を
率直にいうだけでなく、かけひきも必要になる。交渉は技術であり、
アルバザードの人間は交渉術を日常的に体得している。
vaksen  ［アトラスの国家］ヴァクセン　［レベル］５　19:ridia:砦
vaksenprein  ［植物］ダリア、ダリヤ、テンジクボタン、天竺牡丹　
nd;/　23　［文化］　ヴァクセン原産。ndで流入。
vakn  ［名詞］家畜　［動詞］yulを飼う、飼う、飼育する　［類義語］xiil　［レベ
ル］３　14:制 :vigkam飼いならされた動物　gongo:gongo:

vakl  ［普通動名詞］牧畜　［動詞］yulを牧畜する、牧畜する　［レベル］４　
19:vakn/lab
vaklan  ［名詞］牧畜者　［レベル］４　19:ilmus:ridia

vaka  ［地学］野原、平野、平地、原っぱ、はらっぱ　［レベル］３　13:制 :vagka

vax  ［動詞］yulを急かす、急ぐ、急がせる、せかす、急かす　［形容詞］急ぎの、
素早い　［副詞］急いで、素早く、すばやく　［名詞］緊急、急用、緊急事
態　［反意語］ent　［レベル］２　19:早そうな音であることから。音象徴
より。　［文化］　急ぐことは格好が悪いと考えられている。特にユー
ルやユンクは急ぐことを恥ずかしいと感じる傾向がある。日本だと
会社で急いでいると頑張っているように見えて好感が持たれるので、
ちょっとアルバザード人の気持ちが理解しづらいかもしれない。　

【成句】　vax entel. ゆっくり急げ。24に yuuaが紫亞に対してアドバイ
スした台詞が成句となったもの。紫亞はなかなかバトンが上達せず
にイライラしていて、そのときに言われたアドバイス。セレン似で
せっかちな紫亞には開眼的な内容だった模様。　【用例】　tu et daz a 
vax. これは緊急事態だ。　den em vax. 急いではいけません。　rsiil 
ant vax nelt an tat faar. 両親は毎朝私のことを急かす。　an sot fal va
xel. 急いで行動しなければならなかった。　an sot vaxel. 急いだ。　
an ket felka vaxel lana xont xax. 学校に遅刻しないように急いだ。
vaxt  ［動詞］yul（問題）を解決する、解決する、解く、けりをつける、
打開する、ゲームなどをクリアする、問題を解く、パズルを解く、
攻略する　［普通動名詞］解決、攻略　［数学］数式を解く　［類音］vast（意味
も似ていて紛らわしいので注意。ただ、vaxtは通常無生物を取るので、
たいていは区別がつく。vast ajiや vast tasなどの例に気をつける）　［レ
ベル］２　sorn　［語法］　vast tas, vaxt knoosが正しい。音が似ているので、
動詞を逆にしないよう注意。　【用例】　☆ el vaxt sen yuu emo na pes. 
後悔しても問題解決にならない。　vaxtat tas ati fiiyu. 試験をバッチ
リ解いた。
vaxtfelpe  ［娯楽］攻略ｗｉｋｉ　22

vaxtlei  ［娯楽］攻略本　［レベル］３　22

vaxtom  ［名詞］解決案、解決法、対策、解法　［レベル］３　19:ridia:ilmus

vaxvanz  ［電算］［娯楽］クイックセーブ　22

vaxhek  ［言語］至急、急信　［レベル］５　21

vaxluk  ［名詞］急ぎ足、早足、ウォーキング　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

vaxa,fv  vai　「戦う存在」vas/xa

vas  ［動詞］yulと戦う、戦う、争う、抗争する　［普通動名詞］戦争、争い、抗争、

紛争、戦い　［類義語］garma、diiva　［反意語］alvas　［レベル］２　f:elt;vi/so「力
をする」　古　vas:vas　［語法］　garma　【用例】　vas ik mono. 戦争が膠着す
る。　im kako, el faktat fal a vas olta so ris. カコの時代は戦争に行き
たくなくても行かなければならなかった。　nod tu, an vas van rafel 
t'alf. これから数学の宿題をする。
vast  ［動詞］yulに勝つ、勝つ、克つ、打ち破る、倒す、打ち倒す、打ち勝つ、
撃退する、yul（試験）に合格する、yul（籤など）に当たる、乗り越
える、乗り切る、克服する、打破する、乗り越える、当たる、合格する、
yul（場所）を踏破する、踏破する、アタリくじを引く、あたる　［普
通動名詞］勝利、打倒、合格、当選、克服、打破、踏破、適合、節約　［俗
語］yulに適合する　［動詞］yulを買わずに節約する　［類義語］mops、aset
　［反意語］vade　［類音］vaxt　［レベル］２　14←古 :vade（負ける）　【成句】　
vast adel kon adel 毒をもって毒を制す　【用例】　vast tas 試験に受かる　
vast retl 敵を倒す
vastkolt  ［普通動名詞］凱旋　［動詞］yul（場所）へ凱旋する、凱旋する　［レベ
ル］５　23

vastvade  ［名詞］勝敗、決着　［類義語］finven　［レベル］３　rd;/　23

vastria  ［アイテム］殲滅武具ヴァストリア　［レベル］３　seren:古 :リディ
アが撰んだ武具の総称としてセレンが作った語。vasは戦うだが、tria
は不明。　［文化］　アシェットが悪魔を殲滅するのに使った武具やア
イテム。神からもらったものが大半。例えばリディアの魔杖ヴァル
デなど。　＜ヴァストリアのリスト＞　リディア：acmadio, elfi, el
tia, liifas, telte, varde, temtia　オヴィ：oova　クリス：diino, satia
　ギル：beezelat　フルミネア：tikna　リュウ：kiltikno, vartina　メル：
meldia, mensa　ラルドゥラ：vanoseren　ザナ：tartia　パール：pret
avirde　ミルフ：fortis　ファーヴァ：ditinik　ルージュ：klement
　セレン：arxante, vanodia, hotalu, frataniti, arbileo, fiolentiina, 
leebenbcoi　ラヴァ：vanomiir　ウムトナ：saveer　リーネ：kilkalz
as　レレゾナ：viiz　ジール：ampal　リナ：artasen　エケトネ：esbalt
　エンナ：tiina　アッシュ：arvas　ネーネ：vasna　ピネナ：alfort　
ンムト：noba　クノン：dolte　クミール：sertia, valma　【成句】　vastria 
a(len) bliz 宝の持ち腐れ　【用例】　oou... noel lax tex e vastria! あー、
ヴァストリアの資料欲しい！
vastan  ［名詞］勝者、勝利者　［レベル］３　22　【成句】　vastan axt seta 勝者が
歴史を書く：勝てば官軍、負ければ賊軍
vastom  ［名詞］戦い方、戦闘法、戦術、戦略　［レベル］４　21

vaste  ［歴史］ヴァステ、神魔大戦、悪魔の愁訴、あくまのうったえ　［レベル］
３　ridia:古 :vasteems｢ デームスと戦う ｣。ここでの愁訴は不定愁訴
のことではなく愁い訴えること。　［文化］　神々と悪魔の戦い。アル
テムとサリアの間。アルミヴァの活躍で神の勝利となり、悪魔テー
ムスは封印される。
vask  ［軍事］［動詞］yulに軍事的に侵攻する、侵攻する、侵略する　［法律］［動詞］
yulの権利などを侵害する、侵害する　［普通動名詞］侵攻、侵略、侵害　［レ
ベル］４　19:ilmus:ridia?:vas/ke

vaskles  ［軍事］戦況　［レベル］４　19:リディアの書
vaska  ［軍事］戦場　［レベル］３　19

vassais  ［軍事］塹壕、トレンチ　［レベル］５　14:制
vasn  ［名詞］勇気、勇敢　［名詞］覚悟→ looto　［類義語］komvasn　［レベル］３
　19:melidia alis:vasna（戦う心）　paam:paam:gants　【成句】　elfe e vasn 勇
気凛々。xaとともに。　【用例】　til vasn 勇気がある　ok vasn 勇気を持っ
て、意を決して　te vins vasn 負けないで、くじけないで、挫けないで、
あきらめないで
vasnte  ［形容詞］勇敢な　［レベル］３　20

vasna  ［アイテム］ヴァスナ　［レベル］４　ridia:古 :vasnao（戦いの琴）　［文化］
　ヴァストリアの１つ。ネーネのもつ神琴。これを弾く間、敵にか
かっている魔法が解け（lartの効果）、同時に味方のヴィルが上昇する。
また、歌魔法の効果を高める。
vasnalt  ［アトラスの国家］ヴァスナルト　［レベル］５　19:ridia:戦いの城
vasvian  ［名詞］戦力　［類義語］vasenvi　［レベル］４　rd;/　24

vaspran  ［軍事］［娯楽］宣戦　［動詞］yulに宣戦布告する　［普通動名詞］宣戦布
告　［レベル］４　22

vaspa  ［軍事］戦闘車両、戦闘車輌、戦闘車　［レベル］５　rd;vas/palkoない
vas/pan　24　［文化］　anjelなどの戦闘車両が最初の vaspaと呼ばれた。
戦車などが出てくる vlになるまでは大砲を積んだ荷車のような車が
vaspaと呼ばれていた。現在では戦車だけでなく戦闘機や駆逐艦など
戦闘車両全般を指す。
vaspaz  ［軍事］戦歴　［レベル］４　21

vasr  ［物理］ヴァスル、電気抵抗　［レベル］４　古 :元は vasiire「戦う（抵
抗する）電気」　［語法］　１イーヴァの電流を流すためにその両端に１
イレットの電圧をかけねばならない時の電気抵抗。オームと比較。
vaslang  ［政治］［軍事］交戦権　［レベル］４　19

vasan  ［軍事］戦士、ファイター、ウォーリアー、ウォーリア、バトラー、
コンバタント、スクラッパー　［レベル］３　21　::lu gard

vasano  ［軍事］戦略　［類義語］vasom　［レベル］４　20

vasamo  ［軍事］戦車、タンク。honvaspaの一種。　［レベル］３　vl;/「戦う
車」　24　［文化］　vlの第一次世界大戦で塹壕戦を突破するためにアル
バザードが開発した兵器。
vasapl  ［軍事］戦艦　［レベル］４　23

vasala  ［被服］もんぺ　［レベル］５　alt　21

vasom  ［軍事］戦法、戦術　［類義語］vasano　［レベル］４　20:melidia xier

vasenvi  ［名詞］戦闘能力、戦闘力　［類義語］vasvian　［レベル］４　rd;/　24
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van  ［法副詞］～する、～しよう。意思・意志の副詞。　［レベル］１　19:
制 :vano:vanoは 14:sorn:vudas。制アルカには意思の副詞がないかほと
んど使われず、現在形で代用していたが、自然の流れでそうなった
のかやろうとしてそうなったのか区別できずしばしば不便だった。
　［語法］　vanは意思の法副詞であり、時制は持たない。しかし実際に
アルカが使われている場面を分析するに、silの代わりに vanを使う
シーンが見られる。結果、vanに近接未来の用法を認めることができ
る。sil vanという表現も可能だがあまり聞かれないのは、van自体に
近接未来の意味があるからではないだろうか。sil vanはなにか未来
であることを強調しているような印象がある。　要約すると、vanは
主観的な現在ないし近接未来、silは客観的な未来を指す。主観的な
未来（非近接未来）を指す場合は sil vanという言い方ができる。　　・
esk luna silと esk luna van　　前者は天気予報などで聞かれる客観的
な表現で、主観的に雨が降りそうだという場合は esk luna van inの
ようになる。　esk luna sil vanという表現もできるが自然ではなく、
やや持って回ったような、あるいは未来を強調したような印象を受
ける。　esk luna van inの場合、実際雨に意思はないが、vanで表し
ている。ではこれは誰の意思なのかというとふたつの考え方があっ
て、ひとつは雨を擬人化して雨自身の意思と考える見方。もう一つ
は話者の意思を主語である雨に投影した見方。このふたつの解釈が
あり得る。　　・sil van　　sil vanについては上記の通りだが、原
則的にはそのまま「～しようとするだろう」という意味である。例
えば kaan set sil van an ol la ser tu（もしこのことを知られたら父は
私を殺そうとするだろう）のように。　　・仮定に対する silと van
　　"ti na to on erim ol oma gaax a ti?"（犬に吠えられたら心臓に
どう感じる？）に対して "non na sil palsa anneu"（ドキドキします）
と答えることができる。　質問は仮定の文であり、それが起こるか
どうかは定かでない。それに対して non na vemのように現在形で答
えると、まだ起こっていないことに対して想像で怯えてしまうとい
うニュアンスになってしまう。それを防ぐために今現在は怖くない
が、もしそうなった場合には怖くなるだろうという意味で silを使う
ことがある。もしそうなった場合というのは未来のことなので、sil
を使うわけである。　なおこの場合、怖がるだろうことが客観的な
判断であれば silを、主観的な判断であれば vanを使う。つまり、冒
頭の質問に対し non na fan palsaと答えることもできる。その場合、
幽体離脱した客観的な視点で自己を見て「恐らくその状況になった
ら自分はこうするだろう」とは考えていないことになり、主観的な
判断で自分の目線で「あぁ怖いだろうな」と判断していることになる。
両者の違いは日本語に訳出することが難しい。　ちなみに non na tea 
palsa anneu（もしそうなったらドキドキします。まぁ実際にはしませ
んけど）と現在形で答えることもできるが、質問文の内容が起こる
可能性が極めて低い場合以外には違和感があるし、また子供が使う
表現でもない。　　なお、「もしあの時、犬に吠えられていたら心臓
にどう感じた？」の場合はどう答えるだろうか。この場合、確定し
た過去の事項についてなので、non nat tea palsaや non nat fan palsaと
は言えるが、non nat sil palsaとは言えない。　【用例】　ya, ke van. あぁ、
行こう。（勧誘の意味ではなく主語（＝この場合自分）の意思として）  
non sot van ranel anneu. ちゃんとやるつもりでした。

（勧誘の意味ではなく主語（＝この場合自分）の意思として）　

non sot van ranel anneu. ちゃんとやるつもりでした。

van(2)  ［言語］フレマゼル語の活格を表す語　［反意語］tis　rd;<fremazer
　24
van,szd  vien　< vivi,f.l

van,alt  ［アイテム］voz　［アイテム］和弓　［京極］弓：象形。戦場において武将
が目下の敵武将を射下ろすように狙っている様子を象ったもの。こ
の文字は射法八節 (xelsikle)の会 (leeve)から来ている。離れ (viine)
に入れば即座に射抜くことができるため、「すぐに」や「まもなく」
を意味する ayumi,altの文字は弓偏に時という旁からできている。なお、
この象形文字は四角の部分が人間の頭で、縦棒の部分が体を表して
いる。二本の横棒は弓手と矢を象徴し、頭部の斜線は馬手を象徴す
る。老婆心ながら、この文字はあくまで象形であり、厳密に言えば
実際に会の段階に入っても馬手がこのように頭の上に来ることはな
く、まして会の段階で馬手側の肘が伸びることはない。　<>viine
vant  ［普通動名詞］謝罪　［動詞］yulに謝罪する、謝罪する、謝る、あやま
る、詫びる、わびる、侘びる　［法律］法律。totovantからの逆成。　［感
動詞］ごめん、ごめんなさい、すいません、すみません、どうも　［レベル］
１　sorn:vant。vant ant（ごめんなさい）。vは意味を持たない。　［語法］
　→ anteo　謝罪には pent系列、vant系列、anteoがある。　pentは「自
分が悪いわけではないが、責任の一端がある」「自分が悪ではないが、
相手が気の毒であり、また相手がそうなったことに自分が関与して
いる」場合に使う。　ｓｏｒｒｙと異なり、自分が無関係な場合は
使えず、その場合は uudeなどを使う。　vantは「自分が悪いが、責
任の所在はない」という場合に使い、最も一般的に使う。「責任の所
在はない」というと無責任に聞こえるかもしれないが、謙虚に謝っ
ている。　自分に責任があって責められても仕方ないという場合は
anteoを使う。これは意味が重いので、使う場面は限定される。堅苦
しい感じがする。anteoは「私が悪うございました」というような意味。
通常は pentと vantを使い分ければよい。　pentより pentantのほう
が意味が重い。vantより vantantのほうが意味が重い。感謝と異なり、
miが付く系統のものはない。

・使い分け

略式 正式 敬度 

vant vantant 標準
anvant anvantant 丁寧
mivant mivantant 尊敬語

略式 正式 敬度 

pent pentant 標準
anpent anpentant 丁寧
mipent mipentant 尊敬語

正式 敬度 

anteo 標準
ananteo 丁寧
mianteo 尊敬語

　【成句】　vant et titi ka ulo ウロの前では法は大人しい：無理が通れば
道理が引っ込む
vantant  ［感動詞］申し訳ありませんでした　［アクセント］vAntant　［レベル］１
　sorn:vantant　［語法］　vant

vantaj  ［形容詞］物理的に綺麗　［類義語］eriet　［反意語］telas　［アクセント］vant
Aj　［レベル］３　szl　22:ridia　［語法］　begoa

vantaj,szl  osk
vantis  ［政治］軍人、戦闘要員、最も広い意味での兵（元帥さえも含めて）
　［反意語］avas　［レベル］３　fv;↓　19:vas/lantis（この lantisは使徒では
なく人）　vantis:vantis　［語法］　freianは剣士で、剣を持って戦う人
すべて。freivantisは軍隊にいる人間で、兵科が剣である軍人。　［文
化］　→ avas　戦士と魔法遣と魔法戦士の総称。戦闘要員。　現代にお
いては総指揮官と士官と兵の総称で、軍人のこと。
vantispit  ［軍事］兵科　［レベル］４　19:ridia

vante  ［言語］冠詞　［レベル］４　21:lt >< vat　［文化］　ルティア語などに存
在する。
vante(2)  ［被服］矢絣、矢すがり、　［被服］矢絣のお召　［被服］海老茶式
部、ヴァンテ　［レベル］３　alt;van/te　21　［文化］　最初は文様の名とし
てできた。次にその文様のお召になり、やがて袴を合わせたアルティ
ア人の未婚の女性の代表的な外行き衣装である海老茶式部の意味に
なった。　今では主にこのお召と袴のセットの意味で使うことが多
いので、文様が矢すがりでないものもある。　海老茶式部といって
も色までは日本と同じでない。確かに海老茶もバリエーションのひ
とつとしては存在するものの、メインはあずき色や赤紫や紫など、
多様であった。袴も灰や黒だけでなく、グラデーションを入れた青
など、多様であった。　合わせてベルガンド由来の大きなリボン (gr
anmil)を頭につけることが多い。　カレン人などは未だに若い女性が
着ていることもあり、北方でも都市部などではよく見かける。
vantems  ［電算］ヴァンテムス　［ユマナ］［電算］ウインドウズ、ウィンドウ
ズ、Ｗｉｎｄｏｗｓ　［ユマナ］［電算］Ｍａｃ、マック、マッキントッシュ
→ miik　［レベル］３　al:klavel alteems;val(sorn)/alteems　22　［文化］　klavel al
teems, santems　ウインドウズやマッキントッシュに相当するＯＳ。　
378 アリシアの主導で初の汎用型ＧＵＩを備えたＯＳである vantems
を搭載したパーソナルコンピュータが発売される
vank  ［植物］果物、フルーツ、漿果、液果　［メタファー］成果　［レベル］２　
13:制 :vink　【用例】　☆ an kui vank ist xia. おやつに果物しか食べない：
an kui vank hot lex xiaは不可。アルカの語法では vankは xiaに含ま
れない。スナック菓子やゼリーなどといったものは含まれるが、果
物はそれと同じレベルの概念なので、含まれない。同じレベルとは
例えば動物に対して植物のことなど。
vankka  ［名詞］果樹園　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用例】　miik xa vankka. 
果樹園でリンゴが実っている。
vankmue  ［名詞］チャツネ　16:制
vankopo  ［料理］フロレンティーン　［レベル］３　16:制　［語法］　ナッツ、
ドライフルーツ入りでチョコをまぶしたもの。
vanket  ［名詞］ヴァンケット　［レベル］３　rd;vank/te「果実のような→女
が食べごろな」　23　［語法］［文化］　lilul

vansame  ［言語］活格、動格、動作格　［反意語］tissame　rd;/　24

vand  ［動詞］yulを攻撃する、攻撃する、危害を加える、害する、いじめる、
いたぶる、襲う　［普通動名詞］攻撃、襲撃、アタック　［反意語］vano　［レ
ベル］２　rd;vand,ltf　15:制 :古 :vani（攻撃する）　vani:vani:vand　【用例】
　vaan vandat tu xial. 軍はその街を攻撃した。　tu et sort xanel ento 
tu vand sat erim ant. 本当に寒くて心臓がやられそうだ。
vandvian  ［名詞］攻撃力、威力　［類義語］vian　［レベル］３　rd;/　23

vanda  ［形容詞］おせっかいな、世話焼きの、大きなお世話な　［反意語］
daj　［感動詞］大きなお世話だ、関係ないだろ、ほっといてくれ　［レベル］
３　古 :sorn
vandit  ［形容詞］リディアの望まむような　［反意語］yutia　［レベル］４　rd;
val/dia/te「リディアに背くような」。ソーンの反意の接頭辞 val-の音
が変化したものに、リディアのdiaと「ような」の teがくっついたもの。
　24　［文化］　yutia

vandiam  ［魔物］ヴァンディアム（暴像）：第六十七天：聖の空天　［アクセ
ント］vAndiam　［レベル］５　19:ridia/seren/mel:vamyu/diam　［文化］　憑族。
剣士や魔導師の石像や銅像などに憑依した魔物。オブジェクトと思っ
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て通り過ぎようとしたところを後ろからザックリ……という怖いモ
ンスターである。
vandom  ［名詞］攻撃方法　［レベル］４　21

vandol  ［代詞］あんな　［形容詞］あのような　［類義語］yua　［反意語］gaato　［レ
ベル］１　22;vandol,szd.axek　22　［語法］　soa

vandol,szd  vam　<>vand

vandolen  ［代詞］あんなところの　［レベル］１　22

vandenvi  ［名詞］攻撃力　［レベル］３　20　［語法］　envelen

vangar  ［軍事］大将、ボス、ヴァンガール　［組み数字］１/３　［アクセント］va
ngAr　［レベル］３　rd;vangar,szk < van,szd/gard,szk　21　［語法］　アルバ
レンの階級と比較すると次のようになる。　arkalt/kaltis = vangar　hy
uxa/benom/galte = lanser　noie/mool/walt = bliz　［文化］　avanxian　地
球と異なりヴィードの存在するアトラスでは、戦闘能力の個人差が
激しい。地球では総大将も一兵卒も同様に銃弾であっさり倒れるが、
アトラスではヴィードの強い者が上に立つことが多いため、上の階
級ほど倒しにくい。　そこで生まれたのが兵士を階級でなく強さで
分類する方法である。総大将クラスの者を vangarといい、武将クラ
スを lanserといい、それ以下の雑魚を blizという。この分類はもち
ろん事実上階級の分類とほぼ同じ意味を持ち、実際当時の sltでも階
級と同じ意味で用いられた。では地球と何が違うかというと、この
強さ分類によって戦法を変えるためにこれらの単語ができたという
点である。　シージア人はこの分類を行い、敵の強さによって戦法
を変えた。ヴィード戦は rdまで続いたため、この分類はアルバザー
ドにも伝わって生きた。しかしアルバレンでアルバ二世が kanaを制定
したため、より深い分類が可能になった。だが概ね敵の強さをざっ
くり分けられるという点でシージア式分類はその後も使われた。
vangard  ［交通］クロスバイク、トレッキングバイク、フィットネスバ
イク、スピードバイク、アーバンバイク、コンフォートクロス、ヴァ
ンガード　［類義語］yame　［レベル］４　al;szkの「隼」から。　24　［文化］　
アルバザードで最も普及しているタイプの自転車。舗装道も山道も
行けるというハイブリッド型で、場所を選ばず自分の力でどこまで
も行けるというコンセプトが受け入れられた。　現実のリディアが
最もカッコいいと思う乗り物で、現実のセレンが最も乗りこなして
いる乗り物でもある。セレンはこれを使って埼玉から京都まで行っ
たことがある。ちなみにリディアが最もカッコいいと思う乗り物は
厳密に言えば飛竜艇なのだが、それは現実にはないので、現実の範
囲内ならクロスバイクが一番ということになる。リディアの価値観
では、車やバイクのように機械の力に頼って自分は楽して走るとい
うのは情けなくカッコ悪いらしく、クロスバイクのように自分の力
でどこまでも自由に進んでいくのは男らしくて憧れるとのこと。
vangard liizel  ［人名］ヴァンガード＝リーゼル　rt;vangar　22　［文化］　
rtの発明王。　　263　ヴァンガード＝リーゼル、蓄音機を発明　267
　ヴァンガード＝リーゼル、白熱電球を発明　268　ヴァンガード＝
リーゼル、発電機を発明
vangardi  ［死神］ヴァンガルディ　［レベル］３　21:eeste　［文化］　アラティ
アの本名。アラティアは「ラティアの者」という役職名。　地獄を
統べる者にして、契約 (raven)と鼎 (esto)を司る。ハインやクレーヴェ
ルと違い、犠牲を払って望みを叶えてもらうという内容の契約を結
ぶ。その契約はハインやクレーヴェルとのものより重い。　【成句】　al 
vangardi 契約だ、代償だ、仕方ない、しかたない：多義的。例えば
何かの責め苦を負っている際に、これは自分で選んだ道に対する代
償だと諦観する際に使う。また、これは面倒で苦痛かもしれないが、
契約に基づく行為なのでやるしかないと奮起させる際にも使う。さ
らに、自分は然るべき代償を支払ったので、それに見合う利得を得
られるべきだと契約の執行を望む際にも使う。
vangarditaka  ［地学］［歴史］ヴァンガルディ大陸　［ユマナ］ローラシア大陸
　vl;/。ordinに対して命名。　23
vangarrein  ［組み数字］大将賞　［レベル］５　21

vanren  ［言語］活格言語　rd;/　24　［語法］［文化］　活格＝ van，不活格＝
tisとすると 　太郎 -van コップ -tis 割った。 〈他動詞〉 　コップ
-tis 割れた／溶けた／温まった。 〈自動詞〉　太郎 -van 走った／働
いた／学校に行った。 〈自動詞）　　上記のようになるものが活格言
語である。　カルディアではフレマゼル語などが代表である。rdで
歌魔法とともに知られるようになった。
vanz  ［動詞］yulを aに保存する、保存する　［電算］セーブする、書き込む、
撮影する、セーブ、保存、撮像する、　［動詞］yulを保管する、保管する、
取っておく　［普通動名詞］保存、保管、取置き、取り置き、撮影、撮像　［反
意語］falet　［レベル］３　13:制 :lakta:vin　【用例】　vanz tex a hosi ファイル
にデータを保存する
vanzteet  ［魔法］保存性　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

vanj  ［料理］ジャム、プリザーブ、甘いスプレッド　［レベル］２　13:制 :va
nkjag（果物でできた粘性の強いもの）　［文化］　アルバザード人は男性
でも作ることができるということになっている。
vana  ［形容詞］［ポジティブ］自信のある、強気な、勝気な　［名詞］自信　［経済］
ブル　［反意語］alvana　［類音］vaana（意味が逆っぽいが、人名なので混同
は大丈夫だろう）　［レベル］３　sorn:｢ 強硬な姿勢で論議に臨む ｣　【成句】
　les til xe l'em miyu aaxal em sen vana. 変わらないでいることは自
信に繋がる。
vana,alt  tikn
vanakemi,alt  ［名詞］弓月　［京極］弓 /月
vanal  ［名詞］自信　［レベル］３　20

vanaloo  ［軍事］火竜槍、火竜鎗、マドファ　sm;alt「竜筒」。竜が火を吹
くかのように見えたことから。　24　［文化］　gel

vani,f  vand

vania,fv  xial　vano/nia,fv

vano  ［動詞］yulを i{tel}から守る、守る、護る、保護する　［普通動名詞］防衛、
守備、自衛、守護、保護　［反意語］vand　［レベル］２　f;vaは戦う　赤　
vano:vano:melor:kamulu,alt　【用例】　vano vien 堅い守り
vanotaka  ［経済］保護貿易　［レベル］６　19

vanos  ［動詞］yulにユノを全放射する　［普通動名詞］ユノ全開放射　［レベル］
４　古 :vanoは守るように或いは囲むように全放射するユノ。sは so
から。　［語法］　消費量は多いが、雑魚敵を一掃できる。
vanoseren  ［アイテム］守護剣ヴァノセレン、ヴァノセレン　［レベル］４　
ridia:古 :vanoserenは｢セレンを守る ｣の意味。　［文化］　最強のヴァ
ストリア。ラルドゥラのもつ守護剣。霊界で最も強い力を秘めた剣。
その力を解放するとアルデのみならずテームスさえも破壊してしま
いかねないため、テームスが強力な封印をかけて暴走を食い止めた。
だがその後その剣は行方をくらませてしまう。以降はずっと歴史上
から消え去っていたものだが、rdでアンテの手に渡った。アンテは
一度だけその剣を抜いてテームスを切りつけたところ、途端にテー
ムスは大打撃を受けた。あまりの威力に恐れたアンテはすぐさま剣
を鞘に収めたが、それでも剣は暴走してしまう。剣が鞘を離れてい
た時間はたった１秒にも満たなかったが、その剣の暴走で周辺の空
間にあったものを全て破壊してしまった。アンテはその剣を恐れ、
２度と抜かないと決めた。悪魔キルセレスでさえその剣には近づこ
うとしなかった。アンテはやがて息子のラルドゥラに剣を託すと、
ラルドゥラは剣にヴァノセレンと名付けた。
vanon  ［名詞］ヴァノン、ヴァノン特殊部隊、シオン親衛隊、シオン
の幹部　［組み数字］６　［レベル］４　古 :vanon← vanoxion　［文化］　アル
ティス教の始祖、とりわけアルシオン派の始祖であるシオンの親衛
隊。それぞれアルシオン派を構成する上で重要な役割を持っていた。
人数は男女３人ずつで、全員本名は別。twarは女で財政を担当した。
arhanは男で外交を担当した。narteは男でアルティス教の戒律を担
当した。xartは女で事務を担当した。lusonは女で派の決定内容の実
行担当者。そして miroxは男でアルテとの交信を担当した。
vanonmem  ［組み数字］ヴァノンサークル、六芒星、六歌仙　［レベル］５　
21　［文化］　rapalx

vanondespel  ［名詞］ヴァノン結界。６個の結晶を使う。　18

vanoms  ［悪魔］ヴァノムス　［レベル］４　meltia 0:acma;vano/teems　古 :vano
ms← vanoteemsから。「テームスを守る」。　［語法］［文化］　アルマにヴォ
テムを加えた五匹の悪魔の総称。
vanomiva  ［魔法］ヴァノミヴァ（ウォール）　［レベル］６　20:娘を守る　［文
化］　rdでアノが娘のクミールを守るために開発した個人魔法。分類
上は魔法陣。あらゆる攻撃に対するバリアを張る。術者の能力に応
じて強さが決まる。効果としてはエスバルトと同じ。クミールの家
を常に纏っているため、ここはたとえ爆弾を落としても壊れない。
vanomirok  ［宗教］守護神　rd;/　24

vanomiir  ［アイテム］ヴァノミール　［レベル］４　ridia:古 :vanokmiir｢ ク
ミールを守る ｣　［文化］　ヴァストリアの１つ。ラヴァもつ大鎌。
vanodia  ［アイテム］守護剣ヴァノディア、ヴァノディア　［レベル］４　rid
ia:古 :vanoは守るで、diaは｢夢｣の意味。diaは『幻想話集アティーリ』
が昔 ｢リディアの話 ｣と呼ばれていたことからとったもので、ridia
から riをとったもの。そして diaは古で ｢夢 ｣なので ｢夢を守る ｣
という意味。ここの夢は『幻想話集アティーリ』の世界を指すから、
vanodiaはテームスから守るという意味。だが、これには裏の意味が
ある。diaは掛詞としてリディア本人をも指す。従ってこの剣は ｢リ
ディアを守る剣 ｣という意味にも取れる。そして実はその裏の意味
を読み取らねばなぜリディアがこの剣をセレンの剣にしたのかが分
からなくなる。　［文化］　ヴァストリアの１つ。セレンのもつ守護剣。
『幻想話集アティーリ』でセレンがヴァルファントと一騎打ちをして
勝利した際に褒美として貰った剣が元。セレンはその剣でデームス
最強の剣士キルセレスと戦い、打ち破る。キルセレスが滅んだとき、
セレンの剣にキルセレスの力が流れ込んできた。そうしてキルセレ
スの力を得たその剣は紛れもなく最強の剣となった。セレンは剣に ｢
大召喚士リディアを守る ｣ということと ｢霊界を守る ｣ということ
を掛けて vanodiaと名付けた。
vanobal  ［名詞］バリア、バリケード　［レベル］３　19:lein　【用例】　lu vik 
ves tistik reial kont lai elen le xtames yu a lat e lixil xel vanobal. 残っ
た男は一人、小屋の入り口に立てかけたバリケード代わりのテーブ
ルを見やると、寂しそうに呟いた。
vanobalan  ［名詞］バリアを張る者　［レベル］３　19:ilmus:ridia

vanort  ［政治］摂政、ヴァノールト　［レベル］４　20:vano/古 hart（陛下
をお守りする）　［文化］　yuuma 5491 ミハリルが崩御。１０歳のペティ
が即位する。アトラス史上ありえないことで、物議をかもすことと
なった。結果、ユキナが政治を見る摂政という地位についた 
vanolang  ［政治］［軍事］自衛権　［レベル］４　19

vanolizno  ［政治］保護庁　［レベル］４　19　［文化］　軍務省下。救急車は
この管轄。また、遭難者をヘリなどで救うのもこの管轄。
vanoan  ［名詞］保護者、守護者　［野球］野手、フィルダー　［レベル］３　f;/ 
| vl　19:melidia axte
vanoarba  ［軍事］ヴァノアルバ、国家特殊防衛部隊ヴァノアルバ　［レベ
ル］４　古？　［文化］　アルバ３世が集めた私兵団。rdの時代が全盛で、
その強さは国軍をも凌いだ。rdではテームスの封印を強めに出向い
ており、国内にほとんどいる機会がない。
vanoenvi  ［名詞］防御力　［レベル］３　20　［語法］　envelen

vanoerivoxn  ［生物］白血球　［レベル］４　19:体を感染から守る
vav  ［運動］スポーツ、運動、競技、体育　［名詞］体育。教科名→ felpant
　［レベル］２　13:制 :古 :vivimain（運動、強い体）　kuu:kuu　［文化］　健
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康を保つための運動は強く推奨される。筋トレや軽い運動、ランニ
ングやウォーキングが推奨される。　アルバザードでは球技の人気
があまりなく、サッカーや野球をやる人は少ない。　個人競技のほ
うが人気があり、次に二人でできるものが人気。団体競技はそれほ
ど多くない。最も人気のある団体競技はサバイバルゲーム。　【用例】　
an xir vav. 運動不足だ。
vavtas  ［運動］スポーツテスト　［レベル］３　vl;/　24　【用例】　ap kils, fill
ef tan et ko mei e vavtas. あと、細かく言えば持久走もスポーツテ
ストのひとつだ。
vavtelx  ［名詞］体育。徳育、知育、体育という教育の三本柱のうちのひ
とつ。　［レベル］３　rd;/　24　［文化］　telx

vavka  ［運動］運動場、トラック　［レベル］３　20

vavsab  ［被服］体操着、体操服、体育着、運動着、ジャージ（学校によっ
ては）　［レベル］３　20:xion

vavsems  ［運動］運動部　［レベル］３　19:melidia axte

vavsel  ［歳時記］体育の日　［レベル］３　20　［文化］　ミロク革命で制定され
た。気候が暑くもなく寒くもないファーヴァの月の最初で、運動に
は最適とされる。この日は運動が推奨され、運動会も多く開かれる。
vavate  ［運動］ジム、スポーツジム、フィットネス　［レベル］４　19:ridia
:arbaxelt
vavita  ［運動］運動会、体育祭　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　sama
naまで毎年一回、リュウの月第一週の好天に行われる。ximanaではサー
クルごとの試合になるため、学校規模では行わない。
vavikl  ［運動］体育館　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　体育の授業な
どのために、広いものが用意されている。
vavenvi  ［運動］運動神経　［レベル］２　18:seren:melidia　［語法］　一般に
言われるいわゆるスポーツの得意不得意を指す能力の意味。
vaf  ［動詞］yulを iから搾取する、搾取する　［普通動名詞］搾取　［レベル］
４　13:制 :古 :vifuto　【成句】　el vaf ax i kuz siet set luus. 馬鹿は殺
さず絞るべし (liiza lutia)
vam  ［形容詞］暴れた、乱暴な、獰猛な、凶暴な、暴力的な、野蛮な　［名
詞］暴力、暴発、乱暴、狼藉　［名詞］暴漢　［動詞］yulを暴れさせる、暴
れさせる、暴徒と化させる、乱暴な状態にする　［反意語］alvam　［レベル］
２　13:制 :古 :vamyu　vamyu:vamyu:vandol　［語法］　alvam, luup, toen　【成
句】　vam yun beezel 破竹の勢い。軍隊と企業以外にはネガティブな
意味。vl以降はポジティブ。　【用例】　［メタファー］vam yun vaiks 山猫の
ように獰猛な：残忍なニュアンス
vamsool  ［名詞］蛮行、暴行、乱暴　［レベル］４　19:ilmus:ridia

vamp  ［名詞］統計　［レベル］４　13:制 :古 :vuuma（統計）　vuuma:vuuma

vampet  ［動物］ハヤブサ、隼、ファルコン、はやぶさ　［レベル］４　20:lakt
a:vamp。以前は vamtで、vemtと似すぎたため。　vamp:vampet:la vangard
　【成句】　knak yun vampet ハヤブサのようにまっすぐな：猪突猛進
vamyu  ［名詞］暴徒　［名詞］大がかりなストライキ、大々的なデモ　［レベル］
４　f;vaは viで力。　赤 :暴れた
vamort  ［医療］月経前症候群　［レベル］５　19:生理前に（一部の）女がイ
ライラしたり凶暴になることから
vad  ［形容詞］早い、すぐの。動作そのものの所要時間が短い。　［副詞］
すぐに、すぐ　［類義語］foil、map　［反意語］nov　［レベル］１　13:制 :古 :viid
（遅い）　:::totolu,alt　【用例】　vadel enz できるだけ早く、ＡＳＡＰ、一
日も早く
vadklel  ［ユマナ］ウィキペディア、ウィキ、ｗｉｋｉｐｅｄｉａ　［レベル］
４　20:語源が「早い事典」であることから
vadn  ［料理］ファーストフード　［レベル］３　13:制 :vadxun（早い食事）　［文
化］　一部のものは健康に悪いとして革命で廃止。サンドイッチのよ
うな軽いものが現在には残っている。
vadnipl  ［植物］インゲン、インゲン豆　［レベル］４　16:制　［文化］　単体
で食べられることはないが、煮物など、料理に入れられる。
vadfais  ［化学］爆轟　rd;/　24　［文化］　gel

vadger  ［植物］二十日大根、ハツカダイコン、はつかだいこん、ラディッ
シュ　［レベル］４　16:制
vadgel  ［軍事］マシンガン、機関銃、機銃　［レベル］４　rt;/「早撃ち銃」
　16:制　［文化］　rdから魔法式の機関銃ができ、nd以降もそれに似せ
たものを作ろうと試作が練られ続け、やがて rtで空気圧機関銃が開
発されたのが始まり。
vadgelesk  ［軍事］機銃掃射　［レベル］５　rt;/「機関銃の雨」　23

vadrens  ［言語］早口言葉　［レベル］３　19

vadl  ［動詞］yul（敵国）を殖民する　［普通動名詞］植民　［レベル］４　13:制 :sa
d:vadokal｢ 勝利の土地 ｣が原義。
vador,szd  kad　vade（負ける）か vano（守る）が関与しているはず。
vade  ［動詞］yulに負ける、負ける、落ちる、落選する、倒れる、やら
れる、落第する、不合格になる、ハズレくじを引く、はずれる　［動詞］
yul（生活必需品以外のもの）を買う、買う。節約家が主に使う用法で、
全員がこの用法を使うわけではない。　［普通動名詞］負け、敗北、敗戦、
落選、不合格、落第　［反意語］vast　［レベル］２　f:vaは戦う　古　vade:
vade:vade　【成句】　［娯楽］ti vadek ゲームオーバー　vade flen ras total, 
ol ti vina elf 何度でも負けていい、ただ諦めなければ：七転び八
起き　【用例】　im vaste, deem vadet armiva. ヴァステ戦争で悪魔はア
ルミヴァに敗れた。　te vade pile ka axef. tu et bebel e. 喫茶店で
コーヒーなんてもったいないわよ。
vadestark  ［軍事］サブマシンガン、短機関銃、機関短銃、機関拳銃、マ
シンピストル　［レベル］５　vl;/　24　［文化］　gel

vaden  ［遊離副詞］［形容詞］まずない、まさか　［レベル］１　20:vaik/adem（部
分 /欠片）→ vadem。「確率が欠片ほどしかない」　［語法］　aluut

vadezim  ［政治］死票　［レベル］４　19:敗者に投じた票
vadean  ［名詞］敗者、敗北者　［レベル］２　22

vag  ［形容詞］野生の、動物が飼いならされていないさま、自然に人間
の手が入ってないさま、のら、ノラ、野良、自然　［形容詞］性格が野
性的な、ワイルドな　［言語］ネイティブ、ネイティブスピーカー　［レベル］
３　13:制 :milf:古 vaga。造語年 6ごろ。語源忘却。　【用例】　vag hot 
ser tu rexir. この答えはネイティブのみぞ知る。
vagket  ［動物］野良猫、のら猫、のらネコ、ノラ猫、ノラネコ、のらねこ、
ノラねこ　［レベル］３　rd;/　23　【成句】　xial ka le vagket tilme monia et 
rat. 野良猫が見知らぬ人に懐く街は良い街。野良猫に土地の人が優し
くしていれば猫は人を恐れなくなるため、来訪者を見ても逃げなく
なる。野良猫が人に懐く街は人が優しい、野良猫を見ればその街の
人々の民度が分かるという意味の諺。
vagoma  ［動物］野良犬、のら犬、のらイヌ、ノラ犬、ノライヌ、のらい
ぬ、ノラいぬ　［レベル］３　rd;/　23

vap  ［動詞］yulを沸騰させる、沸騰する、沸く、わく、わかす、沸かす、
わかせる、沸かせる　［動詞］yulをかっとさせる、カッとする、かっ
とする　［普通動名詞］沸騰　［レベル］３　13:制 :vasap（甚大な蒸発）。蒸発
が液体内部からも起こること。　【用例】　la vapat an. あいつのせいで
かっとした。
vapr  ［名詞］やかん、薬缶、薬罐、ケットル　［レベル］２　13:制 :湯沸か
し器
vah  ［動物］サバ、鯖、さば　［レベル］３　14:制 :古 :vemalhoora｢ 黒青 ｣　［文
化］　食用される。脂が多く、たまにじんましんを起こす魚として知
られる。
vayu  ［名詞］訳有ボス　［レベル］３　20:vaana/yuua　［文化］　訳あって敵に
なっているキャラクター。rdのヴァーナ、ファイヤーエンブレムの
エルトシャン、ＦＦ４の操られたカインなど。
var  ［格詞］（経路格）～を通って、～通って　［格詞］（時間とともに）～
の間中、間じゅう、あいだじゅう　［格詞］（中継）～を介して、～を仲
介として、～を通して　［格詞］（介在）～を伴って、～を通して　［格詞］
（manと kontを合わせたもの）～することを通じて　［動詞］yulを通る、
通る、経由する、通す、通過する　［レベル］２　f;e　古　［語法］　rak　【用例】
　an tilat lab var sel. 一日中仕事があった。　an solsat meli var max e 
pind. 私は針の穴に糸を通した（糸を渡した）。
vart  ［副詞］［形容詞］とてつもなく、恐ろしく、ずば抜けた、ズバ抜けた、
ずばぬけた　［レベル］１　制 :ovi:新生で tinkaが tinの上になったが、
違和感があるとしてオヴィが tinkaを tinの強調形に抑えた。その代
わり、tinkaのあった位置に vart（制での意味は「生まれる」）をあてがっ
た。「死ぬ」を強調にあてがうのは自然言語によくあることで、日本
語でも「死ぬほど」などという。ただ、「生まれる」を強調に使うの
は独特のセンス。19年まで程度は４段階だったが、大雑把すぎるので、
確率と頻度に平行して８段階にした。　［語法］　程度は９段階に分か
れる。23年までは中央の selteがなかったが、紫亞によって追加され
た。　程度の表現には強調度がある。tarと yueが最も強調度が弱い。
端に行くほど強調度が高い。程度は左が高く右が低いが、強調度は
端のほうが高い。「とてつもなく」と「ほんの少し」は程度の高さや
低さを強調している。「とても」と「かなり」はプラスにもマイナス
にも大した強調ができていないため、強調度が低い。これがどう活
きているかというと、tinと tinka、kalと kalisの間で、強調度の高いほ
うが語形が長いという特徴が見える。　　とてつもなく、ものすご
く、とても、かなり、中くらいの、やや、ちょっと、わずかに、ほ
んの　vart, tinka, tin, tar, selte, yue, kal, kalis, leiz　このうち rente
は tinkaを tiinaという。マユは両方使う。ミリアと幼児は tinを tin
tinと強調し、tinkaの代わりとすることもある。
vartvien  ［音楽］フォルティッシシモ　19

vartmam  ［生物］爆乳　［レベル］４　rd;/　24

vartina  ［アイテム］ヴァルティナ　［レベル］４　ridia:古 :｢ 強いあなたの
心 ｣の意味だそうだ。　［文化］　ヴァストリアの１つ。リュウのもつ
神槍。
vartivn  ［音楽］ピアニッシシモ　19

varte  ［悪魔］ヴァルテ　［レベル］３　meltia 0:varte;e　古 :artは魔法。リ
ディアとクミールの共同創作キャラクター。　［文化］　ヴィルを司る。
黒い法衣を着た銀髪の美青年。自信家で陶酔的。デームス最強の魔
導師。魔法関連のデームスを統べる者であり、下位に悪魔ミダン（聖）、
悪魔ヴェンシート（邪）、ソーム（七曜の悪魔）を置く。ヴァルテは
創世記に猛威を奮ったが、竜王ティクノによって封印された。ヴァ
ルテに致命傷を負わせたのはティクノが投げつけた杖であり、その
杖はヴァルテの魔力を吸ってこれ以上にない程の魔力を秘めた杖と
なった。余りの威力を恐れたティクノは杖を回収すると、自分の屋
敷に保管して家宝とした。後にアルデスはティクノからそれを賜っ
たが、更にその杖は大召喚士リディアの手に渡ることとなった。リ
ディアは魔杖ヴァルデを手に、復活したヴァルテを再度封印する。
　冥王星を司る。
vartes  ［宗教］ヴァルテス派　［レベル］３　古 :古 :vartes← varteems｢ 強大
なるテームス ｣　［文化］　アルティス教の一派。アルテよりテームスを
中心に崇拝する混合派とテームスのみを崇拝する原理派に更に分か
れる。テームスの復活を祈って霊界の崩壊を願う末法思想で、その
性格から悪魔崇拝とされている。ヴァルテスによると、霊界は救え
ぬほど汚れてしまったので一度破壊しつくして全て元のアルテの形
に戻してから再生すべきだと考えられている。彼らがテームスを崇
拝するのは霊界を０に戻す力を持っているのはテームスだけだから
であり、徒に霊界の破壊を願うのではないということになっている。



128 valnselvark
vark  ［地名］ヴァルク、ヴァルク海　［レベル］３　古 :ridia　［文化］　セレー
ト島以東、サヴィア以西の海。世界最大。地球では太平洋に当たる。
varksiza  ［地学］ヴァルクプレート　23

varkan  ［化学］クオーク、クォーク、基本粒子　［レベル］５　古 :v/arkans。
三つ巴であることから。
vars  ［動詞］yulを aに強いる、強いる。使役動詞。　［普通動名詞］強制、
強要　［レベル］２　14:制 :不明　［語法］　→ sols

varfant  ［エルト］ヴァルファント　［名詞］７時　［名詞］南南西　［交通］ヴァ
ルファント通り　［音楽］ファ＃　［組み数字］７/１２　［類義語］fan　［アクセ
ント］vArfant　［レベル］２　meltia 4:varfant;e　古　［文化］　→ fanverant　
アルミヴァの７番目。エルトの頭から生まれた。セイネルスを剣と
するエルト最強の剣士。デームス最強の剣士であるキルセレスとも
張り合うが、負けてしまう。rdではセレンと一騎打ちをし、これも
敗れる。エルトの王になる素質があったが、カルザスに負けて従う
ようになった。真面目で人情家。
varfont  ［名詞］経路　［レベル］４　rd;/　23

varma  ［名詞］かっこいい、イケメン　［類義語］erde、farm　［レベル］２　
古 :varmain｢ 通り抜ける体 ｣。元は lovarmain｢ 感動で頭を貫くような
体 ｣の意味で、相手の容姿を称えた言葉。　［語法］　カレシ候補や男
として見ている相手に使う。勘違いされたくないときには farmを使
う。
varmil  ［色］橙、オレンジ　［レベル］２　古 sorn:papaluraから来ている。
varmilia  ［人名］ヴァーミリア　20　［文化］　imul 14 ユリア、息子の var
miliaを授かる 
varmel  ［名詞］［形容詞］通時的な、時系列の　［反意語］xekmel　［レベル］５　
19:ridia:arbaxelt
vardopm  ［名詞］通行証　［レベル］４　rd;/　24

varde  ［アイテム］ヴァルデ、魔杖ヴァルデ、魔杖（まじょう）ヴァルデ　［レ
ベル］４　17:制 :古　［文化］　ヴァストリアの１つ。リディアのもつ魔杖。
ティクノが悪魔ヴァルテに投げて致命傷を負わせた杖。最強の魔力
を秘めている。ティクノからアルデスへ渡り、アルデスからリディ
アに渡った。リディアはこれを使って復活した悪魔ヴァルテを倒し
た。　【成句】　varde ik sord. ヴァルデは掲げられた：賽は投げられた。
リディアが rdでテームスを殲滅すると宣言した際、セレンに介助さ
れつつヴァルデを高らかに民衆の前で掲げたことから。
varzok  ［動物］コンドル　［レベル］５　14:制 :varzon

varzokkad  ［地球の国名］コロンビア　［レベル］６　19:国章にコンドル
varzon  ［サール］ヴァルゾン　［名詞］８時　［名詞］西南西　［交通］ヴァルゾ
ン通り　［音楽］ソ　［組み数字］８/１２　［類義語］vaz　［レベル］２　meltia 
4:varzon;e　古　［文化］　アルミヴァの８番目。サールの右腕から生ま
れた。ポエンの兄。ライオン ･鷹 ･大蛇 ･一角山羊のキメラ。サー
ルの破片から生まれた。エルトの死体を噛み千切ってエルトの一族
を生んでしまう。テームスが生まれるとティクノらと協力して戦っ
た。テームスを封印した後にユーマに恋をし、承諾を得て結婚するが、
初夜にユーマが嫌がって逃げてしまう。男女の関係も知らない子供
を手篭めに掛けたことを恥じたヴァルゾンはこのことを内密にした。
尚、そのときユーマの体内に放った精子はサールのオルトになった。
varzonapa  ［ユマナ］［音楽］ト音記号　［レベル］４　19

varzon alsaal  ［人名］ヴァルゾン＝アルサール　［レベル］６　19:ilmus:ridia
　［文化］　アルティル期の政治家。アルタレスになったが、アルティ
ス教の隆盛を見て、自分は降ろされるのではないかと焦り、シオン
＝アマンゼを暗殺しようとした。暗殺はしくじり、シオンから報復
に会い、死亡。このときアルタレスがいなくなったことで空きポス
トができ、２３０年の選挙開始と併せ、皮肉にもシオンの立候補す
るところとなった。なお、悪徳高官フェンゼル＝アルサールの先祖
でもある。
varzonet  ［色］緑がかった青　［レベル］３　22:varzon/te

varae  ［動詞］yulを憎む、憎む、嫌う、厭う、大嫌いだ、忌む、忌み嫌
う、憎悪する、嫌悪する　［普通動名詞］憎悪、嫌悪　［反意語］tiia　［アクセント］
varaE　［レベル］２　f;e　古 :嫌う　varae:varae:varae　【用例】　an varae la. 
あいつが大嫌いだ。
vari  ［動詞］yulを透かす、透かす、すかす、すける、透ける、シースルー
にする、透けさせる、透けて見えるようにする　［形容詞］シースルーな、
すけすけな、透き通った　［レベル］３　16:制 :var/in（透して見る）
varin  ［動詞］yulを見通す、見通す、見透かす、見すかす、見とおす　［普
通動名詞］見通し、お見通し、おみとおし　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用
例】　tal liiza ixnik yun varines rulna t'avelant. しかしリーザは見透
かしたかのように答える。
varet  ［名詞］忌むべきもの　［形容詞］忌々しい、いまいましい、憎々しい、
憎ましい　［レベル］４　rd;varae/et「憎むような」　24　【用例】　na varet 
忌々しく思う、忌々しげに　� ok elet varet 忌々しく。これだと本
人の表情が他人から見て忌々しいの意味になる。本人が変な顔をし
ているという意味になるのでアウト。ok elet varetanでも他人を忌々
しくさせるようなイラつく顔という意味なのでダメ。忌々しげに思っ
ているなら na varet一択。　mal varet 忌々しい記憶　an na varet on 
xante e fis yun alfaal. 満月が日食のように忌々しい。
varen  ［接続詞］var　［レベル］３　21

vaz  ［サール］varzonの略称　［組み数字］８/１２　［レベル］１　22

vaj  ［動詞］yulを予定より早くする、遅刻の反対、yulに先に来てしま
う　［反意語］viz　［レベル］３　＠ 19

val  ［単位］４　［レベル］１　19:制 :va　liij:von:yomi,alt

valt  ［軍事］砦　［電算］汎用大型コンピュータ、メインフレーム　［経済］

ペイオフ。最後に残る砦と比喩されたことから。　［レベル］３　13:制 :
古 :vaskalnaluta（戦場の城）
valtkad  ［地球の国名］モルドバ　19:国名が「多い砦」
valti  ［動詞］yulにしがみつく、しがみつく。fax　［レベル］２　21:古 valtx
il。valは強意。　【成句】　valti zam e nene ～の脚にしがみつく：足を引っ
張る
valtia  ［アトラスの国家］ヴァルティア　［レベル］５　23:ridia

valte  ［宗教］ヴァルテス、ヴァルテス派信者　［レベル］３　sorn:valte（ア
ルティス教徒）。アルシェは使わなかった。語源不詳。20年に varte
と似るため、ヴェルテス派信者とした。
valtems  ［芸術］［娯楽］４コマ漫画　［レベル］３　19

valk  ［医療］手術　［動詞］yul（病気や病人）を手術する、手術する、オペ
する　［レベル］３　14:制 :医者が切ること
valkklap  ［医療］鉗子、かんし　［レベル］６　16:制 :手術に使うはさみ
valkil  ［アトラスの国家］ヴァルキル　［レベル］５　19:ridia:「分けられた」
valkotan  ［農耕］四回転式、ノーフォーク、ノーフォーク農法、輪栽式
農業　［レベル］６　rt　22　［文化］　→ vikotan, takotan　rtの ineaatoで編
み出された農法。やがてケートイアまで南下して広まっていく。ア
ルバザードでは北に行くほど採用されていた。　圃場を一つにして、
小麦などの「冬穀」→カブ・てんさいなどの「根葉類」→大麦・ラ
イ麦などの「夏穀」→クローバーなどの地力を回復する性質を持つ
牧草と、ローテーションを組んで耕作するのが特徴。それ以前の三
圃式農業 (vikotan)に比べ穀類の作付は減少するが、根葉類やマメ科
植物の作付が増加する。　特にカブなどの栽培を導入したことによ
り飼料不足が解決され、冬季の家畜飼育が可能となった。その結果、
家畜の堆肥と牧草による地力回復により、休耕地を廃することが可
能となった。輪栽式農業導入により食料生産が増加し、人口の増加
が始まった。
vals  ［医療］医者、医師、ドクター　［レベル］２　14:制 :val　zexu:zexu　［文化］
　・医師の範囲　　アルバザードでは外科や内科などのドクター（医
師）、歯科医、獣医、鍼灸医までが医者に含まれる。あん摩マッサー
ジ指圧師やリフレクソロジーやカイロプラクティックや整体や薬剤
師や看護師は含まない。また、柔道整復師というのはアルバザード
には存在せず、柔整はドクターの中の整形外科が担当している。　　・
医師のヒエラルキー　　アルバザードでは職人が高く評価されるた
め、技術力のある人間が高い地位に行く。日本と異なるのは内科や
精神科の扱いが低いことである。　内科は血液やＣＴやエコーなど
機械を使い数値や映像を見て診断するだけで、機械に頼る割合が大
きい。また自分で治すわけでなく薬を投与するだけである。薬の飲
み合わせですら辞典を使って調べる医者がいる。このため知識のあ
る素人や機械でも代用が効くと考えられ、地位は日本に比べて圧倒
的に低い。さらに精神科医はきちんとした科学的なデータや数値を
もとに診断しているわけでもなく診察から処方をしているため、さ
らに信憑性が弱く、医師としての扱いも低い。ただしＭＲにとって
は薬をバンバン捌いてくれる上客なので接待は篤い。　　アルバザー
ドにおける医師のヒエラルキーでは、まず外科が一番上で、次に歯
科や産婦人科や鍼灸師や整形外科などが来て、次に内科や皮膚科や
眼科や耳鼻科などが来て、最後に精神科が来る。要するに自分の腕
と技術でなんとかする医者のほうが機械で代替できない割合が高い
ため、評価され、上に来るのである。機械や薬などに頼るほどヒエ
ラルキーは下になる。日本と違って整形外科や歯科や鍼灸医が高位
に来る点が特徴的である。　　なおこのヒエラルキーは現実には「自
分の力で生き抜く男」を高く評価するリディアの価値観から生まれ
たものである。この考えは広範に及び、例えば乗り物でも「機械に
頼る車やバイクより、自分の力で乗り越える自転車のほうが男らし
い」と評価されている。　【用例】　→ vala　vals hax 優れた医者
valstonk  ［政治］医者　［レベル］３　19　［文化］　身分の１つ。
valsgart  ［医療］医者代、医療費　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　入
院代は valagart。
valsaxo  ［娯楽］お医者さんごっこ　［レベル］２　23　［文化］　melej

valn  ［形容詞］健康な、ヘルシーな、病気のない　［名詞］健康　［類義語］vi
vian　［反意語］levn　［レベル］２　19:制 :val（健康）　［語法］　健康は５段
階に分類される。　vivian:痛みも苦しみもない完全に健康な状態。
　valn:健康な状態。少し胃がもたれるとか、少し肩がこるとか、生
理で気が散るといった程度だとここに分類される。　anvert:不定愁
訴を抱えている未病の状態だが、我慢すれば医者や薬には頼らない
状態。　levn:病気の状態。かぜのような軽いものから、癌のような
重いものまで幅広く含む。　allfis:植物状態。この次は死 (vort)。　
vivian～ valnでいられる長さのことを livlesといい、アルバザード
人の生活習慣に大きく関与している。→ livles　［文化］　アルバザード
人は健康第一の人種で、食生活や生活リズムや運動に気を配る。医
食同源が一般化しており、料理に気を使う。食事と同じくらい重要
なのが生活リズムで、一定の生活リズムで暮らすことにこだわる。
遊びや労働よりリズムを優先する。　【用例】　tu et volx alkal xalt an xel 
el xal valn. 健康が一番大切だと思っている。
valntab  ［医療］健康診断　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　年に一回
は健康診断に行く。病気を初期発見することが重要だからである。
ある月のある日にどっと健康診断を受けに来ると病院がパンクして
しまうので、健康診断の推奨される日というのはない。ではどうやっ
てパンクを防ぐような来院を実現させているのだろうか。放ってお
けば国民は長期休暇や年始や年末に集まるだろう。実は答えは単純
で、自分の誕生月に来院させるというのが答えである。自分の誕生
月に受ければ税金から無料で受けられる。だからみんな自分の誕生
月に受け、パンクはしない。厳密にいえば全ての月が同じ比率では
ない。人が多く生まれる月もそうでない月もある。だが、その差は微々
たるものなので問題ない。
valnsel  ［歳時記］健康の日　［レベル］３　21　［文化］　fav serの日。健康を
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祝賀する日。
valnfel  ［医療］医学、健康法　［類義語］ivalfel　［レベル］３　19:ilmus:ridia
　［語法］　ival

valnbals  ［医療］保険棟、保健室　［レベル］３　19:melidia alis　［文化］　学校
の保健室のことだが、ふつう校舎とは別の棟に分かれている。一階
あたりの床面積が２５５平方メルフィほどなのでかなり広い。一度
にたくさんの患者を診ることができる。生徒のコンディションを守
るため、専属の医師を抱きかかえている。生徒は無料で診てもらえる。
診療設備も整っていて、レントゲン等も撮れる。奥にはベッドもあっ
て、暫くそこで休むこともできる。但し、入院はできない。診察範
囲は広いが、全てを網羅しているわけではない。腹痛や熱や擦り傷
など、学校で起きやすい日常的な病気や怪我を想定しているので、
慢性的な病気や怪我は原則として念頭にない。たとえば歯が痛くて
も歯医者の機能はない。痛み止めを出してもらう程度である。また、
手術も行っていないので、急性虫垂炎のような外科的な手術が必要
な緊急事態の場合はすぐに大きい病院に搬送する。但し、保健棟で
も搬送するまでにできるだけの治療は行う。学校は広いため、あま
りに具合が悪くて保健室に辿り着けない場合、クラスの保険委員が
保健棟に連絡し、担架で運ばせる。
valnim  ［名詞］［形容詞］フルカラー、カラー、４Ｃ　［レベル］４　rd;/　24

valnimkad  ［地球の国名］モーリシャス　19:国旗が４色
valnom  ［医療］健康法　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

valv  ［普通動名詞］体操、運動　［動詞］yulの内容の体操をする、体操する。
milmと同じ格組。　［レベル］３　14:制 :val

valf  ［普通動名詞］競走、レース　［動詞］yulという内容を aと競走する、
競走する　［レベル］３　古
valfink  ［数学］四面体　［レベル］４　19

valfor  ［音楽］十六分音符　19　［文化］　→ for

valma  ［アイテム］ヴァルマ　［レベル］４　ridia:古 :語源不詳 :→ sertia　［文
化］　ヴァストリアの１つ。クミールのもつ大鎌。セルティアと並ぶ。
クミールはセルティアとヴァルマの二刀流で戦う。
valmalea  ［アトラスの国家］ヴァルマレア　［レベル］５　19:ridia:「マレットに
対抗する」　［文化］　面積：705201.666056 km^2

valmok  ［音楽］十六分休符　19　［文化］　→ for

valdolt  ［地球の国名］チェコ　［レベル］６　19:国章が４つの紋章からなる
valgarma  ［建築］ヴァルガーマ宮殿　［言語］［文字］モダンフェイス、モダン・
フェイス　sm;wal/kama「山多き」　21　［文化］　smで作られたヒュート首
都の王宮。山に囲まれた難攻不落の要塞でもあり、竜を使って入場
するのが常套手段。　モダンフェイスが流行った。
valwalil  ［名詞］四椏、よつまた、四また　［交通］四叉路　［俗語］四股　［レベル］
４　rd;/　23　【用例】　seren tilat valwali im kaian xalt alka. セレンは大学
時代に最大四人の女性と同時に付き合っていた。
valliifa  ［地球の国名］パプアニューギニア　［レベル］６　19:メインとなっ
ているのは４つの星
valleks  ［野球］フォアボール　［レベル］３　24

vallem  ［音楽］四重奏、カルテット　［類義語］arxiel　［レベル］５　rd;/　23

vala  ［医療］病院、診療所、クリニック　［レベル］２　16:制 :val　［語法］　医
者に休日はあるが、病院に休日はない。警察や消防と同じ。２４時
間体制で当直医がいる。当直医の待遇はよく、救急で運ばれても適
切な処置が行われる。　医療はビジネスとして見られていないため、
患者は客ではない。いらっしゃいませということもない。　【用例】　ke 
vala 病院に行く。ke valsも可能。akt valaは不可。akt valsは違和感。個
人的に会いに行くイメージ。
valat  ［形容詞］堕落した　［動詞］yulを堕落させる、堕落する　［再帰動名詞］
堕落、腐敗　［反意語］falset　［レベル］４　20:ridia:vat latia（地獄を待つ
ような）。　参考 :fire:＠ 19　【用例】　lans valat 堕天使
valatlans  ［宗教］堕天使　rd;/　24

valagart  ［医療］入院費、入院代　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　vals
gart
valapita  ［医療］処方された薬、処方薬　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

valaez  ［医療］病室　［レベル］３　19:melidia axte　［語法］　病院の話題だと
分かっているときは単に ezとしか言わない。
valia  ［言語］［約物］約物、ヴァリア　［レベル］３　古 :未分類の小さな文字
　［文化］　ガコン、ツンク、ガイン、アロンなどの総称。
valonvalmaim  ［名詞］性交の４４体位。聖数の４を用いている。　［ユマナ］
四十八手　［レベル］５　rd;/　23:seren/ovi/gil/zana　［文化］　→ himmaim
　zgごろから世界各地で作られた様々な性交の体位が smごろにアル
バザードでまとめられたもの。
valet  ［文頭純詞］tal　［レベル］２　lt

valekaviida  ［生物］［医療］四総穴、四宗穴　rd;/　24

vales  ［エルト］ヴァレス　［動詞］yulをレイプする、レイプする、強姦す
る　［普通動名詞］レイプ、強姦　［レベル］３　meltia 65:vales;e　mel:古 :ヴァ
レスという名はアルシェのアルカにあった ales｢ あざ笑う ｣を古アル
カ･エ ･ソーン風に発音したもの。この後 valesは古アルカ･エ ･ソー
ンに取り込まれた。　［文化］　４４３人の女性をレイプした若い男の
姿をしたエルト。サールではなくエルトで、エルト ･サール ･人間
を問わずレイプした。被害者はほぼ全て２０歳未満の未婚の処女で、
幼女も含まれた。４４４人目の被害者はヴァレスを事前に知ってい
て罠を張り、ヴァレスは捕らえられてしまう。そして続々と集めら
れた被害者の女性やその近親者や無関係な女たちによって八つ裂き
にされた。ヴァレスの裁断された屍骸は各所に散りばめられた。ヴァ
レスは死の間際に、レイプで産ませた自分の子供たちに呪いをかけ

た。ヴァレスが死んだ夜に１０歳になるヴァレスの息子の１人が種
違いの妹を犯した。８歳の妹は抵抗したので少年は妹の首を絞めて
殺し、その死体を犯した。同じ夜に別のヴァレスの子供が路上でレ
イプに及んだ。１０歳の少女が路上で青年をナイフで脅し、レイプ
した。そこでヴァレスの子供たちはことごとく皆殺しにされるよう
になった。青年をレイプした少女はその青年の子を身ごもったので、
少女だけを殺しても少女の死体からヴァレスの孫がきっと出てくる
だろうと女たちは信じた。そこで女たちはそのヴァレスの娘の腹に
４本の槍を突き立てさせて腹の中の命を殺し、その後瀕死の少女を
絞首刑にさせた。尚、ヴァレスは残酷王フェンゼルがテステェルを
強姦した際にできた子供である。　＜法的には＞　レイプは女が男
を犯す場合も含む。１０歳未満の子供との性交は例え和姦であって
も、両親の承諾がないか、その子供を娶らなければ強姦になる。子
供が結婚を拒めば自動的に強姦になるが、性交した時点で子供に結
婚の意志がなかったということを子供側が証明しなければ強姦は成
立しない。
valesadis  ［法律］強姦刑　19　［語法］　死刑囚が死ぬまで強姦する刑。そ
の間、水分食料は与えられない。強姦そのものは大して体力を奪わ
ないため、衰弱死となる。浮気や不倫に適応されるが、夫が恩赦を
与えれば減刑される。夫は強姦刑の執行者を推薦できる。
valen  ［宗教］ヴァレン　［反意語］latis　［類音］velen　［レベル］３　古　［語法］
　不心得な信者。大変不名誉なことなので、レインとかに言ったら
戦争になる。
valent  ［形容詞］理不尽な、不条理な　［名詞］理不尽なこと、不条理な
こと　rd;<valent,lt（理不尽）　古 sorn　【用例】　an grein valent i tu 
fia. この世界から理不尽を奪ってやる（seren arbazard）
valenan  ［アトラスの国家］ヴァレナン　［アクセント］vAlenan　［レベル］５　19:rid
ia:戦う
vaasa  ［サール］ヴァーサ　［レベル］４　古 :vaasa← vas。テームス戦を除いて
天で行われた戦いは殆どなく、大抵星の上で行われたことからサー
ルになった。　［文化］　争い、戦い、戦争、勝敗、勝利、敗北、勝負
を司る。
vaasa eniik  ［人名］　ヴァーサ＝エニーク　19:ilmus:ridia　［文化］　アル
ティル期の政治家。２４７年、レヴァレンから独立し、アライブ党
を樹立。
vaan  ［軍事］軍、軍隊、日本の自衛隊、自衛隊　［レベル］３　meltia 95 
sen via:frf;vi（力）　古　［文化］　最古の軍隊はメルティア９５万年
頃のファルファニア軍とリュディア軍。　最初の神の軍隊はヴァス
テで作られた。アルミヴァの１２神である。アルミヴァの中にはネ
ブラのように非戦闘要員もいた。戦闘要員のうち、指導者になった
のはティクノとカルザスである。この時点で上司と部下の階級差が
生まれ、軍隊として機能する。　ただし、まだ階級に名は付けられず、
単に指導者とその仲間という関係に過ぎなかった。　ラヴァスにな
るとアルデスとルフェルは軍隊を作って戦った。アルデスらは王で
あったため、指導者と従者という立場になった。だがここでも階級
に名は付けられなかった。神全体の人数が少なく個々人が強いため、
細かく階級を整備する必要がなかったためである。　この傾向は人
間の時代になっても続いた。アズゲルでも指導者とその賛同者とい
う立場でしかなく、階級はなかった。　カコになり、人間の数が増
えて魔力も弱くなりだすと、徐々に階級意識が芽生えてくる。ここ
で初めて士官と兵の概念が生まれる。この時点では指導者（王）、士官、
兵という３段階に分かれていた。現代と異なるのは、強力な魔導師
らが士官になるため、士官のほうが最前線で活躍するという点であ
る。　カコで英雄メテが出てメテの使徒を集めたが、これは指導者
（ルシーラ）と従者（ハルマ）という旧来のシステムであった。これ
はアルシェもソーンも同様である。　アルバ王は争いの平定のため
に、統制の取れた軍隊を編成した。士官を将官・佐官・尉官に分け、
兵を准士官・下士官・兵に分けた。すなわち、２区分だったものを
６区分に分けた。　また、１区分ごとに３段階に分け、大将・中将・
少将のように呼んだ。大将の上には己を置き、王であるとともに元
帥を名乗った。このシステムは現代まで残っている。　　一方、兵
科であるが、兵科が初めてできたのはアズゲルである。人間の中に
はユノばかり得意なものと、ヴィルばかり得意なものがいる。そこ
で、指導者シフェランは戦士兵と魔法兵の兵科を作り、マレティス
もこれを真似た。　カコになり、アルシアの１１魔将が魔法学を大
成したことにより、兵科は細かく分類された。魔法兵の中には召還
兵や黒魔法兵などといった分類ができた。　これに合わせ、今まで
曖昧だった戦士兵も剣兵、槍兵のように分類した。それまでは剣も
槍も弓も混じって戦っていたが、個々人の力が弱くなって集団戦法
が主流になるにつれ、槍兵は槍兵、弓兵は弓兵で集めて配置するよ
うになっていった。　アルバ王が軍隊を整えた結果、軍隊が大きく
なったため、これまでは非戦闘要員だった文民の技師を軍人として
集めるというようなことが起きた。弓や武器防具を修理したり調整
したりする専門の人間が陣内に必要になったためである。これによ
り、工兵が誕生した。　　徴兵制について。アズゲルでは常備軍は
なく、有事の際に戦闘要員が立ち上がるだけであった。　カコでも
アルバザードは常備軍を持たなかった。アンダントが徴兵制を敷き、
男女とも一定の期間訓練を受けさせた。イクスタンもこれを真似た。
これによりドゥルガとヴィーネの戦力は増加し、戦いはより過激な
ものとなった。　また、アンダントらのころには傭兵も現れ、これ
も戦力増加と戦況激化に貢献した。その結果、皇女ルーキーテたち
の物語に繋がっていく。　アンダントはヒュート国と共同し、アデ
ルの竜族を飼いならし、竜兵を編成した。竜兵の機動力と攻撃力と
防御力は凄まじく、イクスタンは慌ててヴェマから竜兵を輸入した。
　アルバ王は初めて職業軍人を作った。士官については常備軍とし、
職業軍人とした。しかし兵については雇い入れず、有事の際にのみ
徴兵した。　なお、アルシェやソーンといった集まりは軍隊ではあ
るが、国軍ではない。当時のドゥルガの最高権力者メテが指導者と
なって使徒を集めたのがメテの使徒で、この後釜が団体アルシェで
ある。従って本来アルシェはメテの私兵である。ソーンはメテの使
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徒を参考に作られたウロの残党なので、厳密には私兵でないが、ア
ルシェと並行的にするためにも私兵としている。　アルバ王はアル
シェを国軍には組み込まなかった。そのため、rdでもアシェットは
国軍に組み込まれていない。　　セルメルでは大きな戦争がなかっ
たため、アルバ王のシステムが続いた。　セルメルでは人間のヴィー
ドが弱くなったため、機動力も攻撃力も落ちてしまった。そこで馬
を使った騎兵ができた。馬は竜より操縦が楽で、繁殖も容易で、人
よりずっと速く走れるため、急激に騎兵が増えた。　騎兵は槍兵と
の相性がよく、新たに槍騎兵が編成された。槍騎兵はその前に既に
あった竜騎兵をアイディアに作られたものである。竜兵はアルバザー
ドでは一気に廃れた。　歩兵よりも騎兵のほうが格が上とされ、騎
士はナイトの称号を得た。その結果、騎士上がりの貴族が出るよう
になった。　このころは魔導師が少なくなっており、腕力のない女
性たちは花扱いになっていた。そのため、女性はたおやかでしとや
かさが求められた。結果、多くの女は部屋の中で「白馬のナイト様」
が来てくれることを祈った。それくらいこの時代のナイトはモテた。
　　一方アルバ３世は私兵を集め、ヴァノアルバと称した。国家特
別防衛軍である。　周辺の王はこぞってこれに倣ったため、ヴァノ
ケートなどが続々作られた。　　rdになっても軍隊のシステムは変
わらなかった。　rdではアルシェとソーンが再編された。セレンや
リディアは義憤からアデルや異性魔王と戦ったことで名を挙げたた
め、アルバザード国軍ではない。同様にソーンも国軍ではない。　
この時代の特徴として、アルバザードの正規軍よりもヴァノアルバ
やアシェットといった私兵団のほうが実力を持っていた点が挙げら
れる。　アルバザードでアシェットがアデルを封印したため、竜族
はいなくなり、竜兵はヒュートやヴェマからも消え去った。　　ナ
ディアでは植民地時代に合わせて海軍が発達したが、同時に海賊も
発達した。　海軍は陸軍の海版という編成だったため、日本と異な
り階級はまったく陸軍と同じである。　それまでの海軍は軍隊の中
に「有事の際は海で戦闘を行う人員」を宛がっていただけであった。
　　アルティルでジンティ＝アルテームスが飛行機を発明し、それ
が軍用化されるに伴って空軍ができた。　階級は陸海と同じである。
　　メル 300年にアルファウスは王政を廃止し、元帥の座に着いた。
　革命後、ミロクは軍のシステムをほぼそのまま使用した。アルティ
ス教の世の中であったため、特に召喚省長官に権力を置く必要があっ
た。そこでアルタレスを元帥の座に就かせた。そして元帥の上に大
元帥を設け、副王アステルを就かせた。従って、現在ではユティア
家の人間が大元帥の座にいる。こうして２０段階の階級制度が出来
上がった。
vaanlizno  ［政治］軍務庁　［レベル］４　19　［文化］　軍務省下。軍隊を直接
取り仕切る。
vaanlem  ［音楽］軍歌　［レベル］４　21

vaana  ［人名］甲冑ヴァーナ　［レベル］５　古　［文化］　ユーアのこと。rdで
甲冑を着て敵を装い、セレンらを鍛えた。リディアに弱虫と言われ、
ヴァーナの名を付けられた。
vaanakn  ［政治］軍国主義　［レベル］５　19

vaanarnon  ［政治］軍務省、軍部省　［軍事］軍部　［レベル］４　19:ilmus:rid
ia
vaanal  ［筐堺］ヴァーナル　［レベル］５　rd;vaana/al「ヴァーナのもの」　22　［文
化］　筐堺司：eketone vaana　筐堺国：pikka, tunas

vaava  ［感動詞］［alben］［arden］vant　［レベル］２　19:リディアの書 :vantvantの
音を崩したもの。　［語法］　「わりぃわりぃ」のような、ぞんざいな謝罪。
vaart,f  fias, lfis　f:saal;vi/art「力ある魔法。偉大な魔法」　命を与え
ることは偉大な魔法と捉えた。
vai  ［軍事］兵（正式）、兵士、兵卒、兵隊、軍人、ジャック、ソルジャー
　［レベル］３　sert:vaxa　中期制アルカ　vaxa:vaxa:lu gard　［文化］　士官の
対語。准士官・下士官・兵卒に分かれる。
vait  ［名詞］部品、パーツ、部分　［レベル］２　22:vaik/te

vait,fv  tafl　vaは viで「力」。tは txilで「持つ」。
vaik  ［名詞］部分、パート、一部　［副詞］部分的に　［医療］局所　［反意語］
ilm　［レベル］２　中期制　【成句】　so t lex vaik e k tを kの一環として
行う　vaikel ある意味、ある程度、まぁね、まぁな、ちょっとね、えぇ
少し　【用例】　jan at espte vaikel. ところどころ曇っていた。　"tyu si
ina yua min?"――"vaikel" 「ああいう女の子がいいの？」「まぁな」
vaikkev  ［言語］全体から部分への提喩、シネクドキー　［レベル］５　19　［語
法］　ilmkev

vaiks  ［動物］ヤマネコ、山猫、リンクス　［美容］ウルフ　［レベル］２　alakta:
強い猫。ライオンと同語源で vivi/kettoが大元。　［語法］［文化］　山猫
の類を取りまとめていうが、アルバザードでは特にヨーロッパオオ
ヤマネコを指す。混合林などに住み、家畜などを襲うが、人を襲う
こともある。昔話では悪役としてよく出てくる。
vaiksxite  ［生物］ヤマネコ種　［レベル］６　20

vaiksifa  ［地球の星座］［ユマナ］やまねこ座　24　［文化］　ifa

vaiknox  ［数学］標本　［レベル］３　19

vaiknoxalx  ［数学］統計量　［レベル］５　19

vaikmelsir  ［医療］虚血、局所性貧血　［レベル］６　19

vaikl  ［料理］つまみ、軽食、スナック、おつまみ　［レベル］３　22:vaik/kul
ala「部分的な食物」
vaikart  ［魔法］個別魔法。個別に向けて撃つ。　［レベル］４　22

vaikalxelt  ［天文］部分月食　［レベル］５　21

vaikalfaal  ［天文］部分日食　［レベル］５　21

vaiken  ［動物］オシキャット　21:vaiks/en

vaikevita  ［名詞］スイス式トーナメント方式、リーグ戦、トーナメント
　［レベル］６　rd;/。総当り戦でなく実力伯仲している間でだけ行う部

分てきなトーナメントであることから。　24
vaikeld  ［電算］オブジェクト指向言語　［レベル］６　19

vais  ［動詞］yulを観察する、観察する、観測する、凝視する、じっと見る、
見つめる、注目する、注視する、焦点を当てる、焦点化する　［普通動名詞］
観察、観測、凝視、注目、注視、焦点化　［類義語］amel hatia、mesti　
［レベル］２　14:制 :よく見る　【成句】　mesa il vais 衆人環視　【用例】　vais 
kon ins get 目を細めて見る　an vaisat ins laat. 私は彼女の目を見つ
めた。　altina vais vik ok elet pels o xon. 少年は戸惑いを隠せない
色で男を見つめる。
vaiszep  ［数学］微分→ alkops　［レベル］５　nd;/「凝視計算」　23

vain  ［生物］ウィルス、ビールス、ウイルス　［魔法］ヴァイン（バイオ）。
害の中位黒魔法。敵を病魔に犯す。数日かけて苦しめるが、大抵治る。
敵の体力が弱いと敵は死ぬ。戦闘向きの魔法ではない。　［電算］コン
ピューターウィルス　［レベル］２　fv;e　sorn　［文化］　・ウイルスの
発見　　地球ではウイルスの発見はかなり遅れたが、アトラスでは
神代の時代からその存在が知られていた。　tmで liiziの魔法が開
発されると、ウイルスの存在を目視できるようになった。だがウイ
ルスの内部構造が科学的に分かるようになるのはもっと後の時代で、
vl_alにかけてであった。　神々はウイルスを発見し、エーステから
vainと名付けた。この vainの働きを観察していると、動物の体に入っ
て病気を発生させることが分かった。そのため、tmの時代で既にウ
イルスが病気の原因の一種であることが知られていた。　ウイルス
より大きく構造も異なる細菌が病気を引き起こすことも同様に liizi
の魔法で知られていた。　　・ウイルス感染を治療する魔法　　tm
で神々はしばしば体に不快な変調をきたすウイルスを厄介視してい
た。そこで、ウイルスに感染した体を治す医療用の魔法が開発された。
これが alvainである。　alvainの薬理作用はウイルスを分解すること
ではなく、ウイルスに感染した細胞のアポトーシスを促進させるこ
とである。　ウイルスはほとんどの場合人間に不快な症状を与え病
気を発症させるという点で共通しているが、その種類は数多く、か
つすぐに構造が変化してしまう。従って、特定の一種類のウイルス
を倒す魔法を作ってもイタチごっこにしかならない。　そこで、人
間の免疫システムを利用した白魔法が考案されたわけである。細胞
はふつうｄｓＲＮＡを持たない。人体はｄｓＲＮＡを持った細胞を
ウイルスに感染した細胞とみなし、免疫システムを発揮する。そこで、
この白魔法はｄｓＲＮＡを持った細胞を探してそれにアポトーシス
させる役割を果たすことで、ウイルスを退治するわけである。　こ
の作用について神々は科学的に知ることができなかったが、後の lj
の現代魔法学で明らかにされる。　　・細菌感染を治療する魔法　
　alvainと時を同じくして alliikという魔法も開発された。これは al
vainとは異なる魔法であり、薬理作用も異なっていた。簡単にいえ
ば後の抗生剤と同じ効果を持つ。　神々はウイルスには alliikが効か
ないこと、逆に細菌には alvainが効かないことを知っていた。　　・
抗癌魔法　　同様にして、抗癌魔法も開発された。神々の寿命は事
実上永遠なくらい長いが、生命活動の過程で 3,2遺伝子の通常の人類
同様癌細胞が発生する。　体中が癌化しないよう、alpigという魔法
が tmで開発された。これは癌細胞をアポトーシスさせる魔法である。
　　・kkの仮病　　カコの時代に、ヴァインの魔法を食らって宮殿に
出勤できなくなった宮仕えが増えたことがある。魔法が解けるまで
しばらく寝込まざるをえなかった。そのどさくさに紛れて、ヴァイ
ンにかかっていないのに仮病を使って休暇を取るものが現れたため、
ヴァインを食らうで仮病で休むの隠語になった。　　・魔法医とル
クレティア　　神はそもそも免疫力がユーマの一族に比べて極めて
高いが、ユーマの一族は年代を重ねるごとに抗体の数は増えども免
疫力そのものは弱っていった。　人口の増加や集落での暮らしによ
り伝染病の発生率が高まると、魔法医の存在が各地で重視されるよ
うになった。　だが魔法医は数が少なく、その恩恵に授かれるもの
は一部に過ぎなかった。まず alvainを始めとした魔法が高位すぎて扱
える人間がほとんどいない点。そして alvainなどの魔法が消費する
virの量が多すぎて、一日に何度も撃てないというのが問題であった。
　そのためルティアを始めとした地域では魔法に頼らない漢方に相
当するルクレティアが発達した。　　・nd以降　　ndに入ると alva
in, alliik, alpigなどの魔法が廃れ、使えるものがほぼいなくなった。
これを機に人類の医療は科学に頼るようになっていった。　まず nd
で顕微鏡により細菌が再発見された。次に rt末期に細菌濾過器を通
しても感染性を失わない病原菌が発見され、これが神代のウイルス
ではないかとされた。　vlになるとウイルスの構造が科学的に明ら
かになり、その構造がタンパク質からなり、ＲＮＡなどを持つといっ
たことが分かってきた。　vlごろには抗生剤により細菌は倒せるよ
うになっていたが、ウイルスは alでも倒すことができなかった。　【成
句】　yu vain a loit. 仮病を使って会社を休む、仮病、ズル休み　【用例】
　soonoyun, an et vain, tal an til efa. こんにちは。ウィルスですが、
カゼを引きました。
vain kandzel  ［人名］ヴァイン＝カンヅェル　［レベル］３　al　24　［文化］　
ランフィオーレのナンバー２。フェンゼル＝アルサールの乱以降、
ランフィオーレの指導者に就任。
vainox  ［政治］［軍事］徴兵　［動詞］yulを徴兵する、徴兵する　［レベル］４
　19　［文化］　アルバザードに徴兵制はない。
vainoxoz  ［軍事］徴兵制度、徴兵制　［レベル］５　22

vaifal  ［軍事］兵役、服役　［レベル］４　rd;/　23

vaim  ［名詞］マッチョ　［レベル］４　fv;vivi/main　24

vaib  ［被服］端切れ、はぎれ　［レベル］３　16:制 :vaik/abe（部分の布）
vaize,szd  tafl　vait,fv.l

vailamp  ［政治］［軍事］募兵　［レベル］５　19

vaes  ［経済］在庫、在庫品、ストック　［レベル］４　13:制 :vae

vaen  ［動詞］yulを蓄える、蓄える、溜める、貯める、財を蓄える、貯
まる、溜まる、蓄積する　［動詞］yul（額面や通貨や株券など）を貯金
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する、貯金する　［経済］貯蓄、貯金、蓄え　［レベル］３　13:制 :vael　［文化］
　日本人と比べると総じて貯蓄は少ない。　【用例】　an vaenat gil lana 
tau xant fiina la. 彼女にプレゼントを買うためにお金を貯めた。
vaenzet  ［経済］ストック科目　19

vaenan  ［魔法］蓄晄体　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

vael  ［名詞］ビン、かめ、水がめ、水差し、瓶、甕、ボトル。水などを
溜めておく容器。　［レベル］３　14:制 :古 :vae

vaela  ［エルト］ヴァエラ　［レベル］３　古 :vae（瓶）/laap（望み）　［文化］　青
い瓶に入ったエルト。封が開かれると出てくる煙でできた青白い成
年女性の姿で出てきて願いを叶えてくれる。願いは１つだったり４
つだったりと、話によって異なる。　【用例】　vaela kuk a lulian yul "ti 
xim sen 1 viks solt az netal iten fikl".　see lulian ixnik "tu et sec 
e laal ant le vortat antisee. sant pef la ist flandia".　ヴァエラ神がオ
タクに「４億円がほしいか、それとも二次元の世界から誰か一人連
れてきてほしいか」と問うた。　するとオタクは答えた。「これは亡
き母の写真です。二次元美少女の代わりに、母さんに会わせてくだ
さい」
vi  ［単位］３　［レベル］１　古　soaj:vii:san,alt

vi,f  vien　faia

vi,alt  vian, envi　<>vi

vit  ［格詞］～を使わないで、使わずに　［俗語］生、避妊なし　［反意語］
kon　［レベル］１　22:vid＜ 19:melidia alis:恣意　【用例】　la axtat vit kaz. 
彼はペンを使って書かなかった。　esse mesa vit 生でやる
vitte  ［代詞］一部の　［レベル］１　20:seren/ridia:veiは頻度が少ないの
で強変化させ、vitteに。xeや neの持つ eから音を離しつつ、fiit
とかぶらないように重子音を。
vitsunk  ［約物］,,,、３点カンマ、toto、～、何々　［レベル］３　21

vitpotgel  ［卑語］生中出し、膣内射精　［レベル］４　rd;/　23

vita  ［法律］検察、検察官　［レベル］４　15:制 :vit（探す）
vitakili  ［生物］司法解剖、法医解剖　［レベル］５　vl;/　24

vitakilifel  ［生物］司法解剖学、法医解剖学。病理解剖学の一部門。法
的に死因を判定するために行われる。　vl;/　24
vitahaf  ［数学］三平方　［レベル］４　19:式の中に二乗が３つあることから。
vitai  ［法律］検死　［動詞］yulを検死する、検死する　［レベル］５　rd;vi
ta/i（目）　24
viti  ［名詞］探偵　［レベル］３　16:制 :vit

vitis  ［宗教］ヴィティス　［レベル］３　古 :vitis← viidlantis　［語法］　ア
ルマ至上主義者。セルメルでイムル２０年ごろに現れた人々。アル
ティス教以前に神や悪魔や人も結局ヴィードを操るのだから重要な
のはヴィード、とりわけアルマであると考えた人々。アルマスト派
の源流となっている。
vitinool  ［アトラスの国家］ヴィティノール　［レベル］５　19:ridia:海岸の防
波堤
vitinoolsiza  ［地学］ヴィティノールプレート　23

vitobezal  ［化学］三級アミン　19

vitek  ［動物］三葉虫　［レベル］４　vl;/三枚の葉が重なったようであるこ
とから。　23
viten  ［接続詞］vit。～なしの。　［レベル］２　22

vik  ［名詞］男、男性、オス　［形容詞］男の、雄の　［類義語］lutta、diize、
lanko、frexxe、frexxel、pikol、almifre、zonmas、vemv、halman、alna
na、altina、alfian、allaz、almana、alreite、almelit、alnaat、altona、alsaaz、alr
akel、alenda　［反意語］min　［レベル］１　f:elt　古 :vik, viku「強い生き物」
　viku:viku:lu manis:galu,alt　【用例】　vik vien 強い男
vikt  ［魔物］ヴィクト（雷鳥）：第四十九天：雷の空天　［レベル］５　古 :
強い鳥　［文化］　青紫と黒の模様が入った大きな鳥で、いかずちを放
つ肉食の鳥。体は羽を広げると４メルフィはありそうなほど大きい。
雷に耐性がある。ソエンの谷でアルシェを襲い、ダルハを出した初
期のクリスに撃退されて逃げた。
vikxekvante  ［言語］男性定冠詞　［レベル］４　21

viks  ［単位］億　［レベル］３　21:vaiks

viksab  ［被服］男性服、紳士服　［レベル］３　rd;/　23

viksin  ［普通動名詞］男嫌い、男ぎらい、男性蔑視　［反意語］viksin　［レベル］
４　rd;/　23
viknodmin  ［名詞］男尊女卑　［レベル］４　22：男＞女　［文化］　mindaz

vikfikvante  ［言語］男性不定冠詞　［レベル］４　21

vikmain  ［名詞］男体　［レベル］４　［反意語］minmain　［レベル］３　rd;/　23

vikmirok  ［名詞］男の神　［レベル］３　19:ilmus:ridia

vikdaz  ［形容詞］男らしい　［反意語］vikdim、mindaz　［レベル］３　rd;/　
23　［語法］［文化］　mindaz

vikdazati  ［名詞］男らしさ　［レベル］３　rd;/　23

vikdim  ［形容詞］男らしくない　［反意語］vikdaz、mindim　［レベル］３　
rd;/　23　［語法］［文化］　mindaz

vikdimati  ［名詞］男らしくなさ　［レベル］３　rd;/　23

vikbeek  ［名詞］男子トイレ　［レベル］２　22

vikhim  ［生物］オス　［レベル］３　20

vikhimelm  ［生物］男性器　［レベル］４　20

vikra  ［親族］男の方が多い男主体の家族　［レベル］５　19:melidia axte

vikrak  ［音楽］ボレロ　［レベル］６　21:「三拍子のカスタネットなどを使っ

た曲」
vikrens  ［言語］男言葉　［レベル］３　rd;/　24

viklistvet  ［言語］男性敬体　［レベル］４　21　［文化］　pikko位相のこと。
vikasa  ［言語］男性名詞　［レベル］４　20　［語法］［文化］　アルカには文法性
がない。文法性を持つ最も有名な言語はルティア語。ルティア語は
名詞に性を持つ。地球の西洋語の文法性と異なり、ルティア語の場
合は smで詩歌の中で生まれたもので、対句法上の表現として生まれ
た。最初は太陽や男性が男性名詞、月や女性が女性名詞に選ばれた。
それ以外はすべて中性名詞であった。現代に至るまでにすべての名
詞に性が付与された。　第ゼロ世代ではすべてが中性名詞（＝事実
上すべてが性無し）、第一世代では太陽などのみ以外が中性名詞とい
うように、中性名詞が１００％から０％になるまで低減していって
いることになる。性が付与されたのは徐々にであり、最初はすべて
中性で、最終的には中性が滅んでいる。つまりあらゆる名詞は「中
→男」か「中→女」という変遷を取る。起点が中しかないため、「中→」
の部分は共通しており、省略可能である。というかそうしないとか
えって見づらい。そこで幻日では最も合理的な方法として訳語欄の
sz_lt欄において lu～や la～というように男女定冠詞のみ示してい
る。　　・性の見分け方　　ドイツ語のＭａｄｃｈｅｎ（アクサン
略）は中性だが、これは少女がまだ女になっていないからという理
由ではなく、単に接尾辞ｃｈｅｎが中性名詞を作るからにすぎない。
ルティア語は西洋語と異なり、文法的な理由で性が付与されていな
い。意味に基づいて分類されているため、ルティア人の物の見方が
クリアに伝わってくる。　作者としては西洋語に比べて性に意味が
あるのが面白い。というのも、フランス語をやっていて「どうして
これは女性なんだろう」などと青年の頃から不思議に思うことが何
度もあったからだ。意味的な理由やエピソードがあれば面白いのに
なぁとよく思っていた。例えば同じ胸という単語でも男性名詞にす
れば胸部で、女性名詞にすれば乳房というようにしたら面白いしそ
れなりに合理的なのになというように夢想してきた。それがルティ
ア語に現れている。性が変わると意味が変わるのは独仏にもあるが、
これをもっと有効活用したかった。　　設定が楽しいのはいいとし
て、現実問題すべての名詞の性を覚えるのは大変だ。見分け方があ
れば重宝する。ではいったいどのように見分ければよいのだろうか。
　vikや minの性別はすぐ分かるが、例えば腕などは男性か女性か。
これを楽に判断するために一定のルールを設ける。例えば棒状のも
のは男性（これは分かりやすいだろう）とし、その対として紐状の
ものは女性にする――などというような。こうすると腕や脚は男性
になる。　ルティア語は分析的な言語で、単語ひとつの意味が広い。
腕と手は同じ単語だ。が、これを性別で区別する。腕は棒状なので
男性。手はその対なので女性。脚と足も同じ関係。こうすると単語
数が減る。ルティア語はアルカと違って地球で実用する必要がない
が、アルカの文章を書いていてたびたび出てくるのである程度覚え
ねばならない。そこで記憶に優しいシステムを取った。もちろん性
そのものがないほうが楽なのだが、あまりアルカと同じでも外国語
の意味がない。　　基本的に判断は lukletiaや klevansなど、ルティア
人の物の見方に合わせる。例えばクレヴァンスでは血は女性となっ
ているので、eriは la sanとなる。　十徳はクレヴァンスの五行を男
女に分けて２回使っているので、男性側５徳は男性名詞になり、女
性側５徳は女性名詞になる。　このようにして法則を定めていくと、
下記のようになる。これがあるおかげで西洋語より実は性を覚えや
すかったりする。春はクレヴァンスで考えると性別が設定できない
が、固有名詞を使えばアシュテにより女性と定められる。　なお、
法則同士が互いにぶつかることもあるので注意。　　・法則　　対
の物：片方が男性になると片方は女性。kleevelが男性なので太陽は
男性。すると月は自動で女性。また、魔導師的にもそのほうが正しい。
　lukletia：血は女性　klevans：義は男性で、忍は女性　固有名詞の性：
四季は arxielに基づき女性。数の性はアルミヴァに合わせる。例え
ば２は女性、５は男性。　　男：女　外：中（内）　klevansでもそう
だが、中心や体幹は母体で女性。　攻：防　例えば武器が男性にな
るのは攻が男性だから。　棒：紐　獅法：魔法　角：丸　天：地　動：
静　陽：陰　火：水　青：赤　暖色は女。寒色は男。黒は男。白は女。
ただし火や動は男になるので注意。赤が女なのは血から来ている。
vikotan  ［農耕］三圃式農業、三圃制　［レベル］６　rd　22　［文化］　→ tako
tan　農地を冬穀（小麦やライ麦）・夏穀（大麦やカラス麦）・休耕地
（家畜を放牧する）に区分し、ローテーションを組んで耕作する農法。
農地の地力低下を防ぐことを目的としており、休耕地では家畜が放
牧され、その排泄物が肥料になり、土地を回復させる手助けとなっ
た。smのケートイア北部で編み出され、その後北国へ広まっていっ
た。smでアルバザードにも入る。現在の混合農業につながっている。
夏雨型の気候に適するため、特にケートイア以北で盛んとなった。
vikolu,alt  sen　vi/kolu

viku,f  vik　vi/kum「強い動物」
vix  ［医療］傷、創傷、怪我　［軍事］兵士の負傷、機体の損傷、破損　［動詞］
yulを傷つける、傷つける　［類義語］orkea　［レベル］２　13:制 :古 :aavix（傷）
から　［語法］　vixは創と傷をともに指す。厳密に区別する場合、創は
jixで傷は hav。　広義には創傷のない捻挫などの怪我も指す。　【用例】
　la vixat alen noan. 彼は私の気持ちを傷つけた。　lu til vix on tak. 
彼は腕に傷がある。
vixal  ［軍事］駐留　［再帰動名詞］駐在、駐屯　［動詞］yulを aに駐留させる、
駐留する　zg;vi（力）/xal（存在する）　22
vixol  ［名詞］けが人、怪我人　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

vixet  ［名詞］痛み、苦痛　［形容詞］痛い→ yai（口語）　［魔法］ヴィシェット。
害の禁呪魔法。全身の痛覚を刺激し、ショック死させる残酷な魔法。
爪の先から針を刺し込むほどの痛みが頭から足の先まで全身に起こ
る。あまりの痛さで声も出ずにショック死する。すぐ死ねる分だけ
ガーヴより楽。　［反意語］garv　［類音］vexet　［レベル］２　20:vix/te　yu
fa:yufa　【用例】　an na vixet on ji. 指が痛い。
vis  ［名詞］こと、事、コト、事物、物事、事柄　［類義語］fam　［反意語］tul
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　［レベル］１　19:恣意　al:al::iko,alt

vist  ［形容詞］より～でない　［反意語］vein　［レベル］１　19:恣意：以前は
vis。visと tisでは似すぎ　【用例】　la et sor vist. 彼の方が大きくない。
vistnif  ［名詞］レベルダウン、グレードダウン、バージョンダウン　［類
義語］vistenvi　［反意語］veinnif　［レベル］３　21

viste  ［哲学］形而上の、観念的な、概念上の、抽象的な、形のない　［反
意語］tulte　［レベル］４　20:コト的な
vistenvi  ［名詞］パワーダウン、レベルダウン、グレードダウン、バー
ジョンダウン　［類義語］vistnif　［反意語］veinenvi　［レベル］３　21

visk  ［動詞］yulを暗唱する、暗唱する。暗記とは別物。　［普通動名詞］暗
唱　［レベル］４　14:制 :vilsku（暗記した内容を言う）
visp  ［形容詞］きつい、キツイ、締りがきつい　［反意語］fail　［レベル］３
　20:vien/despa（強く封じる）　【用例】　lus visp きついスカート
vispklei  ［言語］ハードノベル　［レベル］５　vl;従来の kleiに対して failk
leiができ、その結果従来のものが vispkleiと呼ばれるようになった。
　22　［文化］　lyudia

visplufi  ［形容詞］［ネガティブ］女性が性的にお堅い　［類義語］yulte　［反意語］
sorttak　［レベル］４　20:ルフィの紐がかたい　【用例】　la til visplufi. 彼
女は堅すぎる。
vispa  ［医療］かさぶた　［レベル］３　19:vix/despa（傷塞ぎ）
visa  ［化学］［被服］ナイロン　［レベル］５　古 :visa（強い絹）
visam  ［被服］コルセット　［レベル］５　rd;↓　20:visp/aam　［文化］　魔導
師の減少により女権が弱まったセルメルでできたが、rdでは廃れた。
visaalx  ［数学］トリボナッチ数　rd;/「前にある３つの数の和の数」　23

visowan  ［生物］陰交　21

vin  ［言語］vの文字　［レベル］１　14:制 :下弦の月　［語法］　第６文字目
の幻字。
vin(2)  ［美容］三つ編み、ブレイド　sm;vi/nia　24　［文化］　smでできた。
女性用。
vint  ［アイテム］お守り、タリスマン、まよけ、魔除け　［レベル］２　13:制 :vin
からの派生　【用例】　sab vint お守りを身につける
vintfot  ［被服］ミサンガ。紐で作ったリング状のアクセサリ。　［レベル］
３　13:制 :守りの紐　［語法］　綺麗な紐で作った輪で、腕や足や首に巻
く。ミサンガと違う点は、切れると願いがかなうという願掛けはなく、
邪気を払う効果があるという点。
vink  ［植物］木の実、きのみ、木のみ、ナッツ、堅果　［レベル］３　sor
n:vink。新生でも vankと２対を保っているが、vinkは古アルカなので
変えがたいし、vankは制アルカで慣れてしまった。また、対の意識
はそれほど強くない。通常のアプラウトによる意味の区別でよいだ
ろう。
vinx  ［経済］保険、保健　［動詞］yulの保険を a被害者に du額だけ
fiina受取人のために lana額を得るためにかける　［レベル］３　13:制 :sad:｢
守る ｣vin/古アルカの ｢法 ｣kaxuを合わせて縮めたもの
vins  ［動詞］yulを捨てる、捨てる、廃棄する、手放す、手ばなす、て
ばなす　［動詞］yulを見捨てる、見捨てる、見殺しにする　［普通動名詞］
廃棄、見殺し　［経済］投げ　［反意語］alvins　［レベル］２　古 :sorn　【用例】
　vins tian カノジョを捨てる　flea. non vins xir miva tiia, nias 
lu al almiv. ふたつ。私は愛娘を捨て、従姉妹に託す。　vins oma 犬
を捨てる
vinsdu  ［魔法］廃棄量　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

vinsyudia  ［名詞］捨て子、捨て猫、捨て犬→ yudia　［レベル］３　rd;/　
23
vinsa  ［文頭純詞］そんなことより、それはそれとして、それはどうでも
いいんだが、まぁそれはともかく、それはさておき　［レベル］２　sorn
　［語法］　話題転換では haiと同じだが、そんなこと捨て置けという気
持ちを表わし、そんなことどうでもいいといった意味を示す。
vinsaja  ［魔法］廃棄率　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

vinfoon  ［美容］ブレイデッドシニョン　sm;/　24　［文化］　smでできた。
貴族の女性用。
vind  ［形容詞］安全な　［名詞］治安、安全　［電算］セキュリティ→ vindit
　［反意語］lami　［レベル］２　15:制では「守る」　【用例】　kad vind 安全な
国
vindati  ［電算］安全性、安全さ、セキュリティ　［レベル］３　21　【用例】　
rak vindati セキュリティを破る
vindar  ［軍事］安全装置、セーフティー、セイフティー　［レベル］６　
rd;/　24　［文化］　gel

vindenaj  ［経済］安全利子率　19

vinzamo  ［被服］ハイレグ　［レベル］４　21

vinj  ［名詞］ブイサイン、ヴイサイン、ピース、チョキ、ちょき、ぶい、
ブイ、ヴイ、ピースサイン、Ｖサイン、ｖサイン　［非言語］急げ　［レベ
ル］２　rd;vin/ji「vinの字のような指の形」　24　［文化］　日本と違っ
て写真にピースはしない。このジェスチャーはハサミを意味し、チョ
キチョキ切る動作をすることで「時間を切れ→早くしろ、急げ」と
いう意味のジェスチャーになる。
vinjliifa  ［魔法］五芒指星、ごぼうしせい、ヴィンジュリーファ　［レベ
ル］４　rd;/　24　［文化］　５人集めてブイサインを作り、互いの指先
同士を合わせて作る五芒星のこと。これは簡易の結界であり、指を
合わせただけで魔力や霊力を溜めて放つことができる。この力で封
印を作ったり魔法を放ったりユノを撃ったりすることができる。ま
た vinjは「切る」を象徴するため、逆にこの力を使って空間を切り

裂き、異世界や異次元に行くことができる。『コープスパーティー』
の「幸せのサチコさ
ん」というおまじな
いがあるが、それと
似たような感覚で次
元を切り裂くことが
できる。また、封印
を破ることにも使え
る。　画像はセレン
の知り合いの少女ら
による五芒指星の結
界。
vinl  ［建築］柵、フェン
ス、囲い、垣根、塀　［レ
ベル］３　13:制 :lakta:vin
　【用例】　rak vinl 柵を越える
vinlleas  ［生物］冠動脈　19:柵のように囲んでいる動脈
vina  ［動詞］yulを諦める、諦める、あきらめる　［動詞］yulをする前に
止める、やめる、止める。連動詞。無相について、その動作を行う
前に止めること。　［普通動名詞］あきらめ、諦め、ギブアップ　［レベル］
２　19:xion:vinsna（心を捨てる）　【用例】　tet te vina ladia mil art et 
fiana. でも、諦めないで。魔法は存在するのよ。　kamil, filan alt vi
nat tu mapel. 他の人であれば既に諦めていただろう。　ans vina teel 
mifl in. 戯れはここまでのようだ。
vinayu yumpe  ［人名］ヴィナーユ＝ユンペ　20:vinayuは「男版ナユ」
の意味　［文化］　ラグナロクの卒業生で、シルマインを発明。親がど
ちらもラグナロクの卒業生で、生まれながらのサラブレッドであっ
た。
vinimkad  ［地球の国名］ベナン　19:国旗が３色
vinian  ［名詞］三連休　［レベル］３　rd;/　24

viva  ［被服］ジャージ、トラックスーツ　［レベル］３　16:制 :viv（運動）
vivaik  ［被服］スリーピース　［レベル］６　21

vivi  ［単位］ヴィヴィ　［レベル］４　古 :vivi（力強い）　［語法］　１メル
バの質量を持つ物体に作用して１秒間に秒速１メルフィの速度変化
を与える力。ニュートンに近い概念。
vivi,f  vien　faia(vi/vi)

vivid  ［魔法］魔晄、ヴィヴィッド　［反意語］flans　［レベル］３　f;e　古　［文
化］　dolmiyu

vividfel  ［魔法］魔晄学　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

vividrap  ［魔法］調合魔晄学　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

vivian  ［サール］ヴィヴィアン　［形容詞］無病息災な、まったく痛みのな
い健康な　［類義語］valn　［反意語］levn　［レベル］３　古 :vivian← vivi/
lan（強い人）　［文化］　運動、トレーニング、スポーツなどを司る。　【成
句】　al vivian. （試合前の選手などに）頑張って。
vivo,fv  vio　vi/vi

vivobatto  ［アイテム］ウォーハンマー　sm;/「斧メイス」　24

vivesto  ［言語］三重母音　19

vifor  ［音楽］八分音符　［レベル］４　19　［文化］　→ for

vifea  ［野球］三振　［レベル］３　24

vim  ［生物］筋、筋肉　［レベル］３　rf;vime.l　24<13:制 :古 :vimeli（力
の糸）。24に「～筋」という単語を今後数百作ることが予想され、造
語力の高い形態素ということが分かったため短くする必要が出た。
子供が様々な筋肉の名称を覚える前に急いで変えなければ、という
理由で vimeから vimに変更。　vime:vime　［語法］　envelen　【用例】
　vim vien{kanvi} 強い筋肉　vim minnu しなやかな筋肉
vimvienem  ［運動］筋トレ、筋肉トレーニング　［レベル］３　24<19:ridia
:arbaxelt
vimfaiz  ［医療］筋肉痛　［レベル］３　24<19:リディアの書　【用例】　fin an 
til vimfaiz milgaal fillef e toxel, an til vavtas im fis.... 昨日の持久
走のせいで筋肉痛だが、今日はスポーツテストがある……。
vimpant  ［生物］筋系　rt;/　24

vimyamat  ［医療］筋ジストロフィー　［レベル］６　24<19

viman  ［組み数字］８/１０　［哲学］胆　［医療］脾　［歳時記］己、つちのと　［レ
ベル］４　rd;viman,szl　21　::la viman

viman,szd  viem。viemの上で、元は上丹田を指す語だった。cvでは
既に区別が曖昧になり、丹田に　vi/main
vimankan  ［生物］［医療］脾経　szl;/　24

vimark  ［生物］［医療］筋会　rd;/　24

vimi  ［音楽］ワルツ　［レベル］５　14:制 :"Ｅｅｓｔｅ┤ｌｎ Ｋｕｋｕ
ｌｉ ｅ Ｌｅｍ┤ｎ♪ "｢3/踊り ｣
vimiir  ［論理］トリレンマ　19:melidia axte

vimok  ［音楽］八分休符　［レベル］４　19　［文化］　→ for

vime,fv  vim　vi/meli

vimesevn  ［生物］筋組織　rt;/　24

vidas  ［医療］取穴　szd;viida/so「経穴する」　24　【用例】　oliviant vidas
at flelgalt a la. 医者は彼の肩井を取穴した。
vidaz  ［政治］僭主、僭帝、僭王、タイラント　［レベル］５　fv;vivi/daiz「強
き王」　23　［語法］　本来の皇統、王統の血筋によらず、実力により君
主の座を簒奪し、身分を超えて君主となる者。
vidazvels  ［政治］僭主政治　［レベル］５　rd;/　23
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vidi  ［植物］クローバー、シロツメクサ、白詰草、白爪草　［レベル］４
　tm　lakta:３枚の緑　vidi:vidi　［文化］　→ valkotan　rtの valkotanで急
速に広まった植物。窒素固定ができるため、天然の窒素肥料を生成し、
土地を肥やすことができる。またハチミツも採れる。加えて家畜の
飼料にもなる。
vidis  ［医療］［魔法］ヴィード傷→ kea　［レベル］４　20:viidvix　［文化］　
ヴィードを帯びた攻撃を食らってできた傷。詳しくは kea。ヴィード
による攻撃は、ヴィードによるバリアを貫ける反面、それによって
できた傷はケアの魔法で容易に治すことができる。
vidisk  ［普通動名詞］三等分　［レベル］４　19

vido  ［動物］ゴリラ　［レベル］３　lakta　［擬声］　fofofo

vidolt  ［地球の国名］チュニジア　［レベル］６　19:国章に３つの紋章
vipa,f  vian　viは力。paは光るような。
vir  ［魔法］赫晄、しゃっこう、ヴィル、魔力　［名詞］思考力、理力、知
的精神力、知的集中力　［医療］血　［レベル］１　sert　17:制 :古 :ca（魔
力）　ca:ca:la vir　［文化］　envelen, diiyu, dolmiyu　人の体の周りを
覆う赤い光で表現される『幻想話集アティーリ』で頻繁に現れる力
で、魔法使いや魔導師が操ることができる。ハイレベルの魔力を持っ
た者は自分の体の周りに赤い光を出すことができる。
virte  ［悪魔］ヴィルテ　［レベル］４　meltia 0:acma;viid/teems　古 :ridia
:viidteemsを virtesの音を参考に変えたもの。　［語法］［文化］　フレス
ティアとヴァルテとブレイス・クレート、及びそれらの部下である
ミダン、ヴェンシート、ソーム、ニムラを加えた総称。
virtes  ［天文］白い月　［経済］第三四半期→ velkxelt　［ユマナ］「音の降る月」。
アルバムのひとつ。インストゥルメンタル。　［レベル］４　古　［語法］　
『幻想話集アティーリ』ではルーキーテ皇女の美しさを称えた言葉で
あるように、白い月は美しいものや神秘的なものを意味する。
virteskad  ［地球の国名］パキスタン　［レベル］５　19:国旗が白い月
virk  ［ユマナ］太平洋　［レベル］４　制
virk(2)  ［物理］入射　［レベル］４　＠ 19

virktik  ［物理］入射角　［レベル］４　19

virflit  ［魔法］魔水晶、ヴィルフリート　［アクセント］virflIt　［レベル］５
　sm;vir/iflit　21　［文化］　iflit

vird  ［名詞］夜、真夜中、深夜。０時～４時　［類音］viid, vild　［レベル］
２　古 :viid,vird（下弦の月のころ）。古アルカは対の片方が長音化
する法則があった。duurneに対応するのが viidだから、片割れの
viidは長音でなく virdだった可能性がある。また、そうでない場合、
なぜ viidでなく virdが生まれたか疑問だが、恐らく viid（ヴィー
ド）ができたから体よく rをつけて追い出されたのだと思う。　ve
l,f viid,fv:viid:la xelie　【用例】　vird leevik. 夜が明けた：durne
は不可。　tu vird et hart ento an mok van xed salas. 今夜は暑いの
で肌着を脱いで寝よう。
virdbez  ［医療］夜尿症　［レベル］６　19

virron  ［魔法］魔圧　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

virliil,ard  ヴィル粒　/

virata  ［生物］三陰交　21

virark  ［生物］［医療］血会　rd;/　24

virius  ［名詞］運命の人、運命の相手　［レベル］４　20:vird/ixirius（夜
の鏡）　［文化］　いつか結ばれる運命の相手のこと。処女信仰の強い
アレイユではふたたび一般的な考えになっている。夜中に水鏡に月
を映すと現れるという言い伝えがある。virius同士をつなぐのは
yumi。
viro  ［化学］［料理］タンパク質、蛋白質、たんぱく質　［レベル］３　13:制 :
古 :vivilivro（強い命）
viroez  ［生物］リボソーム　［レベル］５　rt;/「タンパク質の部屋」。Ｄ
ＮＡから情報を受け取りタンパク質を作ることから。　24
viroezraopand  ［生物］ｒＲＮＡ、リボソームＲＮＡ　rt;/　24

virelxe  ［生物］血海　21

virelfe  ［生物］ヴィルエルフェ、精神の泉、肩甲骨の内側　［レベル］６
　22　［文化］　肩甲骨の内側、背骨のきわの辺り。広げた手いっぱいく
らいの面積。精神を疲労するとここに疲れが出る。自律神経叢がある。
パソコンや勉強のしすぎの場合、ここを mimikoなどで暖めると疲れ
や強張りや胃痛や不眠が和らぐ。
viz  ［動詞］yulに遅刻する、遅刻する、遅延する　［普通動名詞］遅刻、遅
延　［反意語］vaj　［レベル］３　14:制 :語源不詳　［語法］　lop es viz du 
5 fei.（電車が５分遅れとる）は誤り。電車「が」遅れているので、
主語は lop。動詞は「遅れる」なので viz。これだけで「電車が遅れ
ている」という意味になる。目的語がなくて不安なら sanoなどを入
れる。　【用例】　an ket vaxel lana fonl jok yu mil viz. 遅刻で叱られ
ないように急いでいった。　la lut luna vizel. 彼はいつも遅れてくる。
　an leevat ra fin nia ant es serip xalel, man an viz sat. 遅刻だった
ので、髪が濡れたまま家を出た。　lop viz (sano) du 5 fei. 電車が
５分遅れとる。　lop vizates sano, tal an xontat sox. 電車が遅れてい
たがバスに間に合った。　im fis tan, lop viz sano sin. 今日も電車
が遅れてる。
vizo  ［植物］アシ、葦、芦、蘆　［レベル］４　lakta:強い草
vizen  ［電算］［工学］回路、サーキット　［レベル］４　rd;vizen,kt　21:ivis.
k　［文化］　dolmiyu

vizen,kt  menk
vij  ［生物］親指、母指　［レベル］２　19:vikji（男の指）親指が大きく、
男が女に比べて大きいことから。　【用例】　［言葉遊び］min alxa til elm e 

vik. see tu et to?　vij!　女の人にも男の人の部分があります。ど
こでしょう？　親指！
vijmel  ［名詞］ラグ、タイムラグ、遅延時間　［レベル］４　rd;/　23

vijwax  ［生物］乳様突起　rd;/。形が親指に似ていることから。　24

vijwaxmyut  ［生物］両乳様突起間　rd;/　24

vijon  ［動物］セキレイ、鶺鴒、鶺䴇、ニワクナギ、鶺鴒、ニワクナブリ、
鶺鴒、イシタタキ、石叩き、石敲き、ニワタタキ、庭叩き、イワタ
タキ、岩叩き、イシクナギ、石婚ぎ、カワラスズメ、川原雀、オシ
エドリ、教鳥、コイオシエドリ、恋教鳥、トツギオシエドリ、嫁教鳥、
ツツナワセドリ　［レベル］３　tm;fovet鳴き声から。　23　［文化］　rdで
アシェットによって制定された国鳥。とりわけキセキレイが美しい
とされる。キセキレイは満月から色をもらったと信じられている。
　セキレイの羽ばたきの強さが竜頭印の幼字に記された竜を想起さ
せるため、国鳥とされた。　　＜現実＞　　元妻の処女を奪ったと
き、行為中に入れた後動かすってこと知らなくて、俺が動いたら「動
くの？」って驚いたんだ。 「え、そりゃ動かないと出ないし」と言っ
たら少し彼女は考えて、「あぁ、古事記であった。仕方が分からない
からセキレイがバタバタ動いてしているのを見て、「あぁ、ああやる
のか」って知ったっていうシーンがある。そうかそれと同じなのね」
処女捨てるときに古事記で例えられた俺は苦笑。人生中で唯一鳥に
印象を持った瞬間だった。　地球ではこのエピソードが元になり 23
年に国鳥とされた。
viwaka  ［地球の国名］スロバキア　［レベル］６　19:国旗に３つの丘
viwalil  ［名詞］三椏、みつまた、三また　［交通］三叉路　［俗語］三股　［レベル］
４　rd;/　23
vil  ［名詞］不可能　［法副詞］～できない　［レベル］１　19:vild（矛盾）　【用例】
　an loki vil nagili. アルティア語は分かりません。
vilt  ［医療］［動詞］yulを診察する、診察する、検査する、診療する、診
る　［普通動名詞］診察、診療、検査　［レベル］３　14:制 :vil

vilter  ［医療］難聴、つんぼ、耳つんぼ　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

viltez  ［医療］診察室　［レベル］３　rd;/　23

vilk  ［医療］感染　［動詞］yul（病気）を a（人）に感染させる、感染する
　［レベル］３　13:制 :vilke（病気が行く）　【用例】　kofa es vilk a lu avix. 
= lu avix til kofa. この患者はインフルエンザに感染している。
vilklevn  ［医療］感染症　［レベル］３　19

vilkip  ［名詞］測定不能　［形容詞］測定不能な　［レベル］４　23

vilkea  ［医療］［形容詞］不治の、治る見込みのない　［レベル］３　21

vilku  ［名詞］聾唖、おし　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

vilxan  ［形容詞］不可能、ありえない　［反意語］senxan　［レベル］２　19:meli
dia alis
vils  ［化学］アミノ酸　［レベル］５　19:paal:viro/asl。一部のアミノ酸がタ
ンパク質を作ることからだろう。
vilnot  ［医療］適応障害　［レベル］５　vl;/「適応できない」　23:seren/mel

vilvadean  ［形容詞］［名詞］無敵、無敵の　［レベル］３　20:vil/vade/an（負
けられない）
vilvar  ［名詞］［形容詞］不透過性、透過性のない　rd;/　24

vilfai  ［形容詞］不燃　［レベル］３　rd;vil/fai　23

vilfonl  ［形容詞］避けられない、仕方のない、しょうがない、しよう
のない　［レベル］３　19:xion

vilm  ［動詞］yulを臥せさせる、臥せる、病に伏せる、寝込む、倒れる　［レ
ベル］３　14:制 :vilmok　［文化］　la vilmat mil kofa. 彼はインフルエンザ
で寝込んだ。
vilmok  ［医療］不眠症　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　【用例】　an na garv 
mil vilmok. 不眠症で苦しんでいる。　"tet mirok rensat soa e" re
iyu asexik. "nan xa vil em dia im tuo. lu til vilmok ter" 「だけど、
カミサマ、言ってたよ」少女が微笑む。「最近は夢を見ることができ
なくなったって。神さまね、もうあまり眠れないんだって」
vild  ［論理］矛盾　［動詞］yulを a{tel}に対して矛盾させる、矛盾する　［類音］
vird　［レベル］４　13:制 :古 :viid。viineliduurgaが短くなったもの
で、viineliduurgaは ｢下弦の月か上弦の月か（＝ソーンかアルシェ
か）｣という意味。どちらの月も同時に出れないことを示し、ソーン
とアルシェの共存不可能性を示した。フルミネアが中心となって言
い出した語で、アルシェを先に持ってくる duurgaliviineという語
も同義だったが、結局はこちらが残った。忘れてはいけない過去な
のでこの言葉は残した。始めはアシェットの共存不可能性を示した
が、やがて文中で直喩として矛盾を意味するようになった。例えば ｢
その問題はアルシェとソーンのように共存不可能だ ｣のように。そ
うして矛盾の意を得るようになっていった。　［文化］　＜ vildと「矛
盾」の語源について思うこと＞　　矛盾というのはよく考えると矛
の勝ちだ。矛は貫いた時点で目的達成なのだから、あとは自分が壊
れても問題ない。一方、盾は貫かれた時点で負け。　ときにアルカ
で矛盾は vild。語源欄を見るとこっちは言い返しようのない矛盾に
なっている。 　【用例】　miir tiil til vild. 君の理論は矛盾がある。
　miir ant et vild a tiil. 僕の案は君と矛盾する。
vilpasol  ［数学］［言語］不可算　［レベル］５　23:mel

vilpasolnox  ［数学］不可算集合　23:mel

vilhanoi  ［地名］ヴィルハノイ　［レベル］５　20:ridia:「強者の塔」。塔は
山のこと。hが Hでないのはこの時代ここに住んでいたマレットの
方言で既にh化していたことから。　［文化］　古代国家のひとつ。リディ
アの西。
vilz  ［動詞］yulを暗記する、暗記する　［普通動名詞］暗記　［レベル］３　16:
制 :古 :vilo（強く知る）
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vila  ［生物］抗体、免疫、免疫体、アンチボディ　［レベル］４　13:制 :次
に来る同じ病気を殺す　【用例】　an til vila e tu kofa. この型のインフ
ルエンザの抗体なら持っている。
viladi  ［経済］第三次産業　［レベル］５　19

vilagelmat  ［政治］三権分立　［レベル］４　rt;vi/lagel/mat　19　［文化］　rtで
提唱され、vlから本格的に導入され、ljでレスティミールによる実
施がなされた制度。
vilin  ［名詞］めくら、盲目　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用例】　［メタファー］
vilin yun erit 蝙蝠のように目の悪い
vilinfar  ［物理］不可視光、不可視光線。赤外線や紫外線などの総称。　［レ
ベル］４　19

viliifa  ［地球の国名］ブルンジ　19:国旗に３つの星
viliifa(2)  ［地球の星座］［ユマナ］三ツ星　24　［文化］　ifa

vilot  ［遊離副詞］［形容詞］まず　［レベル］１　20:古 vivi/lo/d（強く考えら
れた）→ vilot　［語法］　aluut　【用例】　la sil vilot ermes diat, non xar. 
きっと良い男に育つわ。
vilet  ［丁寧］障害者　［レベル］３　rd;vil/te「不可能な」　23　［文化］　障
害者に対する社会的保護は時代を追うごとに厚くなっていった。た
だし戦争の時期などは一時的に福利厚生が悪化した。alでは街の各所
に盲人や聾唖用に点字や電光掲示板といった装置が備え付けられて
いる。　なお、世界番付で障害者の福利厚生が最も盤石な国はエニー
クである。
vilem  ［音楽］三重奏、トリオ　［類義語］arkans　［レベル］５　rd;/　23

vileevtaxit  ［物理］第三宇宙速度　［レベル］５　19

via  ［形容詞］おおよその、約～、大体の、おおまかな、概して、概～、
大まかな、殆ど、～に近い、～ごろ、～頃、～くらい、～ぐらい、
～ほど、～ほどの、程、程の　［名詞］概数、概要、概説、概略、概論
→ viaalx　［レベル］１　sorn:古 lya（近い）の lをわざと脱落させて ya
にしたものが iaになり、iaが既存の語に使われた音形だったので ia
にし、母音で始まるので多くの語と同じく v付与され、viaになった。
　［語法］　概数を表わす。数字の直後に来る。1000 viaは約千。千人
の生徒は 1000 felan。では、千人ほどの生徒の場合はどうかというと。
1000 via felanである。viaは数に直接かかる。基数だけでなく序数
にも使える。fan 10 viaは十番くらいの生徒。九番かも十一番かもわ
からない。
vias  ［名詞］デモ、デモンストレーション。要求を通そうとして集団で
威勢を示すこと。　［レベル］４　13:制 :sorn:via元は ｢進軍する ｣の意。
おおよそを意味する viaと区別が付かなかったので今回は区別する。
　【用例】　ar vias on ～のデモをする
vian  ［エルト］ヴィアン　［レベル］２　fv;vivi/main　古 :vian← vivimain
（強い体）　［文化］　健康と病気を司る。
vian(2)  ［名詞］力、威力、パワー、フォース　［文字］ウェイト、太さ　［類
義語］envi　［レベル］２　szd　20:vian神から　vipa:vipa:vian:vi,alt　［語法］
　enviはアビリティで、能力のこと。vianはパワーやフォースのこ
と。魅力は物理的な力ではなく惹きつける能力なので envi。静電気
力はフォースなので、目に見えなくとも vian。　【成句】　vins vian i 
～から力を奪う、力を抜く　【用例】　til vian 力がある、強い
viantis  ［魔法］［ジョブ］魔法医、ヴィアンティス　fv;vian/lantis　23　［文化］
　vain
vianka  ［物理］力点　［レベル］４　20

vianfel  ［物理］力学　［レベル］４　21

vianwaaz  ［物理］力のモーメント　［レベル］５　21

vianasut  ［物理］ボース粒子、ボゾン、ボソン　［反意語］tulasut　vl;/　23

viark  ［化学］三重結合　19

vialet  ［魔法］雄晄（ゆうこう）、ヴィアレット　［類音］bialet　［レベル］６
　20:男性の晄基　［文化］　dolmiyu

vialetrein  ［魔法］雄晄線　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

viaalx  ［数学］概数　［レベル］３　19

vii  ［名詞］古アルカの３　［レベル］３　赤→ sidalx

vii,lsk  3　vivo.k

viit  ［形容詞］険しい、けわしい、優しくない、厳しい、つらい、辛い
　［類義語］kin　［レベル］３　21;vix/te　21　［語法］　kinより精神的な意味
合いが強い。　【用例】　elet viit 険しい表情　× wal viit→ wal kin 険
しい山
viik  ［動詞］yul（ヴィード）を燃焼する、燃焼する　［生物］［医療］代謝　［類
義語］feil　［レベル］４　19:ridia:viid/keks　［文化］　燃焼することでヴィー
ドは一時的に減るが、魔法を撃つなど様々な効果を発揮する。また、
古いヴィードを循環させることで、ヴィードの新陳代謝もできる。
viix  ［名詞］明け方、早朝。４～８時。　［レベル］２　19:sorn:古 viinexal（下
弦の月が残っている）　【用例】　an ke xaf temk im viix e kest ento an 
mok van sesilel. xidia! 明日は早朝から�蔵に行かねばならないので
そろそろ寝る。おやすみ。
viis  ［料理］レトルト　［レベル］３　lakta

viint  ［約物］...、...記号、…。余韻を示す。　［レベル］３　21

viino  ［工学］サイボーグ、強化人間　［レベル］３　21:vienの属格
viine  ［サール］ヴィーネ。下弦の月を司るサール。ユーマの最後の夫
　［名詞］ヴィーネ。ソーンの団体名の別名。　［天文］下弦の月、下弦　
［名詞］西　［音楽］デクレッシェンド、ディミヌエンド、ディクレッシェ
ンド　［組み数字］７/８　［レベル］２　meltia 5:viine;e　xelt:viine　［文化］
　xelteel, duurga　【用例】　viine kaen jan t'alas et lant tin a.... 西の空

の下弦の月が何と綺麗なことか。
viine(2)  ［地名］ヴィーネ圏　［レベル］４　20　［文化］　duurga

viinelil  ［化学］ロジウム　18:制
viifa  ［人名］ヴィーファ　［組み数字］２/１５　［レベル］４　kako:古 :（雷）　［文
化］　メテの第２使徒。
viifalil  ［化学］トリウム　18:制
viiman  ［地球の国名］セントビンセントおよびグレナディーン諸島　19:
国旗に３つのひし形
viid  ［魔法］幻晄、げんこう、ヴィード　［ユマナ］マナ。魔法の源。　［形容詞］
ヴィードを伴う、魔法、魔法の、魔法を使った　［反意語］alved、reev
　［レベル］１　f;e　古 :ridia:vividなどと同じく ｢力 ｣を語源とする。
夜に強くなるから vird(viid)と関係があるという説もある。夜に強
くなるのは魔力だが、当時は viid論がきちんと成立していないので
魔力と混同されていた。そのため、ありえる語源説である。20年ま
では魔晄と訳された。　［語法］　dolmiyu　アルマ ･ユノ ･ヴィル ･ノ
アの総称。対語は体力を意味するレーヴ。　レーヴは体格や性別に
よっておおむね決まり、同じ体格なら個人差は少ない。英雄も一般
人も同程度である。どんなに体を鍛えてもたかが知れている。　一方、
ヴィードは一般人と英雄では雲泥の差である。　レーヴは値が低く、
０になると死ぬ。そこでレーヴが傷つかないよう、体をユノで守っ
て戦う。そこで、ＲＰＧでいうところのＨＰはレーヴでなくむしろ
ユノに当たる。レーヴは最終的な生死を分けるため、ＨＰよりもラ
イフポイントとして、ＬＰと呼ぶのが妥当である。　魔力のヴィル
はＭＰと訳すのが自然だろう。気力のノアは運動性能を高めたり格
闘技の威力を上げたりするのに使うが、クリスのように技として繰
り出すこともできるため、技ポイントとしてＷＰとするのが適切だ
ろう。　従って、ＲＰＧで譬えると、レーヴ、ユノ、ヴィル、ノア
の順に、ＬＰ、ＨＰ、ＭＰ、ＷＰに相当する。　|約 137億年前 |エネ
ルギーである armaが分解を起こし、yuno,vir,noaに分かれる。これ
ら 4種を総称して viidという |　【用例】　viid t'acma xa tu madi. アル
マのヴィードがこの指輪に宿っている。
viid,fv  durne, vird　viine/duurga

viidtifl  ［魔法］脱晄　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

viidtil  ［魔法］帯晄　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

viidtilel  ［魔法］帯晄現象　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

viidtoko  ［魔法］偏晄　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

viidtokol  ［魔法］偏晄現象　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

viidtuka  ［魔法］ヴィード場　lj:seren;/　23

viidvak  ［魔法］幻晄武具　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

viidflit  ［魔法］放晄　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

viidflitel  ［魔法］放晄現象　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

viidfel  ［魔法］ヴィード学→ dolmiyu　［レベル］４　rd;/　23

viidron  ［魔法］晄圧　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

viidren  ［地学］コランダム　［レベル］４　meltia 10:ludo;viid/ren　19:
ユノ・ヴィル・ノアの宝石がそれぞれサファイア・ルビー・エメラ
ルドであることから。ちなみにアルマの宝石はアレキサンドライト。
viidrein  ［魔法］幻晄線　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

viidziol  ［魔法］解析魔晄学　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

viidliil,ard  ヴィード粒　/

viida  ［生物］［医療］腧穴、しゅけつ　［生物］［医療］つぼ、ツボ、経穴← alv
id　［レベル］４　fv;viid.k　16:制 :viid　viida:viida: lu viida　［語法］
［文化］　鍼灸などのつぼ。人間の体表にあり、そこを刺激することで
ヴィードを高めたり流れをよくしたりできる点。　骨と肉の間にあ
り、たいていは窪んでいる。痩せ型のほうがツボを見つけやすい傾
向にある。　rdまではシージア語で分かりにくかったため、セレン
らがアルカに訳した。現在アルバザードで知られている名はアルカ
のもの。　地球には２０１３年現在ＷＨＯが定めた３６１穴がある
が、アトラスではアルバザードが定めた３６６穴がある。代表的な
もの、つまり要穴は７０～１００程度と多くない。　　一般にツボ
は経穴と言われることが多いが、経穴は経脈上のツボを指している
のでツボより意味が狭い。ツボを専門的に言うと経穴ではなく腧穴
である。腧穴の中に経穴と奇穴と阿是穴があり、東洋医はそれらを
使い分けている。ただアルバザードでも民間人は経穴が有名なため
腧穴と経穴の区別ができておらず、alvidのことも viidaと言ってし
まう。言い換えれば viidaは腧穴なのに実際はより狭い経穴の意味
で使われることが多く、経穴を専門に指す alvidという語が使われる
ことは知識人以外の間ではあまりない。　なお、奇穴とは臨床で用
いられる鍼灸理論体系とは別の腧穴であり、地球では新穴ともいう。
奇穴と新穴の違いは、１９０１年以降に定められたものが新穴でそ
れ以外が奇穴というだけなので実質同じもので、だからアルカでは
奇穴も新穴も区別がない。　阿是穴は圧痛部や硬結がある場所や陥
凹している場所や敏感になっている点のことで、人によっても日時
によっても場所が変化する。日本では昨今トリガーポイントと呼ば
れているものと事実上同じである。
viidemo  ［生物］湧泉　21

viidelxe  ［生物］命門　21

viip  ［動物］セミ、蝉　［レベル］３　17:制 :ridia:lakta:セミの声から。虫
だから pを付けた。
viiz  ［アイテム］ヴィーズ　［レベル］４　ridia:古 :viidzamon（ヴィード
の杖）　［文化］　ヴァストリアの１つ。レレゾナのもつ神杖。
viiz(2)  ［人名］ヴィーズ　21　［文化］　dolmiyu

vio(2)  ［アイテム］斧　［レベル］２　14:制 :古 :vivo　vivo:vivo



135 voskvio(3)
vio(3)  ［人名］オヴィの略称　［組み数字］２/２８　［レベル］１　17:制 :teolo
n:viiが斧だから。
viot  ［単位］ジョ（漢字が文字化けするのでカタカナ）　21:viet

viosnvels  ［政治］三頭政治　［レベル］５　20

viovantis  ［軍事］斧兵　［レベル］５　19:ridia

viofaanbeza  ［化学］トリメチルアミン（基官能）　19

viorit  ［化学］３価のアルコール　19

viorens  ［名詞］単刀直入　［レベル］４　22:「オヴィの言葉」
violas  ［名詞］猪突猛進　［レベル］３　22:「オヴィの手」
vioan  ［化学］プロパン　［レベル］５　19:ryuu

vioan(2)  ［ジョブ］斧使い　［レベル］４　19:ridia

vioanviorit  ［化学］グリセリン　［レベル］５　19

vioin  ［化学］プロペン　［レベル］５　19:ryuu

viet  ［動物］ライオン、獅子　［メタファー］［形容詞］偉大な　［メタファー］交番勤
務の警察官。縄張りを周り、敵（犯罪者）を見つけ次第捕まえるこ
とから。　［組み数字］１/５　［レベル］２　13:制 :lakta:viviketto（強い猫）
　::lu flam　［擬声］　goccc（甘え）、gaoccc（威嚇）　［文化］　vietrein
　偉大な動物、百獣の王とされる。　【成句】　lef e viet 竜頭蛇尾。
ライオンの足は最初は速いが後は遅いことから。
vietkad  ［地球の国名］ガンビア　19:国章にライオン
vietxial  ［地球の国名］シンガポール　［レベル］６　19:サンスクリットでラ
イオンの街
vietrein  ［組み数字］獅子賞　［レベル］５　21　［文化］　→ rapalx　暇を持て
余した神々の遊び。zgでアルミヴァのサールの面々が集まり、獣を
捕らえて戦わせた。ティクノは竜を出し、ポエンはライオンを出した。
ヴァルゾンは鷲で、フェンゼルは虎。ネルメスは馬にしようとした
が戦闘向きでないと判断し、代わりに狼を捕まえた。ティーテルは
獣を捕まえようとしたが怖くなり、ハチミツでクマを手なずけた。
勝敗の結果は竜、獅子、狼、鷲、虎、熊の順となった。しかし竜は
アデルではないかと物言いが付いた。正義漢なティクノは単に強い
動物を連れてきただけで、不正を働く気はもとよりなかった。そこ
で素直に非を認め、座を辞した。こうして五獣が定まった。
vietwal  ［地球の国名］シエラレオネ　19:国名がライオンの山
vietifa  ［地球の星座］［ユマナ］しし座　24　［文化］　ifa

viek  ［名詞］重心　［レベル］４　19:viem/ka　【用例】　xal viek 重心を保つ　
kokka viek 重心を取る
vien  ［形容詞］強い、強力な　［動詞］yulを鍛える、鍛える、強くする、
強化する　［音楽］フォルテ　［類義語］kanvi、naav、frean、maite、alvi　［反
意語］ivn　rd　［レベル］１　古 :vien（多能な）← vivien（強い /で
きる）　vi, vivi:vi, vivi:van　【成句】　kyo vien 強がる、強がり　【用
例】　art vien alka et cuukiite az caifa sei. 一番強い魔法はルーキー
テだろうか、あるいはライファだろうか。　［メタファー］vien yun viet 
ライオンのように強い
vientak  ［非言語］ガッツポーズ　［レベル］３　19:melidia axte　【用例】　lu 
arik vientak ok "ax!" 彼は「よし！」と言ってガッツポーズを組んだ。
　vientak kol 片腕でガッツポーズ
vienkyo  ［普通動名詞］強がり、つよがり　［類義語］teld　［レベル］３　rd;/
　23
vienklap  ［美容］ダッカールピン　21

vienkad  ［政治］大国、強国、先進国　［レベル］３　19　［語法］　アルバザード、
ルティア、メティオの３国の alkakad、それ以外の veinkadに分かれる。
viensapn  ［気象］高気圧　［レベル］３　19

vienvent  ［経済］大企業、大業界　［レベル］４　19

vienretl  ［名詞］ボス敵　［レベル］３　20

viena  ［丁寧］［親族］ご子息、御子息、息子さん、ヴィエナ　［レベル］２　
21:vienmiva（強い子）　［文化］　laala

vienalem  ［名詞］想い、思い、思い入れ、強い気持ち　［レベル］３　20

vienivn  ［音楽］フォルテピアノ　19

vienet  ［名詞］強み　［魔法］半減　［類義語］hazelet　［反意語］ivnet　［レベ
ル］３　21　［語法］　vienetは強み。得意とする分野や性質や現象など。
hazeletは vienetほど得意ではないが得意なもの。馬が合うとか向
いているといった程度。　［文化］　dolmiyu　【用例】　an til vienet del 
nos et erde. イケメンだという強みがある。
vienen  ［名詞］強者、持つもの、持つ者　［レベル］３　rd;/　23

vienem  ［動詞］yulを強める、強める、強くする、強化する、鍛える　［名
詞］強化　［言語］強意　［レベル］３　20

vieneriv  ［医療］高血圧　［レベル］３　19

viem  ［生物］丹田　［レベル］４　f:elt;vi/main　古 :viid/emo　::viman　
［文化］　へその下にあるが、丹田という臓器があるわけではない。体
の中心で、運動をするときも瞑想をするときも重視される。　【成句】
　bad viem 丹田を打つ。キレて相手に殴りかかる直前などにアルバ
ザード人が行う動作。しばしばフッと息を短く吐く。強制的に腹に
力を込めることで気合を入れ、恐怖心などを一瞬にして消すことが
でき、戦闘モードに入ることができる。格闘技でいうところの強制
的に瞬間的な息吹をするようなものである。　【用例】　viem fan しっ
かりした丹田、強い腹　feil noa ka viem 気合を入れる
viemo  ［数学］立方根　［レベル］５　19

vied  ［動詞］yulを蹴る、蹴る、キックする　［普通動名詞］蹴り、キック
　［反意語］baog　［レベル］２　＠ 19　【成句】　viedand aks 地団駄を踏む　【用

例】　vied nekel 蹴り上げる
viedgek  ［運動］サッカー　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　野球と
同じ扱い。ルールも大体日本と同じ。相手のゴールにボールを入れ
れば一点。手はボールに触れない。　【用例】　ans arat viedgek du 10 
fei via im harpnian. 私たちは昼休みに１０分くらいサッカーをし
た。
vier  ［名詞］命令　［動詞］yulを aに命令する、命令する、命ずる　［レベル］
２　19:xion:vien/re　【成句】　vier e rsiila 鶴の一声　【用例】　☆ an ha
asat teel vier. 私は言われたとおりにしなければならなかった。　la 
vierat an ke. 彼は私に行くよう命じた。
viervok  ［言語］命令文　［レベル］４　19

viermas  ［法律］令状、逮捕令状など　［レベル］４　19

viuwe  ［植物］パンジー、三色スミレ、ハートシーズ、ビオラトリコロー
ル　［レベル］３　14:制 :学名の３色スミレを訳したもの。
vots  ［法律］条項　［レベル］５　13:制 :vot（文）
votem  ［悪魔］ヴォテム　［レベル］４　meltia 0:acma;vo（viから来ており、
力の意）/teems「力のある悪魔」　古 :vo(4)/tem（テームス）　［語法］［文化］
　アルマの下位にある４匹の悪魔。ユノ ･ヴィル ･ノアをそれぞれ
司る。具体的にはフレスティア ･ヴァルテ ･ブレイス ･クレートの
総称。
vok  ［言語］文、センテンス　［電算］ステートメント　［反意語］vet　［レベル］
２　＠ 19　【用例】　vok ilm{vaik} 全文 {一部、抄 }　tu vok et tia sei? 
この文は正しいのだろうか？
vokka  ［名詞］繁忙　［形容詞］忙しい　［反意語］vek　［レベル］２　sorn:vokka（仕
事が多い）　［語法］　vek　【成句】　ti tur vokka sei? ちょっといい？、今
忙しい？　【用例】　an kapat vil a la mil vokka tinka. あまりに忙しくて彼
に電話できなかった。　an at vokka im fis. 今日はやることが多かっ
た。　an at vokka tin mil lab. 仕事に埋もれていた。　an at vokka yun 
iskal. ばたばたと忙しかった。　an at vokka ento so sen yuu tix lab. 
忙しくて身動きが取れなかった。　an at vokka man til lab di tinka. 今
日は仕事が多くてとても忙しかった。　an so sen yuu mil vokka im 
tuo. 忙しくて最近何もできない。
vokselm  ［言語］文中　［レベル］４　22

vokfel  ［言語］統語論　［レベル］６　19

vokm  ［単位］虚空　［レベル］４　21:vekm

vokhet  ［言語］文末　［レベル］４　22

vokosn  ［言語］文頭　［レベル］４　22

vox  ［名詞］意志、意図　［形容詞］意図的な、故意の　［副詞］意図的に、わざと、
態と、故意に、元々～するつもりで：kon voxでもよい。　［レベル］２
　14:制 :古 :vu　【用例】　vox vien{fan} 固い意志　an en sot voxel. そ
んなつもりはなかった。
voxn  ［生物］細胞　［レベル］３　14:制 :古 :livroruxilo（生命の家）
voxntantesi  ［生物］細胞外液。ほぼ血漿のこと。Ｎａ＋やＣｌ－が多い。
　rt;/　24
voxntim  ［生物］細胞核　［レベル］４　20

voxnsia  ［生物］細胞膜　［レベル］４　19

voxnsov  ［生物］細胞間質　rt;/　24

voxnnial  ［生物］中間径フィラメント　rt;/細胞骨格内で柱の役目を果
たして細胞の形をキープすることから。　24
voxnvaresi  ［生物］経細胞液、細胞通過液　rt;/　24

voxnveik  ［生物］細胞質　［レベル］４　19

voxnveikho  ［生物］細胞骨格　rt;/「細胞質の骨」　24

voxnveikesi  ［生物］細胞質基質、細胞質ゾル、サイトゾル、細胞礎質
　rt;/「細胞質液」　24
voxnveikelm  ［生物］細胞小器官　rt;/「細胞質器官」　24

voxnfont  ［生物］微小管、チューブリン　rt;/細胞骨格の中心から放射
状に伸びる道路のようなもので、細胞内の物質移動にこの道を使う
ことから。　24
voxnmat  ［生物］細胞分裂　［レベル］５　19

voxndalm  ［生物］アクチンフィラメント　rt;/細胞骨格のうち、細胞膜
の近くに存在し、細胞膜が凹まないためのテントのような役割をす
ることから。　24
voxnpotesi  ［生物］細胞内液。Ｋ＋やリン酸イオンが多い。　rt;/　24

voxnbal  ［生物］細胞壁　［レベル］４　19

voxnleks  ［生物］後形質（副形質）　19

voxnadl  ［生物］ゴルジ体、ゴルジ装置、ゴルジ複合体、網状体　［レベル］
５　rt;voxn/adlka。細胞内にあり、リボソームで作られたタンパク質
を加工・修飾・濃縮するところであることから。　24
voxfai  ［法律］放火　［レベル］３　20:melidia xier:意図的な火　【用例】　la 
fosat yu on diz del voxfai rasen 3. 彼は３件放火した罪で捕まった。
　fai ikla voxel ビルに放火する　el taf mem mer ol ark vataika sein 
e voxfai. see tu xa seel tu mem xel ra ant. 連続放火の出火地点を　
線で結べば真ん丸だ　円の中心　僕の家（伊集院光・深夜の馬鹿力）
vosk  ［動詞］yulの完成を努力する、努力する、努める、尽力する、奮
闘する、情熱を注ぐ、一生懸命する、腕によりをかける、気合をい
れてする、はりきる、張り切る　［副詞］努力して、一生懸命、一所懸
命、はりきって、張り切って　［普通動名詞］努力、尽力、奮闘、一生懸
命、粉骨砕身　［レベル］３　14:制 :恣意　【成句】　ok{kon} vosk alka かろう
じて、辛うじて、どうにか　vosk tsetta elf el. 努力は人を裏切らない。
　【用例】　☆ an kut elf fi voskel man an til kulala on kuo. 口に食べ物



136 vormvosk
を入れたまま喋らないよう努力した。　an so van voskel man an sols 
ris laas diver an. 彼らを失望させないように一生懸命やるつもりだ。
　il vosk de tran ul beril. 努力に貴賤はない (seren arbazard）
voskan  ［名詞］努力家、努力屋　［レベル］３　rd;/　23

von  ［名詞］古アルカの４　［レベル］３　赤→ sidalx

von,lsk  4　vol.k

vont  ［魔法］ユノ波　［動詞］yulにユノを撃つ、撃つ　［レベル］４　古 :vo
は魔法を打つの意味。　［語法］　光線のように連続した形でユノを撃
つ場合は vont。弾丸のように単発の形でユノを撃つ場合は volk。
vontobezairos  ［化学］四級アンモニウムイオン　19

vons  ［動詞］yulという内容を aと協力する、協力する、力をあわせ
る、連携する、協調する　［普通動名詞］協力、連携、連帯、協調　［形容
詞］（vonsanで）協調的な、協力的な。vonsan　［名詞］協力、連携　［レベル］
３　lakta:vons（協力）　【用例】　vas lins vonsel 協力して悪魔と戦う
vonskad  ［地球の国名］アンドラ　19:国の標語Ｖｉｒｔｕｓ Ｕｎｉｔａ 
Ｆｏｒｔｉｏｒ（力を合わせれば、強くなる）から
vonsmiks  ［音楽］重唱　［レベル］４　21

vonz  ［医療］膠原病　［レベル］６　19:voxn/faiz

vonl  ［名詞］のみ、鑿　［レベル］３　13:制 :zana:古 :vonlaa（４人殺せる）。
鑿を使えば４人は殺せるという話から。
vona  ［名詞］趣旨、趣意　［レベル］３　rd;vox/lana　23

vonan  ［化学］ブタン　［レベル］５　19:ryuu

vonantat  ［化学］ブタノン　19

vonanluzasl  ［化学］酪酸、ブタン酸　19

vonavant  ［法律］趣旨法　［レベル］４　vl:mirok;/　23　［文化］　旧革命で法
を簡素化するために制定された法。法の記述を短くし、国民の理解
を助け、なおかつ法の抜け道を潰すためのもの。　ミロクはそれま
での法が読みづらく分かりづらく抜け道があることを嘆いていた。
日本で例えるとこうだ。とある麻薬が禁止されると、それの法の網
をかいくぐって合法ドラッグができる。すると今度はそのドラッグ
を取り締まる。するとさらに新しいドラッグが生まれる。同じく、
ダウンロードサイトを潰しても匿名掲示板を潰しても別のサイトが
できるだけで、すぐ新しい悪の芽が出てしまう。　そこでミロクは
趣旨法というのを作った。条文にその法律の趣旨を書いておく。例
えば「要するに勝手に人の作ったものをタダでダウンロードしたら
商売が成り立たなくなるから、そういうのは禁止な」というように、
分かりやすく趣旨を書いておく。すると抜け道もクソもなく、禁止
されたサイトはもちろんそれに準ずるものであれば自動で取り締ま
れる。ドラッグについても同様で、「要するに麻薬的なのをやめろっ
つってんだよ。それっぽいもんは全部しょっぴくからな」と条文に
書いておけば良い。脱法ドラッグのようなふざけたものはこれで潰
せる。「言葉尻捉えて脱法ドラッグとか作ってんじゃねーぞ。実質同
じ麻薬類だったら捕まえるからな。お前こっちの趣旨分かってんの
か？　麻薬的なものを取り締まろうとしてるんだから、今回禁止し
たものと少し成分が違うくらいなら同じなんだよ。趣旨分かってん
のかてめぇ」と言って違反者を捕まえることができる。　要するに
大事なのは条文の言葉尻ではなく、何を制限したいのかという趣旨
である。その趣旨を意図的に曖昧にしておくことで法の解釈を広げ、
準じた犯罪を捕まえることができる。逆に言えば準じた犯罪は捕ま
るのでそもそもそんなふざけたことができなくなる。　これが趣旨
法である。ミロクは趣旨法を定め、各法律の趣旨に反することであ
れば逮捕できるとした。このデメリットは警察の拡大解釈により悪
戯に犯罪者を増やすことで、ミロクの死後徐々に警察による恣意的
な拡大解釈が行われたため、alで事実上廃案となった。　しかし革
命で再度採用され、脚光を浴びるようになった。革命後は警察の拡
大解釈に気をつけつつ運用することとなった。vlと比べて社会が複
雑化していたため、趣旨法がないと脱法が簡単に行え、趣旨を無視
した法の網をかいくぐる行為が簡単に行えた。そこでセレンは怒り、
趣旨分かってんのかてめぇと言って趣旨法を復権させた。　【用例】　
fosat yu man telat vonavant onen fank 麻薬の趣旨法違反で逮捕され
た
vog  ［名詞］錆、さび、サビ、錆び　［動詞］yulを錆びさせる、さびる、
錆びる、酸化する、リンゴなどが赤くなる、桃などが茶色くなる。
桃のはもちろん錆ではないが。　［形容詞］さびた、錆びた　［レベル］３
　16:制 :vort/gi　matalogi:matalogi　【成句】　frei vog til enna vog 錆
びた剣には錆びた鞘：割れ鍋に閉じ蓋、われ鍋にとじ蓋　【用例】　miik 
es vog mapel a. リンゴがもう赤くなってるわ。
vogset  ［名詞］錆取り　［レベル］４　19　［語法］　vogfonlは錆ないように
するもの。vogsetは錆を取るためのもの。
vogfonl  ［化学］酸化防止剤　［レベル］５　19

vort  ［名詞］死　［動詞］solは yulの様態で死ぬ、死ぬ、朽ちる、朽ち果てる、
亡くなる、死亡する　［普通動名詞］死亡　［魔法］ヴォルト（デス）。闇の
高位魔法。相手を死亡させる魔法。セレスを肉体から引き剥がす効
果がある。死神が魂を奪う能力を魔法で再現したもの。　［レベル］１　
rd;vaart.k　14:制 :vart:sorn:｢ 偉大な魔法 ｣。元は vaart。10年の ｢この
世に生を受けることは最も偉大な魔法によってなされたことである
｣というクミールの言葉が語源で、そこから ｢偉大な魔法 vaart｣ ＝ ｢
現世に生まれること ｣になった。　matalo,f laato,fv, laa,f:laato::mayu,alt　

【成句】　a vort 死ぬまで、死ぬほど、～した結果死んでしまう　vort 
xiia 甘く死ぬ：「軽く死んだ」とでも訳せばいいか、アシェット男子
が laaxiと古アルカで言っていたもの。日本語でいうとｏｒｚな状態
とでもいうべきか。　yun vort 死にそうな、半死半生　【用例】　la vo
rtat (mil) levn. 彼は病気で死んだ。　la vortat fuol. 彼はひどい有様
で死んだ。　an nat emt mil vort laat. 彼の死で悲しんだ。　vort alap
{*kulan} 餓死する

vortkov  ［名詞］柩、棺、ひつぎ、棺桶、棺おけ　［類義語］koppel　［レベル］
３　15:制 :死の箱　［文化］　頭側が６角形の上半分の形。脚側に行くに
つれ、棺桶の幅は狭くなる。脚側はふつうの箱と同じく四角い。顔
の部分に小窓が付いている。木製。
vortsel  ［名詞］命日　［レベル］３　19:melidia axte

vortseles  ［魔法］死霊　［レベル］４　rd;/　23　［語法］　死者の霊魂。
vortselesom  ［魔法］死霊術。アンデットを作る魔術。　rd;/　24

vortvales  ［普通動名詞］死姦、屍姦　［動詞］yulを死姦する、死姦する　［レベル］
４　rd;/「死を犯す」　23
vortvix  ［医療］致命傷、クリティカル、クリティカルヒット　［レベル］
３　19:melidia axte
vortvelx  ［名詞］断末魔　［レベル］４　22

vortfeme  ［医療］死亡期　［レベル］４　22　［文化］　アルバザードでは性器
期の後に体全体の死について笑う時期が来ると考えられている。　
アルバザードでは人間は年代によって笑うツボがあるとされている。
子供のころは排泄物のネタ、大人になると下ネタで笑うようになる
のはこのため。本来人間にとって避けたく不快なことであるが、傷
口を弄りたくなったり、傷口がかゆくて掻くと心地良いのと同じで、
傷口を抉るようなネタだと不快に感じるが、掻くようなネタだと心
がくすぐったくて笑えるとアルバザード人は感じる。　アルカで「い
たいねー」と言ったら「かたはらいたし」の意味ではなく、ネタが
直接的で下品という意味。「かゆいわー」だとネタが中途半端ですっ
きりしないという意味。esiletだとちょうど気持ち良いネタという意
味。
vortman  ［医療］死因　［レベル］３　16:制
vortmain  ［名詞］死体、躯、骸、むくろ、遺体　［レベル］３　19

vortlang  ［医療］死ぬ権利　［レベル］５　lj:seren;/　23　［文化］　ljでセレ
ンが提唱した概念。革命前のアルバザードは高齢化社会になってお
り、医療も中途半端に進んでいた。ウイルスは倒せないし癌などの
病気も簡単に完治できない医療レベルでしかないわりに、延命治療
だけは可能で、寝たきりや植物状態の患者が多くおり、長々と苦し
んで死んでいくことが多かった。　これに対して al辺りから安楽死
を主張する者が出てきたが、あくまで少数派でしかなく、安楽死は
自殺の幇助として犯罪とされていた。中途半端な医療に安楽死の非
合法が相まって、高齢者の医療費は年々肥大するばかりで、社会福
祉を圧迫していた。　一方、健全な若者の中にも経済的な理由など
様々な理由から死を望む声があり、自殺や他人を巻き込んだファイ
ナルアタックが跡を絶たなかった。　セレンは人が苦しんで死ぬの
は蛮族のやることであり、文明の遅れを示すものだと断じた。セレ
ンは人には安らかに苦しまずに自分の死を選べる特権があり、それ
は人権のひとつだと考えた。そこで死ぬ権利というのを提唱し、健
康だろうが病気だろうが、人は死にたいときに安らかに死ぬ権利が
あると主張した。まして長患いで苦しんで死ぬくらいなら、楽に死
なせてやったほうがマシだと主張した。　ところが人権団体や医療
団体がこれに猛反対した。後者は安楽死施設が整備されることで薬
品の売上が減少したり、病院の売上が減少することを嫌った。だが
表向きにはその本音を隠し、いやしくもセレンの案に反対した。患
者の苦しみよりも自分たちの利益を優先させたわけである。　これ
にセレンは怒り、患者のことを真に考えない者の何が医療人かと激
しく糾弾した。セレンはむろん苦しんででも長生きしたいという人
間を安楽死施設に送り込むようなことは考えていなかった。あくま
で健常者であろうが病人であろうがいつでも人は自分の死を選ぶ権
利があると主張したわけである。　セレンの主張はごく少数の人間
に受け入れられたが、人権団体を始めとした利権団体の反対にあい、
言論封殺されていた。　革命でセレンが力を付けると、セレンは今
まで自分を無視してコケにしてきた連中に復讐を開始した。かつて
自分に反抗した利権団体は尽く粛清し、死ぬ権利を実現させ、安楽
死施設を全国に配備した。これにより ljに入って初めて人は楽に合
法にそして文明的に死ぬことができるようになった。
vortlivl  ［医療］死産　［レベル］３　19

vortlevn  ［医療］致命的な病、不治の病　［レベル］３　19:ilmus:ridia

vortan  ［名詞］死者、死人　［レベル］３　21　【成句】　hao vortan xant vil 
hek, tal sols sen. 確かに死者は手紙を出さぬ。しかし死亡通知を人に
送らせる要因にはなる：便りのないのはよい便り　xef e vortan 死
者の息：風前のともしび
vortixm  ［娯楽］デスノート　［レベル］４　21　［文化］　『デスノート』に相
当するアニメ。
vortok  ［魔物］ヴォルトック（死殻）：第七十七天：邪の巨天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:vort/hok　［文化］　魚族。巨大な貝のモンス
ター。水面に飛び上って攻撃することもある。また、洞窟など、水
気の少ないところでも生息することができる。湿気が多く暗いとこ
ろなら生息可能。貝を開けて魔法を放つ。貝を閉じた状態だと、最
強の防御力を誇る。
vortepi  ［名詞］死亡フラグ　［レベル］４　22

vorxe  ［娯楽］ヴォルシェ。４人用の賭けゲーム。　［レベル］４　古 :voox
e,vonxelt「４シェルト ｣が語源。　［文化］　４人でやるシェルトのよう
なゲーム。実際は麻雀のようなゲーム。9～ 10年にテオロンによっ
て製作された。ザナとオヴィが主幹で、セレンとギルが手伝ったと
いう経緯で、リュウは誘ったが参加しなかった。頭の良いメルとしっ
かり者のリディアがセレンに呼ばれて手伝ったため、いい加減なルー
ルが整然なものにされた。
vorm  ［名詞］ヴォルム人形、精巧なダッチワイフ　［名詞］若い女性の死
体　［レベル］４　15:mel:vortmai（死体）　［語法］　よくできたダッチワイ
フのこと。レイユの時代にテステェル社によって作られた商標の１
つ。感触が女の死体にそっくりで、人間のようであることから名付
けられた。動かない点を除けばほぼ人間と同じ精巧さを持つ。テス
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テェル社の開発部が精巧なダッチワイフを作るため、少女らを監禁
し、死体をも研究対象とした。同研究によりヴォルム人形は完成し
たが、事件の発覚とともにテステェル社の開発部は粛清された。だ
が商品価値が高かったため技術は継承され、ヴォルム人形は流布さ
れた。　【用例】　lana vorm l'es koa al alponsamo, an lef enzel kont axiv 
est luut. 回収車に積まれたダッチワイフを、名前叫んで追いかけて
（伊集院光）
voz  ［アイテム］弓、洋弓　［類義語］leivn　［反意語］vej　［レベル］２　13:制 :
古 :vozamo　vozamo:vozamo:lu siklet:van,alt veeze,vozamo
vozkad  ［地球の国名］トーゴ　19:国章に弓を持った獣
vozvantis  ［軍事］弓兵、アーチャー、弩兵　［レベル］５　19:ridia

vozlas  ［弓道］弓手、ゆんで。ふつう左手。　rd;/。「弓の手」　24

vozan  ［ジョブ］弓手、射手、アーチャー　［レベル］５　19:ridia　［語法］　
兵士の場合は vozvantis。こちらは個人のジョブ。
vozanifa  ［地球の星座］［ユマナ］いて座　24　［文化］　ifa

vozamo  ［地名］ヴォザモ　［レベル］５　15:制 :古 :vozamo（弓）から。　［文
化］　ソーンの使徒ヴァリナの支配地。
vozamo(2)  ［アトラスの国家］ヴォザモ　［レベル］４　制　［文化］　面積：
639461.839896 km^2
vozamo,fv  voz　vi/zamo

vozom  ［運動］弓道　［類義語］leivent　［レベル］４　20

voj  ［医療］大便、糞、ふん、フン、うんこ、うんち　［反意語］bez　［レベル］
３　＠ 19　［語法］　形式ばった言い方。大便に相当。　【成句】　el sak sen 
kum ol sak voj 糞があるということは動物がいるということだ：火の
無い所に煙は立たぬ
vojlasl  ［被服］パンタフル　rd;/　24　［文化］　smでできた。糞便処理の
仕事をする人が足を汚さないよう履いた靴。
vol  ［格詞］～することによって　［レベル］２　19:恣意 :参 :yul:15:seren:kle
l:yu/ul　［語法］　主節の動詞の具体的な内容を説明する節を作る格詞。
従って主節の動詞と内容的に同じものが来る。　【用例】　an netat la vol 
bad la kon pez. 彼をスリッパで叩き起こした。
vol,fv  bolt　vi/al

volt  ［形容詞］具体的な　［名詞］具象　［動詞］yulを表現する、表現する　
［普通動名詞］現像、表現　［名詞］表現。科目名→ felpant　［動詞］yulを aに
現像する、現像する　［反意語］verk　［レベル］３　13:制 :velt（抽象）:sorn
　［語法］　ビデオなどの再生は kekl。　【用例】　volt alem 感情を表現する
　alem volt 具体的な感情
voltseles  ［魔法］思念体　［レベル］５　22

voltenvi  ［名詞］表現力　［レベル］３　19:melidia alis

volk  ［魔法］ユノ弾　［動詞］yulにユノを撃ち出す、撃つ　［レベル］４　古 :vo
は魔法を打つの意味。lkは ｢動いて行く ｣　［語法］　vont　【成句】　ta adel 
kon ko volk 一石二鳥
volx  ［形容詞］大切な、深刻な、重大な、真剣な、重症な、重度の、シ
リアスな　［反意語］vers　sorn　［レベル］２　15:制 :sorn（重要な＝
volf）。アルシェでは txaal。　txaal:txaal:volx　【用例】　gil et volx en alkal. 
金が一番重要というわけではない。
volxka  ［名詞］要所、要点　［レベル］４　rd;/　24

volxvils  ［化学］人に必要な約２０種ほどのアミノ酸のこと（必須アミ
ノ酸ではない）。８種の必須アミノ酸は xirvils。　［レベル］５　19

volxviida  ［生物］［医療］要穴　rd;/　24　［文化］　特に重要な経穴のこと。
１００ほどある。
volxhaika  ［法律］高等裁判所　［レベル］４　22

volxati  ［名詞］重要性、重要さ　［レベル］３　21

vols  ［名詞］条件　［レベル］３　13:制 :語源不詳　::planze　【成句】　haas vols 
del ～の条件下で　【用例】　vols rat 好条件　an fit van vols a ti. 君に
条件がある。　kax vols 条件を満たす　tuval vols 条件を概ね満たす
　saa diin, tu kad kaxes tuus vols im tur, tet el jins vil tu so sil az 
mil yuu ser sil e yumana tisse. まぁ、いずれにせよユマナの未来の
ことは分からないから、今現在の話でしかないんだけど。
volsfesn  ［法律］保釈　［動詞］yulを iから保釈する、保釈する　［レベル］
５　rd;/「条件付き解放」　23
voln  ［サール］ヴォルン　［名詞］混沌、カオス、無秩序　［反意語］kleej　［レ
ベル］４　古 :kmiir　［文化］　混沌を起こすサール。
volnit  ［物理］エントロピー　［レベル］５　19:無秩序の度合い
vold  ［経済］［動詞］yulを iからローンで借りる、借りる　［普通動名詞］ロー
ン　［レベル］３　＠ 19:ridia:arbaxelt　［文化］　verg

volg,szd  yukko
volep  ［言語］構文　［レベル］４　rd;/↓　23:mel:vok/leep

volepzom  ［言語］構文木　rd:mel;/　23:mel

voa  ［化学］原子核、核　［レベル］５　sorn

voaxil  ［軍事］核実験　［レベル］４　19

voas  ［名詞］［形容詞］複数　［反意語］ves　［レベル］３　sorn:voas（組）
voasmintikoamir  ［法律］一夫多妻、一夫多妻制　［レベル］４　rd;/　24　［文
化］　komintikoamir

voashank  ［生物］重層　rt;/　24

voashanksizgote  ［生物］重層扁平上皮。皮膚、口腔、食道などに見られる。
　rt;/　24
voashanknialgote  ［生物］重層円柱上皮。結膜に見られる。　rt;/　24

voanox  ［物理］［化学］原子核融合、核融合　［反意語］voamat　［レベル］５　vl;/
　24
voavak  ［軍事］核兵器　［レベル］４　19

voavas  ［軍事］核戦争　［レベル］４　19

voavian  ［物理］［化学］核力　［レベル］６　vl;/　24　［語法］　原子核同士が引
き合う力（核力）。
voafaik  ［軍事］核爆弾　［レベル］４　19

voamat  ［物理］［化学］核分裂反応、核分裂　［反意語］voanox　［レベル］５　vl;/
　24
voapit  ［物理］［化学］核種　vl;/　24

voayev  ［物理］［化学］核反応　［レベル］６　vl;/　24　［語法］　核分裂と核融
合の総称。
voar  ［物理］原子炉　［レベル］５　13:制 :原子核機
voe  ［名詞］民族、エスニック　［形容詞］民族の、民族的な　［レベル］３　
sorn
voet  ［名詞］民族性　［レベル］３　20:voe/it　［文化］　民族性　　ユーマの
一族の祖であるガルヴェーユ人をシフェルとマレットに大別すると、
陽と陰に分けられる。　シフェルはリュディアとファルファニアに、
マレットはシージアとファベルに分けられる。また、シージアはさ
らに北部のシェリーと南部のプレディスに分けられる。　　・リュ
ディア人　好戦的で気性が激しい。ふだんはファルファニア人より
大人しく思慮深いが、キレやすく、怒ると手がつけられない。合理
的で論理的だが、戦闘時は獰猛で、性格は残忍。神の血が最も濃い。
　　・ファルファニア人　陽気で明るくうるさい。人懐こい性格。
　　・シージア・シェリー人　思慮深く知的。緊張しやすくプライ
ドが高い。　争いを好まないが、自分の環境に侵入されると激しく
抵抗する。　感情の起伏が少なく、疲れやすい。　　・シージア・
プレディス人　大人しくゆったりしてのんびりしている。緊張しに
くく、全体的に柔らかい。　物事に執着せず、神経質にもならない。
争いごとが嫌い。　メディアン、スカルディア、はてはカテージュ
にまで血が継承されている。　　・ファベル人　朴訥として黙々と
作業する。　コツコツタイプ。　　　歴史のメインを刻むリュディ
ア人は、この後さらに細かい民族に分化していく。　→ルカリア人、
アルディアル人、スカルディア人、ミュール人　　このうちルカリ
ア人はさらにトールとフレティスに分かれる。　スカルディアはプ
レディスと混ざり、ミュールは大陸が沈没したため、残り３民族に
ついて述べる。　　・トール人　ねばならない思考で、緊張しやすく、
軍の統率力は高い。そのわりに日常生活では自尊心が高く、意見が
まとまらず、一人で行動する。有事の際には一転結束する点で合理
的。　好戦的で支配欲が強く、自我が強い。性格はまっすぐで直情
的。基本的にバカ正直で、屈折した正義感の持ち主が多い。　攻撃
的な面は陽だが、社交性は陰で、真面目な分、鬱になりやすい。　　・
フレティス人　人を食ったような態度の上から目線で、他人をよく
からかって試す。　レスティル人に比べ受け流してかわす性格で、
若干意地悪。　直情的なレスティル人と相性が悪い。　　・アルディ
アル人　リュディア人の中で最も陰で、引きこもりがちで争いを好
まない。　他者を受け入れない姿勢があり、鎖国的で外国人に攻撃
的なところはリュディア人らしい。
voelem  ［音楽］民謡　［レベル］３　21

vet  ［言語］語、単語　［名詞］用語　［反意語］vok　［レベル］２　古　vet:vet:v
et:kun,alt　【用例】　vet fil 長い単語　vet xep 難語
vettom  ［言語］語中　［レベル］４　20

vette  ［形容詞］［ネガティブ］小ざかしい、こざかしい、小賢しい、こずるい　［類
義語］lexe　［レベル］３　20:veig/te

vetklel  ［言語］辞書、ことば典→ klel　［レベル］４　20:単語の辞書
vetsas  ［言語］語順　［レベル］４　20

vetnif  ［言語］単語レベル、語彙レベル　［レベル］４　20　［文化］　アル
バザードでは一般的に単語レベルは１～７まである。　英和辞典と
英英辞典では単語レベルの付け方が異なる。diaklelは二言語辞典だ
が、レベル付けは英英式を採用している。例えば黒板やチョークは
大抵英和だと重要語になっているが、これは学校英語の影響によ
る。実際アメリカ人はそれほどこれらの単語を使わない。英和式は
現実の使用頻度に則していないことがよくある。そこで英英式を採
用している。　　・旧案　　便宜上、アルバザードのネイティブの
語彙レベルを併記する。ただしアルバザードの学齢でいうと分かり
づらいだろうから、日本での学齢で記した。　併記したのは理解語
彙でなく使用語彙の目安。語彙数は個人によってかなり異なるので
あくまで目安のひとつとされたい。なお一般に理解語彙は使用語彙
の３倍程度と言われている。　使用語彙といっても細則まで知って
いるかまでは問わない。例えば冬至やアデミナを知っていても、そ
の順番までは知らないのがアルバザード人でもふつうである。　　
１:１０００語：幼稚園レベル。機能語や挨拶語や最低限の名詞・動
詞・形容詞。英検４級（中学２年レベル）の１３００語にほぼ相等。
　２：３０００語：小学校低学年レベル。日常的な単語。家庭で使
うことが多い。レベル２まで覚えると英検準２級（高校２年レベル）
の３６００語にほぼ相等。　３：５０００語：小学校高学年レベル。
やや難しい日常語。会社や屋外で使うことが多い。　４：８０００語：
中学校レベル。難しい日常語。ふつうの人にとっては口語で使う語
彙のうち最も難しいレベル。学校やニュースで使うことが多い。英
検準１（大学２年レベル）の７５００～８０００にほぼ相等。　５：
１２０００語：高校レベル。やや専門的な言葉。小難しい本を読む
のに必要な単語。英検準１と１級の間程度。大学や新聞で使うこと
が多い。新聞が５でニュースが４なのは、新聞のほうが専門性が高
くニュースのほうが一般に向けたものという大まかな枠組みのほか、
耳で聞くニュースは一般に語彙レベルを下げる傾向にあるため。　
６：１６０００語：大学レベル。かなり専門的な言葉。各専門分野
の概説レベル。英検１級の１５０００語レベル以上に相等。ふつう
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に生きていれば生涯知らない単語も散見される。　７：１６０００
語以上：専門家レベル。専門的な言葉。主に学術用語や業界のジャー
ゴンや符牒度の高い隠語からなる。口頭で使われる機会は少ない。
ふつうに生きていれば生涯知らない単語のほうが多い。　　レベル
４まで覚えれば日常生活に支障はないため、ノンネイティブの最大
努力目標はここに設定される。レベル５まで覚えれば新聞やニュー
スや教科書でよく使われるレベルの語彙が獲得できる。　　・新案
　　実際にレベル付けは何度も挫折したりデータが消失したりした
作業である。制アルカのときに一度ＰＤＩＣのレベル機能でレベル
を付けをしたことがあったが、データをＰＤＩＣ一行形式に変えた
ときに消失する設定にしかできない仕様だったのでデータが消失し
てしまったことがある。　そこで今回は機能に頼らずじかに辞書の
本文にレベルデータを書くことにした。実施年度は２０１２年で、
同完了である。　　旧案をもとに作業をしようとしたが、問題があ
るので止めた。例えば５０００語でレベル３を区切るとする。その
後新語ができてレベル３の単語ができたとする。すると５００１語
になってしまうので３の中からひとつ４に繰り上げないといけない。
すると将棋倒しで４の中から５，５から６，６から７というように修
正が連鎖する。これが不便で、覚えた単語のレベルが変わってしま
う恐れがあるので非現実的だった。　しかもこの方法ではいったん
レベル３を５０００語集めるのに偉い手間がかかる。とりあえず最
初は任意にレベルを付ける。結果、２０１２年１１月２０日の辞典
でレベル１が８４８語であり、２００近く足りない。レベル２は
３０００語レベルなのでレベル１が１０００語ということを合わせ
て考えるとその間の語数は２０００語となるが、同日付での統計で
はレベル２は２７５４語もあり、７００以上足が出ている。このう
ち２００近くを足りない１に回して残りを３に繰り上げるなどとい
う作業を延々レベル７まで繰り返さなければならない。これは大変
労力がかかる。その上、上記で述べた新語登録の際の繰り上げ問題
があり、旧案は実用的ではないと知った。　　そこで新案では日本
人で言う赤ちゃんから幼稚園レベル、小学校低学年レベル、高学年
レベル、中学校レベル、高校レベル、大学レベル、専門用語の７段
階に分けた。　ネイティブのルシアがまだ５才だったことと、彼女
の語彙の獲得が平均的な子どもと異なっていたこと、例えば数学な
どをかなり先に覚えていたこと、などが原因で、ルシアはインフォー
マントとしては利用できなかった。　そこでまず訳語の日本語を読
んでセレンがその単語をいつ覚えたかでレベルを付けた。例えば議
院内閣制なら中学の公民でやるので４になる。　ただしセレンもル
シア同様プログラムや言語学などはかなり子供のころから知識があ
り、逆に美容や被服などには疎かった。そこでセレンの主観になら
ないよう、周りの日本人の語彙獲得を参考にした。　これだけだと
日本語の辞書になってしまうので、アルバザードの文化と照らしあ
わせた。つまり、日本では一般的だがアルバザードではそうでない
という場合、レベルを高くした。逆に日本ではそんなでもないがア
ルバザードでは一般的という場合はレベルを低くした。　こうして
アルカのレベル付けとしてふさわしい辞書ができた。　　旧案であっ
た語数については気にしないことにした。　語数などどうでもよ
く、むしろ重要なのはどの学齢までにおおよそどの単語を履修して
あるべきかということであった。　レベル２を何語レベルとするの
は荒唐無稽である。それよりも小学校低学年までに何を覚えている
べきかというレベルの付け方のほうが有意義だし実用的である。そ
こで新案はこのようになった。以下に日本人の学齢に訳したレベル
付けを記す。アルバザードの学齢で書いても分かりにくいので、こ
のようにした。何年生までに覚えているべき単語かということがす
ぐに分かる。　　１：赤ちゃんから幼稚園まで　２：小学校低学年
　３：小学校高学年　４：中学校　５：高校　６：大学　７：専門
用語　　意外と多いのがレベル２と３だが、よく考えれば子供の語
彙力と照らし合わせるとそんなものかなと納得できる語数である。
２０１２年１１月２０日の段階で、１７０００強あり、そのうち１
が８４８で２が２７５４で３が４５０９である。合わせて８０００。
現在、１７０００語のうち半数近くの８０００語が小学校レベルと
いえる。そして小学生の語彙数は理解語彙か使用語彙か、あるいは
計測方法に変わりもするが、あるサイトでは５千～２万語と書かれ
ているので、おおよそ当てはまる。　　とりあえずアルカのユーザー
がやっておきたいのは２までである。２までやれば現在のルシア程
度には喋れることになる。　アシェットの関係者は４までできれば
およそ日常生活には困らないのではないだろうか。というのも、日
本でいう義務教育レベルに達しているからである。　ちなみに現在
４が３４１４なので、大体１７０００のうち４までで１１５００程
度になる。これは存外多い。英検でいうと１級が１２０００語レベ
ルと言われているので、ほぼそれに匹敵する。存外多い。というか
１２０００だと母語だとかなり少ないレベルで、英検が逆に敷居が
低いのかもしれない。　なお、今は全体が１７０００しかないので
４までで１２０００ほどとなっているが、今後全体が増えれば当然
４までの総数も増えていくと思われる。
vetfel  ［言語］形態論　［レベル］６　19

vetmoms  ［言語］語源　［レベル］４　15:制
vethet  ［言語］語尾　［レベル］４　20

vetyolom  ［言語］語法　［レベル］４　17　［語法］　erei

vetrap  ［言語］コロケーション　［レベル］５　20　［文化］　アルカは人工言
語であり、rdで２８ヶ国のメンバーからなるアシェットで使用され
発達してきた。アルカの作者セレンはコロケーションが言語ごとに
異なることに注目し、どの母語話者でも一意的な解釈ができ誤解が
ないよう、「論理的」で「最大公約数的」なコロケーション作りをした。
その結果、未来でカルディアの国際語として機能する人工言語にま
で昇華していった。　　食べ過ぎる：kui rakel　よく働く：lab ranel（き
ちんと働く）, kalma lab（頻繁に働く）, lab fartel（熱心に働く）→全
て言い分けます。　よく走る：tu amo ke ratel（この車は性能よく走
る）, lef taxel（速く走る）, kalma lef（しばしば走る）→全て言い分
けます。　少し歩く：luk fenel, luk du kal（短く歩く）→これは時
間か距離か分からないので、言い分ける場合は luk fol mel fen, luk 

myut fenのようにします。　よく喋る：ku ekosel（流暢に喋る）, ku 
dil（たくさん話す）→全て言い分けます　　アシェットの人々はし
ばしば文脈で判断してくれないというか、判断した結果が誤解にな
りがちなので、上記のように言い分けて一意的な解釈を促している。
　アルカは現実では本来芸術言語なのでこういう設計にする必要は
ないのだが、無駄に環境が国際補助語的なので、国際補助語として
使用できるような性能になっている。
vetlad  ［言語］［動詞］yulを造語する、造語する　［普通動名詞］造語　［レベル］
５　14:制 :語を作る
vetladan  ［言語］造語者　［レベル］５　19　［語法］　本辞典における造語者
について。　　＜主な造語者＞　　無記名→ serenによる造語。　
sorn→古ソーン・アルカにおいてソーンが造語したもの。あるいは
制以降にソーンが制アルカとして造語したもの。ないし、新生にお
いてソーンが新生アルカとして造語したもの。　axet→アシェット
の誰が造語したかよく分かっていないもの。　その他具体的な人名
→その人名の人が造語者。　　「初」「先」「古」「制」などは成立年
の年代名であって造語者とは関係ない。　「赤」などは文献名であっ
て造語者とは関係ない。　　＜無記名について補足＞　　地球の語
源では無記名は原則 seren。　アトラスの語源では、rdのうち mel 
12_22で無記名なら原則 seren。それ以外なら selan（市井の人々）。　
　＜タグごとの補足＞　　［数学］:無記名であっても主にリュウとパー
ルにリディアによる。　［化学］:無記名であっても主にリュウとパール
とリディアによる。　［物理］［生物］［動物］［植物］:通常通り　［医療］:無記名
の場合、病名は原則としてリュウとパール（ただし 19年の専門語彙
拡充前にあった単語については、無記名ならセレン）。化学と異なり、
「リュウかパール」ではない。リディアはほぼノータッチ。医薬品は
セレン。　［地学］:鉱物はリディア。　［美容］［被服］化粧や髪型や服装な
どは 21末に大量の未登録をリディアに指摘され、幻幻から輸入した。
年号は元の単語の年数にかかわらず、一律 21として輸入してある。
ソースとなった単語群に関しては幻幻は幻日ほど神経質で丁寧でな
く、細かい年号の記述が不明なものが多々あったため。これらの単
語について幻日で造語者名がない場合、デフォルトは ridiaになる
かと思う。　［経済］22の場合、無標は serenではなく幻英からの転記で、
原則として造語者不明（というより書式がいい加減で採録していな
いケースが多かった）。恐らくほとんどは ridia, ryuu, liizaのいず
れかと思われる。一部は欠損（案外証券取引所のような基本的なも
のにも欠損があった）ため、22の一斉転記時にリディアらが造語し
たものもある。
vetladenvi  ［言語］造語能力　［レベル］６　rd　23

vetlokt  ［娯楽］クロスワードパズル　［レベル］４　20:言葉パズル　［文化］　
ジグソーパズルなどに並んでよく行われる暇つぶし。子供が語彙を
増やすときの手助けにもなる。仕組みは地球にあるものと同じ。
vetlei  ［名詞］単語帳　［レベル］４　rd;/　23

vetark  ［娯楽］しりとり、尻取り　［レベル］２　16:制　［語法］　単語を順番
に言い合っていき、レパートリーが尽きた方が負けという言葉遊び。
使用できるのは単語だけで、句以上は不可。形態素も使えない。遊
び方は次の通り。まず誰かが適当な単語を言う。次の人はその単語
の最後の音から始まる単語を言い、また次の人に回す。こうしてい
る内にレパートリーがなくなった者が負けて勝負から離脱する。最
後まで残っていた者が勝者。この遊びはネイティブ相手だとふつう
最後まで続く前に飽きて止める。そもそもこの遊びの価値は言葉遊
びを通じて語の習得を促進させることである。ところでアルカには
y,wで終わる語がないので、y,wで始まる語はこのゲームに参加でき
ないが、特別ルールを認めれば yは iから、wは uから繋ぐことが
できる。例えば arduを walに繋ぐように。
vetalx  ［言語］語数　［レベル］４　20

veti  ［言語］品詞　［レベル］３　16:制 :vetから　［語法］　内容語と機能語
を合わせた総称。新生アルカには７種ある。
vetosn  ［言語］語頭　［レベル］４　20

veteda  ［言語］単語リスト、単語表　［レベル］４　22

vek  ［名詞］暇、退屈　［形容詞］暇な、退屈な、お手すき　［反意語］vokka　［レベル］
２　13:制 :vok（忙しい）　［語法］　日本と真逆で、アルバザードは暇の
ほうが忙しいよりもプライドが立つ。日本の場合「暇ですか」と聞
くと特にオフィスなどでは嫌な顔をされる。真面目に働いてないだ
ろとみなされるからである。アルバザードだと逆に「忙しいですか」
は特にプライベートで嫌がられる。余裕のない人ですねとみなされ
たと思うからである。従って誘うときは ti de vek kok?（暇じゃない
ですよね）が適切で、ti de vokka?はそれほど気を使っていない（た
だし、丁寧でないというレベルでもない）。日本人がオフィスで「暇
ですか」と聞かれて「暇です」と答えることがないように、アルバザー
ド人は特に女の子に「暇ですか」と聞かれて「忙しいです」と答え
ることはまずない。もしそう答えたとしたら、本気で忙しい場合を
除き、その子に魅力を感じていないことになる。　【成句】　im sala et{
em} vek お手すきの際に、お手すきの時に、お手すきの間に
vekt  ［形容詞］後天的な、アポステリオリ　［反意語］felet　［レベル］５　13:
制 :sorn:vektas（後天性疾患）　［語法］［文化］　felet

vektlevian  ［言語］アポステリオリ人工言語　rd　22　［文化］　・アルカ
がピジンからアポステリオリを経てアプリオリに至るまで　　９１
年当初、アルカは日本語とフィンランド語のピジンだった。その後
英語などが混ざっていった。メルの参入後にアプリオリな音象徴か
らオノマトペを経由してアプリオリの単語が生まれた。　その後も
古アルカ～前期制アルカまでアポステリオリの単語が流入していた。
中期制アルカでアポステリオリの単語を全て排他し、新生に至る。
　　・実はアポステリオリな単語　　アルカ自身は純粋性を保つた
めにアプリオリにしているが、凪霧などには個人的な思い入れを持
たせてあり、いくぶんアポステリオリの要素が残っている。　凪霧
には日本人の女性のような単語が多いが、実際セレンの人生で印象
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的だった女性の名である。　kozue：佐藤こずえ。セレンが小５のこ
ろ片想いしていた少女。リディアとほぼ同時期に出会っている。セ
レンの引越し後もしばしばセレンに手紙を送ってくれた。　yuuko：
村上裕子。セレンが大４で付き合っていた元塾の生徒。後の妻、リ
ディア、メルらとセレンを争奪し合い、史上最悪の４股を形成し、
後にセレンは友人に「ヤンデレ製造機」と呼ばれるようになった。
　yuki：瀬井ゆき（恐らくひらがなで良かったと思う）。セレンが小
３で初めて付き合った女子。左隣りの席の子で、社会の宿題の商品
に貼ってあるレッテル集めを街で行った際にペアワークをし、仲良
くなって付き合うことになった。セレンは親のベッドに彼女を連れ
込み、当時セックスを知らなかったので挿入まではしなかったがペッ
ティングをした。その前にセレンに自分のことを好きかと聞いてき
たのでそこそこしたたかな子である。綺麗な顔で背が高くて細くて
目が細くて大人しくていじめられっ子で、後の妻とすこぶるよく似
た少女だった。　ayaka：須藤あやか（漢字不明。あやこだった可能性
すらあり）セレンが幼稚園の年長で二番目に好きになったひとつ年
下の幼女。　kasmi：かすみ（漢字不明。苗字不明）。１９９８年１１
月１９日（木）にセレンが幼馴染のヴァールと地元の航空公園を歩
いていたときに発見した迷子の２歳の女の子。ヴァールが警察へ走
り、セレンが抱っこして母親を探した。結局警察が来る前に母親が
見つかり、引き渡した。その際に名前と年齢を聞いた。　wakana：若菜。
大学時代にセレンが恋した９歳の少女。セレンを振った唯一の女の
子。
vektarklevian  ［言語］アポステリオリ国際補助語　22

vekton  ［人名］ヴェクトン　［組み数字］７/１３　［天文］ヴェクトン座　［レベル］
３　先 :anoeketoo　［文化］　第４期３代ソーン第７使徒。アノが付けた
使徒としてのコードネームで、本名は不明。
vekm  ［動物］カラス、からす、烏　［レベル］２　13:制 :古 :vemkuto｢ 闇の
鳥 ｣　［文化］　邪悪な鳥と考えられている。ごみを荒らしたりするので
害鳥とされ、役所が処分する。
vekmloho  ［アイテム］バシネット　rd;/「カラスの顔のような兜」　24　［文
化］　smで作られた。
vekmifa  ［地球の星座］［ユマナ］からす座　24　［文化］　ifa

veke  ［動詞］yulを iから引退させる、引退する、隠居する　［再帰動名詞］
引退、隠居　［レベル］４　13:制 :古 :vemketta（闇に行く）
vext  ［名詞］氷　［動詞］yulを a（箱など）に氷漬けにする、氷で敷き詰
める、氷をまぶす、氷を置く、氷を乗せる、氷で包む　［魔法］ヴェシュト。
水の高位黒魔法。敵を凍らせる。　［レベル］１　fgn　14:制 :sorn:veh。
vehoからアルシェがoを落としたものveh。因みにvehoはeeho（氷）
から。長音化しているのは eehoが eria（水）と対立していて、対
語の片方は長音化するという決まりに基づく。この決まりを使って
いるところを見ると、eehoは前期から中期にかけてできた語だと分
かる。　eeho:eeho:lu vliz　【用例】　vext em esi 氷が溶ける
vexttisi  ［気象］氷晶　19

vextkad  ［地球の国名］アイスランド　［レベル］６　19

vextkoplet  ［音楽］サスフォー　21

vextren  ［魔法］［地学］氷晶石　［レベル］６　19　［文化］　→ dolmiyu　メリ
ウス神を魔石召喚するのに使う。
vextwal  ［地学］氷山　［レベル］４　19

vextadis  ［法律］氷刑　19　［語法］　砕いた氷の中に死刑囚を沈め、動け
ないように容器の中に立てた柱に縛っておく。首から上だけ出して
おく。死刑囚は凍死する。氷に関する犯罪に適応される。
vexnlot  ［生物］原形質　19

vexl  ［名詞］悲鳴　［動詞］yulを aに叫ぶ、叫ぶ、悲鳴をあげる　［レベル］
３　14:制 :vemxiv　［語法］　声と同じく本来は名詞。tal lu hinok vexl 
sa latを vexlelにする必要はない。
vexet  ［気象］［天文］幻の月、幻月、月影、地球照　［芸術］［医療］主観的輪
郭線　［類音］vixet　［レベル］４　古 :vexet← vel（闇）/axet（月）。vexet
はソーンが良く使い、myuxetと区別していた。アルシェは vexetを
myuxetに吸収させ、vexetとは言わなかった。myuxetはアルシェで
は多義語であった。
ves  ［副詞］一人で、単独で、一人きりで　［名詞］単数、一人、一個、ぼっ
ち、残り、余り、あまり、独り身、一人身、お一人様、おひとりさま、
孤独　［形容詞］単数の、一人の、一人きりの、残った、ひとりきりの、
残された、ひとりぼっちの、一人ぼっちの、ぼっちの　［反意語］voas　
［音楽］ソロ　［レベル］２　13:制 :vos　【用例】　an xal lax ves. 一人でいたい。
　an xat lax vesel. 一人でいたかった。
vest  ［名詞］独立、独歩　［形容詞］独立した　［電算］スタンドアロン、ス
タンドアローン　［政治］独立　［レベル］３　19:vesxtam（一人で立つ）
vestlang  ［政治］独立権　［レベル］４　19

vesto  ［言語］母音　［反意語］amiso　［レベル］３　19:vestfo。→ amiso

vestomiyu  ［言語］アプラウト　［レベル］５　19　［語法］　myulem

veste  ［形容詞］不純な、穢れた　［反意語］leva　［レベル］３　20:vesp/te　【用
例】　sonjel veste 不純な動機
vestul  ［化学］単体　［名詞］個体、個物　［レベル］４　19

veskax  ［名詞］自己満足　［レベル］４　rd;/　23　【用例】　na veskax on{mil} 
fas 仕事で自己満足する
veskolm  ［政治］独裁、独裁政治、ワンマンな、独断専行な　［レベル］４　
rd;/　19:ridia:arbaxelt
veskolman  ［政治］独裁者　［レベル］４　rd;/　23

vesxano  ［数学］素因数　［レベル］４　19

vesxanoem  ［数学］素因数分解　［類義語］veslois　［レベル］４　19

vesn  ［生物］舌、べろ、ベロ　［動詞］yulの味を感じる、味わう　［レベル］
１　sorn:kuheから無茶苦茶に変形させた vweemの意味がアルシェ
にばれたため、再度変形させたもの。アルシェでは kuheで、原義は
口の尻尾。　kuHa:kuHa:lu puxxe（口が女なので）　【用例】　an vesn miik 
i{mil} tu xiona. このカモミールはりんごの味がする。　non vesnat 
ena i xiks lam noan. はじめてのキスは涙の味がした （『初めての恋が
終わる時』）
vesnfaiz  ［医療］舌炎　19

vesvok  ［言語］単文　［レベル］４　19

vesvoxn  ［生物］単細胞生物　［レベル］４　19

vesvort  ［普通動名詞］孤独死　［動詞］yulの様態で孤独死する、孤独死す
る　［レベル］４　al;/　23

vesvet  ［言語］自立語　［レベル］４　19

vesvels  ［政治］独裁政治、独裁政権、独裁制　［レベル］４　rd;veskolm/
vels.l　19:ridia:arbaxelt
vesvelslagel  ［政治］独裁政権　［レベル］４　rd;/　23

vesfol  ［名詞］彼女いない歴、彼氏いない歴、独身歴　［レベル］４　rd;/
　23　【用例】　ansoono, an le til vesfol del tolis lunak antisee. 彼女い
ない歴イコール年齢の俺が来ましたよ。
vesfel  ［普通動名詞］独学、独習　［動詞］yulを独学する、独学する、独習
する　［レベル］３　rd;/　24

vesmyukale  ［宗教］一神教、単一神教　rd;/　24

vesmiks  ［音楽］独唱、ソロ　［レベル］４　21

vesgand  ［経済］独占　［レベル］４　19

vesp  ［名詞］煤、すす、スス　［レベル］３　20:ver/sap

vespel  ［地名］ヴェスペル山　［経済］１００００ソルト札　［レベル］２　
21:ridia:vesp（煤）火山であることから。　［文化］　vespelia, anfan

vespelia  ［地名］ヴェスペリア山脈　［アクセント］vespeliA　［レベル］４　
21:ridia:vespel/nia。貨幣の名前を決めるために vespelができ、では
その山がある山脈はとセレンに聞かれてその場で作ったもの。　［文化］
　カレンとカテージュ・イマンゼルを区切る山脈。アルバザード一
の高さを誇る。最高峰はヴェスペル山で、標高は４９９１ｍ (3992.8m)。
veshank  ［生物］単層　rt;/　24

veshankkovgote  ［生物］単層立方上皮。腎尿細管などに見られる。　rt;/
　24
veshanksizgote  ［生物］単層扁平上皮。血管や肺胞に見られる。　rt;/　
24
veshanknialgote  ［生物］単層円柱上皮。胃や腸に見られる。　rt;/　24

veshac  ［言語］独立体、ブロック体、～体　19　［文化］　フォントの種類。
文字が繋がっておらず、分かち書きするもの。taphacや manahacなど。
vescaf  ［言語］自由アクセント　19

veszetsan  ［数学］単項式　［レベル］４　19

vesl  ［動詞］solは yulに降伏する、降伏する、降服する、負けを認める、
負けの宣言をする、降参する、敗北を宣言する　［普通動名詞］降伏、降服、
降参　［反意語］woog　［レベル］４　sorn

veslagel  ［政治］主権　［レベル］４　19

veslagelkad  ［政治］主権国家　［レベル］４　19

veslagelan  ［政治］主権者　［レベル］４　19

veslo  ［名詞］一存　［レベル］４　rd;/　23　［語法］　自分一人だけの考えの
こと。
veslois  ［数学］素因数分解　［類義語］vesxanoem　［レベル］４　rd;/　23

vesa  ［植物］ゴマ、胡麻、ごま　［レベル］２　13:制 :lakta:vemsu（黒い砂）　［文化］
　栄養価が高く、肝臓にもよく、風味もよいということで、アルバザー
ドでは常食される。特に黒ゴマは料理によくトッピングされる。取
りすぎると油が多いので注意。
vesat  ［植物］ルッコラ、キバナスズシロ　［レベル］４　16:制 :vesa/tek

vesamavi  ［化学］ビタミンＥ　［レベル］４　nd;/　23　［文化］　mavi

vesalx  ［数学］素数　［レベル］４　19:孤独な数。もともと古アルカでメル
が「７は素数の中でも孤独な数」と言い出したことで素数や７を孤
独な数という考え方があった→ reiaalx　［文化］　avenoklhant

vesesa  ［言語］自由形態素　19

ven  ［動詞］yulに気付かない、気付かない、気づかない、見逃す　［類
義語］rekin　［反意語］xakl　［レベル］２　19:恣意　［語法］　rekin　【用例】　an 
nat ban ento an venik mel. 時間に気付かないほどスキーを楽しんだ。
ven(2)  ［名詞］黒丸、負星、黒星　［医療］陰　［組み数字］２/２　［反意語］
fin　［レベル］２　sm;ver/en「黒いの」　21:mel　［文化］　fin

vent  ［経済］事業、ビジネス、実業、業種、企業、会社。公私を問わない。
　［経済］企業　［類音］bent　［レベル］３　sorn　【用例】　ar{lad} vent 事業
を興す
ventxiam  ［経済］社債　［レベル］５　19

ventvaen  ［経済］内部留保　［レベル］６　19

ventraskan  ［生物］［医療］陰維脈　szl;/　24

ventan  ［名詞］業者　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［語法］　「業者に頼む」
の場合は ventanでなく daxl。
ventis  ［魔物］ヴェンティス（邪竜）：第七十八天：邪の衛天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:venxiit/fretis　［文化］　邪属性の飛竜。中国
の龍のような形で、蛇のように長い体をしている。悪知恵に長け、
性格は残忍。羽が見当たらず、うねりで風を起こして飛ぶ。
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ventisins  ［天文］アルゲニブ　19:ridia/seren/mel　［文化］　ヴェンティ
スの目。
venk  ［動詞］yul（内容）で aを脅す、脅す、脅迫する。kuと同じ格組。
　［普通動名詞］脅迫、脅し、おどし　［レベル］３　14:制 :古 :vemku

venktaf  ［動詞］iを恐喝して yulを奪う、恐喝する、カツアゲする。格
組注意。相手を yulに取れない。　［普通動名詞］恐喝　［レベル］３　19:ri
dia:arbaxelt:盗むわけでなく、金を相手に出させるので、eftではない。
venkal  ［宗教］邪教　zg;venx/myukale　24

venx  ［形容詞］邪悪な　［反意語］mida　［レベル］３　fv　19:venxiitからの
逆成　venx:venx:venx　［語法］　mida

venxnowa  ［生物］［医療］［魔法］邪気　［反意語］midanowa　szl;/　24

venxiit  ［悪魔］ヴェンシート　［生物］盲兪、盲愈　meltia 0:venxiit;e　
mel:古 :venは vemで、闇。　［文化］　邪の魔法を司るデームス。ソー
ムとは同格だがグループが違い、ヴァルテの下。黄色系美少女の姿。
邪を司る。大人しい。ヴァルテを慕う。ミダンと仲が良い。　そし
てヴェンシートも蝶の翅のような黒い闇の翅で飛び去った。彼女の
翅は黒く美しい。彼女の翅は鳥の翼と蝶の翅のようである。しかし
彼女は鳥のように飛ぶ。彼女が通る道で、光る黒紫の粉が多く舞い、
紫のぼやけた線が残る。　準惑星セレス（ケレス）を司る。
venvent  ［経済］二部上場企業　［レベル］５　21

vend  ［名詞］事務　［レベル］３　sorn

vendbals  ［名詞］事務棟、学生棟、学生部、学生課　［レベル］３　19:melid
ia alis　［文化］　学校を経営したり運営する人間がいる棟。学校の事務
や運営を行う。学長室（校長室）は職員棟にあるが、理事長室はこ
こにある。ふだん学生はここに用はない。日本の場合、大学にこう
いった棟がある。学生は定期券の購入のため通学証明書をもらいに
いったり、院への進学や留学や就職についての相談をしにいったり、
授業料についての質問をしにいったりする。だがアルバザードでは
アンセがあるので学生ということは分かるため、証明書はいらない。
留学や進学に関する説明を聞きにいったりする。授業料は税金から
出るので、授業料について相談しにくることもない。
vendlab  ［名詞］事務仕事、事務作業　［レベル］４　19:melidia alis

vendan  ［天文］セレス、ケレス。準惑星。　［レベル］４　meltia 0:midan/
venxiit;midan/venxiit　23
vendarnon  ［政治］事務省　［レベル］４　19:ilmus:ridia

vendilf  ［生物］プリミジン塩基　rt;ven/panddilf。秋（チミン）と冬
（シトシン）なので陰。　24
vendiil  ［地学］アメシスト、アメジスト、紫水晶　［レベル］４　19:venx
iit/dol　［文化］　邪の魔石
vendol  ［娯楽］肝試し　［名詞］お化け屋敷、ホーンテッドマンション　［レ
ベル］３　古 :vem（怖い）/doluuya（館）　［文化］　夏に涼むために行う
遊び。子供は出てはいけない時間なので、見つかると怒られる。実
際悪質なＤＱＮがたむろしているのでもない限り、この時期は特別
にお説教だけで済むことが多い。最終的には警官の裁量による。　
夏のアルバザードは明るいため、夜１０時過ぎにスタートする。た
いてい古びた洋館に置いてあるものを取ってくるのがクリアの条件。
プレイやーは１人か２人で洋館に入り、目的を達成する。ほかのプ
レイヤーはその顔を見て楽しむ。
vendolan  ［名詞］お化け屋敷の主催者　［レベル］４　21

venzom  ［魔物］ヴェンゾム（樹憑）：第七十三天：邪の炎天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:邪悪な木　［文化］　人食い樹。根が脚になり、枝
が手になる。うろが口になっていて、人を襲う。
vena  ［動詞］yulを嘆かせる、嘆く、啼く、気に病む　［再帰動名詞］嘆き、
慟哭　［レベル］３　19:mel:ver/ena（黒い涙）　［語法］　悲しんで泣くこと。
　【用例】　an vena aaxal les nos sot. 私は自分がしたことを決して気に病
まない。　an venat. 悲しみに沈んでいた。　an venat vort e tate. 伯
父の死を悲しんだ。
venakalka  ［法律］［地名］ヴェナ刑務所　［レベル］４　sm　19:ilmus:ridia:「嘆
きの牢獄」　［文化］　アルバザードの刑務所。smに建設。ミナリスが投
獄された。
venafai  ［天文］イザール　19:ridia/seren/mel　［文化］　リベーゼの長と
ギルが一騎討ちした際、炎の競り合いとなった。リベーゼは渾身の
力で「嘆きの炎」を放った。その威力があまりに強く、イザールと
して残った。結局ギルは炎で競り負け、炎剣ベーゼラットで斬り伏
せた。
venam  ［形容詞］［ネガティブ］臆病な、ビビリな　［名詞］臆病者、弱虫　［反意語］
elef、sinam　［レベル］３　20:vemn:16:制
venamivkan  ［生物］［医療］陰維脈　szl;/　24

vena e kleevel  ［気象］ゲリラ豪雨、スコール　［レベル］４　22

veni  ［植物］小豆、あずき、アズキ　［レベル］３　高 :veni,velnip（黒い豆）
から。
venijapt  ［料理］しるこ、汁粉、ぜんざい　［レベル］３　15:制
venet  ［音楽］縦笛　［音楽］リコーダー　［レベル］３　21:vesn/te

vev  ［形容詞］匂いが弱い、微かな匂い、芳香　［反意語］bob　［レベル］３　＠ 19

vef  ［動詞］telに負けて yulから撤退する、撤退する、退却する　［普通
動名詞］撤退、退却　［レベル］３　19:ilmus:ridia?:vas/elf

vefl  ［単位］ヨクト　21:veflir

veflir  ［歳時記］冬至　［名詞］２２時　［組み数字］２２／２４　［アクセント］ve
flIr　［レベル］３　20:→ anxian　［語法］　veflirは節気のうちのひとつ
で、数日間の期間がある。一方 xierxelkは冬至というある一日を指す。
　［文化］　anxian

vefliix  ［植物］ポインセチア　［レベル］３　20:kmiir

vem  ［名詞］(na)怖い、怖がる、こわがる、恐れる、ビビる　［形容詞］怯えた、
怖がった　［形容詞］（vemanで）怖い、怖がらせるような　［名詞］恐怖　
［魔法］ヴェム。害の禁呪魔法。対象の恐怖心を煽り、発狂させる魔法。
使用者はメル。対象に想像力がなければならないため、動物や小さ
な子供には効きが悪い。　［レベル］１　f;veは闇。　古 :vem（恐れる）
　【用例】　an nat vem ento vort sat. 怖くて死にそうだった。
vemt  ［動物］フクロウ、梟、オウル　［レベル］３　lakta:闇の鳥
vems  ［動詞］yulをおびやかす、おびやかす、脅かす、脅威となる　［レベル］
３　rd;vem/sols　24
vemv  ［名詞］怪物、化け物、化物、お化け、妖怪、モンスター、魔物　［俗
語］ブス　［俗語］体の大きすぎる男　［類義語］been　［レベル］３　古 :vemv,
vemvem（怖い怖い）から。　［語法］　アデルの上位概念。
vemvlantasetan  ［娯楽］ＭＰＫ。モンスターを人がいるところまで連れ
てきてするＰＫ。ログにはモンスター名しか残らない卑　怯な方法。
　22
vemd  ［地学］花崗岩、御影石　［レベル］４　lakta:黒い石
veml  ［物理］射影、投影　19:vemo/lad

vemlkaxa  ［地学］投影図　［レベル］５　19

vemlkaxaom  ［地学］投影図法　［レベル］５　19

vema  ［地名］ヴェマ　［レベル］５　15:制 :古 :vem（闇）から。　［語法］　ソー
ンの使徒ヴァルシーラの支配地。ヴァステではサールの本拠地。
vema(2)  ［アトラスの国家］ヴェマ　［レベル］３　制　［文化］　面積：
2195629.033468 km^2
vemaetek  ［料理］ヴェマ茶　［レベル］５　rd;/　23　［文化］　etek項に書かれ
たクミールの６分類の元ネタになったのがヴェマ茶で、６分類を持っ
ていた。
vemi  ［魔物］ヴェミ（邪眼魁）：第七十六天：邪の空天　［レベル］５　古 :
恐怖の瞳。小説版アンクノットにも登場。　［文化］　巨大な眼に羽が
付いた魔物。眼で睨まれると身動きが取れなくなる。ヴェミの羽に
煽られるとセレスが乖離し、死に到る。
vemo  ［名詞］影、陰、シャドー、シルエット、影法師　［数学］三角関数
の三角形におけるａｄｊａｃｅｎｔの辺。　［美容］シャドー　［レベル］
２　13:制 :暗い形　［語法］　veltvaik　影と陰の区別はない。　【用例】　
vemo kai{han} 大きな影
vemoset  ［チェス］アンパッサン　20:影を取る
vemoyula  ［名詞］走馬灯、走馬燈、回り灯籠　［レベル］５　20:影の燈　［文
化］　内外二重の枠を持ち、影絵が回転しながら写るように細工され
た灯籠（灯篭）の一種。rdでクミールが開発した。アレイユでも雅
なアンティークとして好まれる。　日本と異なり、死の直前に関す
る連想は一切ない。
veme  ［化学］アスファルト　［レベル］４　13:制 :古 :vememyu（黒い油）
vemelt  ［魔物］ヴェメルト（翼鬼）：第二十二天：風の空天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:vem/meltes（怖い顔の悪魔）　［文化］　ガーゴイ
ルに相当する魔物。裸の小鬼に翼を付けたような姿。大きさは成人
男性ほど。細身。肌はオスが青でメスが緑。多種多様な魔法を使う。
顔は口が裂け、恐ろしい形相。また、角が生えている。
ved  ［形容詞］非合法、不法、違法　［反意語］haix　［レベル］４　14:制 :語
源不詳
vedl  ［普通動名詞］不法侵入、侵略、侵入、侵攻、侵食　［動詞］yulを aに
侵入させる、侵入する、侵食する、浸食する、精神などを食う、食
い滅ぼす、蝕む、むしばむ　［レベル］４　19:melidia alis:vedlat　【用例】　
arbazard vedlat a keetoia. アルバザードはケートイアに侵攻した。
veg  ［医療］いぼ、疣　［レベル］３　13:制 :lakta:vge（病気の球）が発音し
にくいので vegになったもの。
vega  ［名詞］弁慶　［レベル］３　rd;veigan.k　23　［語法］　アルカでは、人
によって態度を変える人間を意味する。特に人を見て強気な態度に
なったり萎縮したりする卑怯者のことを指す。内弁慶やネット弁慶
や母弁慶など多数あるが、どれも蛇蝎のごとく忌み嫌われ、とりわ
け女には一切モテない。　日本語より複合語が細かく、atevega, laalv
egaのように細かい。店でしか威張れないクズ、ネットでしか威張れ
ないクズ、母親にだけは強気なクズなど、どれもクズの極み。
veb  ［動物］ゴキブリ、ごきぶり　［メタファー］汚くしぶとい奴　［レベル］２
　lakta:黒くて嫌なもの　［文化］　代表的な害虫で、嫌悪される。
veyu  ［言語］活用、曲用　［レベル］５　19:vet/miyu

veyutifl  ［言語］語幹　［レベル］４　19:活用を失った　［語法］　語から屈
折部位を取り除いたもの。
ver  ［色］黒、ヴェール　［形容詞］黒い　［芸術］ベタ　［レベル］１　lsl;vel,f.k
　19:sorn:velの子音交替　vel:vel:lu kalel
vert  ［名詞］報道、ニュース、新聞、報道誌（週刊誌の類）、放送、知
らせ　［レベル］３　sorn　参考 :赤 :（tislo（｢おまえ知ってる？ ｣の意）。
tisloはアクセントが loにあった。　【用例】　an in nelt vert e teik 
im tikno. 私はいつも９時のニュースを見る。　an xarat vil tu vert 
man tu et rat rak. あまりに嬉しい知らせで信じられなかった。　mm, 
seere! an na nau man ter tu vert. うん、ありがとう。その知らせ
を聞いて嬉しいです。　an nat nik mil le vert. あのニュースには驚
いた。
vertsinsol  ［名詞］ニュース番組　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

verk  ［形容詞］抽象的な　［反意語］volt　［レベル］３　＠ 19

verkano  ［地球の国名］オーストリア　［レベル］５　19:国章が黒い鷲
verkad  ［地球の国名］スーダン　［レベル］６　19:国名が黒い人
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verkaim  ［地球の国名］コンゴ共和国、コンゴ。コンゴ民主共和国とは異
なる。　［レベル］６　19:国章に黒い象
verkov  ［名詞］収容所　［レベル］３　19:ilmus:ridia:黒い箱　［語法］　思想
犯や政治犯や異教徒たちを入れておく施設。「アデュの黒い箱」が最
も有名。　［文化］　＜メルテナのアデュ収容所＞　yuuma 4189にレス
ティル北部の都市アデュに建てられた、アルテ教徒の収容所。教徒
の奴隷化と虐殺が行われた。　その後も現代に至るまで指導者たち
によって思想犯や宗教犯が次々と送り込まれた場所で、アトラスで
最も多くの人間が虐殺された呪いの場所。　＜ rdのアデュ収容所＞
　ケートイア王が作った反乱分子の収容所で、虐待や拷問や私刑が
頻繁に行われた。　imul 1593末にアルシェが収容所を襲撃し、解放
した。　＜ランティス・タンヴェルのアデュ収容所＞　ミナレット
は大規模な収容施設を作った。収容所では更生と処刑が公に行われ
た。更生に向かない人間は処刑され、更生を断念された人間も処刑
された。収容所が築かれたのはアデュである。　アデュでは厳しい
更生と大量の処刑が行われた。処刑は合理的な方法が選ばれた。見
せしめの必要はもはやないので、残酷に殺しても意味がない。むし
ろ一度に安く大量に殺せるようにした。死体は合理的に扱った。可
食部は他の収容者たちの食料として充当された。髪はカツラなどの
材料に使われた。脂からは石鹸などが作られた。死体は貴重な資源
であった。焼くのは石油などの資源の無駄であるし、死体の無駄で
あった。死体は資源として活用した。　【用例】　verkov t'adyu アデュ
収容所、アデュの黒い箱。通常ケートイア国内では verkovとしか言
わない。
verkov t'adyu  ［ランドマーク］アデュ収容所　［レベル］３　20　［文化］　verkov

verkui  ［普通動名詞］やけ食い、ヤケ食い　［レベル］３　22:「黒食い」
verx  ［動詞］yulをにやっと笑わせる、不敵にほほ笑む、ニヤニヤする、
にやける、笑う　［類義語］nax　［レベル］３　19:melidia axte:vernax（黒い
笑い）　【用例】　tel verx luut, avelant as amesik nos. 不敵に呟く彼女に、
死神さえもたじろいだ。
vers  ［形容詞］どうでもいい、重要でない、全然重要でない、どうで
もよい、どうでもいい、取るにたらない、些細な、粗末にして良い、
下らない、くだらない、つまらない、なんでもない、さまつな、瑣
末な、枝葉な、枝葉末節、なんでもない、何でもない　［類義語］balet
　［反意語］volx　［レベル］２　＠ 19　【成句】　vers em volx 本末転倒、主客
転倒　【用例】　versen どうでもいいこと　yet vers どうでもいい問題
versiz  ［名詞］黒板　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

versoret  ［色］黒青い　［レベル］３　20:melidia alis

verseta  ［歴史］黒歴史。闇に葬られた歴史や、邪悪な暗黒の歴史。　［俗
語］黒歴史。主に厨二病を患っていたころの消し去りたい記憶のこと。
一般に消し去りたい記憶全般を指すこともできる。　［類義語］dolfmel
　［レベル］４　19　【用例】　tu at verseta xel non altian laabe au. あんな男
と付き合ってたなんて黒歴史だわ。　an til verseta fuo lex nos til
at est del "veltavelant vangardi" var anleeva. 厨二病を患ってたころ、
「昏き死神ヴァンガルデイ」とか名乗ってたっていうひどい黒歴史が
ある。
vern  ［動詞］yulを崩壊させる、崩壊する、崩れる、よろよろとその場
で倒れこむ、倒れ込む、へたれこむ、尻餅をつく、しりもちをつく、
尻もちをつく　［普通動名詞］［自然動名詞］崩壊　［医療］ただれる。炎症など
により皮膚などが破れやすくなること。　［レベル］３　sorn　【用例】　
mixk ik vern. 膝が崩れた＝へたれこんでしまう
vernxelt  ［人名］ヴェルンシェルト、崩月　rd;/　23

vernsaal  ［歴史］ヴェルンサールの悲劇　im1498(rd);「崩れ逝くサール」
　［レベル］４　21:ridia　［文化］　→ velsarj　1498に起こったセルアの大
噴火で、rdの引き金となった。　　1498　セルアが大噴火し、火山
灰がフィーリア上空を中心に西アンシャル全域を広く覆う。灰が上
空に留まりつづけた結果、気温が低下。これにより農作物が軒並み
凶作となり、食糧が高騰。主な被害はヴェルシオン、イネアート、
フレディスク、ヒュート、ディミニオン、ケートイア、アルバザー
ド北部に及んだ。　土地柄自給率の低いヴェルシオンは輸入に頼っ
ていたが、アンシャルは国内の食糧確保で精一杯だったため、特に
ヴェルシオンで食糧が高騰。この時代はまだ飛行機がなく、また航
路も開拓されておらず、さらに西アンシャル以外のほとんどの地域
と貿易が行われてこなかったため、食糧供給がおぼつかなくなる。
　食糧が高騰し、低所得者を中心に餓死者が現れ、民衆の間に不満
が生じる。このままでは飢えて死を待つばかりで、奪う以外の選択
肢はないというところまで追い込まれたヴェルシオンは飛水晶を利
用した飛空挺の開発に着手。これは略奪のための開発であった。し
かし国家としては大義名分がなければ戦争はしかけられない。そこ
で貿易における条約違反を細かくあげつらい、厳しくフレディスク
を非難。因縁をつける形で戦争をしかけ、飛空挺を投入。　むろん
実際の目的は街を襲って食料を収奪することにあった。それゆえ始
めから飛空挺は多くの積載量を見込んで船の形をしていた。造船技
術は既にあったため、船型にすれば飛水晶の動力室を設けるなどを
するだけですぐに実戦投入できるという利点もあった。船型は一度
に多くの兵士を送ることができる点でも効率的であった。略奪後は
当然船の重さが増す。そもそもの目的が収奪なので、重量は相当増
す。帰りはその分だけクリスタルに負荷をかけることになってしま
う。そこで帰りは海路を使うことでクリスタルの消耗を減らした。
つまり一度海上に出て着水し、あとは船として帰港する。これだと
もっとも無駄が少ない。しかも行きは全工程が空路なので、沿岸部
以外の街からも直接収奪できる。　このころ飛行機はまだないが、
火山灰は飛行機にとって不都合な高さを維持していた。このため飛
空挺はその下を飛んだ。飛水晶があればこそ低い高度が維持できた。
また飛空挺は上空から攻撃をしたので、ある程度地上に近い必要性
もあった。　この年に起きた噴火は農作物の被害から飛空挺を生み、
飛空挺は戦争を生み、戦争は rd（悪魔と人の戦い）に発展してア

シェットを生み、歴史をセルメルから rdに変えた。この出来事をヴェ
ルンサールの悲劇といい、これをもってセルメルの終わり、rdの始
まりとする。　火山灰ごときでまさかこんなおおごとになるはずが
ないと思うかもしれないが、地球でもフランス革命期に同じような
現象が見られる。　　同　食料を求めてヴェルシオンから逃げ出す
国民が増える。特に女性の比率が高かった。原因は複数ある。１つ
は筋力が弱いため働き手として不十分で、口減らしのために追い出
されたケース。１つは身売りで、これは若い女性や少女に多い。ま
た自らの意思で南の国へ逃げて娼婦になる女性も後を絶たなかった。
　精霊族は綺麗だが気位が高く性格もきつく愛想が悪い。そのため
扱いづらく高根の花であった。しかし恐慌のせいで身売りをするし
かなく、アルナのインプレンにもこの時期精霊が入った。後に戦争
が始まると精霊の取扱いが禁じられたが、かえって裏風俗で高値で
取引されるようになり、金持ちの奴隷として買われることもあった。
　一方同じ精霊族でも dimitori ineaatoのように成功した例もある。
　　1499　飛空挺が完成。最初に狙われたのは沿岸部にあるフレディ
スクで、海岸から少し離れた地域が狙われた。　続いてイネアート
西部、ヒュート西部も襲撃された。　　1500　西アンシャルが連合
を作り、対 velxion戦を宣言。belgandはこれに便乗して velxionに
つき、連合は挟撃される形となった。ここに悪魔と人間の戦いが始
まる。　　1501　ヴェルシオンが jindia山脈上に飛空挺の航路を見
出す。→ jindia
vernverant  ［医療］境界性パーソナリティ障害、境界性人格障害、境
界型パーソナリティ障害、境界型人格障害、ボーダーライン、ボダ
　［レベル］５　vl;/　23:mel

vernfiia  ［名詞］失恋　［レベル］３　22:vern/fia「崩れ行く世界」。アク
セント移動のため fiia。
vernlens  ［言語］ヴェルンレンス　［ランドマーク］ヴェルンレンス図書館。
旧レスティリア国立図書館。消失のせいでこのような名前になった。
石造りだったため、建物は残っている。　［企業］ヴェルンレンス社。
講談社、小学館に相当する企業。　［レベル］３　21　［文化］　上代で２度
起こった文献の大規模な消失事件。　　yuuma 4000　［言語］vernlens
　シージア戦で zg以前の情報が途絶えた。これにより szdと szlの
区別は rfや fvとの比較で行うこととした。　　yuuma 6845　［言語］
vernlens　遷都の際、図書館も近寄れないまま廃棄されたので lss以
前の言語情報が途絶えてしまった。そのためこの時代のものは lsdか
lslの区別しか保証されないものがある。
verna  ［形容詞］怨みや悪の心、悪意のある、不純な、下心のある。相
手に使うと心の奥が読めないという意味にも。　［名詞］悪意　［レベル］
３　19　【用例】　qm, lu til verna. （ゲーム中に）うぅ、こいつの腹が
読めん。
vernatolas  ［名詞］天変地異　［レベル］４　22:vernsaalからの類推
vernakn  ［名詞］終末思想　［レベル］４　19:ilmus:ridia

vernax  ［名詞］皮肉　［動詞］yulを aに皮肉って笑わせる、皮肉る、笑う　［類
義語］sikl　［レベル］３　19:黒い笑い　［語法］　sikl

vernins  ［医療］ただれ目　［レベル］５　19

vervantis  ［軍事］黒魔法兵　［レベル］５　19:ridia

vervelm  ［経済］黒のヴェルム　［レベル］５　22　［文化］　149　「黒のヴェル
ム」が発生。ブラックマンデーに相当する事件で、世界経済が悪化
verfrei  ［名詞］刺客　［レベル］４　22:「黒い剣」
verfabe  ［軍事］［化学］黒色火薬　［レベル］５　rd;/　24　［文化］　gel

verfalm  ［名詞］賞金首、ウォンテッド、ｗａｎｔｅｄ、お尋ね者、黒
札　［レベル］３　20:黒札　［文化］　アズゲルでは、行方知れずの犯罪者
の似顔絵に、犯罪の大きさを意味する札を貼っていった。黒札は大
犯罪で、捕まれば死刑を意味した。このころ登場した賞金稼ぎは賞
金首を黒札・赤札などと、札の色で呼ぶようになった。セルメルに
なると札ではなく金額を似顔絵に書き込むようになったため、赤札
などの表現は消え、最も狙われた黒札だけが代表として残り、賞金
首を意味するようになった。ヴェレイで賞金稼ぎはいなくなったも
のの、アレイユで復活した。
verfai  ［魔物］ヴェルファイ（黒炎）：第四十天：火の空天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:ver/fai　［文化］　霊族。アヴェラントに導かれ
なかった哀れな魂に憑依した魔物。嘆きと怒りで火の力を持ち、空
中に炎のように燃え上がる。
verfix  ［普通動名詞］疑心暗鬼　［レベル］４　22:「黒い疑い」
verfont  ［地学］［娯楽］ダンジョン　［レベル］３　22:「黒の道」　［語法］　地
下牢の意味はない。
verfuul  ［経済］インサイダー、インサイダー取引　［レベル］４　22:「黒
の占い師」　［文化］　一部の占い師は株価などを予見できるため、占い
師は株やギャンブルなどに手を出してはいけないという決まりがあ
る。占い師のギャンブル禁止は zgからの決まりで、法律として制定
されたのは kkから。現在でも占い師は株などに関わることができな
い。発覚した場合、資格の剥奪、懲役、罰金などが課せられる。資
格のない占い師であっても、株等に関する占いの能力が認められれ
ば有罪となる。自身が買うのはもちろん、人に教えてもならない。
　smにおいて裏で暗躍する占い師を verfuulと呼んだことが転じて、
rd以降ではインサイダーをもこのように呼ぶようになった。占い師
が激減した nd以降は主にインサイダーの意味で使われるようになっ
た。　現在においても地球同様インサイダー取引は違法。
vermax  ［天文］ブラックホール　［レベル］３　20:黒い穴
vermalet  ［卑語］黒人　［レベル］３　19　［語法］　アズゲルで負けたマレッ
トの民のうち、肌の黒い人。黒人の差別語。負け人種というニュア
ンスがあるので差別的。また、アルバザード人に黒人種がほとんど
いないことからも、黒マレットには「非シフェル＝劣等人種」とい
う意味が込められており、差別的。なお、マレット人は黒人だけで
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はない。
vermir  ［地名］ヴェルミール、ヴェルミール島　［アクセント］vermIr。元
は vErmirだったが、ltの影響を受けて変化。　f;e　23:以前にあっ
た語形を再利用。　［文化］　サヴィア北東の島。ヴェルミール海流が
東を走る。
vermirtike  ［地学］ヴェルミール海流　23

verdi  ［名詞］悲劇、災難、災厄、被害、天災、人災　［類義語］emtkloa　［レ
ベル］３　19:ilmus:ridia:ver/dia　【用例】　verdi fuo lunak luus. 彼らに
ひどい悲劇が訪れた。
verdimirok  ［宗教］災厄神　rd;/　24

verdia  ［政治］［歴史］ヴェルディア　［レベル］５　19:ilmus:ridia:黒夢　［語法］
　レイユ期の第六次選挙のこと。特にその日の夜に起きた世界同時
クーデターのこと。ミロク革命の初日でもある。
verdiia  ［色］黒緑　［レベル］３　19:melidia axte　［語法］　xisと同義で使
われるが、区別するときは xisより明るい色として使われる。
verdeperia  ［伝統色］ヴェール・デペリア、黒きデペリア　22

verg  ［経済］貸付、ローン、貸し付け、貸付け　［動詞］yulを aに貸し
付ける、貸し付ける　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:vergil（悪の金）　［語
法］［文化］　利子付きで金を貸すこと。重大な違法行為。返す宛てがあ
る人間が金を借りるということ自体、アルバザード人には理解でき
ない。宛てがないから借りるわけで、返せないのが原則。まして借
りた額以上など返せるはずがないというのが常識。人から金を借り
るなら嫁も彼女も子供も去っていくと思ってよい。
vergsin  ［経済］貸し渋り、貸し渋る　［レベル］４　19

vergveit  ［経済］貸し剥がし、貸しはがし　［レベル］４　19

vergdae  ［経済］貸倒引当金、ローンロス　［レベル］６　19　［文化］　革命
後は lafdae。vergは違法なので。
vergar  ［音楽］レコード　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt　［文化］　現在は既
にない。
vergarv  ［名詞］青息吐息　［レベル］４　22:「黒い苦しみ」
vergina  ［死神］ヴェルギナ　［レベル］４　meltia 4:atwaayu o luno;e　
19:ridia　［文化］　四天王（死神四貴族）の一人。女性。夢喰種。美少
年好きの死神で、艶やかで豊満な肉体の女性。人間でいうなら三十
半ば。傍に一人の死神しか寄せ付けず、ずっとランヴェムを愛でて
いた。ランヴェムが去った後は、ギメルに寵愛を注いだ。
verginataka  ［地学］［歴史］ヴェルギナ大陸　［ユマナ］カザフスタン大陸　
vl;/　23
vergil  ［名詞］賄賂、わいろ、ワイロ、袖の下、献金　［レベル］３　22:「黒
い金」　【用例】　fit{gak} vergil 賄賂を送る
vergoa  ［医療］黄熱　［レベル］６　19:ridia　［文化］　ファベルで起こった
病気だが、最初にセルメルで医者に看られたのは黄色人種の少女だっ
た。裕福な家の少女で、速やかに医者の下に連れて行かれたため。
黄疸か黒い吐瀉物のどちらで命名しようか迷ったが、少女の肌のせ
いで白人の研究者にとっては黄疸がそれほど目立たず、結果的に黒
い吐瀉物で命名された。結局少女はアンシャルからの白魔導師が間
に合わず、死亡した。逆に言えば、白魔導師が常駐していれば、黄
熱の存在は知られなかった。
verped  ［名詞］黒羊　［メタファー］役立たず、厄介者、使えないもの、で
きそこない：黒い羊の毛は何色にも染められないので。　［俗語］イン
ポテンツ　［レベル］３　19　【用例】　le verped! あの役立たず！　tian 
leevat an kont ku an et verped sin. 彼女に役立たずって言われて振
られてしまった。
verblanz  → verblenz　22:verblenzで定着したため。
verblenz  ［名詞］隠れたコンプレックス　［レベル］４　22:「黒い炎」　［語法］
　自分で自覚していて他人から隠しているコンプレックス、あるい
は自分は気づいておらず他人には見えているコンプレックスのこと。
　【成句】　kuver et nosjot e verblenz. 悪口は自己紹介。人は自分の
コンプレックスについて他人を嘲る。他人に投げた悪口は自分が密
かに気にしていることである。特にネットの掲示板など、相手が見
えない場所での悪口は自己紹介に過ぎない。
verhemp  ［名詞］黒大豆、黒豆、ぶどう豆　［レベル］３　sm;/。altから流入。
　23
verhempetek  ［料理］黒豆茶　［レベル］３　sm;/　23

veryuno  ［名詞］殺気　［レベル］３　22

verwal  ［地球の国名］モンテネグロ　19:国名が黒い山
verlans  ［魔物］ヴェルランス（黒天使）：第七十二天：聖の氷天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:ver/lans　［文化］　霊族。黒いローブをまとっ
た髑髏の姿をしており、一撃死ヴォルトの魔法を使う。
verliifa  ［地球の国名］ギニアビサウ共和国　19:国旗に黒い星
verlox  ［名詞］(til, na)むかつく、ムカつく、むかついた、むかつかせ
る　［レベル］３　19:黒い腸　［文化］　カッとした突発的な怒りではなく、
「う、うぜえ……！」というようなタイプの怒り。瞬間的ではないが、
かといって弱くもない。腹の中で相手をぶっとばす絵を想像しつつ
胃が痛くなるタイプの怒り。この状態を怒りで腸が黒くなっている
と捉えるため、このようにいう。　【用例】　an tilat verlox a la. あいつ
にムカついた。
verlenv  ［娯楽］チート、裏技、裏ワザ、裏わざ、ウラワザ　［レベル］３
　22
verleej  ［色］黒紫　［形容詞］悪魔に魅入られた、悪魔に呪われた　［レベル］
４　20:ridia:ver/lejemme。黒紫は悪魔を象徴する色。　［語法］　この
場合の悪魔は悪魔属だけとは限らない。アクタカやメロウなど、害
を成すものを含むし、人間の悪人も含む。　rdでアクタカに操られ

たセレンがこの verleejの状態にあたる。　［文化］　xante es verleej 
mil xeltes, ca deem. 満月は月の悪魔シェルテスに呪われている。
veran  ［名詞］黒人、黒人種、ネグロイド　［レベル］３　19:ver/an　［語法］
　黒人のこと。特徴は肌が黒く、背が高く、筋肉がつきやすく、鼻
が横に広い。アルバザードにはいなかった人種で、移り住んできた
歴史もない。そのためアルバザードでは少数派。南ファベルのほう
に多い。元マレット人に多い。地球でいうと南アフリカなどの黒人
に相当。
verant  ［医療］人格障害、パーソナリティ障害、性格障害、境界例、精
神病質　［レベル］５　vl;vern/lanta「崩れた人格」　23:mel　［文化］　パーソ
ナリティ障害は広義において神経症に入る概念である。　vlでクラ
スターＡ～Ｃに相当する３分類が行われた。　クラスターＡ (reldve
rant)：風変わりで自閉的で妄想を持ちやすく奇異で閉じこもりがちな
性質を持つ。　クラスターＢ (wiltverant)：感情の混乱が激しく演技
的で情緒的なのが特徴的。ストレスに対して脆弱で、他人を巻き込
む事が多い。　クラスターＣ (naververant)：不安や恐怖心が強い性
質を持つ。周りの評価が気になりそれがストレスとなる性向がある。
　　その後 alで以下の４分類に改定された。　　剣型 (freiverant)
　杖型 (zamonverant)　盾型 (almiverant)　套型 (fasaverant)　　剣型は
他者の利益を損なうもので、殴ったり罵ったり騙したりする。反社
会性、妄想性が該当する。クレーマーやモンスターペアレントも含む。
　　杖型は寂しかったり自信がなかったりして他者を求める。依存
性などが該当する。杖に寄りかかって依存するイメージからこの名
が付いた。　　盾型は剣と杖の特徴がどちらも際立っているもので、
境界性や自己愛性などが該当する。 盾は防御にも使えるが鈍器とし
て攻撃にも使えることからこの名が付いた。　　套型は回避性のほ
か、打たれ弱く自信が欠如していたり根性がなかったりする者も含
む。適応障害の一部や新型うつのほとんどが該当する。外套が名前
の由来。マントを翻して、飛んでくる攻撃を避けるところから来て
いる。　　●地球のＤＳＭとアトラスの診断基準の違い　　現実的
に精神科の疾患を分類するには原因も考慮する必要がある。分裂病
や躁鬱病のように生まれつき脳に異常があると想定できるものを狭
義の精神病とし、脳は正常だが生い立ちや本人の性格や環境によっ
て精神的に不都合をきたしているものを神経症とした。これが rdの
古典的、伝統的な精神医学である。　狭義の精神病は分裂病と躁鬱
病に大別し、分裂病の中にはＤＳＭでは人格障害に分類されている
schizotypalも含まれる。　神経症は vl_alでは更に細分され、その中
の一つが人格障害になる。よって人格障害は精神病と神経症の両方
に見られる。　人格障害は人格が形成される前の生い立ち、つまり
幼少期から思春期にかけての境遇で決まる。虐待されたことのある
人は人を信用することができず、猜疑的になり、裏切られると激し
く怒りやすい。親の愛情に恵まれなかった人は情に餓え人から見放
されることを極端に恐れやすい。甘やかされて育った人は自立でき
ず常に人を頼りがちである。褒められることなく厳しく育てられた
人は、ある人は他人に批判的になり、ある人は自信が持てず何事に
も及び腰になる。そのような事情で出来上がった性格傾向で、誰か
が困るようなものを人格障害と規程する。　人格障害の種類は決まっ
ているわけではなく、地球の２０１２年現行のＩＣＤとＤＳＭとで
も食い違っている。アルカ版の人格障害も既存の分類に縛られるこ
となく、自由に規定して構わない。以下、各クラスタの説明。 　　
剣 　人格形成期において他者から攻撃されることが多かったと想定
される。その結果、人を信用できず猜疑的になったり、他者に共感
できず誰かが困っていても気の毒に思わなかったり、自己を守るた
めに権利意識が非常に強くなったりしている。他者との関わりでは
攻撃的になりやすい。 　　杖 　人格形成期において扶養者から過
保護にされたり、何事も禁止されたりして、自己の判断で何かをや
り遂げる機会が少なかったと想定される。その結果、自立できず、
常に他者に頼ろうとする。 　　盾 　人格形成期において愛情や賞
賛が乏しかったと想定される。その結果、人の情を求めたり見栄を
張ったりする。常に寂しさや不全感や自信のなさを抱えているので、
他者から拒絶されたり、貶されたり、否定されたりすると傷付き、
人をつなぎ止めるため、あるいは報復のために攻撃的になる。愛情
や賞賛を得るためには他者と関わることが必要で、この点で杖と共
通し、否定されたときに攻撃的になる点で剣と共通している。 　　
套 　人格形成期において我慢を強いられることが少なかったと想定
される。その結果、耐え難い状況を回避しようとする。攻撃された
結果他者を恐れ、あるいは自立できず失敗を恐れ、他者との関わり
や社会参加を避けるようになった場合は、剣の攻撃性や杖の依存性
が目立たず、その点で、剣、杖、盾に発展しなかった未分化型とも
考えられる。 　　ＤＳＭによる分類はアルカの分類では次のように
なる： 　　妄想性パーソナリティ障害　剣 　スキゾイドパーソナリ
ティ障害　非該当または套 　統合失調型パーソナリティ障害　非該
当。人格障害ではなく狭義の精神病。 　反社会性パーソナリティ障
害　剣 　境界性パーソナリティ障害　盾 　演技性パーソナリティ
障害　盾 　自己愛性パーソナリティ障害　盾 　回避性パーソナリ
ティ障害　套 　依存性パーソナリティ障害　杖 　強迫性パーソナ
リティ障害　一部剣または套 
verano  ［名詞］陰謀　［レベル］４　22

verart  ［魔法］黒魔法、黒魔道（正式）、ヴェール・アルト　［反意語］fi
rart　［レベル］３　zg;/　19:ridia　［語法］［文化］　敵を攻撃したり呪いを
かけたりする魔法。　　現実の古アルカにはこれを指す文字は作ら
れなかったが、○の中に△を置いた文字とする。▽にすると白魔法
である。
verartan  ［魔法］［ジョブ］黒魔導師　［俗語］童貞、魔法使い　［レベル］３　
19:ridia　［文化］　artan, beel

verit  ［魔物］ヴェリット（闇蝙蝠）：第二天：闇の陽天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:vel/erit　［文化］　鳥族。大型の蝙蝠。集団で襲い
かかり、血を吸いつくす。また、集団で魔法攻撃をしてくる。光に弱く、
光の魔法を放つと逃げていく。闇を減少する。
verins  ［生物］黒い眼　［レベル］３　19
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veriv  ［物理］超音波　［レベル］４　19:ridia:verit/eev　［文化］　魔族ヴェ
リットは獲物を捕獲するときに超音波を利用し、暗闇でも身動きが
取れる。アシェットはヴェリットとの戦闘を経て、超音波の存在に
気付いた。
verim  ［芸術］ＨＳＶ色空間、ＨＳＢ色空間、ヴェリム　sm:kaoxist;ver
art/nim 「黒魔法色」黒魔法を指す文字が○の中に△で、これがカオ
シストの考えたＨＳＶ色空間の表現法の形と同じだったことから。
実際には色空間は黒魔法とは何ら関係がない。単に文字のデザイン
の類似性による。　21　［文化］　kaolinと色魔法のおかげで地球より遙
かに早く、smで kaoxistによって考案された。現代では円錐形、円柱
形もある。３次元表現が難しいため当時は２次元のを用いており、
地球と同じく彩度を高さ、明度を底辺とした三角形で、色相をその
周りの円で示した。ただし色相環は１２時が黄色になるので注意。
　ＲＧＢやＣＭＹＫに比べて人間が色を知覚する方法に近いため、
直感的に分かりやすい。　色相は０～３５９、彩度と明度は０．００
～１．００の値を取る。色相を０～１００％に正規化する場合もある。
例えば色相０は黄色であり、１８０は青紫である。ただし地球の場合、
０だと赤で１８０だと青緑である。
verial,szs  koko　<>vel, ver。暗くなると大人しくなるところから。
vero  ［名詞］ジャーナル　［レベル］４　16:制 :vertから
veret  ［名詞］サンプル、検体、見本　［レベル］３　19:vetur　【用例】　jig{
aaj} veret サンプルを選ぶ
veretek  ［料理］黒茶　［レベル］３　rd;/　23

veren  ［地学］黒曜石、黒耀石　［レベル］４　21:lusian:ver/ren

verens  ［名詞］怪談、お化けの話、ホラー、怖い話　［レベル］３　19:vem/
rens
vez  ［言語］文法。科目名→ felpant　［レベル］３　19:vet/oz。vok/ozで
vozだと、弓と重複するため。
veztetona  ［言語］統合関係　19

vezvet  ［言語］機能語　［反意語］alvezvet　［レベル］５　20

vezvetem  ［言語］文法化　［反意語］alvezem　［レベル］６　20

vezfel  ［言語］文法学、文法論　［レベル］４　19　［語法］　形態論と統語論
の総称。
vej  ［アイテム］矢　［名詞］矢印　［電算］カーソル　［反意語］voz　［レベル］２
　＠ 19
vejlas  ［弓道］馬手、めて。ふつう右手。　rd;/。「矢の手」。矢を番え
る手であることから。　24
vejlots  ［電算］カーソルキー　［レベル］３　20

vejifa  ［地球の星座］［ユマナ］や座　24　［文化］　ifa

vel  ［名詞］闇　［類義語］kovel　［反意語］far　［レベル］２　vel,f　赤　vel:ve
l:lu vel:frataniti,vx　【用例】　vel lie 深い闇
vel,f  vel、ver、durne、vird　ve（闇）/al（もの）
velt  ［形容詞］暗い、昏い　［魔法］ヴェルト（ブライン）。害の低位黒魔法。
相手の目を見えなくする。フィルトで解除できる。　［類義語］alvelt　［反
意語］firt　［レベル］１　19:velteeze（闇の風）　:::nil,hy　【用例】　ez velt 
暗い部屋　xelt velt 昏い月
velt,fv  mark　avelant.k

veltvaik  ［名詞］暗い部分　［芸術］トーン　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［語法］
　キャラクタの影になる部分が veltvaik。トーン貼りをするのもここ。
キャラクタの作る影法師は vemo。陰になる部分と影そのものの違い
に注意。
veltgana  ［魔法］暗領域　［反意語］firtgana　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

veltgim  ［地学］暗礁　［レベル］５　rd;velt/gimka「暗い浅瀬」　24

veltpol  ［地名］暗方　［レベル］５　20　［文化］　ヴェマ、リーシア、ヴォザ
モの地方。fiiliaと似た方言で、周囲から孤立した地域。サールの
恩恵を受け、特殊な文化を持つ。アルシェを英雄視しない。旧共産
圏だが、ヴェマだけは中立だった。　ヴァステのときサールの本拠
地がヴェマだっただけあって、国民はサール信者。国父はアルデス
ではなくティクノで、やはりこれもヴァステの活躍が物を言う。国
母はポエン。
veltrens  ［言語］陰なる言葉、隠された意味、ヴェルトレンス　［レベル］
４　20:暗い言葉　［文化］　文学や芸術における表現技法のひとつ。特
に革命後の高コンテクスト化に伴って発達した技法で、隠された意
味のことを指す。作品はパッと見て分かる前景化されたメッセージ
のほかに、隠されたメッセージを持つ。その隠されたものを veltre
nsという。前景化されたメッセージは laenrensという。　laenrens
は常に分かりやすく、目立っている。veltrensは目立たず、解釈に
知識やウィットを要する。veltrensは素顔とみなすこともできるが、
むしろ laenrensを補完するものである。　アルバザードにおいて巧
い作品というのは、いかに laenrensを目立たせ、そちらに目を引か
せることで veltrensを隠すかにかかっている。なお、隠せばいいと
いうものではない。アハ体験のように、一度 veltrensに気付いてし
まえば、「どうして laenrensとの関連に気付かなかったのか」と自分
でも不思議に思うようなものが上質とされる。　veltrensにはアル
バザード人の気質がよく現れている。衒学を嫌うものの、智に敬意
を払う姿勢がよく現れている。つまり、真意や真理を前面に打ち出
すのは下品であり、真理はさりげなく気付かないところに置けばい
いという考えである。また、この技法は彼らの優しさも示している。
作品の半分は知識やウィットがなくても理解できる前景にあるため、
分からない人も楽しめるようにと考えられている。
veltloal  ［動詞］yulを邪推する、邪推する　［普通動名詞］邪推　［レベル］４　
21
velti  ［美容］クマ、くま、隅　［レベル］３　21:velt

veltis  ［人名］ヴェルティス　［組み数字］１/１１　［レベル］３　古 :ridia:vel
（闇）/tis（人）　［文化］　アルシアの１番目。闇の魔法の大成者。女性。
velto  ［天文］暗い月、昏い月、ヴェルト、影のかかった月　［レベル］４
　古 :velm/xelto（闇の月）
veltolil  ［化学］ランタン　［レベル］５　18:制
veltool  ［魔物］ヴェルトール（闇竜）：第六天：闇の衛天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:vel/tool　［文化］　闇属性の地竜。大型で黒い肌をし
ている。
veltoolhet  ［天文］ファルカド　19:ridia/seren/mel　［文化］　veltoolosn

veltoolosn  ［天文］コカブ　19:ridia/seren/mel　［文化］　ヴェルトールの
頭。封印の際、オヴィがヴェルトールの長と一騎をした。あまりの
大きさで封印できなかったため、オヴィは頭と尻尾を切り落とし、
残った体を粉砕した。体は木端微塵になり、周囲の小さい星となった。
頭はコカブとなり、尻尾はファルカドとなった。
velte  ［形容詞］落ち着いている、大人びている、知的でクールだ、冷
静だ、良い意味で陰気、落ち着いた　［反意語］dint、firte　［レベル］３
　19:闇の風　［語法］　陰気を良い意味にした概念。アルバザードでは
男女ともとても好まれる。ルティア人と関連付けてイメージされや
すい。リディアの父ユーアなどが例。　【用例】　an siina ter lem velte 
im esk. 雨の時は沈んだ音楽を聴くのが良い。
velteej  ［天文］ダイヤモンドリング　［レベル］６　21:velt/teej（vsのテー
ジュ孔を暗くしたような）
veltul  ［物理］ダークマター、暗黒物質　［レベル］４　19

velk  ［経済］会計、経理　［レベル］４　sorn

velkxelt  ［経済］四半期　［レベル］５　22　［文化］　３カ月で四半期となる。
dia_lis, gil_dyu, mel_zan, pal_favの４つに分かれる。アルシエルを
使うと季節に合わないため、順に atiili, divelanx, virtes, dialiiva
と呼ばれる。ルージュの月は経済活動が活発化するため、ここだけ
anjurとして別会計とする。期間の区分けが日本とかなり異なるので
注意。
velkvant  ［法律］会計法、経理法　［レベル］５　19

velkmana  ［医療］梅毒　［レベル］５　19:ridia　［語法］　コロケーションは til
でなく em。　［文化］　rdのインプレンで梅毒にかかって客を引けなく
なった少女が、症状の軽いうちは経理に回されて事務作業をしてい
たことから。
velkmest  ［経済］貸借対照表　［レベル］５　19:会計の天秤
velkhoi  ［経済］会計監査　［レベル］５　19

velka  ［名詞］かげ、蔭、陰、物陰、物影、ものかげ、物かげ　［レベル］３
　rd;/「闇の場所」　24
velkan  ［経済］会計士　［レベル］５　19

velkoz  ［経済］会計制度　［レベル］６　19

velkozet  ［名詞］封邑、ほうゆう、ヴェルコゼット　［レベル］４　lj;vel,f/
kozet「黒の鍵」。封邑という訳語は元々ウォンバスのもので、結界に
相当する単語。黄色いファイルの９８年１月６日午前の記述が初出。
　22
velx  ［動詞］yulを a{i}と区別する、区別する、弁別する　［普通動名詞］区別、
弁別　［反意語］spat　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:恣意　【用例】　el velx 
vil kami ran it art. see kok tu, el so vil lyudia ran i fiana. よくで
きた科学は魔法と区別がつかない。同様に、よくできたファンタジー
は現実と区別がつかない。
velxavai  ［言語］弁別的素性　［レベル］６　19

velxion  ［アトラスの国家］ヴェルシオン　［レベル］３　zg;「闇の底」　21　［文化］
　面積：122633.181886 km^2　zg～ rdまで続いた魔族の国家。精霊族
と妖精族がマジョリティを占め、２大勢力による共同統治を行う政
治システムを採用していた。精霊族と妖精族の長が同時に執政官と
して就くという共和制を採った。　balmayuから移住してきた魔族が
当時人口の少なくなっていた fiiliaと galveeyuそしてそれに加えて
ineaato北部を領土として支配したもので、主な経済基盤は鉱物と材
木の輸出。最も有名なのは家具→ dimitoria　zg_kkは人間と比較的
良好な関係を維持していたが、sm初期に iflitを発見。fliakernが多
く産出され、velsarj開発に着手。sm中期から飛空挺を利用した軍事
政策を展開。人間との関係は悪化し、戦争に至る。rdで敗戦し、滅亡。
　【成句】　el sak sen dajen ka velxion tis ヴェルシオンでも親切な人は
見つかる：渡る世間に鬼はない
velxionren  ［言語］ヴェルシオン語　［レベル］４　21　［文化］　belgandren

velxe  ［天文］夜月、夜の月。通常の月　［レベル］４　22:vel/xelt　［文化］　
cuuxeなどと対比される夜に見える通常の月のこと。
vels  ［政治］政治　［レベル］３　sorn:代表者で行われる会議を指した語。
　【用例】　ar vels rat 善政をしく
velssono  ［政治］行政。三権のひとつとしての行政。　［レベル］４　19

velssonoka  ［政治］政府のこと。　［レベル］４　19

velssonolagel  ［政治］行政権　［レベル］４　19

velsfonl  ［政治］政治的無関心、政治的アパシー　［レベル］４　19

velsfel  ［政治］政治学　［レベル］４　19

velspina  ［政治］公約　［レベル］４　19　［文化］　ヴェレイでは日本同様、
公約を破っても何のペナルティもなかたっため、無意味な美辞麗句
ばかりが並んだ。公約を守らねばペナルティを科すという制度を一
度取り入れたところ、失脚を狙った敵対勢力が公約の実現阻止を激
しく行うようになり、かえって国民のためにならなかった。そのため、
ペナルティ制は廃止。革命では選挙制そのものが消えたため、公約
はミロクの口にする約束事になった。ミロクは驚異的な能力と精神
力で多くの公約を守り通した。
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velslagel  ［政治］政治権力（政治的な権力）　［政治］政権（政権交代や独
裁政権などの政権）　［レベル］４　19

velsakn  ［政治］政治思想　［レベル］４　19

velsan  ［政治］政治家　［レベル］３　19　［文化］　革命後は選挙でなく、試
験で選出される。
velsarj  ［交通］飛空挺、飛行船、飛空艇、ヴェルサージュ　［レベル］４　
古 :ridia:velは暗い。jは jinaで空。sar部分は不明。s/arで切れて
arの部分は神かもしれない。下から見上げたときに空を隠すので暗
くなるというような意味だと思われる。　［文化］　→ iflit、velxion、
xeltarj、vernsaal、jindia　vernsaalでヴェルシオン国が開発。その後、
西アンシャルへ南下しつつ侵略と略奪を開始。その過程で技術が流
出し、侵略された側の国家も次々と飛空挺の開発に乗り出す。1506
年にはヒュート・ケートイア・アルバザードが協同で飛空挺の開発
に成功。軍事的重要性から火急的に製造が行われ、1518に国軍への配
備が完了。　　構造は一言でいえば大きな船である。中心部に飛水
晶が安置された部屋があり、動力室を兼ねる。飛水晶は上下の移動
は容易でも前後の移動を苦手とするため、艦隊側面部にプロペラを
付けたり、甲板に柱を建てプロペラを回す。あるいは帆を張ること
もある。このプロペラを回すには別の動力クリスタルが、帆を張る
には強い風を起こすためのクリスタルが別途必要となる。　甲板や
側面部・前面部には砲台があり、火器の砲台のほか、霊水晶から巨
大な volk砲を撃つための砲台がある。　　飛水晶の慢性的な枯渇か
ら、アルバザードでは飛空挺の数がどうしても足りなかった。　飛
空挺自体は造船技術があれば比較的簡単に作れる。実際ヴェルシオ
ンは悲劇の翌年に飛空挺を完成させている。一方連合は１０年以上
も開発に時間をかけている。この理由は造船技術にはない。連合は
クリスタルが圧倒的に乏しいため、少ないクリスタルを効率よく使っ
て飛空挺を作るシステムの構築に時間がかかったのである。また、
連合は略奪の必要性がないため、対空戦用の小型で小回りの利く飛
空挺の開発をする必要があり、これが船のデザインを適応できない
ため、開発に時間がかかった。実験には当然クリスタルが必要だか
ら、クリスタルが少なければ実験の頻度も減り、結果的に時間がか
かるというわけである。　　なお、rdで飛水晶を掘りつくしてしま
い、飛空挺もほとんど破壊されてしまったため、nd以降は飛んでい
る姿を見ることができない。　また、rdでアシェットは xeltarjを使っ
ているが、これも飛空挺の一種である。ただし xeltarjのほうが古い。
　　飛空挺の空路については jindia参照。　当初は食料の略奪に使
われたが、戦争が激化するごとに兵士を大量に輸送することが主な
役割となった。　【成句】　velsarj rom 青天の霹靂、晴天の霹靂、寝耳
に水、やぶから棒　velsarj ravel 「また飛空挺かよ」：捲土重来
velsoz  ［政治］政治制度　［レベル］４　19

velsef  ［普通動名詞］横流し　［動詞］yulを横流しする　［レベル］４　21

velnar  ［名詞］正義に対する悪、悪　［形容詞］悪の、悪、悪い　［反意語］
falis　［アクセント］velnAr　［レベル］２　20:古 vel/na/rayji（暗い心に触れ
た）　［語法］　propaata

velnaren  ［名詞］悪人　［レベル］２　rd;/　23

velvid  ［魔物］ベルヴィド（黒肌鬼）：第三十一天：土の空天　［俗語］ガ
ングロギャル、メイクの激しいギャル、ギャルメイク、大柄な黒人　［レ
ベル］４　古 :黒ゴリラ　［文化］　大型で黒い肌をしたアデル。目の周り
に大きなクマがある。
velf  ［医療］水腫　［レベル］６　19:levn/elfe（病気の泉）。泉はここでは
体内に水が貯まっていることを指す。
velfiire  ［生物］魔人、ヴェルフィーレ　［反意語］lozet　［レベル］３　
21:slli。velは fvの「闇」と同根で、ここでは悪魔の意。　［文化］　人
と魔族の混血児。悪魔・魔物のいずれでも可。魔方のみならず、精
霊や妖精のいるイネアートやエルトアなどにも見られる。アリア＝
イネアートなど。
velm  ［悪魔］ヴェルム　［歳時記］闇曜日。週の第１日目。　［音楽］ド　［組
み数字］１/７　［レベル］２　meltia 0:velm;e　古 :アルシェの語形。veは闇。
　［文化］　ソームの１番目。冷静沈着な女性。闇を操る。黒い仮面に
レイピアを装備。漆黒の服。黒いマント。黒い仮面の女。体は細身で、
レイピアを帯びる。無口。冷静。
velmlil  ［化学］スカンジウム　［レベル］５　18:制
velmare  ［ランドマーク］ヴェルマーレ研究所　［アクセント］velmAre　20　［文化］
　yuuma 6870 イヴレスはアンダントを抱き込み、指示に従わない ly
usiaには研究費の援助を行わないと脅迫する。これに対し、各 lyusia
が徒党を組んで反発。lyusiaはレスティル全土に 11箇所あり、各研究
所の所長が共同でアルシアに velmare研究所を設立。各所長は一季
節に一度ずつ velmareに集まり、各々の研究所の成果を述べ合った。
このときの所長はいずれもユクレシアが初期に教えを授けた同期で、
苦楽を共にした仲間であり、個人的に非常に仲が良かった。lyuuxに
は見せたくない内容でもお互い目の前でということなら腹を割ると
いう間柄であった 
velmi  ［植物］ライ麦　［レベル］３　古
veld  ［名詞］酒、アルコール　［レベル］３　zg<szd　sorn:なお、古では
rie、rerii（誘惑の水）　rie:rie:lu veld（rien神が男なので）　［文
化］　→ eek（酌）　飲酒は法制上は mav以降だが、現実的にはザル法で、
革命時にすら守られたことがない。yuli時は儀式のときなどには可。
malt以降なら常飲しなければお咎めを受けない。　この法律が効果を
発するのは飲酒運転で捕まったときなどであり、mav未満は量刑が重
くなる。　お咎めがないのはこの法律が vlのミナレット下でできた
ものであり、アルティス教は「酒は年齢に関係なく酔わなければ可」
としているためである。　alでミロクはこの法を撤廃しようとも考え
たが、未成年の深酒を励行すると受け取られる可能性を危惧して取
りやめた。　なお、酔っぱらいに対しては日本より厳しめで、比較
的すぐに警察に保護される。　【用例】　veld vien キツイ酒、度数の

高い酒、強い酒。ラム酒など。　veld daz et pita 適量の酒は薬：酒
は百薬の長　fan on veld 酒に強い、酒豪だ　an hot xen vil veld 
mil tolis lot les faktat a fatooalna e fis. 今日の稽古上げに参加した人
の中で唯一私だけが年齢的にお酒を飲めない。
veldka  ［名詞］居酒屋、バー　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アルバ
ザードは知らない人と外で飲むのは嫌う。酒屋で買って自宅や公園
で一人、或いは気の合う数人と飲むのが好きである。ゆえに飲み屋
は発達しない。居酒屋のようなところは少ないし、キャバクラのよ
うな店も少ない。ピンサロのように飲み屋と風俗が合体したものは
存在しない。飲むときは飲み、セックスするときはセックスするか
らである。飲み屋はふつう料理店と同じである。アルバザードに飲
み屋単体で存在することはない。
veldvael  ［名詞］酒瓶　［レベル］４　rd;/　24

veldmagi  ［音楽］ビバップ　vl;「酒酔いのジャズ」　21

veldate  ［名詞］酒屋　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

veldi  ［色］紅、くれない、クリムゾン　［レベル］４　20:filveeyu「暗
みがかった」
veldikwin  ［植物］アマリリス　［レベル］５　rd;/「紅の百合」　23　［文化］
　ケヴェア原産。色は赤や白など。rdで流入した。
veldir  ［魔法］魔母、ヴェルディール　［アクセント］veldIr　［類義語］adel
　［レベル］４　21:<>vel　［文化］　アデルの母。アデルと魔人の違いは繁
殖の仕方にある。魔人は性生殖によって人間と同じように生まれる
が、アデルはアデルの母がいなければ繁殖できない。ちょうどヴェ
ルディール女王アリのような存在である。　アデルの繁殖方法は種
によって様々であるが、どのような繁殖であろうとハーベは ioselを
持ったアデルに lyufelをしようとしても、アデル（およびデルフィ
ア）の遺伝子は投げられたセレスを受け入れることができない。一
方、魔母はセレスを受け入れることのできる個体で、いったんセレ
スを魔母が受け取りそれをアデルへ lyufelすることで maltiiaが成立
する。　言い換えればアデルの祖となる１００匹の魔母を倒してし
まえばアデルは再生産がされないということになる。デルフィア（亜
魔族）の場合、元のアデル（魔族）の祖が魔母となる。混血のアデ
ルの場合、血の濃いほうの魔母が lyufelを担当する。　この祖はア
デルというよりデームに近い存在で、殺すことができず、殺しても
復活する。厄介なことにテームスなしで自己再生できる。この点で
テームスにもある程度近いといえる。　従って rdではアシェットは
この祖を見つけて星座に封印することで魔族の再生産を阻害したこ
とになる。魔人は性生殖によって再生産できるため、魔人はその後
も生き続けることになる。残ったアデルは人類による地道な討伐に
よりその数を減らしていった。　問題は飼いならされた竜族のよう
な有用な種も滅んでしまったことである。ペガサスのようなエタン
とアデルの混血の場合、魔人と違ってアテンとアデルの混血でない
ため、魔人のような再生産はできない。やはり再生産には魔母が必
要であり、これがペガサスらが滅んでしまった原因である。
veldia  ［歴史］ヴェルディア族　［レベル］５　20:古「暗い土地」　［文化］　
アルカンス交易をしていた豪族。レスティルを建てる。
veldian  ［歴史］［地名］ヴェルディアン帝国　［レベル］４　20:ヴェルディア
人の。nについては tilsame参照　［文化］　yuuma 2120にシフェランが建
てた帝国。yuuma 2107から東西で冷戦が開始。これに合わせてシフェ
ランは内政を強化。シフェランはレスティル国のヴェルディア族出
身で、まずはレスティルを平定し、その後周辺国家を属国としていっ
た。占領地には自分の配下を王 (daiz)として置き、属国としていた。
　2120年に内政を強化するために属国への支配を強めようと、シフェ
ランは王の上に皇帝 (ilkant)という地位を作り、自分を初代皇帝と呼
び、ヴェルディアン帝国を作った。この帝国はレスティルを宗主国
とし、それ以外を属国とする形でできており、上下関係の明瞭な連
合国と言い換えることができた。帝国の初期の版図はアルカット西
岸からスカルディアまでであったが、最大版図は yuuma 4000の第十
次シージア戦争直後である。アルカット西岸からルティアまでを含
んだ史上最大の帝国であった。　しかし同年シフェランが戦死する
と、帝国は分裂。属国が次々と独立し、帝国は崩壊。レスティルは
宗主国でなくなる。
veldiel  ［軍事］ヴェルディエル、紅漿　20:veldi/eria　［文化］　アンジェ
リカのカルゼーレを満たす赤色の液体。ディアメル同様、セリエッ
トを上げるためにある。酸素を多く含み、パイロットはヴェルディ
エル内で酸素が吸えるようになっている。
veldurne  ［気象］朔夜、さくや　［レベル］４　20:ridia:mirok:暗い夜　［文
化］　月のない晩のこと。
veldurne freigild  ［人名］ヴェルドゥルネ＝フレイギルド、朔夜（さ
くや）　［レベル］４　20:ridia:mirok　［文化］　リーファ隊のアルソンの本
名。
velga  ［アイテム］方天戟　szk;velgi.k　24

velgar  ［魔法］［ジョブ］色魔導師、ヴェルガール　［アクセント］velgAr　［レベル］
４　20:velgalt　［文化］　velgalt

velgaren  ［言語］色詞、いろことば　［レベル］５　22:velgar/rens　［文化］　
xistina　xistinaにおいて３６６日にそれぞれ関連付けられた言葉。例
えば melselの dia diaは「大切なもの」という色詞を持つ。
velgalt  ［魔法］色魔法、ヴェルガルト　［レベル］４　20:「黒門」。rdでの
命名当時まだ古アルカなので、この velは闇ないし黒。　［文化］　→ xi
stina　rdで、アルシェの準使徒の少女ファミイ＝アマンゼ（旧姓ファ
ミイ＝クルノース）はセレンと共に色魔法の研究をした。元々色は
魔法の効果を持っていたが、アルシアも体系化していなかった。色
彩感覚と魔法の才能があったファミイはアシェルフィの学校で色魔
法部を設立し、セレンを引き込んだ。当時は色で魔法を体系化する
という発想は馬鹿げているとされ、人は誰も集まらず、たった２人
の部活となった。セレンは無理やり引き込まれる形になったが、ファ
ミイに片思いされていることを知っていたので、黙って付き合った。
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　その後ファミイは色魔法学を大成し、３６６種の伝統色を定め、
メル暦に合わせて１日ずつ色を配色した。色魔法部が低予算で、黒
い門の横にある寂れた小屋しか宛がわれなかったため、ここで開発
された色魔法のことを「黒門」と呼ぶようになった。
velgi  ［アイテム］戟、げき　szd;velt/figi　24

velje  ［料理］ヴェルジェ水　［地名］ヴェルジェ　［ユマナ］［料理］ペリエ　
［レベル］２　zg　24　［文化］　アルナ南東部に位置する街の名。太古の地
殻変動により天然ガスを含む地層と地下水層を偶然結合され、天然
の発砲水が生まれた。これがヴェルジェの街から湧き、古代から吐
き気や後の胃アトニーにあたる病気にいいとされ、愛飲されてきた。
zgではシフェランなどの指導者が、kkでは英雄アルシェらなども愛
飲してきた。現代でも最も愛飲される炭酸水で、特に革命の影響を
受けて酒やジュースの代わりに飲まれることが多い。地球でいうペ
リエに当たる水。
vellil  ［化学］セシウム　［レベル］５　18:制
vela,fv  pila　meltia 256:bert;vel.k（黒の）　23

velant  ［交通］一本道、長い直線の道　［法副詞］～するしかない、～する
より他はない、～するほかはない、～するよりほかはない　［形容詞］
とても長い　［ユマナ］［娯楽］道中　［類義語］teel　［反意語］alvelant　［レベル］２
　tm;avelantis（死者の道） | 一本道であるところから「する以外の方
法がない」というメタファーになった　19:avelantis（死者の道）　［語法］
　・格詞用法　　格詞 velantも複雑なイディオムを一語にまとめた
便利な語である。もし velantがなければ si ziko alt tix so totoとい
う迂言法を取らねばならない。新しい複雑な格詞を作るのは、プロ
グラムで新しい関数を作るのに似た感覚を覚える。関数は複雑な処
理をひとつにカプセル化したものと考えることができるため、格詞
との類似性がある。　【成句】　gin et keks varen velant 商売は長い道
の旅路：商いは牛のよだれ　velant firt 前途洋々、前途有為、前途
有望　【用例】　vort velant mil ripgil 借金で死ぬしかない
velante  ［形容詞］［ポジティブ］［ネガティブ］頭が固い、頑固な、一本気の　［類義
語］dollo、knakvox　［反意語］seda　［レベル］３　20:velant/te（一本道のよう
な）　［語法］velanteは良くも悪くもある。言い分ける場合は dolloなど
を使う。　【用例】　［メタファー］velante yun ridia リディアのように頑固な：
一本気があるという意味もあり、中立的　［メタファー］velante yun txok 
ガムのようにしつこい：粘着質で悪い意味で頑固
velanje  ［筐堺］ヴェルアンジェ、ベルアンジェ、ヴェランジェ、ベラ
ンジェ　［レベル］５　rd;vel/anje「闇よりも昏き空」　飛空挺にて各国
の空を襲撃し、大地に影を落としたことから。　22　［文化］　筐堺司：
rava varsiila　筐堺国：velxion, ineaato xiar
velal  ［生物］悪魔、魔物　［類義語］lins、deem、adel　［アクセント］velAl、vE
lal(fv)　［レベル］３　fv;vel/al　20:kalie:古 vel/al（闇の者）　velal:velal:lu 
velal　［語法］　filveeyu語
veliz  ［動物］虫　［類義語］kuupo　szd　［レベル］３　20:ridia:ver/liiz（黒
くて小さいもの）無論黒い虫以外も含む。　kuupo:kuupo:lu veliz:g
an　［語法］　kuupoより意味の広い語で、虫全般を指す。虫だけでなく、
クモやミミズ、果ては場合によってはトカゲやクラゲなどをも指す。
　アルバザードではとにかく嫌悪され、たいていのアルバザード人
は見ただけで動転する。
velizgaal  ［農耕］虫害　［レベル］４　rd　22

velet  ［名詞］バトン　［レベル］４　rd;avelet.k　24:luxia/ridia。24にバト
ンを始めた紫亞はバトンを zonと呼んでいたが、バトンをやるよう
になってリディアとともに aveletから造語した。　［文化］　アトラスで
は魔法のロッドを女魔導師がくるくる器用に演舞して回したところ
からバトンは来ていて、その関係で女子のスポーツである。rtに確
立した。バトン自体は rdでロッドから派生して作られ、芸や余興や
演舞として始まったが、スポーツ化したのは rt。rdではバトンでな
くロッドでバトン演舞をやることもあった。
veletyos  ［運動］バトントワリング　［レベル］５　rd;/　24　［文化］　velet

veles  ［宗教］ヴェレス　［反意語］letis　［レベル］３　古 :veles← valetis。音
の脱落と母音調和による変化を経た。　［文化］　letis

velen  ［地学］黒水晶　［類音］valen　［レベル］５　19:vel/ren（闇の宝石）　［文
化］　闇の魔石。valenとイメージも音も似ているため、関連付けて考
えられる。
velei  ［歴史］ヴェレイ、暗黒期、革命前のレイユ、梟首の大獄、きょ
うしゅのたいごく　［レベル］３　19:seren:vel/leiyu（暗黒のレイユ）。
信者から見て暗黒時代。異教徒からすればアレイユが暗黒の歴史だ
ろうが。
vei  ［代詞］一部の人、もの　［レベル］１　20:ridia:ve:14:恣意。veでは
xe,neと区別しづらいため　［語法］　和訳すると「～な人もいる」が適
切なことが多い。　【用例】　vei min sin xipl. ケーキが嫌いな女性も
いる。
veit  ［動詞］yul（物）を i（人）から奪う、yul（人）から on（物）を
奪う、奪う、強奪する、略奪する、略取する、掠取する　［動詞］yul
を連れさらう、連れ去らう、連れさらう、さらう、拐う、奪う、攫
う→ txif　［普通動名詞］強奪、連れさらい、連れ去り、連れさり、人さ
らい、略奪、略取、掠取　［レベル］２　19:vieneft　［語法］　壁塗り構文
と同じく、yulの種類によって yul以下の格が変化する。　【用例】　tu 
veitik 10 tolis{salt} it an. １０年寿命が縮んだ。
veitul  ［代詞］一部のもの　［レベル］２　20:ridia

veitulet  ［代詞］一部のものの　［レベル］２　20

veik  ［植物］実、植物の実、果物の実　［レベル］２　19:seren:vank/yek

veis  ［政治］議会、議院　［レベル］４　20:ridia:vei:13:制 :語源不詳
veisvels  ［政治］議会政治　［レベル］４　20

veisan  ［政治］議員、国会議員　［レベル］４　20:ridia

veisiat  ［政治］議院内閣制　［レベル］４　19

vein  ［形容詞］もっと～、より～だ　［名詞］より～なもの、よりよいも
の、より大きいもの　［反意語］vist　［レベル］１　19:恣意 :制では vaoだが、
ＶＣＣは言いづらい。　【用例】　la et lexe. tal an et rat vein. 彼は賢
いが、私はもっと上だ。
veintren  ［法律］加重処罰、加重処分　［レベル］６　rd;/　23

veinkad  ［経済］強国　［レベル］４　19　［語法］　vienkad

veinkitto  ［娯楽］ワンナップ、ワンアップ、一機アップ、エクステンド、
エクステ　［レベル］３　22

veinnif  ［名詞］レベルアップ、グレードアップ、バージョンアップ　
［類義語］veinenvi　［反意語］vistnif　［レベル］３　21

veinnek  ［経済］一段高　22

veina  ［地球の国名］ロシア　［レベル］４　古
veinaple  ［政治］［軍事］ヴェイン・アプレ、富国強兵　［レベル］４　19:「よ
り多くの帆を」　［文化］　ナディアに行われた植民地拡大政策で、日本
における富国強兵に相当。
veinaplen  ［企業］ヴェイン・アプレン　21　［文化］　日本郵船に相当す
る企業。
veinenvi  ［名詞］パワーアップ、レベルアップ、グレードアップ、バー
ジョンアップ　［類義語］veinnif　［反意語］vistenvi　［レベル］３　21

veim  ［名詞］事件　［類義語］soda　［レベル］３　19:melidia alis:恣意　【用例】
　veim fuo at sod. ひどい事件が起こった。
veimslak  ［名詞］事件現場　［レベル］３　19:melidia alis

veid  ［地学］ベリル、緑柱石。これに色が付いたものがアクアマリン
やエメラルドなどと呼ばれる。　［レベル］４　19:veiren/dol。意味的
な逆成。
veig  ［サール］ヴェイグ　［動詞］yulという内容の約束を telに対して破
る、yul相手にしていた onに関する約束を破る　［反意語］hain　［レベル］
２　ridia:古　［文化］　ゴブリンのような醜く小さい体をしたサール。
貧相な小男の姿をしている。背筋は曲がっていて顔もしわがれて醜
いが、白くて立派な服を着ていて身なりだけは良い。ラヴァスにお
いて ｢私は４つの魔晄源をエルトから奪ってみせる ｣と公言し、散々
サールからのもてなしを受けておきながら、戦闘になった途端すぐ
に劣勢に陥り、こともあろうにエルト側に寝返った。しかしその汚
さに秩序を重んじるクレーヴェルは怒り、ヴェイグを捕らえるとサー
ルらの元へ送り返した。ヴェイグが約束を破ったことに怒ったハイ
ンはヴェイグを八つ裂きにした。しかしヴェイグは死にきれずにア
トラスを彷徨い続けた。　【用例】　an hoit la lana la veig elf an. 彼が
私との約束を破らないように、彼を監視した。　an nat jo man la ve
igat an. 彼が約束を破ったので怒った。
veigverant  ［医療］虚偽性障害、虚偽性パーソナリティ障害、詐病　［レ
ベル］５　vl;veig/verant　23:mel　［語法］　病状などについて虚偽を並べ
立てる精神疾患の一種。
veigl  ［形容詞］矮小な、小物、小者、卑しい、しょぼい、ザコ、どう
でもいい、取るに足らない、みじめな、情けない、ちんけな、チン
ケな、有象無象、十把一絡、みっともない　［類義語］bettel、lenas　［反
意語］dait　［レベル］３　19:veigan（魔物のヴェイガンのような）　［語法］
　偉大の反対。要するに「しょぼい」さま。　【用例】　im le, mei atik 
mav veigl le liia beinsat ok nax xa. あのころの僕らが笑って軽蔑し
た恥ずかしい大人にあのときなったんだね（中谷美紀『砂の果実』）
veigan  ［魔物］ヴェイガン（小鬼）：第百天：無属性　［レベル］３　古 :ve
ig/lan　［文化］　ナイフを持っていて、角が生えている。子供くらいの
大きさしかなく、背が丸まっている。　エルトとサールの娘ユーマ
の男根から生まれた魔物。ユーマは両性具有として生まれるはずだっ
たが、誕生と同時に生まれた世界の歪みテームスと分化する際、男
根を引っ張られ、持っていかれてしまった。その結果ユーマは女に
なり、奪われた男根はテームス内で魔族の一種として再生産された。
その魔族がヴェイガンである。ヴェイガンは従ってユーマの一族の
なりそこねであり、すなわち人類になれなかったものを意味する。
それゆえヴェイガンはあらゆる魔物の中で人間に最も近く、知能も
あり、rdではアンジュのようにアシェットに加担するものまで現れ
た。　【成句】　nox e veigan 烏合の衆、雑魚の集まり　veigan xi{en} 
veigan 雨後の筍。集団で群れる性質のあることから。
veiganloob  ［被服］リバティキャップ　sm;/　24　［文化］　smで veiganが
よく身に着けていた。
veigen  ［卑語］せむし、傴僂　［レベル］３　21:veigan　［文化］　使わない
こと。
veiren  ［魔法］［地学］ヴェイレン、エメラルド、緑柱石（エメラルドと
しての）　［組み数字］４/１０　［レベル］４　meltia 10:ludo;veeyu/ren　
17:ridia:ヴェーユの宝石　［文化］　→ dolmiyu　ノアの魔石。
veiz  ［電算］動画　［レベル］３　19:ovleis。言いやすいように子音を有声
音で固めた。leisと距離を離すためでもある
veizhosi  ［電算］動画ファイル　［レベル］３　19

veizel  ［言語］動画辞書、動画辞典、ヴェイゼル　［レベル］４　21:veiz/
klel
veil  ［格詞］さもなくば　［レベル］２　19:制 :vel　【用例】　sab arn veil ti 
til efa. コートを着ないと風邪引くよ。
veilan  ［代詞］一部の人　［レベル］２　20:ridia

veilant  ［代詞］一部の人の　［レベル］２　20

veilil  ［化学］ベリリウム　［レベル］４　18:制



146 frexxeveo
veo  ［植物］アヘン、阿片　［レベル］５　sorn

veon  ［医療］モルヒネ、モヒ　［レベル］５　sorn

veona  ［名詞］ヘロイン　［レベル］５　sorn

veom  ［形容詞］おどおどした、きょどきょどした、挙動不審な、びく
びくした、ビクビクした　［レベル］３　19:vem/ov　【用例】　lina et kalma 
veom. リナはよくきょどきょどしている。
veoz  ［植物］芥子、ケシ　［レベル］５　sorn

veeyu  ［地名］ヴェーユ、ヴェーユの滝、冥滝　［レベル］３　ridia:古 :twaayu
は長音なので長音でない veiyuだったが、後に veeyuになった。悪
を通過させないという解釈はパールによって加えられた。リディア
はこの語はあの世の入り口程度にしか設定しなかったのである。更
にフルミネアはセレスがここから生まれるとした。　［文化］　トワー
ユの入り口にある小滝の名。ヴェーユの飛沫はセレスになり、セレ
スは肉体を持って現世に行く。死ぬとヴェーユに戻ってくるが、罪
に汚れたセレスは地獄に行く。それ以外はヴェーユを通り、天国へ
行く。　|約 137億年前 |ardelに veeyuが生まれ、selesが発生 |
veer  ［形容詞］最後の　［反意語］lam　［文頭純詞］最後に、最後は、最終的には、
結局　［レベル］２　rd;veer,kt＜ bees,fv.l　19:赤で beesなので beesに
していたが、卑音 beを含むので嫌だといわれ、恣意にした。belの
料理は変わらないのだが。　bentxas,f bees,fv:bees　【用例】　fis at sel 
sort veerel lot tu xier. 今日はこの冬の最後の冷え込みだった。
veernias  ［経済］引け成行、引け成り行き　22:veerjent/niasgart

veervand  ［名詞］ファイナルアタック　［法律］暴徒の命がけの暴発　［レ
ベル］４　20　［語法］　どうせ自分はもうこれで終わりだと思った人間
が取る行動は主に自殺か暴発である。日本人は性格的に自殺が多い
が、自己主張の強いアルバザード人はこんな風になったのは世の中
が悪いと思って暴れることが多く、自殺よりも他人を巻き込んだ暴
発を行いがちである。これをファイナルアタックという。死刑覚悟、
ないし犯行後に自殺することを前提とする。　良い意味では、仲間
を助けるために敵に最後に決死の一撃を加えることも同じくファイ
ナルアタックという。
veervaik  ［料理］最後の一口、ヴェール・ヴァイク　［レベル］３　20:最
後の部分　［語法］　動詞は必ず tilや tafでなく yutaを使うこと。　［文化］
　アルバザードは大皿から自分の小皿に取って食べるスタイルだが、
大皿に最後ひとつ残った場合、それを誰が取るかがどこの国でも問
題になる。残った場合、目下が必ずひとつ上の目上に薦める。目上
はさらにひとつ上に薦め、最終的に一番目上の人物に薦められる。
目上はこのとき各人の口調から相手の好みや空腹度を察し、「誰それ
君が食べなさい」と言う。もし誰も食べたそうでなければ、自分が
食べる。この気配りができるかが目上としての裁量を問われる部分
となる。
veervelk  ［経済］決算　［レベル］５　19　［文化］　velkxelt　四半期＋ anjur
に行う。総決算はメルセル前に行われる。ほとんどのサラリーマン
にとってはファーヴァの月から作業が始まり、ルージュで佳境にな
る。
veergart  ［経済］終値　［レベル］６　22

veerjent  ［経済］引き、引け　［反意語］veerjent　22→ eet

veerakt  ［名詞］最後の会談、別れ　［レベル］４　19:xion　［文化］　単なる別
れは doovaであるが、もう二度と会わない場合は ladoovaという。も
う会わないことが前提である。遠くに引越したり死別したりしたと
きに使う。相手も ladoovaと返す。ladoovaはこのように物理的な距離
が遠のく永遠の別れを指すが、精神的な別れも表わせる。職場恋愛
の恋人同士が別れるときも ladoovaといえるが、これは恋人という関
係にある相手との永遠の別れを指す。職場でまた明日顔を合わせる
が、そのときはもはや恋人ではない。少なくとも恋人としてのその
人とは永遠にさようならをしたわけである。このように精神的な意
味でも ladoovaが使える。また、死別した相手に冥福を祈る場合は特
に xilmaという。相手は無論何も返せない。死んだ人の家族は sentant
と返す。また、相手と別れるときに「奥様によろしくお伝えください」
と日本語では言うが、この習慣はアルバザードにない。相手の妻に
配慮する際は、「奥さんはお元気ですか」などと聞く。
veel  ［言語］音節、シラブル　［レベル］４　19:恣意
veele.fv  pili　<>vel

vu,f  vox
vulf,vx  fretis
vulma  ［被服］ジゴ袖　nd;<lt　24　［文化］　ltの貴婦人が着ていた袖が nd
で輸入された。
vuuma,fv  vamp　e

vuul  ［形容詞］人為的な、意図的な、作為的な　［反意語］mivet　［レベル］
４　21:古 vu（意思）/古 al（物）　【用例】　vatai vuul 人災

f
f  felm
ff  ［演繹音］ぱたぱた、パタパタ、ばたばた、バタバタ、ふぁさふぁさ、
ファサファサ　［レベル］２　22　［語法］　羽ばたくときの風の音など。翼
や扇などの音。　【用例】　faaf ふぁさーっ　vafvaf パタパタ、バタバ
タ
fm  ［単位］ファインメルフィ、センチメルフィ、ＣＭ　［レベル］２　20

fyf  ［演繹音］ぴゅー、ぴゅうぴゅう、びゅうびゅう、ピュー、ピュウ
ピュウ、ビュウビュウ、ひゅー、ひゅーひゅー、ヒュー、ヒューヒュー
　［レベル］３　22　［語法］　風の音に用いる。　【用例】　teeze and sod{ar} 

fo fyuuffyuuf. 風がぴゅーぴゅー吹いている。
frf  ［言語］ファルファニア語。frfsは現代ファルファニア語　［レベル］
５　21
frfs  ［言語］現代ファルファニア語　［レベル］５　22

frff  ［言語］中ファルファニア語。rdはここに当たる。　22

frataniti  ［アイテム］フラタニティ　［レベル］４　rd:ridia;vxで「闇」　
24:ridia　［文化］　→ gel　ヴァストリアの１つ。セレンのもつ戦闘用
ナイフ。
frak  ［名詞］４分の１、クォーター、クオーター、１５分　［類音］fral：
特に注意　［レベル］２　古
fran  ［数学］関数、函数。プログラムの関数は koppel。　［レベル］４　lakt
a:mel
franxier  ［魔法］魔香士、フランシエール　［医療］［美容］アロマテラピスト、
アロマセラピスト　［アクセント］franxiEr　［レベル］４　21:lt　［文化］　lfrans

frans  ［気象］温風　［反意語］flens　［レベル］３　21:オノマトペ
franse  ［魔法］魔香、フランセ　［アクセント］fransE　［レベル］４　21:lt >< 
frans　【成句】　kor franse a ～に求愛する　［文化］　lfrans

fral  ［名詞］ほとんど　［形容詞］ほとんどの、殆どの　［副詞］ほとんど、ほ
ぼ、ほぼすべて、ほぼ必ず　［類音］frak：特に注意　［レベル］１　19:ilmu
s:ridia:frem gal oksgal　［語法］　確率・頻度両方の意味を持つ。aluutや
lutよりは弱い。代詞 ilの影響で前置することもある。
fraag  ［交通］フラーグ、竜のタクシー　［レベル］５　kk;hy　22　［文化］　kk
に hyで始まったサービスだが、実際には個人規模でそれ以前から同
等のサービスがあったという。kkでアルバザードにも浸透し、rdま
で続いた。　【成句】　vais e fraag 足下を見られる、足元を見る。客
の疲れを足元で判断していたことから。　【用例】　la atmat er faltil kont 
ar vais e fraag sin. あいつ、足元見て水を高く売りつけやがった。
fris  ［形容詞］間接的な　［反意語］ils　［レベル］３　20:fril:19:seren/ridia:a
rbaxelt:恣意。fral,frelと似すぎるため。　【用例】　tal an ser lu frisel 
man lu vortat sa an fias. ただ、祖父は私の生まれる前に亡くなったの
で私は祖父のことを直接には知らない。
friskev  ［言語］隠喩、メタファー　［レベル］５　20

frismane  ［生物］外分泌　［レベル］５　rt;/。汗、唾液、胃液など、組織
や臓器から導管を通して分泌されるため。　24
frisminal  ［政治］間接民主制、間接民主主義、代表民主主義　［レベル］４
　20　［文化］　ヴェレイでミロクが滅ぼした。
frisdilfai  ［医療］間接灸　rd;/　24

frisgilf  ［経済］間接金融　20

frisyulvet  ［言語］間接目的語　［レベル］６　20

friserk  ［親族］婚族　［レベル］５　20:19:ridia:arbaxelt

frim  ［化学］顕微鏡　［レベル］４　＠ 19:ilmus:ridia　［語法］　ropmepi 接
眼レンズ　farlor 鏡筒　tika アーム　jit 焦点ハンドル　hogl レボ
ルバー　tulmepi 対物レンズ　klap クリップ　deyus 絞り　ele ス
テージ　baltmep 反射鏡　elak 台座　satol プレパラート　miskaele ス
ライド　miskalons カバープレート　［文化］　artfrim

frimifa  ［地球の星座］［ユマナ］けんびきょう座　24　［文化］　ifa

friig  ［アイテム］双龍槍、フリーグ　［レベル］４　20:fretis/figi（飛竜
の槍）　［文化］　棒の両端に勾玉形の刃が付いた武器。古スカルディア
の竜騎兵が好んだ。魔方の支配が長かったカテージュでは現在も体
育の時間に剣の代わりに履修することができる。　騎兵は直線方向
の攻撃力が大きいため、槍と相性が良い。一方竜騎兵は３６０°に振
り回せる武器のほうが好都合で、かつ槍のようにレンジの長いもの
が好まれた。
from  ［動詞］yulを熟考する、熟考する、考えこむ、考え込む、高度に
思考する　［レベル］２　19:高い :flon　【用例】　an xar fral parman en fr
omat siia to et falis ul el to ax alan kont en yuvat siia kinen. 思うに
ほとんどの日本人は正義が何かとか社会をどうすべきかなんて深く
考えたことがないし、苦労した経験もないのだろう。
fretis  ［動物］飛龍、飛竜。竜の一種。　［レベル］４　sr;rk　古 :ridia　
fretis:fretis::vulf,vx　【成句】　fretis kaen granbel 峠を渡るときに飛
竜：渡りに舟　il fretis es sat すべての飛竜の準備ができている：
順風満帆　fretis vokka 東奔西走　［文化］　tikn　srでルカリア人が翼
の生えた竜のロゼットのうち、人間並みの知能を持たないものを家
畜として飼いだしたのが最初。　最初は山間部の物品運搬用に用い
られたが、srの間に兵科としての frelantが登場した→ frelant
fretiskad  ［地球の国名］ミャンマー、ビルマ　［レベル］６　19:地形が飛竜
のよう
fretispol  ［地名］飛竜方　［レベル］５　20:ridia　［文化］　北方のうち、
ヒュートとイネアートを指す。飛竜人の土地。
fretisra  ［建築］飛竜小屋　［レベル］５　19:ilmus:ridia　［語法］　野営地や
基地に併設される小屋。飛竜の盗難防止のため、屋根は馬小屋より
も堅牢。　【成句】　fan yun raes e fretisra 飛竜小屋の屋根のように
固い。堅牢である 19:ilmus:ridia
frexxe  ［名詞］若い男、フレッシェ　［類義語］vik　［反意語］lamia　［レベル］
３　20:lina:「間接的な誰か」。xe frilが複合語になり、frilxeになり、
アプラウトして frelxeになり、子音が音便して frexxeになったもの。
レレゾナの意中の男性がこの年代であり、実名を伏せるためにリナ
がぼかして「間接的な誰かさん」と呼んだ。それがきっかけで、以
降この年代の男性をそのように呼ぶようになったそうだ。ただしそ
の男性は２０代で、その年代を指す言葉は既に alnaatがあるため、よ
り広い語義を得た。　［語法］　おおむね almana/alnaatだが、altonaを含む
ことも。
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frexxel  ［名詞］意中の男性、片思いの相手の男　［反意語］lamian　［レベル］
３　20:lina:frexxe/古 al（もの）
frest  ［名詞］迫力　［レベル］３　20:frestia（悪魔フレスティアが迫力に
あふれていたことから）　【用例】　til frest 迫力がある、大迫力の　si 
frest ちんけな、チンケな
frestil  ［アトラスの国家］フレスティル　［レベル］４　19:ridia:frestia　［文化］
　面積（本土のみ）：459286.020049 km^2
frestia  ［悪魔］フレスティア　［レベル］４　meltia 0:frestia;e　mel/kmii
r:klel:４色の霊力を使うデームスはリディアが創造したが、それらを
司る上役がいなかったため、メルとクミールが共に作り上げた。　［文
化］　ユノを司る悪魔。ユノを司る。黒い甲冑に身を包んだ長い大剣
を持つ剣士。ニムラの上司。ヴァステでカルザスに倒される。この
ときフレスティアに刺さって曲がった剣が sertiaという大鎌になり、
後にクミールに渡る。　土星を司る。
frestiamiktak  ［天文］アルニタク　19:ridia/seren/mel　［文化］　hooraliifa

frestiayukka  ［天文］オリオン星雲　19:ridia/seren/mel　［文化］　hooralii
fa
frestialanktak  ［天文］ミンタカ　19:ridia/seren/mel　［文化］　hooraliifa

frestiaosn  ［天文］アルニラム　19:ridia/seren/mel　［文化］　hooraliifa

fren  ［形容詞］澄んだ、澄む　［反意語］beti　［レベル］３　fv;e。意味は朝露。
後に澄んだという形容詞に。　alakta:fren（朝露）。液中に余計なもの
が多い状態が濁りで、少ないのが澄みである。　【用例】　sap at fren 
nod skol im tu faar man eskat im toxel. 昨日雨が降ったおかげで朝の
空気がいつもより澄んでいた。
frent  ［化学］ミョウバン、明礬、みょうばん　［レベル］５　fv;fren/te「澄
んだような」。上質の井戸がない場合、質の悪い水にミョウバンを入
れて不純物を沈殿させて飲用に使うことがあったことから。　23
frenxen  ［形容詞］［ポジティブ］清貧な、貧しい、慎ましやかな、つつまし
やかな、つましやかな、慎ましい、つつましい　［類義語］tid　［反意語］
galdnal　［レベル］３　20:澄んで食べる　［文化］　アルバザード人が最も重
視する価値観のひとつ。食だけでなく服や暮らし向きなど、すべて
において適応される。　【成句】　yulfan ikn frenxen. 学者は清貧を尊
ぶ：武士は食わねど高楊枝。アルバザードにおける学者や芸術家の
基本的なあり方。アルバザードでは学者で金持ちだと嫌われる傾向
にある。学者は贅沢をしない。清貧を尊び、最低限度の生活をしな
がら研究に勤しむ学者こそ真の学者であると考えられている。
frens  ［生物］羽根　［類義語］kern　［レベル］２　20:古 fren/sabe（朝露を
まとう）　［語法］　妖精や蝶の羽根のように、１枚のフィルムのように
なっているもの。羽が何本も集まってできた翼とは異なる。
frenfalis  ［名詞］清廉潔白　［レベル］３　rd;/「澄んだ正義」　23　【用例】　
la til frenfalis. 彼は清廉潔白だ。
frenbeel  ［俗語］童帝　［類義語］beel　［レベル］５　al;/「澄んだ童貞」　23　［語
法］　ハーレム少年漫画の主人公のように、女の子にちやほやされて
ハーレム状態なのに手を出さず一線を越えない童貞のこと。つまり、
やろうと思えばいくらでもやれるのに、あえてやらないという紳士
のこと。これは童貞の中でも勝ち組であり、ある意味脱童した人間
より格上とみなされる。
fref  ［形容詞］合理的な、無駄のない、効率的な　［反意語］bebel　［レベ
ル］２　19:fremfont（近道）　【用例】　tu de fref. 合理性がない (seren 
arbazard)同人が物事を却下するときに言う言葉。毎日のように使う。
合理性か芸術性がないことはくだらないこととして嫌悪し、行わな
い。
frefyol  ［動詞］yulを節約する、節約する　［レベル］３　19　【用例】　ans 
frefyol er t'erlor. うちでは水道の水を節約して使っている。
frefanoz  ［音楽］エコノミーピッキング　21

frem  ［形容詞］近い、周囲の、周りの、近隣の　［格詞］～の近くに　［感
動詞］あぶないあぶない、危なかったー　［化学］メタ　［反意語］flon　［レ
ベル］１　16:制 :短距離。古の atu,aluなどから遠近を作ると「ここ」の
atuなどに似てしまい、作りづらいので、別の語源を取った。　lya:atu
:vland　【成句】　em frem a 近寄る、近づく、近付く　【用例】　arte, le at 
frem. あぁ、危なかった。　see reiyu fremik a lu, tiak lu vol bik 
las luut niitel. 少女は青年に近付くと、慰めるようにそっと手を握っ
た。
fremtaz  ［生物］近位、中枢　rd;/　24

fremseelaxti  ［地学］中近東　22

fremna  ［名詞］［形容詞］親しい、親密な、馴染みのある、なじみのある　［反
意語］flonna　［レベル］３　19:ridia:naから始まる感情の単語が多すぎた
ため、fから始めた。　【用例】　xion emat{tilat} fremna a lein. 紫苑は
レインと親しくなった。
fremvas  ［軍事］接近戦　［レベル］５　21

fremfo  ［言語］接近音　19

fremfont  ［交通］近道、早道　［娯楽］マクロ、ショートカット　［レベル］
２　19:ridia:arbaxelt
frema  ［音楽］カリプソ　21:fremazer

fremaxti  ［地学］近東　22

fremayu  ［ランドマーク］フレマーユ音楽学校　［アクセント］fremAyu　［レベル］
６　20:freim　［文化］　セルメルでアルナに建てられた初の音楽専門
学校。
fremazer  ［アトラスの国家］フレマゼル　［レベル］５　19:ridia:「歌魔法を歌っ
て魔法陣を描く」　［文化］　声調言語はフレマゼル島及びケヴェア北西
部で使われる。　彼らは詩を歌のように詠むことで魔法を使う。　
歌と踊りに呼応して魔法陣が描かれ、歌を歌っている間中ずっと効

果が継続するという特殊な魔法である。　フレマゼル島はエルトア
の迷宮ファティスと繋がっており、幼少期のミルフはここで歌魔法
を習得した。　【成句】　adel e fremazer et kai 鳥なき里のこうもり
fremazerren  ［言語］フレマゼル語　［レベル］６　rd;/　24　［文化］　活格
言語の代表で、rdでアシェットによってアルバザードに紹介された。
fremi  ［名詞］グラデーション　［レベル］３　21:frel/miyu

fremixt  ［名詞］［副詞］今後、こんど、今度、最近、ちょっと前、こない
だ、このあいだ、この間、このまえ、この前。２，３日～数週　［類義語］
ixt、flonixt　［レベル］２　rd;/　24:/　［語法］　fikdu

fremins  ［医療］近視、目が悪い　［レベル］３　19　【用例】　an til fremins. 
私は目が悪い。
fremen  ［接続詞］～の近くの　［レベル］３　19:sonohinoki

fremen(2)  ［名詞］隣人、ご近所さん、近所の人、地域住民　［レベル］２
　23　【成句】　apia galt e fremen 隣人の門を指さす：我が身かわいさ
に他人を売り飛ばすこと。ランティス・タンヴェルでアルティス教
徒狩りの尋問官に詰問された住民が隣人の門を指さして「あいつが
魔女だ」と売って自分だけ助かろうとしたことから。
fremern  ［親族］近親、近親者　［レベル］４　rd;/　24　［語法］　親族の中
でもより近い間柄、とりわけ親子や兄弟などを指す。
fremernmals  ［普通動名詞］近親婚　［レベル］５　rd;/　24

fremelte  ［死神］フレメルテ　［レベル］５　meltia 4:atwaayu o luno;e　
19:ridia:ほかの四天王と同じく、神聖古アルカをイメージした語源
不詳のものにしたらしいが、キャラ設定を見る限り恐らくメルへの
あてつけで、語源は frem/mel/te（メルに、近い、感じの）ではないか。
四天王を新生で命名するわけにいかないから、文化的に認めないと
は思うが。　［文化］　四天王（死神四貴族）の一人。最強の死神。女性。
誘燈種。ほかの四天王と一切関わりを持たない孤独な死神。誘燈種
にもかかわらず、夢喰の所作をする。最も知力と能力に秀でた死神で、
ほかの三人を抜きん出ている。性格は極めて残忍で、拷問と虐殺が
趣味。　【成句】　fremelte tafl vil seles rekel. フレメルテが魂を奪い
損なう：河童の川流れ、弘法も筆の誤り、猿も木から落ちる、上手
の手から水が漏る
fremeltetaka  ［地学］［歴史］フレメルテ大陸　［ユマナ］バルティカ大陸　vl;/
　23
fredit  ［魔法］符術師　［ユマナ］陰陽師　［レベル］４　19:ridia:anが付かな
いので注意
fredisk  ［アトラスの国家］フレディスク、竜国　［レベル］３　19:ridia:fretis
　［文化］　面積：82215.36284 km^2　高山帯の国で、かつては竜が巣食っ
ていた。ヒュートの人間でさえ近づかない危険な場所だった。
fredir  ［魔法］フレディール、符術　［ユマナ］陰陽術、陰陽道　［レベル］
４　19:ridia:古 fu（符）/dixent　［文化］　西洋魔法アルトの一種。イ
ンサールで発達した。この場合の西洋はマレットに対する西洋であ
るため、インサールも含まれる。魔法の符 arfaに印や言葉を書き連
ね、魔力を込めておく。これにより、魔法を携帯することができ、ヴィ
ルを戦闘中にほとんど消費することなく魔法を使える。符に封じ込
められる魔法の種類は限られているので、何でも封印して持ち運べ
るわけではない。arfa仕様になった特殊な魔法が込められている。
freyu  ［言語］副詞　［レベル］３　20:frem yuo（動詞の近くに）　［語法］　
副詞は一般副詞 (leimfreyu)と純副詞 (levafreyu)に分かれる。純副
詞は法副詞 (yunerfreyu)と遊離副詞 (dalsfreyu)に分かれる。　　・
一般副詞　　形容詞に elを付ける。開音節では lのみ。lis:lisel, lav:l
avel, amt:amtel, hoomi:hoomil　yogは yoganにしないと「贅沢な」の
意味が出ない。「贅沢に」は yoganel。　　例　rensat lisel（小さく言っ
た）　la enat emtel（彼女は悲しく泣いた）　la leevat entel（彼はゆっ
くりと去った）　　感情動詞 emtは「悲しくさせる」なので、悲しく
なった場合は emtol。なら「悲しく」は emtolelかと思うがそうでは
なく emtel。　もし emtolelにしないといけないなら、liselも lisolel
になり、あらゆる形容詞が～ olelになってしまう。　garvも同じ。「苦
しめる」が動詞なので、garvolで「苦しめられた」。しかし「苦しん
で」を garvolelにすると lisolelになってしまうので garvel。　要す
るに～ olelはなく、～ elだけで～ olelの意味を表せると考えればよ
い。　逆に、存在する語形は～ anel。yoganelのように。むしろこち
らに注意。　　語順は下記のとおり。目的語が重いほど副詞が前に
出てくる。　　動詞＋副詞＋節 :an faxat vienel lent le la siina（彼
の好きな人形を強く抱いた）　動詞＋副詞＋長い句 :an faxat vienel 
lent mem e yuuma lutia（ユーマ＝ルティアの丸い人形を強く抱いた）
　動詞＋短い句＋副詞 :an faxat lent mem vienel（丸い人形を強く抱
いた）　動詞＋語＋副詞 :an faxat lent vienel（人形を強く抱いた）　
　・動副詞　　動詞から副詞を作ることができる。　アルカには本
質的に「他動詞と自動詞」「動詞と形容詞」「形容詞と副詞」の違い
がなく、内容語は基本的に「体言か用言」「モノかコト」「名詞か動詞」
で区別する。　動詞と形容詞に本質的な差がないため、形容詞から
だけでなく動詞からも副詞が作れる。　　lu piinat la setanel. 彼は
彼女を殺すように睨んだ。「殺すように」という能動的な副詞。つま
り相手を殺さんばかりの形相でという意味。　lu piinat la setel. 彼
は彼女を殺されたように睨んだ。「殺されたように」という受動的な
副詞。つまり死体が加害者を恨めしく思って睨むような視線でとい
う意味。　　形容詞の場合、lisel（小さくされたように→小さく）の
ように、受動的な意味で使うケースが無標であり、語形も短い。　
しかし動詞の場合、setanelのように能動的な意味で使うケースのほ
うが多いが、語形は有標である。　　このように、動副詞はふつう
の形容詞から作る副詞に比べて無標の意味が有標な語形を持つ。　
23年までは動副詞という概念がなく、動副詞は能動的な意味が無標
で、setelで setanel（殺すように）を表していた。　ただ 23年までも
yogan（贅沢な）のような動詞の現在分詞的な形から派生した副詞は
yoganelになるかyogelになるかで揺れていた。　23年に至るまで徐々
に yogelが「贅沢に」の意味として正しい方向性で固まりつつあっ
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たが、ルシアらネイティブの語感に反し、ネイティブらが yoganelや
setanelといった言い方を示し合わせたかのようにしだしたことから
大人たちの理論が見直され、この動副詞という概念が生まれるに至っ
た。　　・主格動副詞と対格動副詞　　夢織の中で pipを使った用
例で主格動副詞と対格動副詞の違いが見られる。これはなかなか貴
重な例なので挙げておく。　主格動副詞：see lu bik meljien, bad
ik teebe pipanel. すると彼女はメトロノームを掴み、ローブを着た
奴に投げて打った。　対格動副詞：son ami tio lot le at rig pipel. 
だからあれは単に投げられて壊れたものだと思ったんだ。　　・法
副詞　　いわゆる助動詞のこと。動詞の直後に来る。場所を変える
ことはできない。elは付けられない。　後置系は lax, sen, vil, vanなど。
　前置系は否定の en、命令の re、禁止の denなど。　　法副詞といっ
てもすべてが法ではない。　アスペクト系のものは kit, satなど。　
テンス系のものは turなど。　　・遊離副詞　　動詞の直後に来た
ら elが不必要だが、それ以外の場所だと elが必要なもの。　aluut類、
lut類、laiza類、moa、nei、map、halm、aiなど。　　・遊離副詞の形
容詞的用法　　moa（既に）などは日本語では形容詞にならない（「既
な」のような言葉はない）ので、文中のどこにいっても elなしで副
詞にしていいように感じられる。　la luna moa atuが la luna atu moal
になるのは面倒で、la luna atu moaでいいではないかと思う。　　し
かし moaは形容詞の意味がある。aluutや lutなどもそうである。例え
ば levn moaは既往症という意味になる。日本語に「既な」があれば
簡単に理解できそうなものだが。　yapi neiは未接種の予防接種、
esk kamilは天気予報の用語で高確率の雨、esk lutはいつも降る雨、lan
ko laizaは「まだまだ未熟な子供」、bal danteは「作りたての壁」や「ペ
ンキ塗りたての壁」。　何が既に終わっているのか、何がまだまだな
のか、それは文脈の中で具体的に決定される。いずれにせよ何かが
済んでいたり確率が高かったりするという意味の形容詞になる。　
　moaらに形容詞用法があるということは moaらを副詞として使うと
きには elを付けないと、形容詞と区別できない。　そこで moalなど
が存在する。　　・形容詞にかかる副詞　　形容詞にかかる副詞は
elがいらない。　tu et lant tinka.　tu et daz rat a ti.　　・副詞にか
かる副詞　　これも elは不要。　例：tyu klitik non ratel rak.　例：
lu lef sen taxel tinka. 彼はとても早く走る。　　・感動詞と副詞　　
感動詞にかかる副詞は elがいらない。　sent tinka.　　sent tinkalに
すると「非常に感謝する」という文語的な印象に。　non sent tyu 
tiinalの場合は sentが感動詞の解釈はありえないので tiinalに。これ
は別に文語的ではない。　　・副詞の順序　　http://constructed-
language.org/arka/study_yulf_30.html　　・地球での変遷　　古ア
ルカ：heで示した。vivi heで「強く」。he viviの語順の時代も。
　制アルカ：動詞の後に形容詞を置くと自動的に副詞。あるいは rax
格に回す。　新生：下記　　１：raxが seに。動詞の直後という方法
も残存。　２：seから s'が分離。　３：動詞の直後は純副詞だけに。
　４：３により seの頻度が増し、摩擦音の sがうるさく感じられる。
リーザが seを eに。リーザ、ミリア、メル、ルシア、セレン・リディア・
ネットの順で伝播。経緯は下記。　　＿＿＿＿　　21年にリーザが s
を脱落させ、eとする。それがミリアに伝わり、ミリアからメルとリ
ディアへ。しかしリディアは原理主義でこれを拒む。メルからルシ
アへ。ルシアからセレンへ。メルが事情を伝える。セレンからネッ
トへ。セレンが知ったときリーザとリディアは出張中だったため確
認できず。セレンは seの頻出をうるさいと感じて後押し。リーザが
eとしたのは当初 seの摩擦音が強くてうるさいためだろうと考えら
れた。動詞の後に副詞を置けなくなったため、頻度の増した seがう
るさく感じられたのだろう。ところがその後古アルカの heが原因で
はないかと考えられた。heは hが弱いのでよく脱落して eと発音さ
れた。あのころの感覚なのではないか。新しいものに対応しづらく
なってきたというと語弊があるが、年長者のリーザから起こった変
化ということを考えると納得できる。　　＿＿＿＿　　５：1195に e
がクミールを通過せず。理由は kenoの eと混同があるため。セレン
は事前にこれを予期して下記を執筆。　　＿＿＿＿　　＜接続詞の e
と格詞の eは混同するか＞　　接続詞が「名詞＋ e＋名詞」で、格
詞が「目的語＋ e＋形容詞」の構造を持ち、なおかつこの形容詞が
名詞用法も持つとき、混同が起こりうるのではないかと考えた。混
同があるなら格詞の eを seに戻したほうがいいのではという議論が
起こるはず。そこで検証してみた。　　bikat las e diafiolは「奥手
な子の手を握った」のか「うぶな感じで手を握った」のか分からな
いと感じた。本当にそうか検証する。　奥手な子の手を握った→ bik
at las e diafiolen：属格でないと奥手な子という意味にならない。　
うぶな感じで手を握った→ bikat las e diafiol：eは格詞。e diafiol
で副詞となる。　bikat las diafiol：手自体が奥手という意味になる。
比喩的で、手と人のパートニミーである。　ここまでは混同は起こっ
ていない。次の例に行く。　　vandat retl e dalhamelでフルパワーな
のは自分なのか敵なのか。　フルパワーな敵を→ vandat retl dalhamel
　フルパワーで敵を→ vandat retl e dalhamel　フルパワーな者の敵を
→ vandat retl e dalhamelen：この場合、攻撃した人、フルパワーな
人、フルパワーな人の敵の３人がいることになる。　retl e dalhamel
を副詞句でなく接続詞で「フルパワーの敵」と訳せないか。anit et 
retl e dalhamel（疲れはフルパワーの天敵だ）では接続詞で解釈でき
る。なら混同が起こる気がする。しかしこの文では逆に「疲れはフ
ルパワーで敵だ」という副詞句の解釈ができないため、結局混同は
起きない。　　nabat las e harは「赤の手を塗った」のか「赤く手を
塗った」のか。　赤い手を（何色かに）塗った→ nabat las har　赤く
手を塗った→ nabat las e har　赤いものの手を塗った→ nabat las e har
en：例えば赤い服などを着た人の手を何色かに塗った場合など。　na
bat las e harを「赤の手を塗った」と解釈できれば混同を作れる気が
する。例えば harが人名だったり社名だったりすれば「赤く手を塗っ
た」との混同が起こる。　　こう見ていくと、nabat las e harで「赤
の手を塗った」と「赤く手を塗った」との間に混同を見いだせる。
では次にこれは解釈不可能か否か。　恐らく実際問題これを現場で
混同することはないだろう。文脈があるからだ。文脈を考慮すれば
混同はたいてい解消される。文脈がなければ解釈が揺れる文は自然
言語にも無数に存在するが、それを根拠に単語を変えたりはしない。

恐らく eを seに戻すほどの混同力はない。　　文語については検討
したが、口語は検討できていない。文は遡れるが音は遡れないので、
言語では一般に口語のほうが混同を嫌う。口語のほうが一発で通じ
させる必要性がある。口語で混同が強ければやはり seに戻すという
話になる。　音声面で nabat las e harを見てみると、「赤の手を塗った」
は「ミールの手を塗った」と同じ抑揚になるので、lAs e mIirのよ
うに lAs e hArと読まれる。　一方「赤く手を塗った」は「強く叩
いた」と同じ抑揚になるので、badat Elen e vienのように、nabat lAs 
e harと読まれる。　つまり harの音の強さや高さが異なる。口語で
はここで区別している。従って口語は文語より混同するどころかむ
しろ逆と分かった。　日英語でも文では混同するが音では抑揚で区
別できる例は多い。「私は好きです」の「は」を強く読むと「私は好
きですが、ほかの人はどうでしょうね」という意味になる。ただの
主語（ここでは経験者）から限定的な意味に変わっている。この文
の場合、「は」に傍点を付けるなどしなければ区別できない。「そう
いうこと」も「あ、そういうことぉ！」という気付きと、「わかって
るでしょ、そう、そういうことよ」という意味の場合では「そういう」
の高さが違う。高さによって意味合いが変わる。しかしこれは文で
は分からない。　　　・問題は別のところにあるのではないか　　
結局結論としては　「混同しない。しても文脈で判断できる。判断で
きなかったとしても非常にレアで、そのために頻度の圧倒的に高い e 
vienや e filなどを seにして長くするよりも合理的」　ということ
になる。　　しかしこれは正直にいえば恐らくこういう結果になる
だろうと長年の経験で予想していた。問題は別のところにある気が
してならなかった。　どちらかというと eに違和感を感じるのは下
記が原因ではないか。　　bikat las e～まで聞くと、「あぁこれは「の」
の eか。いや待てよ。今度からは副詞かも……。eの時点で解釈が
できない。次を見なければ」と思う。この待たされる宙ぶらりん感
が嫌なのではないか。　las e miirと来れば「あぁ、ｏｆのほうか」
と思うし、las e vienと来れば「あ、－ｌｙのほうか」と思う。最後
まで聞かないと解釈が安定しなくなったのが嫌なのではないか。ｏ
ｆのほうかなと思って聞いていたら形容詞が来たからここは副詞句
で解釈だとなると、e vienは lasでなくその前の動詞にかかる。だか
ら動詞が何だったか脳内で検索して、この e vienを動詞 bikatにか
けなおさなければならない。これが面倒で、脳が不快なのではないか。
　　この話をメルに相談したところ、それは現状 eが接続詞でデフォ
ルトになっているからにすぎないと言われた。bikat las eまで来たと
き、この eが lasにかかるものと決め付けているのは旧来の癖にすぎ
ない。eが接続詞にも格詞にもなるなら始めから eまで聞いた段階
では lasにかけておかない。その後 miirが来れば初めて lasにかける。
だからかけなおしという感覚は旧来の癖にすぎず、これをもって se
に戻すのは合理性がないという。これについては了解した。　　ま
た日本語で検討してみたところ、似たようなものがあることに気付
いた。　「俺の」まで聞いたとする。この後「手」と来れば「あぁ、
ｏｆか」と思う。しかし「言ったことを」が続けば「あぁ、ここは
「が」を意味する「の」か」と思う。　これでは las eの話と同じでは
ないか。結局「の」の後を聞くまで「の」の解釈が分からない。eの
後を聞くまで eの解釈が分からないのと同じだ。　しかしだからと
いって日本語は格助詞「の」を廃止するかというとそんなことはな
い。同じような例は「の」以外にもあるし、英語にもある。となれば、
解釈が宙ぶらりんになるからといって seに戻す必要はないというこ
とになる。　もし戻すのなら、残る可能性は「解釈が宙ぶらりんで
なく不明瞭になるから」だが、これは「現実的に混同することはま
ずないし、そのリスクよりほとんどの日常的な副詞句を手早く喋れ
るメリットを取ったほうが良い」という結論ですでに解決している。
よって seに戻す必要性はないと結論付けられる。　　＿＿＿＿　　
ところがクミールの問題にしていたのはここではなかった。seに戻
すのではなく、seそのものが問題だというそもそも論に発展。　se
が格詞なら後ろには名詞句しか来れないはず。なのに seだけ形容詞
を取る。kaなどとは違って。これは文法的に見て異様とのこと。副詞
が動詞にかかるので格詞扱いにしていたが、文法的な振る舞いがお
かしい。格詞の「名詞句を取る」という定義に反する。　eに嫌気が
さしたことが契機となり、このそもそも論が勃発。クミールが elを
提案。s'や eというアクロバットな組み合わせに辟易していたことも
あり、比較的ルティア家があっさり受け入れ。セレンも検討し、了
承。同 1195より実験に入る。　　動名詞は elから elsに。良い音を取っ
ているくせに頻度が少ないのでターゲットになったようだ。　メリッ
トは副詞の位置が比較的自由になったこと。　また、クミールは se 
hanや se ratのような一拍置くリズムが嫌だったという。副詞という
１概念なのに発音上は２概念に見える。座りが悪かったそうだ。　
　なお、上の考察に対しクミールは "la iskat lei e firmas"では「彼
は無知に本を読んだ」のか「彼は白紙の本を読んだ」のか区別でき
ないので混同するという例を出し、セレンを論破した。　　去年は
属格で揺れて今年は副詞で揺れた。　属格で最後の揺れとしていた
リディアは不快だったようだ。しかし直すなら早いほうがいい。子
供が危ぶまれる。　　1196:ネットでは sas haitというのだから seの後
に形容詞が来てもいいのではという意見があった。それを受けて考
えてみた。　sas haitは sas haiten, sas tul haitが根底にあると考えられ
るから、結局名詞句が後ろにある。形容詞ではない。　でもそれな
ら seだって se kook vienなどと考えられるから、sasと同じだ。sasが
イキなら seもイキでいいではないか。　という意見も成立するよう
に思えるが、elに流れた今となっては elを抑制する理論でないと流
れは変わらないだろう。　　こうなった発端は９年前のプロトタイ
プ制アルカだ。世界一簡単な言語を目指した結果、形副詞が生まれた。
　語順で副詞を示し、形容詞だけ覚えればいいようにした。それが
使いづらいということで raxや seができ、徐々に今日の elに向けて
崩壊していった。　結局９年間引きずったということで、言語の変
化はやはり緩やかだと感じた。といっても個人でＰＣの前だけで作っ
ている言語ならもっと早く舵取りできたし、変えようと思えばその
日のうちにでも変えられるのだろう。アルカは動きが重い。
frel  ［医療］慢性　［副詞］ゆっくりと、漸次的に、じょじょに、徐々に、
だんだん　［反意語］rom　［レベル］２　19:seren/ridia:arbaxelt:恣意　【用例】
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　jent emat rat frelel. 天気はだんだん良くなっていった。
freltax  ［音楽］アッチェレランド　［反意語］freldemi　［レベル］６　rd;/　
24
freldemi  ［音楽］リタルダンド　［反意語］freltax　［レベル］６　rd;/　24

frelges  ［ネガティブ］［形容詞］［副詞］漫然な、漫然と、だらだらと、ダラダ
ラと　［レベル］３　rd;frel/ges「ゆっくりと腐るような」　22

frelhopseripoa  ［医療］慢性骨髄性白血病　19:seren

frelant  ［ジョブ］竜騎士、龍騎士、ドラゴンナイト、ドラグーン、竜騎
兵、フレラント　［レベル］４　sr;fretis/lantis,rk　23　［文化］　fretis, ava
ar, klianxe　飛竜に乗って戦う兵士。srのルカリア発祥。やがてレス
ティルなどにも伝わった。軍隊の中では花形の兵科で、ダントツの
人気を誇る。　青や銀や黒の鎧を纏い、長い槍を持つ。この槍を持っ
て竜から落下し、身一つで敵の頭上に槍ごと突っ込むことを avaarと
いう。アヴァールをした後は飛竜が降りてくるので再びまたがる。
アヴァールが外れた場合は地面に落下しないよう、直前でユノで浮
き上がり、安全に着地する。　竜に乗ったまま急降下して敵を槍で
突き刺す技は klianxeという。敵に槍を放つとともに竜を急上昇させ、
再び急降下して攻撃する。このようにして連続攻撃を行う。クリア
ンシェは複数回攻撃できるが、一回あたりのダメージは小さい。ア
ヴァールは一撃必殺で、全力をかけて敵めがけ落下していく。
frea  ［地学］鉄　［形容詞］鉄の　［組み数字］４/４　［レベル］２　meltia 88:gi
lius;frei.k　19:freiから。剣を作る道具　［文化］　ヴィルの伝導率は
良くないが、ユノの伝導率が極めて高い金属。それゆえ剣などの武
器に使用される。　【成句】　bolt frea hart 鉄は熱いうちに打て
freasel  ［歳時記］鉄の日　［レベル］３　21　［文化］　fantsel

frean  ［ネガティブ］［形容詞］図太い、神経が図太い　［類義語］naav　［レベル］３
　20:frea/na（鉄の心）
freafont  ［企業］［人名］フレアフォント、国定　［レベル］３　21　［文化］　Ｊ
Ｒ、国鉄に相当する企業。
freamekia  ［名詞］鉄器　［レベル］４　meltia 88:gilius;/　23

freadol  ［地学］鉄鉱　［レベル］５　19

frealil  ［化学］鉄→ frea　［レベル］４　19

frei  ［アイテム］剣、諸刃、両刃　［類義語］kal　［レベル］２　sa meltia 88;fov
et。剣を振ったときのビュンという音から。　17:制 :古ではpiikiだが、
剣を振ったときのオノマトペから 17年に作った。神話では古からあ
る。　txogi,piiki,frei:piiki,frei:lu juliet:kali,alt sakla,figit　【成句】　
frei kaen gag 喉元の剣：絶体絶命　［文化］　最古の剣は石製で、次に
銅剣などが fvでギリウスによって作られた。メルティア 88年に鉄
の剣が作られた。
freitiil  ［丁寧］［親族］［男性］freinoa　［レベル］２　21　［語法］　男性が別の
女性に向かってその父（たいていは自分）を指すときの言葉。それ
自体が丁寧な言葉なので、freidinなどはない。　［文化］　laala　【用例】
　m? freitiil mir sont ti, xia? ん？お父様に撫でてほしいのか、
紫亞？
freituan  ［丁寧］［親族］［女性］freinoa　［レベル］２　21:ridia　［語法］　女性
が別の女性に向かってその父を指すときの言葉。それ自体が丁寧な
言葉なので、freitwanなどはない。　［文化］　laala　【用例】　freituan xa 
parm, xian. 紫亞ちゃん、お父様は日本にいるのよ。
freis  ［名詞］フレイス、フレティス人、飛竜人　［レベル］５　20:ridia　［文
化］　飛竜方に住む民族。ヒュート人、イネアート人に分かれる。トー
ル人に比べて体格がよく背が大きい。髪や目の色は薄く、金髪や碧
眼が多い。
freisakl  ［アイテム］ソードベルト　［レベル］５　22

frein  ［ジョブ］フレイン、戦士　［名詞］運動選手、格闘家、体育会系　［レ
ベル］３　zg　19:ridia:frei/an　raava:raava, frein:　［文化］　魔導師に
対する概念。freianと違い、剣士とは限らない。
freint  ［名詞］フレイント　［レベル］３　20:frei/te　［文化］　エタットと
リースを男女に分けた場合、男性は剣と盾に準えて freint, akletとい
い、女性は魔法の杖とタリスマンに準えて arnet, renteという。ア
ルデンやアルベンなど、位相の種類が多いため、まとめた言葉とし
て辞書のタグなどに使われる。　ユンクとミリアとマユは言語上同
じ単語を使うことがあり、この３種のまとまりをさらにyunteという。
マユとユンクの総称は liiteで、これに対してマユとミリアの総称
は folte。　マユは中間的な位相なため、たいてい arnetだけでなく
renteも場合に応じて使う。辞書に［rente］とあっても状況や個性に
応じて使うことができる。個性というのは例えばマユでもユンク寄
りのマユやアンマ寄りのマユがいるので、前者の場合積極的に rente
を使うことになる。　　rente:yunk/milia　yunte:mayu/yunk/milia　li
ite:mayu/yunk　folte:mayu/milia
freinsalas  ［被服］タンクトップ　［レベル］４　21

freinsoj  ［医療］脊椎すべり症　［レベル］６　19:ridia　［文化］　カコで、
戦士がよくなったことから名づけられた。
freinhod  ［医療］疲労骨折　［レベル］５　19:seren/ridia

freinoa  ［丁寧］［親族］［rente］お父様、父上、おじさま、フレイノア　［ア
クセント］freinOa　［レベル］２　21:frei noan（私の剣）　［文化］　laala

freinoan  ［丁寧］［親族］お父様、父上、おじさま、フレイノアン　［レベル］
２　21:frei noan（私の剣）　［文化］　laala

freinemp  ［植物］グラジオラス　17:剣の形の葉から
freivantis  ［軍事］剣兵　［レベル］４　19:ridia

freiverant  ［医療］剣型人格障害　［レベル］５　al;/　23:seren/mel　［文化］
　verant
freim  ［魔法］歌魔法、フレイム　［レベル］４　19:frem（短い）の二重

母音へのアプラウト。通常の歌より短い、魔法用の歌であることか
ら。　［文化］　ミルフおよびネーネの使う特殊な魔法。呪文が歌となっ
ており、彼女が歌っている間、効果を発揮する。味方の戦闘力をあ
げるなど、補助系の魔法が多い。　本場はフレマゼルであり、フレ
マゼル語で唱えられることもある。フレマゼル語は世界で比較的珍
しい活格言語に属するが、歌魔法によって rdで知名度を得た。
freimia  ［筐堺］フレイミア　rd;freim/dia（土地）　［レベル］５　22　［文
化］　筐堺司：neene valem　筐堺国：fremazer, aviel, aloz, hyukal, ko
papal, mokal, palra　adentoはオヴィと共同統治。
freimiina  ［名詞］男勝りな女　［反意語］anfelixia　［レベル］３　22:「剣を持っ
た花」　［文化］　anfelixia

freigan  ［人名］フレイガン　20　［文化］　(yuuma 7914:(8086:)アルバ二
世。　yuuma 7914 アルバ、息子の freiganを授かる 
freigek  ［娯楽］けんだま、けん玉、剣玉　［名詞］騎乗位、騎上位　［レベ
ル］３　17:制 :けんの部分が剣を意味する古アルカの字に似ており、
それに球を留めることから。｢剣玉 ｣と同じ発想。 | 19:mel　［文化］　
おもちゃの一種。アルバザードのものは日本で普及しているものと
異なる。まず、大皿小皿の違いがない。単純図形における左右非対
称を嫌うからである。また、剣が交差する部分、球が刺さっている
ときの場合は球の下の部分、そこに剣が突き出ている。剣玉が十字
に見えるように正対したとき、一番上には球がくる。その下には横
木と縦木が交差している部分がある。その交差している部分に一本
棒が前後に突き刺さっているということである。このように剣が突
き刺さっており、前から見ても後ろから見ても剣が突き出ているの
で棒が二本あるかのように見えるが、一本の棒が貫通しているだけ
である。この剣の部分は頂点に生えている剣と同じもので、とめけ
んに使ったり、ここを持って遊んだりする。尚、この剣は頂点の剣
より短い。ようやっと球が落ちずに収まる程度である。剣が長いと
横の皿同士でもしかめのように球を回しあうときに邪魔になるから
である。要するにアルバザードの剣玉は小皿大皿の区別が無く、真
ん中に角が前後に生えていると考えればよい。尚、真ん中の角がな
いものや、真ん中の角がなくなって代わりに小皿になっているもの
もある。これらはバリエーションである。　　・性交の体位　　sarm
ixiが起こりやすいことと、女性主導で女性が疲れるということで、
アルバザードではあまり好まれない。めんどうだからと騎乗位をせ
がむ男性は嫌がられることが多い。
freigel  ［軍事］銃剣　［レベル］５　nd;/　24　［文化］　gel

freiya  ［エルト］フレイヤ　［レベル］４　古　［文化］　エルフレインの姉妹
のうち、姉のほう。ルフェルの腹心を務める。
freir  ［娯楽］ギルド、傭兵所　［レベル］４　22:frein/ra　［文化］　兵士や
戦士や魔導師の集うところ。現代ではゲーム内に存在する。
freiria  ［地名］フレイリア湾　［レベル］５　20:ridia:elfrein/eria　［文化］
　ヒュート・ファルファニア間の湾。
freian  ［ジョブ］剣士、剣闘士、グラディエイター、グラディエーター、
ソードマン　［レベル］３　19:ridia

freiadis  ［法律］剣刑　19　［文化］　柱にくくりつけ、刑場を通る軍人が
一本ずつ剣を突き刺す刑。軍の違反者に適応。
freiom  ［運動］剣道、剣術　［レベル］３　20　［文化］　yuvelの一種。学校
で習う。
freieli  ［動物］カジキ、かじき、メカジキ、ソードフィッシュ、メカ
ジキ　［俗語］男根の長い男性 :18:zana:apiat ovi kon tu friskev　［レベル］
４　17:制 :剣の魚
freieliifa  ［地球の星座］［ユマナ］かじき座　24　［文化］　ifa

fl  ［歴史］フィアル、fial　［レベル］３　21

flak  ［名詞］羽毛　［レベル］３　19:flap/kern　【用例】　an siina yol lonz e 
flak im mok. 寝るときに羽毛の枕で寝るのが好きだ。
flas  ［動詞］yulを放浪する、放浪する　［普通動名詞］放浪　［レベル］４　
milf:古 :flas
flaskad  ［地球の国名］カザフスタン　［レベル］６　19:国名が放浪の民の国
flan  ［天文］望遠鏡　［レベル］３　高
flan(2)  ［人名］フラン。flanflerの愛称　21

flant  ［気象］そよ風、微風、そよかぜ、涼風　［形容詞］ふわっとした、香
るような、立ち込める、たちこめる、立ち籠めるような、立ちこめ
る　［美容］ブロー　［類義語］flens　［レベル］２　20:flan（オノマトペ）/
teeze　【用例】　flant lunak ento nia luut le yutas xelfi and emik fo sal
sal. そよ風が吹く。青年の髪が月の光を浴びながらさらさらと靡く。
flantinim  ［美容］ロールブラシ　［レベル］５　21

flanxia,ltd  fasa
flanxian  ［被服］テイルコート　rd;<,lt<flanxia/en　24　［文化］　地球より
早く rdの ltでできた。
flans  ［魔法］獅晄　［反意語］vivid　［レベル］４　szl;flamから来ている。兵
舎のレリーフから→ dolmiyu　21　［文化］　dolmiyu

flan vland  ［人名］フラン＝ヴランド　vl　23　［文化］　flanar　vlの数学
者。
flanver  ［地名］フランヴェール　［レベル］５　21　［文化］　ilmusの meltia 
18（フランヴェールの魔女）参照。　ガルヴェーユの地名。ユーマの
封じられた泉がある。
flanver(2)  ［人名］フランヴェール、怪盗フランヴェール、義賊フラン
ヴェール　［レベル］５　;flanver　21　［文化］　ndの混乱期に現れた義賊。
金持ちから奪い、貧しい民に分け与えた。石川五右衛門に相当する。
flanvert  ［名詞］義賊、怪盗、フランヴェルト　［レベル］４　;flanver/te
　21
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flanverj  ［魔法］風花園、フランヴェルジュ　［レベル］３　mt;<>flant「風
の園」　21　【成句】　flanverj dinim 花鳥風月　［文化］　eska

flanverje  ［人名］フランヴェルジェ、花風院　rd;flanverj.k　23

flanvel  ［企業］フランヴェル　［レベル］４　21:創始者の名から　［文化］　ブ
ルガリ、グッチ、エルメス、シャネル、バーバリ、コーチ、プラダ
などのブランド会社に相当する企業。
flanflan  ［料理］だし巻き卵　［レベル］３　22:luxia:食感から。新宿。これ
は食べた。
flanflit  ［魔法］獅法水晶、フランフリート　［アクセント］flanflIt　［レベル］
５　sm;flans/iflit　21　［文化］　iflit

flanfler  ［歳時記］夏、風夏（ふうか）、フランフレール。涼やかな夏　［形
容詞］夏の　［人名］フランフレール　［アクセント］flanflEr　［レベル］４　20:fla
nt/flea。lt　［語法］　diaxer

flan dist  ［人名］フラン＝ディスト　［ユマナ］サンタクロース、サンタ、
サンタさん　［レベル］２　22:ridia　［文化］　→ liizliiz　rtの偉人。男
性。アルシアで孤児院長をしており、身寄りのない子供たちの世話
をしていた。liiz liizの日に子供の成長を祝ってやれない貧しい家
庭に施しをした逸話があり、やがてその話が拡大解釈されてアルバ
ザード全土に広まっていった。　死後に神格化され、rt末期にはこ
どもの日にプレゼントをくれるという伝説が生まれた。すなわちサ
ンタクロースに相当する人物である。　アルシアが寒い地域であっ
たことから、メルの月にしては厚着。細身で柔和な顔つきで、銀縁
メガネをかけた糸目の３０代後半の男性の姿をしている。常にニコ
ニコしていて性格は穏やか。背が高い。rtでは既に滅んでいたはず
のヒュート産の白銀の小型ドラゴンに乗り、よれよれの灰黒マント
を羽織っている。左腰には魔法の杖を差している。子どもが寝静ま
ると空を飛んでやってきて、窓や煙突から入って枕元にプレゼント
を置いてくれることになっている。のんびりしたところがあって、
子供にからかわれやすい。「ぱぱ先生 (rsiila xanxa)」と呼ばれていた。
　非常に優しい上に女性受けする綺麗な顔立ちをしていることから、
小さい女の子の憧れの的になっている。名前が女性っぽいこともあ
り、余計中性的なイメージがある。ただ無精髭があるので、「せんせ
い、おヒゲそりなよ」とよく言われる。　もちろん実際には自分の
家のお父さんが担当することになるのだが、大体１０才になるまで
は大人は皆黙っておく。日本と違って半分以上はその存在を１０才
になるまで信じている。レインは事実を知って泣いたクチ。　【用例】
　（以下は幻文がルシアによるもので、和訳はセレンが付けたもので
ある）　５歳の娘の日記が夢なさすぎる上に高度すぎて吹いたｗ　　
flan dist et fiana az eyo.　　non xar flan dist et diana. alkalt et sa
nje eu.　　elt, xalt alf, flan dist et xir lan voas ul lu aaj xir yuli 
sein le nan xant sefir al. es?　sinl xiit alx e yuli et 10 viks kont la
naxl t'atolis et 70 viks.　sinl xiit flan dist fit kit sefir i selrein 
lana lu yol sen em 24 miv enzel on camselsa o camsel.　lu til 8'6400 
jin lana fit sefir a 10 viks yuli. alfi lu fit xir xant a 1 yuli kokko 
8.64*10^-5 jin. yan tu et vilxan eu.　　saal, xalt avl, lu si sanje len 
xant sefir a yuli sein mil lu xim sen yuu gio i tu sool.　　alson 
xalt alf ont avl, non xar flan dist et diana eu.　　サンタクロースは
実在か。　　サンタクロースは虚構であると考える。以下が理由で
ある。　　第一に、数学的に、サンタクロースは複数人であるかプ
レゼントをあげる子供を厳選する必要がある。なぜか。　子供の数
を 10億、地球の人口を 70億と仮定しよう。　クリスマスとイブに
24時間限界まで使えるよう、日付変更線からプレゼントを配ってい
くと仮定しよう。　10億人の子供に対して持ち時間は 86,400秒。つ
まり一人頭 0.0000864秒で配る必要がある。これは不可能だ。　　
第二に、経済的に見て、サンタクロースにはプレゼントを配るだけ
の理由がない。というのも、この行いによるメリットがないからだ。
　　ゆえに数学的および経済的に、私はサンタクロースが虚構であ
ると考える。
flandir  ［地名］フランディール　［弓道］武射系　［アクセント］flandIr　［レベル］
６　21:lt　［文化］　トモエ県の一市。トモエ県トモエ区トモエ市の北東
部にある。
flandia  ［名詞］［魔法］フランディア、女、美少女、理想の女性、二次元
美少女、三次元美少女　［類義語］almifre　［反意語］belma　［レベル］３　vl
;fren/dia　22:fren/dia「澄んだ夢」　［文化］　漢字ではしめすへんに
女。男が想う女像。二次元か三次元のアイドルなど。主に前者。人
によっては前者のみ。　エロゲやラノベなどサブカルに出てくる女。
しばしばというか完全に実在しないこんな世の中は滅べばいいんだ
よ。　男が欲しいのはflandia一択。そうでない女はそもそも女でない。
どうしても戸籍やマスコミが minと定義したいなら、ならば minな
どに興味など持たず新たに flandiaと belmaを定義し、flandiaだけを
存在すべきものとして認めればいいではないか諸君。　【用例】　［言葉遊
び］flandia yun klandia diat. フランディアは幻想的なダイアモンドの
よう（ネットユーザー）
flandialiva  ［娯楽］ギャルゲー、ギャルゲ、ギャルゲーム　［レベル］４　
al;/　23
flandiia  ［伝統色］フランディーア：存在：＃４１ＡＡ４１：mel mel　［レ
ベル］６　22:ridia/seren:「フラン＝ディストの緑」
flandol  ［代詞］［yuul］君たちの　［レベル］１　21:pinena:flent/tul

flanpxet  ［歳時記］風夏の雫　［レベル］３　21:flanfler/pxet　［文化］　pal pal
の休日。地球でいう８月の中ごろで、最も暑い時期。同時に７月か
ら続く暑さにバテているころでもある。この日は街中の至る所で噴
水やシャワーや風船を使って水をばらまいて行水する。人々は水を
掛け合い、涼風に興じる。こうして暑気払いを行う。　rtで始まっ
たが、後にミロクが pal palの日に制定した。paalの語源が papaluraと
同根であることから、pal palは言ってみれば「太陽 太陽」に通じ、
暑さの象徴となっている。そのため暑気払いにはもってこいで、こ
こにも言葉遊びが潜んでいる。

flanpel  ［料理］クリームソーダ　［電算］フランペル　［ユマナ］ｙｏｕｔｕ
ｂｅ、ｙｏｕ　ｔｕｂｅ、ユーチューブ、ようつべ、つべ　［レベル］２
　21:ridia　［文化］　vlでできた国内最大手の動画サイト。トップペー
ジにクリームソーダの絵があったことから。　クリームソーダ自体
は rtでカテージュでできたお菓子。当時は現在のような技術がない
ため、甘みをつけた炭酸水にアイスクリーム状のものを載せたもの
であった。
flanj  ［動詞］yulを囁く、囁く、ささやく　［普通動名詞］ささやき、囁き　［類
義語］tist　［レベル］２　22:flanj,szd「樹花の葉がざわめくように」
flanj,szd  miina、liibe

flanje  ［ランドマーク］風花院、フランジェ、院。日本語訳文中では単に院
と略すことも。　lj;flanverj/te　22　［文化］　リーザとミーファが切り
盛りする孤児院。幻京橋駅から徒歩１５分程度のところの小高い坂
の上にある。ljのセレンやメルが育った場所。　　・孤児　　孤児
院フランジェにはリディアのほかに 4人の孤児がいる。彼らは苗字
も分からず、かろうじて名前を覚えているだけだった。皆、リーザ
やミーファが拾ってきた孤児だ。　　　一人目は ixtal。yunk。年の
ころは 14, 5に見える。が、実際いくつなのかは分からない。いつも
黒紫の服を着ている。性格は大人しい。　　イシュタルは数年前に
雨に濡れていたところをリーザに拾われた。なぜかたまに古語が出
てしまう。不思議な子だ。　　　二人目は milha。milia。11歳。魔族
ディーレスと精霊のハーフだ。猫耳を持って生まれたせいで虐めら
れてきた。魔族なのに気弱で泣き虫で怖がりな子だ。　　しかしミ
ルハのポテンシャルは強力なので、過度の恐怖を感じると無意識に
周りのものを魔力で粉砕してしまう癖がある。　　耳に極度のコン
プレックスがあるため、常に帽子をかぶっている。頭に手が触れそ
うになると恐がる。撫でようとしても嫌がる。　　　三人目は kono
ha。mayu。見た目は 16歳程度。凪人の名を持つが、れっきとしたロゼッ
トで、神と人の混血児だ。　　コノハはロゼットにも関わらず、あ
るものを司って生まれてきてしまったため、天界から追放されてし
まった。　　人を幸せにすることに生き甲斐を感じる。けなげで純
粋で天真爛漫。しかし呪われた血のせいで、親切心がいつも裏目に
出てしまう。　　　四人目は fealis。amma。17歳で、人間の捨て子だ。
ユベールの達人で、ミルハを妹のように可愛がっている。　　フェ
アリスは芯の脆いところがある。親に捨てられたトラウマが消えず、
拒絶されることを異常に恐れている。
flanjet  ［被服］ローブヴォラント　sm;<lt<flanj/et「花のように広がる」
　24　［文化］　flanjetや yunkotは地球より早く sm後期にはできていた。
rdの貴族解体以後も高貴なものの間で残り、rtごろまで残っていた。
flanlo  ［被服］テューダーキャップ　sm;flanという貴族が始めた帽子　
24
flanar  ［電算］［数学］チューリングマシン　［レベル］６　vl;flan vland/ar　23
　［文化］　vlで flan vlandによって作られた仮想機械。
flanifa  ［地球の星座］［ユマナ］ぼうえんきょう座　24　［文化］　ifa

flanet  ［被服］ダブレット、プールポアン　sm;flanという貴族が着たこ
とから。　24
flavie  ［人名］フラヴィエ　［名詞］朝。５時から１０時。　［形容詞］朝の　［レ
ベル］２　20:ridia:flaver.szd（朝日）　mopa:mopa:la flavie　［文化］　miza
ri
flaviexelie  ［名詞］一喜一憂　［レベル］３　22

flaver  ［気象］朝日　［医療］太陽　rd;<szd　24

flaf  ［音楽］賛美歌、頌歌、オード　［レベル］３　sorn:flaf

flaf,szd  fenl　fovet。ふわっとしたオノマトペ。
flaffi  ［被服］ダウン　［レベル］３　21:擬態語「ふわふわ」
flafa  ［サール］フラファ　［音楽］賛美歌の声楽　［レベル］４　古 :kmiir　［文化］
　歌、声楽の女神。
flafet,szd  lus　flaf/te

flafel  ［企業］フラフェル　［レベル］５　21　［文化］　エイベックスに相当す
る企業。
flam  ［魔法］獅法　［名詞］［形容詞］ヴィードを伴わない、非魔法、非魔法
の、魔法を使わない　［反意語］lusia、art　［レベル］２　zg;flam,szl　21　［語
法］　魔法以外のユノやノアの使い方のこと。　広義では alvedを意味
する。特に rd末期から nd以降はこの広義で使うケースが増えていっ
た。flamkamiは本来は alvedkamiとなるはずだが、flamkamiになってい
るのが好例。　artは広義では lusiaを意味するため、artも flamの反
対語となる。artkami, flamkamiなどに対が見られる。　［文化］　dolmiyu

flam,szl  viet。シージアには生息せず、見世物小屋などに輸入された
ものを指す。
flamklaiant  ［数学］黄金比、中末比、外中比、獅法比、フラムクライア
ント　［反意語］lusiaklaiant　［レベル］４　szl;lusiaklaiantに対して名付けられ
た。　22　［文化］　zgのシージアで発見された。アトラスでは白銀比
のほうが先に発見されている。　アルバザードでは黄金比が好まれ、
ルティア、アルティアでは白銀比が好まれる傾向にある。
flamkami  ［名詞］現代科学　［レベル］４　rd　22　［文化］　artkami

flamnim  ［魔法］［芸術］獅法色　［反意語］artnim　［レベル］５　21

flammel  ［歴史］獅法代　［レベル］４　vl;/。魔法が使えなくなり対義語の
獅法だけが残った時代なので。　24　［語法］　→ feme

flampoit  ［数学］黄金角　［レベル］５　rd:ryuu;flamklaiant/poit　22　［文化］
　３６０度を黄金比で割ったもの。アルダなど寒い地方の木々の枝
の生える角度などに見られる。黄金角自体は zgで発見されている。
flamel  ［ランドマーク］［音楽］フラメル音楽堂、幻奏音楽堂　［レベル］３　20:ri
dia:flafa/meles。「幻」幻京で「奏」奏でる。　［文化］　ランスケルンの
東側に接するアルバザード最大の音楽施設。所在地はセイネルス＝
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ミルフ通り。音楽ホールが多数あり、バンドや演奏家のライブが行
われる。練習はここでできる。習い事でピアノなどを習う際もここ
が教室となることが多い。ホールはたくさんあるがどれも予約制で
あり、当日の予約は運が必要。
flamelia  ［音楽］オペラ　［レベル］４　21:flamel

flap  ［形容詞］ふわふわの、フワフワ、もこもこ、モコモコ、ふかふか、
フカフカ　［類義語］fenl　［レベル］３　19:オノマトペ
flayu  ［丁寧］［幼児］［動物］しっぽ、尻尾　［レベル］２　20:fla（ふわふわした）
/yu（ふらふらしたオノマトペ）
flai  ［動物］鹿、シカ　［レベル］２　15:制 :sorn:vlai（鹿、まだら馬）　［擬声］
　uhii（鳴き声）
flaiavom  ［名詞］弱肉強食　［レベル］３　22:「鹿を狼が食べる」　【用例】　bli
ze flaiavom rsit tu fia da. 所詮この世は弱肉強食。
flit  ［動詞］yulを aに放射する、放射する　［普通動名詞］放射　［レベル］４
　19:flip
flittoko  ［魔法］放晄傾向　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

flitteet  ［魔法］放射性　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

flitkad  ［地球の国名］マケドニア　［レベル］６　19:国旗が放射線状
flix  ［気象］かすみ、霞、靄、もや、かすむ、霞む　［レベル］３　19:rid
ia:音象徴（霧っぽいもやもやした水っぽい音だそうだ）　【用例】　lufa
axea es flix ka jan. 空で黄砂が霞んでいる。　tuvan lant xa jan oken 
flix. 霞がかった綺麗な月が出ている。　alj oken flix et lant im fis 
xa. 今日はかすみがかった三日月が綺麗だ。　fin tu xa rak flix mer
el, tu paas ans yun galt alen fia t'adel na. それ（月）は完全に霞の向
こうにあるにも関わらず、魔界への門のごとく私達を照らしている
ようだ。
flixdol  ［地学］霞石　［レベル］６　19

flis  ［普通動名詞］申請　［動詞］yulを aに申請する、申請する　［レベル］４
　20:flen/lax→ flex→ fles→ flis　［文化］　簡潔に分かりやすく手際良
く、そして嘘をつくことなく行う。
flismas  ［名詞］申請書　［レベル］４　20

flig  ［地学］珪灰石　19:flia（珪素）/ego　［文化］　セラミックなどの原
料になっている。
flip  ［形容詞］輝いた、きらきら、キラキラ、煌く　［動詞］yulを輝かせ
る、輝く　［レベル］２　16:制 :flia/paa（光）　［語法］　yulを輝いた状態に
することなので、flipanでなく flipで「輝いた、輝く」の意味になる。
　【用例】　vird velt fitat ins ver al an. an, tal, yui flip kon tu ins. 
　“黒夜給了我黒色的眼睛、我却用它尋找光明。” 　（暗黒の夜が私に
暗黒の眼をくれた。私はその眼で光明を探し求める。） 　顧城 「一代
人」 　an laap faal flip. 輝く太陽が恋しい。　faal at flip dotel. 太陽
がぎらぎら照りつけていた。
flipkad  ［地球の国名］スリランカ、セイロン島　［レベル］６　19:シンハラ
語で光り輝く島
flipwal  ［地球の国名］ルクセンブルグ、ルクセンブルク、リュクサンブー
ル　［レベル］５　19:国名が輝く山
flipletti  ［地学］輝銅鉱　19

flipado  ［地学］輝石　［レベル］６　19

flipilva  ［地学］輝コバルト鉱　19

fliperfi  ［地学］輝銀鉱　19

fliz  ［名詞］氷晶　［レベル］６　20:flia/so(水晶のようにする（凍てつく））
flizia  ［名詞］霜晶　［レベル］６　20:fliz

flia  ［魔法］［地学］水晶、クリスタル、結界水晶　［類義語］kuloe　［レベル］
３　ly;fulmiia,fv.l　13:制 :古 :fuumiialudo（フルミネアの宝石、水
晶）。幻字は水晶の持つヴィードを象っている。　miia:flia　［語法］　
kuloe　［文化］　dolmiyu　＜魔法学における水晶＞　fliaは科学上の物
質としての意味と、魔法学で使われるさまざまな種類の水晶の総称
としての意味がある。　銀水晶：erfilia　結界水晶：despelflia　命
水晶：kuloe　晄水晶：iflit。下位概念は iflit参照。
fliateik  ［名詞］液晶テレビ　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　【用例】　fliateik 
hax 液晶高画質、ハイデフ、ハイデフィニション
fliakern  ［魔法］飛水晶　［レベル］４　sm;flia/kern「水晶の翼」　21　［文化］
　iflit
flianj  ［亜魔］フリアンジュ、雪螢　［レベル］６　21:kt。fliaと同根　［文化］
　シルフィの一種。ケートイア以北の森林や洞窟などに多く存在す
る。蛍のように光り、飛び回る。蛍と違って光は青白い。害はなく、
力も非常に弱い。仮に攻撃しても霧散するだけで、攻撃しかえして
はこない。夜行性で、昼間は水中にいる。水辺の近くに多いので、
水が近くにある指標として役立つ。
flianj(2)  ［企業］フリアンジュ社　21　［文化］　vlにできた楽器屋。創始
者は flianj naabelで、総本店は終始一貫してケート。アルバザード
本店は中央アルナのヴァルファント＝ミルフ。　ギターやベースな
どに強いが、キーボードやドラムなどロックバンドに用いる楽器全
般でシェアが高い。　価格帯も安価なものからあり、質は全体的に
癖がないため、初心者や学生などにも好まれる。
flianj naabel  ［人名］フリアンジュ＝ナーベル　21　［文化］　flianj　vlの
音楽家。フリアンジュ社の創始者。
fliana  ［名詞］人の感情を汲み取って気遣うのが巧い、気配りのできる
　［反意語］nazlna　［レベル］４　rd:ridia;/「水晶の心」　24:ridia　［語法］　
nazlna　【用例】　til fliana 人の感情を汲み取って気遣うのが巧い
fliamelxe  ［名詞］水晶玉　［レベル］３　20:melidia xier　［文化］　lorensが
占いに使う。

fliapinol  ［地学］珪孔雀石　19

flialil  ［化学］ケイ素、珪素　［レベル］４　18:制
fliaaslado  ［地学］珪酸塩鉱物　19

fliiz  ［名詞］お礼、礼、見返り　［レベル］３　rd;<szd　23　【用例】　xiilas 
fliiz del toto a  ～という内容のお礼を aにする
flior  ［名詞］旗、フラッグ、フラグ、フリオール　［電算］バナー　［類義語］
ape　［アクセント］fliOr　［レベル］２　sm;ltk 風のたなびく音のオノマトペか
ら。　22
flot  ［名詞］掛け布団、ふとん、キルト　［レベル］３　alakta

flok  ［普通動名詞］拷問　［動詞］yulを拷問する　［レベル］３　13:制 :古 fuo（残
酷）/古 lo（考える）から。残酷な手を考える。　【用例】　flok fuo ひ
どい拷問、凄惨な拷問
flox  ［動詞］yulを aまで持ち上げる、持ち上げる、お姫様抱っこする　［レ
ベル］２　14:制 :flex:古 :fuxu（肩をひょいと持ち上げる）　【用例】　flox 
lep silfel 軽々と荷物を持ち上げる
floxvian  ［物理］揚力　［レベル］４　20:持ち上げる力
flos  ［被服］ローブ、バスローブ、ソプラヴェステ　［レベル］３　fv;fi/
sabe　14:制 :長い服　flos:flos
flon  ［形容詞］遠い　［格詞］～の遠くに　［化学］パラ　［反意語］frem　［レベル］
１　＠ 19:基本語だが、語形はちょうど flenが塞がっていて flonは
開いており、音も悪くないのでテーブルを使った。　lyu:alu:klenZ　【用
例】　kalte flon 遠い場所
flontaz  ［生物］遠位、末梢　rd;/　24

flonkem  ［生物］章門　21

flonna  ［名詞］［形容詞］疎遠な　［反意語］fremna　［レベル］３　19:ridia:arbax
elt　【成句】　hacn fremna nod yulian flonna 遠くの親類より近くの他
人　til flonna a nene ～とは疎遠だ
flonvas  ［軍事］遠距離戦　［レベル］４　21

flonveml  ［数学］［物理］［地学］正射、直射　［レベル］５　20:無限遠に光源が
あることから
flonfont  ［交通］遠回り　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

flonixt  ［名詞］［副詞］今後、こんど、今度、こないだ、このあいだ、この間、
このまえ、この前。数週～数カ月　［類義語］ixt、fremixt　［レベル］２　
rd;/　24:/　［語法］　fikdu

flonins  ［医療］遠視、目が遠い　［レベル］３　19

flom  ［名詞］学期、セメスター　［レベル］２　14:制 :floから　【用例】　an 
felat fal vein im flom tox. 前学期にもっと勉強しておけば良かった。
flomtas  ［名詞］期末テスト、期末試験、中間試験、中間テスト、定期考
査　［レベル］４　19:melidia alis　［文化］　→ melsel, diasel　年２回行う。
ディアセルとメルセルの５日前から２日間かけて行われる。日本の
ように中間と期末の違いはない。というより中間テストの習慣自体
がない。
flora  ［動詞］yulを思う、思う、想う　［名詞］思考、思い、想い　［類義語］
lo　［反意語］rafis　［レベル］２　fv;lo/rat　21:ridia　［語法］　lo

floa  ［魔法］土。五行の３番　［医療］脾　［レベル］４　szl;flora。思考は脾
を傷める。　21　［文化］　klevans

floam  ［名詞］変わり目　［歳時記］季節の変わり目　rd;floa/im→ klevans　
23
flek  ［地学］荒野、荒地　［レベル］３　sorn

fles  ［被服］ペンダント、首飾り、ネックレス、チェーン　［レベル］２　
sorn　［語法］　ペンダント、首飾り、ネックレス、チェーンもネック
レスも首から提げる点で同じで、flesは首から提げる装飾一般を指す。
flest  ［動詞］yulをひさぐ、ひさぐ、鬻ぐ、販ぐ、売り歩く、練り歩く、
衒ぐ、売る、商う、行商する　［普通動名詞］移動販売、行商　［レベル］５
　rd;flel/so/te。かつて肩に棒をかついでひさいでいたことから。　
24　［文化］　現代の車で場所を移動しながら売っていく果物屋や、豆腐
をリアカーに入れて売る豆腐屋などもこれに当たる。
flestan  ［名詞］ひさぐ者、行商人、商人　［レベル］５　rd;/　24

flen  ［動詞］yulを aに許可する、許可する　［普通動名詞］許可　［法副詞］～
してもよい　［形容詞］許可された　［類義語］xilhi　［反意語］xin　［レベル］
１　19:sorn:flea（許可）アルシエルとかぶるので語形を変えた。　
fu:fu　［文化］　目下であっても、権利を持っている人が目下であれば、
目上に対して許可を与えることができる。目上は勝手に目下の権利
を剥奪できない。許可には条件がつくこともあるが、倫理に適うこ
とであれば喜捨の精神で与えることが望ましい。　【用例】　ti ke flen 
行っても良いですよ。　xed flen 許可なく、勝手に
flent  ［代詞］［yuul］君たち　［レベル］１　21:pinena:flant.k「そよ風のような
人→涼やかなる君」
flens  ［気象］涼風　［類義語］flant　［反意語］frans　［レベル］３　21:オノマト
ペ
flenzel  ［代詞］［yuul］tisee　［レベル］１　21:pinena:flent ser（君等は知っ
ている）
fledir  ［生物］手、手のひら、掌、手の平、指を広げた手の平　［丁寧］
手の平、たなごころ　［類義語］wis　［レベル］３　rd;fledir,szd.hem　22　［語
法］　指を広げた手の平のこと。単に丁寧語で手の平の意味も。
fledilans  ［文字］基本書体、幻字基本５書体、フレディランス、掌華　［レ
ベル］５　rd;fledilanj.l < fledir/flanj「掌の華」。基本５書体を手で
数えるとちょうど fledirができることから。また、書体名がすべて
花になっていることから。　22　［文化］　rdで制定された幻字の基本
的な書体で、現在に到るまで地位を保ち続けている。それを写しとっ
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た５フォントは国際標準となっており、万人が自由に使える。　そ
れぞれにルティア語の花の名前が冠されている。どの花も rapalxに
入るものだが、フレディランス中では組み数字としての意味はなく、
花の名としての意味を持つ。むしろ組み数字に逆らう順序で並んで
おり、重要とされる順に伝統的に以下のように並ぶ。　　kardinal：カー
ディナル。幻字の原型となる書体。lantiaと対するときは tinaとも呼
ばれる。コスモスのような素直で晴れ晴れした可愛らしい書体であ
ることから。地球ではＨｅｌｖｅｔｉｃａに相当する。　　alblant：
アルブラント。出版印刷業界における標準書体。新聞・雑誌・書籍・
ウェブサイトなどの本文に用いられる。四方に伸びるセリフが華や
かに咲く曼珠沙華のようであることから。地球ではＴｉｍｅｓ　Ｎ
ｅｗ　Ｒｏｍａｎに相当する。　　fenlil：フェンリル。いわゆる筆
記体の基準となる書体。厳密にはスクリプト (savante)に分類される。
流麗な優雅さが金木犀の芳香になぞらえられた。aの点と xの棒は手
書きの場合は無くても構わない。神の言語、アルバザード人にとっ
て不慣れな外国語、手書きの文書などを記すのに用いる。デザイン
の世界では、高級レストランのメニューの表示など、高級感があっ
てなおかつルティア的な流麗さを持ったものに使われやすい。　　
nalnia：ナルニア。いわゆるイタリック体の基準となる書体。厳密に
はスクリプト (savante)に分類される。風にそよぐような字形がラベ
ンダーに喩えられた。本文中ではルティア語など外国語を示すのに
用いるが、それは単にアルブラントの斜体で示すことも多い。フェ
ンリルほど流麗ではないがオリヴィアほど格式張ったものでもない
印象を与えるため、デザインの世界ではフェンリルとオリヴィアの
中間的な存在として広く用いられる。　　olivia：オリヴィア。いわ
ゆるゴシック体の基準となる書体。ブラックレターの棘々した字形
が薔薇の棘に見立てられたことから。字間が詰まっているため、紙
が現在より貴重だった rdでは、一流未満の出版社や周辺国の出版社
でよく用いられた。ケートイアやヒュートでは未だによく使われる
ため、本文中ではこれらの言語を示すのに用いることもあるが、や
はりナルニア同様、アルブラントの斜体で済ますことも多い。左記
のような出版社の都合により、古い文献でよく見かける。それゆえ、
歴史の深さや荘厳さという意味での格調高さを持った文字と見なさ
れている。デザインの世界では伝統や格式の高さなどを出すのに使
われる。流麗というよりは荘厳のイメージで、黒い高級感溢れる商
品などに用いられる。伝統的な商品だけでなく現代の商品にもむろ
ん使うことができ、例えばパソコンでいうなら新型のハイスペック
端末のロゴなどに用いられる。
flep  ［名詞］ジャッキ　［レベル］５　13:制 :古 :fuxu（肩をひょいと持ち
上げる）　［語法］　小さい力で重い物を垂直に持ち上げる器具。
fler  ［名詞］熱湯　［類義語］axer、alir、xiria、er　［レベル］２　20:ridia:
flea/eria　［語法］　flerは１００度前後の熱湯。低くても８０度以上。
６０度程度の体を温めるお湯が axer。熱くても８０度程度。体を温
めも冷やしもしない体温に近いものが alir。４０度前後。熱くても
５０度弱で、冷たくても３０度程度。体温より低く、おおむね０～
２０度程度のものが xiria。　［文化］　rdでリディアがセレンに健康法
として axer,alirのみを飲めと指示したことがきっかけで水の温度を
４分類に分けた。その後ミロクが arvinaの一環として国民に広めた。
　アルバザード人が最も飲む水分は白湯で、axerである。８割を白
湯が占める。残りは嗜好品だが、その中で最も多いのは紅茶。ジュー
スはオレンジなど、果実のもの。　【用例】　an tilat faid on vesn mil 
fler e filo. ポットのお湯で舌をやけどした。
flej  ［代詞］こちら　［副詞］こちらで。el不要、ka不要。　［類義語］atu　［反
意語］laaf　［レベル］１　22;flej,szd　22

flel  ［生物］肩　［動詞］yulを肩に載せる、肩車する　［普通動名詞］肩車、か
たぐるま　［レベル］１　rd　20:fle:13:制 :古 :fu（肩）　fu:fu:la flel　［文化］
　荷物を背負う部位であることから、ストレスや苦難を背負うメタ
ファーとして使われる。　【成句】　flel em nek 緊張や驚きで肩が上が
る　【用例】　nek flel 肩をすくめる　yet lunak flel ant. 問題が私に降
りかかった：yet lunak anより「ずっしり荷重が加わってつらい」と
いうニュアンスが出る。　flel kanvi 強い肩。投擲力があるという意
味。英語のｓｏｌｉｄ　ｓｈｏｕｌｄｅｒｓに相当。
flelnek  ［生物］肩髃　21

flelfot  ［被服］肩紐　［レベル］３　rd;/　23　【用例】　sed flelfot 肩紐を外
す
flelmasa  ［生物］肩帯　20:ridia

flelgalt  ［生物］肩井　［レベル］６　21

flelgel  ［軍事］ショルダーウェポン　rd;/　24　［文化］　gel

flelho  ［生物］鎖骨　［レベル］４　22

flelzol  ［音楽］バイオリン、ヴァイオリン　［レベル］３　21:flezol<13:制 :
肩の弦楽器。肩に乗せて弾くのが一般的であることから。最終的な
制アルカの辞典に「インデックス語」についての情報がまだ flezol
に書いてあって、いかに膿の溜まった辞書かと驚いた。
flea  ［サール］フレア。夏を司る女神　［形容詞］色が夏めいた　［形容詞］夏
の　［名詞］夏、夏季、夏期、夏場　［組み数字］２/４　［レベル］２　古 :ri
dia:kefa(夏 )に関連。kefaの faは火で、暑いことを指す。したがって
fleaの fは faから来ているが、後の leaは不明。　::la flanfler:toliko,
alt　［文化］　アルシエルの一人。夏を司る女神。方角では南。アルバザー
ドは北半球で、南に行くほど暑い印象がある。　【用例】　flea lunak xi 
axte. 春が過ぎて夏が来た。　flea lunak in. 夏が来たようだ。　flea 
ik kit. 夏が始まった。　an na pels on ak nos yol mel var flea. 今
年の夏をどう過ごそうか心配している。　an lax flea e tu salt kalt salt 
tox et hart. 去年の夏ほど暑くなければいいが。　fis at diit fin 
tu et flea. 夏にしては涼しい日だった。　flea e tu salt nod salt tox 
et diit na. 今年の夏は去年より涼しいようだ。　an na flea em esil 
vein tea rib mi tu. 蚊がいなかったら夏はもっと快適なのに：tuは
flea。

fleatook  ［気象］晩夏　［レベル］４　rd;/　23

fleakas  ［地球の星座］［ユマナ］夏の大三角形　24　［文化］　ifa

fleakit  ［気象］初夏　［レベル］４　rd;/　23

fleakozet  ［天文］夏の大三角形、夏の大三角　［レベル］３　21:ridia:→ def
ans　［文化］　diayui

fleasort  ［医療］夏冷え　［レベル］４　vl;/　23　［文化］　→ fleamelis　夏バ
テの正体として vlで発見されたが、実は再発見でしかなく、古くか
らルクレティアでは夏の冷えとして知られていた。　現代では夏バ
テで消化器がやられる原因は冷房と室外の温度差による自律神経の
乱れや冷たいものの摂り過ぎや薄着による冷えにあるとされる。　
アルバザード人は風土的に夏バテにならないが、アルティアやカレ
ン半島やカテージュ地方ではやや見られる。結果、夏冷えが起こり、
冬に冷えで消化器を壊した状態と同じものを招くことになる。凪人
はこのことをよく心得ているが、アルバザード人は知らずに旅先で
ダウンするなどということがある。　このタイプの夏バテで消化器
の調子が悪く胸脇苦満を認める場合、ルクレティアでは胃苓湯、柴
胡桂枝湯を処方し、偽性アルドステロン症に気を配りつつ頓服とし
て芍薬甘草湯を処方するとよいとされる。
fleanakea  ［歳時記］夏休み　［レベル］２　21:ridia　［文化］　nakea

fleafai  ［気象］かげろう、陽炎、カゲロウ　［レベル］３　19:夏の炎　［語
法］　春から夏にかけて起こるが、アルバザードでは主に夏に起こる。
　【用例】　an inat fleafai. 陽炎が立つのを見た。
fleamelis  ［医療］夏ばて、夏バテ　［レベル］３　19　［文化］　アルバザード
の夏は乾いているので、バテない。むしろすがすがしい。　【用例】　an 
tilat fleamelis. 夏バテした。
fleadurne  ［歳時記］夏の夜、魔法の時間、魔法の夜、フレアドゥルネ　［レ
ベル］４　21　［文化］　一年の季節のうち、アテンのヴィードが最も高
まるのは夏の夜。とりわけ７時から１０時くらいまでの間。数々の
怪奇や忌憚がこの時期に起きている。最も不思議なことが起こりや
すいことから、魔法の時間とされている。　【用例】　el yol sen art im 
esk imen xier ul fleadurne na. 冬の雨と夏の夜には魔法が使えそう
な気がする（seren arbazard）
fleapalf  ［気象］夏至　［レベル］３　19:フレアのお散歩。夏至ごろのアル
バザードは夜９時すぎまで明るく散歩に向いていることから
fleabel  ［アトラスの国家］フレアベル　［レベル］５　19:ridia:南のファベル
fleahac  ［文字］幼字 fleaのこと　［レベル］４　21

flearoma  ［医療］ヒステリー発作、ヒステリー、大激怒、かんしゃく、
癇癪　［レベル］４　19:フレア発作　【用例】　la arat flearoma me. あいつ、
またヒステリー起こしたよ。
fleajior  ［生物］次髎　21

flealil  ［化学］ストロンチウム　［レベル］５　18:制
flealein  ［被服］夏服　［レベル］３　19　【用例】　non evat flealein a xtat ist 
axtelein. 引き出しの服を夏服に入れ替えた。
fleaolma  ［名詞］表２、見返し→ lei　［レベル］６　22

fleaeri  ［医療］血液型のＢ型　［レベル］２　19　［文化］　Ｂ型は自己中で気
まぐれと思われている。
flei  ［名詞］ページ、枚　［電算］ページ。個々のＨＴＭＬ等からなるウェ
ブページ　［レベル］２　sorn　【用例】　hete flei ページをめくる　yulo 
flei ページを戻る　xik flei ページを飛ばす　hom flei 73 ７３
ページを開く　an evat tek asov flei e lei lex dolt. しおりの代わり
に落ち葉を本のページの間に挟んでおいた。
fleifala  ［名詞］ノンブル、ページ番号→ lei　［レベル］３　22

fleialx  ［名詞］ページ数　［レベル］３　20

fleieda  ［電算］サイトマップ　［レベル］４　21

fleu  ［名詞］南　［格詞］～の南にある　［反意語］xiar　［レベル］２　19:flea　::la 
trikol:hagili,alt
fleukasifa  ［地球の星座］［ユマナ］みなみのさんかく座　24　［文化］　ifa

fleustent  ［地球の星座］［ユマナ］みなみじゅうじ座　24　［文化］　ifa

fleuvarktike  ［地学］南ヴァルク海流　23

fleufabor  ［地球の国名］南アフリカ共和国　19

fleufaber  ［名詞］南ファベル　［レベル］４　19:ilmus:ridia

fleudailifa  ［地球の星座］［ユマナ］みなみのかんむり座　24　［文化］　ifa

fleupol  ［名詞］南方　［名詞］イルケアの南、ファルファニア、アルシェ
リア、ゲノスを含んだ地域。　［レベル］４　20　［文化］　xiarpol

fleuhartreintike  ［地学］南赤道海流　23

fleurein  ［地学］南緯　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

fleulooz  ［名詞］南端　［物理］磁石のＳ極　［レベル］３　19:ridia

fleuatolas  ［地学］南半球　［レベル］４　19:ilmus:ridia

fleuan  ［名詞］南方人　［レベル］３　20　［文化］　国際的には fleupolの人
を指す。国内ではイルケア以南を指す。
fleuanxal  ［地名］南アンシャル　［レベル］４　19　［文化］　→ alasanxal

fleuinsaal  ［地名］南インサール　［レベル］４　19　［文化］　→ alasanxal

fleuinset  ［地球の国名］大韓民国、韓国　［レベル］５　19

fleuen  ［接続詞］～の南にある　［レベル］３　rd;/　24

fleueliifa  ［地球の星座］［ユマナ］みなみのうお座　24　［文化］　ifa

flunyet  ［料理］フルニェット、フルーニェット、綿菓子、綿飴、綿あめ、
わたあめ、わた飴　［類義語］melexia　［レベル］２　20:flunyu/te　［文化］　
綿菓子のようなボンボン状の菓子。
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flunyu  ［形容詞］［ポジティブ］柔らかくてふわふわして心地の良い、フルー
ニュ　［レベル］３　20:flap（ふわふわ）/nyu（柔らかそうな音象徴）　［文
化］　犬や猫の名前に用いられることもある。
fat  ［単位］１００００分の１、糸、絲　19:恣意
fatik  ［魔物］ファティック（火竜）：第四十二天：火の衛天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:fai/tikno　［文化］　火属性の竜。竜族の中で唯一
飛ぶのも走るのも得意。肌は一部が赤黒く、鱗はおおむね灰色。極
めて獰猛な竜で、獲物を見つけては即座に襲う。
fatis  ［地名］迷宮ファティス　［名詞］迷宮、迷路、ラビリンス　［レベル］５
　milf:古　［文化］　迷宮ファティスは２つの世界を繋いでいる。『小説
版アンクノット』ではミルフの住んでいた迷宮になっている。
fatima  ［エルト］ファティマ　［レベル］４　seren:古 :futoima｢ 時間を取る
｣の母音を変えたもの。　［文化］　時間を無駄遣いしている者から時間
を奪い取り、時間を必要としている者に仕えるエルト。例えば自堕
落に過ごしている愚者から時間を奪い、忙しい研究者などに時間を
与えたりする。
fatig  ［普通動名詞］冶金　［動詞］yul（金属）を i（鉱物）から取り出す、yul（合
金）を i（金属）から作る、冶金する　［レベル］５　rd;fatil/gi　22

fatil  ［動詞］yulを iから取り出す、取り出す　［動詞］yulを挙げる、挙げる、
あげる、取り上げる、列挙する、思い出す、思いつく、思い出す、出る、
出す　［武道］yul（剣など）を抜刀する　［反意語］fitl　［レベル］２　19:古
fut/txil　［語法］　「挙げる」の用法が案外高頻度なので注意。脳から情
報を取り出すところから来ている。アルミヴァの名前を順に挙げて
いて、「ティクノと、フェンゼルと……えぇと、あと次が出ないんだ
けど」の「出る」などに使う。この場合は helでも可。　【用例】　"xom 
ren fatil rata noan e" 「じゃあ私の好きなところ言ってってよ」
fatom  ［動物］ゴールデンレトリバー　［レベル］６　21:fant/oma

fatoo  ［感動詞］ごくろうさま、ご苦労さま、お疲れ様、おつかれさま、
おつかれさまです、乙、乙です　［類義語］befas　［レベル］２　古 :｢ 仕事
は終わった ｣　［語法］　仕事が終わったときにしか使えない。日本語
だと仕事をしている途中で「おつかれさまです」などということが
しばしばあり、社員同士ですれ違うときの挨拶にすらなっているが、
このとき fatooは使えない。aror?や soonoや heiなどが使われる。
fatooalna  ［名詞］うちあげ、打ち上げ、慰労会、お疲れ様会、お疲れさ
ん会　［レベル］４　rd;/「お疲れ様パーティ」　24　【用例】　an xa tur fato
oalna e tolx e tameli. お囃子の練習の打ち上げ会をしている。
fakt  ［動詞］yulを aに参加させる、参加する　［普通動名詞］参加　［レベル］２
　14:制 :fikt　【用例】　ala es an fakt xaf a tuube ata tis. なんでこんな会
議に出なきゃいけないんだよ。　im fis tan, an ke fal felki kaen na
goya. tu et ist xax l'ar sil yu ka gihu im tu saalsel. an fakt al oogakiwa
in ento ke vil felki im tu sel. 今日も名古屋の塾に行かねばならな
い。今日はこの日曜日に岐阜で行われるはずの授業の振替分だ。私
はその日大垣まつりに出るので塾に行けないのである。
fakm  ［地学］コークス　［レベル］５　meltia 8:gilius;fai/hokm「焼き石炭」
石炭を蒸し焼きして作ることから。　23
fax  ［動詞］yulを抱く、抱く、包む　［婉曲］yulとセックスする、セック
スする　［反意語］melf　［レベル］２　古 :sorn:抱く。アルシェでは txilma
in（体を持つ）　［語法］　melf　【用例】　vel faxik fia. 闇が世界を覆った。
faxmana  ［地学］［歴史］白亜紀　［レベル］５　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

faxmono  ［動詞］yulを羽交い絞めにする、拘束する　［普通動名詞］羽交い
絞め、はがいじめ　［レベル］４　19:melidia alis

faxlonz  ［名詞］抱き枕　［俗語］枕営業　［レベル］３　19:リディアの書　【用例】
　laabe tafat lab kon faxlonz sin. あいつは枕で仕事取ってきやがった。
faxlonztaudas  ［名詞］枕営業→ faxlonz　［レベル］５　22

faxa  ［名詞］万力、チャック　［レベル］３　16:制 :fax　【用例】　mono kon faxa 
万力で締める
faxiim  ［化学］単糖類　［レベル］５　19

fas  ［名詞］仕事、使命　［動詞］yulを onについて働かせる、働かせる、
働く　［類義語］lab、klevlans　［レベル］２　中期制　［語法］　lab　【成句】　fas 
rat いい仕事、よくできました、グッジョブ、ＧＪ、よくやった、で
かした、でかしたぞ
fast  ［形容詞］簡潔な、手っ取り早い、時間のかからない　［副詞］簡潔に、
手っ取り早く、あっさりと、あっさり、しれっと　［名詞］概要、概略、
概説、あらすじ、粗筋、荒筋、要旨、要約、まとめ、ポイント　［類義
語］aldamb　［反意語］fixk　［名詞］簡潔な届け　［レベル］２　13:制
fastslai  ［電算］まとめサイト、要約サイト、ｗｉｋｉ、アフィリエイト
ブログ、アフィブログ　［レベル］５　al;/　24

fask  ［動詞］yulを aに就任させる、就任する、任命する　［レベル］４　14:
制 :fasfit（仕事を与えるから）　【用例】　mirok at fask al artales. ミロク
はアルタレスに就任した。
fasp  ［料理］蒸す　［レベル］２　13:制 :古 :fasaplから。faは火の意味で、
ここでは熱い。saplは sapli空気から。
fasphart  ［形容詞］［ネガティブ］蒸し暑い、じめじめした、ジメジメした　［類
義語］serip　［レベル］３　19　【用例】　fis at fasphart. 今日は蒸し暑かった。
蒸すように暑かった。　fis at fasphart ento an na kin a sipal. 暑く
て息苦しい日だった。
faspez  ［名詞］サウナ、蒸し風呂　［レベル］３　19　［文化］　アルダからア
ルバザードに伝わった。温泉にはたいてい付いているが、家庭には
ない。
fasa  ［被服］マント、袖のない外套　［類義語］flanxia　［レベル］３　zg;↓　
lakta:マントをたなびかせるときの ｢ふわっ ｣という音。　fasa:fasa:lu fl
anxia

fasaverant  ［医療］套型人格障害　［レベル］６　al;/　23:seren/mel　［文化］　
verant
fan  ［形容詞］丈夫な、堅牢な、頑丈な、強固な、強靭な　［形容詞］耐久
性がある　［形容詞］日持ちの良い　［反意語］fim　［レベル］２　＠ 19　【用例】
　［メタファー］［俗語］fan yun klan 奴隷のように丈夫な
fan(2)  ［法副詞］［rente］van　［レベル］１　19:vanを弱めたもの
fan(3)  ［接尾辞］番号、位　［類義語］fala　［レベル］１　21:fala/n　［語法］　→ alx
　数について番号を指す。kofanで１番ないし１位。fala koでも意味
は同じだが、前置詞句。kofanは語。文法的に異なる。　【用例】　galfan 
１００番　linfan ５番
fan(4)  ［エルト］varfantの略称　［組み数字］７/１２　［レベル］１　22

fan,f  har　saal;fai/nim

fant  ［地学］金、ゴールド　［形容詞］金の　［組み数字］１/４　［レベル］２　lsl
;fantom,fv.xik　13:制 :sorn:fantom　fantom:fant　［文化］　erfi

fantsel  ［歳時記］金の日　［レベル］３　21　［文化］　アルバザードの産業経済
において大きな出来事があった４つの日をそれぞれ金銀銅鉄で呼ぶ。
金が最も影響が大きかった日である。　金：gil rez　銀：pal din　
銅：dia jil　鉄：mik nen
fantgar  ［電算］ＤＶＤ　［レベル］３　19:金の円盤　【用例】　an inat lax dels 
kon fantgar. ＤＶＤで映画が見たかった。　an stitat fantgar. ＤＶＤ
を借りた。
fantrein  ［組み数字］金賞　［レベル］５　21　［文化］　→ rapalx　アトラスで
古くから一般的に用いられてきた価値の高い金属。発見はギリウス
神によるもので、その順序は銅金銀鉄であるが、価値の順序は時代
によって異なる。rdごろでは金銀銅鉄の順序であり、これが賞とし
て採用されている。ほかに貴金属としてはプラチナなどもあるが、
四つ組の中には計上されない。
fantlil  ［化学］金→ fant　［レベル］４　19

fanta  ［天文］hooraliifa　［組み数字］７/８　［レベル］４　lsd;fantom,fv　21

fantom  ［植物］うこん、ウコン、ターメリック　［レベル］４　古の fantom
（金）から
fantom,fv  fant　meltia 26:gilius;e

fante  ［料理］てんぷら、揚げ物、ナゲット　［レベル］３　14:制 :sorn:fante
fantomemyu（金色油）　［文化］　アルティア食。アルバザード人はあま
り好まない。
fanten  ［形容詞］非理性的な、貪欲な、拝金主義な、成金な、非理知的
な　［類義語］enyuul　［レベル］３　19:金の心。銀に対してできた。letten
と比較して enがついた
fank  ［名詞］麻薬　［レベル］３　lakta

fanktab  ［名詞］麻薬検査　［レベル］４　19:melidia alis

fanv  ［医療］マラリア　［レベル］４　lakta

fanvl,szd  firt　<>pa on "fa"

fanverant  ［医療］アスペルガー、アスペルガー症候群、アスペルガー
障害、アスペ、高機能自閉症　［レベル］６　vl;varfant/verant。言った
ことを愚直に捉えるところから来ている。　23:mel
fanvel  ［建築］ファンベル宮殿　22:「豪華な」　［文化］　ケートイアの宮殿。
ケート王の住居。smで建設。　【成句】　faav yun fanvel 豪華絢爛
fanf  ［動物］ジャガー　［レベル］５　19:fanfenz

fanfkad  ［地球の国名］ガイアナ　19:国章にジャガー
fanfrea  ［化学］［工学］錬鉄　［レベル］６　rt;/　24　［文化］　rtで発明され
た鉄。銑鉄は脆く壊れやすいので橋などの建造物には向かなかった。
そこで銑鉄の炭素含有量を減らした錬鉄が作られ、ガウディの塔な
どに用いられた。
fand  ［動詞］yulを盛り上げる、盛り上げる　［名詞］オチ、話のヤマ、サ
ビ　［レベル］３　14:制 :古 :faina（盛り上がる）。｢火の心 ｣から。　【用例】
　fand teel お約束。お決まりのオチ　ev fand a kul 話にオチをつ
ける　tu xale xir fand ban vein. この漫画はオチが弱い。　(el) luk
ok fand. オチがついた。　tu xale es reiz on fand. この漫画はオチ
なしだな。　an loki vil fand e tu xale. この漫画のオチが理解でき
ない。　atu{tu} et fand linoa. ここがオチなの。いいとこなの。
fang  ［植物］蘭、ラン　［メタファー］箱入り娘、手塩にかけて育てた娘　［レベル］
３　lakta
fangas  ［政治］諸侯　sm;「高価な食材」が原義。　24

fanyolol  ［経済］耐久消費財　19

fanz  ［単位］垓　21:fenz

fanzel  ［形容詞］残酷な、凄惨な、冷酷な、冷徹な、ひどい、酷い、非
道い。残酷なだけでなく怜悧なイメージがある　［類義語］fuo　［レベル］
２　22:fenzel
fanlil  ［化学］ヘリウム　［レベル］４　18:制
fana  ［動詞］yulを aに集中させる、集中する、ハマる、ハマらせる、は
まる　［副詞］集中して　［レベル］２　13:制 :恣意　【成句】　fana sed sen 
yai as 集中すれば痛みも消える：心頭を滅却すれば火もまた涼し　

【用例】　re fana a fel = re fel fanal. 勉強に集中しろ。　an es fana a 
liva im tuo. 最近ゲームにハマっている。
fanater  ［動詞］yulを聞き取る、聞き取る、聴取する、聴き取る　［普通動名詞］
聞き取り、聴取、事情聴取、聴き取り、ヒアリング、リスニング　［レ
ベル］２　22:集中して聞く
fanak  ［商標］ソーダ、ファナック、スプライト、セブンアップ　［類義語］
gaaze　rd;商標　23　［文化］　gaazeに香料や甘味料等を入れたもの。い
わゆる日本でいうソーダ。
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fanap  ［名詞］晴れ舞台、見せ場、花道　［レベル］４　rd;fanapam.k「スポッ
トライトが当たる」　23
fanapam  ［名詞］スポットライト　［レベル］４　22

fanaom  ［名詞］集中力の付け方　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

fanaenvi  ［名詞］集中力　［レベル］３　19:ridia

fav  ［人名］ファーヴァの略称　［組み数字］１２/２８　［レベル］１　古 :teolon:
論文提出用のサイン favがそのまま名になったもの
favverant  ［医療］統合失調型パーソナリティ障害、統合失調型人格障
害　［レベル］５　vl;faava/verant　23:mel

fava  ［被服］ドレス、綺麗な着物　［レベル］３　15:制 :favsab

fave  ［名詞］パレード　［レベル］３　15:制 :favke（華やかに行く）　【用例】　
lizl arat fave. 村のパレードがあった。
faf,szd  pab　pab.l

fam  ［名詞］物事、ものごと　［類義語］tul、vis　［レベル］２　20:恣意　al:al:　［語
法］　tulと visの上位概念。
famklel  ［言語］事典、コト典、こと典、百科事典→ klel　［レベル］４　20:
物事の辞書
faml  ［被服］ジーンズ、ジーン、ジーパン　［レベル］３　13:制 :famyolo（丈
夫なズボン）
fama  ［植物］ガーベラ　［レベル］４　16:制 :famiから。二対ではない。ガー
ベラはキクの一種で、非常に品種が多い。
fami  ［植物］キク、菊　［レベル］４　古 :火花の花。花の形が火花に似て
いることから。
famil  ［気象］オーロラ　［レベル］４　19:kmiir:綺麗な単語なのに語頭の p
が気に食わないとのこと。自分の名前に近づけるために語末を rに
したいと言われたが丁重に却下　参考 :pamil:古 :光って舞う
familvont  ［アビリティ］ファミルヴォント　［レベル］５　rd;/　19:小学校の
ときに考えた必殺技で、元ネタはオーロラエクスキューション。　［文
化］　rdにおけるセレンの必殺技。フルミネアのオーロラシートに近
い。ユノをオーロラ状にした上、冷気を乗せた技。子供時代から青
年時代まで通してほぼ唯二の必殺技。
familvolk  ［アビリティ］ファミルヴォルク　［レベル］５　rd;/　19:小学校の
ときに考えた必殺技で、元ネタはオーロラエクスキューション。　［文
化］　rdにおけるセレンの必殺技。オーロラの波ように氷の属性を帯
びたユノが敵を襲う。
famia  ［植物］バレリアンレッド　20:ridia:火の花
famii kulnors  ［人名］ファミィ＝クルノース　［レベル］５　語源不詳　［文
化］　→ kaoxist kulnors　(tif 7 lis ruj_)　第４期４代アルシェ元準
ハルマ。yunk。リディアの友人。赤毛でやや小柄な可愛らしい少女。
大人しく、控えめ。肩より長い髪を二つに結いていることが子供の
ころは多かった。高校以降ストレートにした。目は青。１５８ｃｍ、
４９ｋｇ。肌は白：黄＝７：３。　rdでは、セレンに片思いする色
魔導師の少女として登場し、セレンを引き込んで部員２人の色魔法
部を設立する。その後アマンゼ家に嫁ぎ先が決まるも、マリッジブ
ルーでセレンと浮気をし、不義の子を授かる。娘は誰にも知られぬ
ままアマンゼ家の子として育てられ、シオンと名付けられる。結婚
を期にアマンゼ家が貴族になったため、rdでアシェットが貴族を廃
止した後も、慣習的にアマンゼ家の子供は代々シオンないし○○シ
オンと名付けられるようになった。
famii naon  ［人名］ファミィ＝ナオン　19:ilmus:ridia　［語法］　レイユの
政治家。女性。テスラン＝ナオンの子孫。アルミナ党首。
famo  ［植物］チシャ　［レベル］５　16:制 :fami

fado  ［地学］マグマ、岩漿、溶岩、ラバ　［レベル］４　16:制 :古 :faidol
から
fadowal  ［地学］火山　［レベル］３　16

fag  ［名詞］電球　［類義語］pam　［レベル］３　rt:vangard liizel;far/gek　22

fagl  ［名詞］カートリッジ　［レベル］３　13:制 :恣意
faga  ［音楽］アンプ　［レベル］４　16:制 :fagから
fagi  ［名詞］るつぼ、坩堝　［レベル］４　16:制 :fai/gi

fap  ［名詞］煙、スモーク　［メタファー］砂煙→ xeafap　［レベル］２　13:制 :古 :
faisapli(火の空気 )　【用例】　fap em nek. 煙が立ち昇る
fapktik  ［数学］鈍角　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

fapx  ［料理］ベーコン　［レベル］２　13:制 :sad:fapxu（燻製された豚肉の背中）
　【成句】　ems a(len) fapx 余計なこと：アルバザード人は肉の脂を使っ
て料理をするので、そこに油を足すと余計なことになることから。
faps  ［動詞］yulを燻す、燻す、いぶす、スモークする　rd;fap/so　23　
【用例】　faps owiyek a fapx 豚肉をスモークベーコンにする。
fapskeke  ［料理］スモークサーモン　rd;/　23

fapn  ［建築］ロビー　［レベル］３　古 :fapn（煙の部屋）
fapl  ［建築］煙突、チムニー　［レベル］３　13:制 :faploo（煙の筒）　［文化］
　fara
faplexn  ［名詞］のろし、狼煙、烽火、狼火、狼燧　［類義語］failexn　［レベ
ル］４　rd;/　23　［語法］　物を焼くことで煙を上げ、それを離れたとこ
ろから確認することによって、情報を伝達する手段である。夜間な
ど煙が見えない場合は、火そのものも使われる。
fapi  ［動物］サソリ、蠍、スコーピオン　［レベル］３　lakta:yufapin（毒針、
痛い針）
fapiifa  ［地球の星座］［ユマナ］さそり座　24　［文化］　ifa

fape  ［名詞］霧吹き、スプレー　［動詞］yulにスプレーをかける、スプレー

する　［レベル］３　16:制 :fap　【用例】　an fapet rib. 蚊にスプレーをか
けた。
fapet  ［形容詞］半透明の、曇りががった　［レベル］３　20:melidia xier:f
ap/te
fab  ［動詞］yulを膨らませる、膨らませる、膨らます、膨らむ　［形容詞］
膨れた、膨らんだ　［物理］［自然動名詞］膨張　［反意語］fiv　［レベル］２　古　【用
例】　an fabat jangek. 風船を膨らませた。
fabliz  ［名詞］帆布　［芸術］キャンバス、カンバス、画布　［レベル］３　
21:fas/古 liiz「少女の仕事」　よく少女が織る仕事をしていたことか
ら
fabo  ［料理］ふくらし粉、ベーキングパウダー　［レベル］３　16:制 :fab

fabor  ［ユマナ］アフリカ　［レベル］４　19:faber

fabe  ［名詞］火薬　［レベル］３　zg;faigaabe　24:赤 faigaabe　［文化］　gel

faber  ［地学］ファベル大陸　［組み数字］３/６　［レベル］３　fv;e　14:制　［文
化］　面積：28603073.721143 km^2

fabersiza  ［地学］ファベルプレート　23

fabeez  ［軍事］薬室、チャンバー　［レベル］６　rd;/　24　［文化］　gel

facet  ［人名］ファレット　［組み数字］６/１６　［レベル］４　meltia 40:ardu/
esta;e　古 :fcet　［文化］　esta　エスタの第６子。女。
far  ［名詞］光　［反意語］vel　［レベル］１　lsl;paal,f.k　19:sorn:太陽、光　pa, 
paal:pa, paal:la blanx　【用例】　far vien 強い光、明るい光　far ik sod i 
las luut ento main laat or fax apot tu far" 彼の手から光が放たれ、彼
女の身体は徐々に白い光に包まれていった。
fart  ［形容詞］熱心な　［反意語］filk　［レベル］２　rd;cuufai{ruufai?}　14:
制 :古 :cuufaiから　【用例】　felan fart 熱心な学生
fartna  ［名詞］熱意、情熱、ゼスト　［レベル］３　rd;/　23

fartanx  ［電算］［工学］光ファイバー、光繊維　［レベル］４　vl;/「光の麺」　
23　［文化］　・歴史　　ndで波動の屈折の法則が定式化され、rtでガ
ラス板の中に光が閉じ込められる条件の定式化、反射による光の誘
導の公開実験、光の全反射の条件と水流で光を曲げる実験、音声を
可視光線の信号に乗せ通信を行う実験が行われた。　vlで光の閉じ
込めをガラス繊維に拡張した条件が定式化され、ガラス繊維の束に
光を導く実験が行われ、この際に光ファイバーという概念が生まれ
た。　その後電飾や通信技術に用いれることになり、alでネット回線
を実現するなどし、世に広まっていった。　　・構造　　３重構造
になっており、内側のコアを selz、中層のクラッド（英語で結局の
覆いという意味）を rovlobo、外側の被覆を eilloboという。
fartool  ［魔物］ファルトール（光竜）：第六十天：光の衛天　［レベル］６
　19:ridia/seren/mel:far/tool　［文化］　光属性の地竜。小型で地を走る
タイプの龍。イレティスよりは知能が低く攻撃的なものの、竜の中
では凶悪さに欠けるため、こちらはヒュート国で地竜としてブリー
ドされた。ただ、竜族一よく啼くので、うるさい。
farx  ［動詞］yulを伸ばす、伸ばす、ストレッチする、伸びる　［普通動名詞］
ストレッチ、柔軟体操　［反意語］alfarx　［レベル］３　14:制 :far（伸ばす）
　【用例】　an farxat knakel{hanel} kont hau. 大きく伸びをして、あくびを
した。　farx kimel{hemel} 小さく伸びをする：絶対腕を曲げること
になるため。
farxteet  ［化学］延性　［レベル］５　19

fars  ［名詞］功績、功労、働き、手柄、殊勲、実績　［レベル］３　古 :仕事、
功績　【用例】　la til fars tinka. 彼は功績甚だしい。
farslet  ［電算］ＶＤＴ　［レベル］４　19　［文化］　パソコンやテレビの画面
に使われていた。長時間の使用により精神や体調を崩す国民が増え
たため、ミロクは月法において長時間の使用を禁止した。月法に入
れたため、非常に驚かれた。それだけＶＤＴ作業は世の中に根付い
ていた。　ミロクによると、ＶＤＴは目を疲れさせ、交感神経を刺
激して自律神経を乱し、相対的に運動不足を招き、成人病を招くため、
有害であるとした。　アルヴァントによると、研究や仕事でＶＤＴ
を使うものは一日上限が４時間である。それ以外は上限が２時間で
ある。この法の成立により、このままだと多くの企業は仕事になら
なくなってしまうため、急速に電子ペーパーの需要が増え、開発が
進んだ。企業は業務を続けるために電子ペーパーを導入し、ＶＤＴ
制限法から逃れた。アルバザードで電子ペーパーが異常な速度で普
及したのはこの法が背景にある。
farsletlevn  ［医療］ＶＤＴ症候群　［レベル］５　19:画面の光による病気。
パソコンとは限らないし、画面でも光らないものは平気。　［語法］　an 
yun ani o els o ifi mil farsletlevn. ＶＤＴ症候群で疲れて鬱で老
けて見える。
farsalt  ［天文］［単位］光年　［レベル］４　22

farna  ［感動詞］お大事に　［レベル］２　古 :farna,farsna,faana。いずれも ｢
働くな ｣の意。
farf  ［気象］晴れ、晴天、照る、照り、雲のない　［形容詞］晴れやかな　［レ
ベル］２　19:sorn:farfaal（光る太陽）　［語法］　朝昼だけでなく夜にも使
える。雲がないか少ないことを指す。　【用例】　elet farf 晴れやかな
表情　fis et farf. 今日はいい天気だ。farfは「いい天気」と訳し
ていいが、「いい天気」は farfだけとはかぎらないので注意。雨が
好都合な場合もあるし、アルバザード人は色んな天気に良さを見出
す民族。　im xe sel farf, les nod art et ban luna non yun esk amt. 
ya, non xar tu et senxan! ある晴れた日のこと、魔法以上のユカイ
が、限りなく、降り注ぐ。不可能じゃないわ！（涼宮ハルヒ）　jan 
at farf hanel. 空は晴れ渡っていた。　jan at farf soretel. 明るく晴
れていた。　jan emik farf merel. 晴れ上がった。　an lot jan em 
farf frelel. だんだん晴れてくるだろうと思った。　kest sil farf 
tex jentporklak. 天気予報によると明日は晴れだ。
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farfania  ［地名］ファルファニア メテの使徒ファルファの第二の支配
地？　［人名］ファーヴァのアルカ姓　［レベル］５　kako

farfania(2)  ［アトラスの国家］ファルファニア、炎国　［アクセント］fArfania　［レ
ベル］４　fv;e　kako　［文化］　面積：594093.243817 km^2

farfanian  ［名詞］ファルファニア人　［レベル］４　20

farfaniaren  ［言語］ファルファニア語　［レベル］４　22　［文化］　eldseta　
　●概要　　名称：frf（ファルファニア語）　系統：アテン超語族
ユーマ語族シフェル亜語族ファルファニア超語派 (atenamat, yuumaem
it, xiferfiam, farfaniaifal)　使用年代：tm　分布：北ファベル　話者：
ガルヴェーユから移住してきたシフェルの民　類型：ＳＯＶ、ＡＮ、
Ｐｏ　認知様式：主観的把握　→　客観的把握　　古代ファルファ
ニア語と現代ファルファニア語に分かれる。　ファルファニア人の
一部がリュディアを建国するまではリュディア人も frfを話した。
両者が分離してから片方がリュディア語派になり、ケヴェアに残っ
たほうがファルファニア語派になった。　　分離する前の frfを神
代 frfといい、分離後から現在までの frfを人代 frfという。　
frf > ly > ls > ar > aと繋がっていく系譜の祖になるのは神代 frf
のほうである。　　神代 frfに関してはユーマの一族がガルヴェー
ユから追放されて、当時のユーマの一族より高度な文明を持ってい
た神の技術や材料が得られなかったことで、記録が乏しい。さらに
第三世代以降の短命化により歴史の生き証人が減ったことで、なお
さら記録が乏しい。　lyで客観的把握を持つようになっているので、
神代 frfの間に徐々に主観から客観へ変化していったものと推定さ
れている。
farfit  ［生物］太陽　21:目のツボ。眼によく、眼に光をくれるとして
farfut  ［化学］［植物］光合成　［レベル］４　rt;/「光交換←光エネルギーを
化学エネルギーに変換することから」　23
farm  ［名詞］［形容詞］かっこいい、イケメンな　［類義語］varma、erde　［レベル］
２　19:sorn:制 :paam　［語法］　varma

farma  ［生物］マイコプラズマ　［レベル］４　19:sapm/faiz/man　［文化］　真正
細菌。肺炎の原因のひとつとしてリュウが発見した。
fardolk  ［名詞］電飾、イルミネーション　［レベル］４　rd;/　24　［文化］　
魔動式のものが神代から存在した。
farpxet  ［名詞］木漏れ日、木洩れ日、木漏れ日、こもれび、木もれ日　［類
義語］palue　［レベル］３　rd;/「光のシャワー」　24

farren  ［地学］ルビー、紅玉　［魔法］ファーレン。火の低位白魔法。生
理を止める魔法。女魔導師や女戦士が戦場に出る際にかけてもらっ
ていた。　［組み数字］５/１０　［レベル］４　meltia 10:ludo;fai/ren　
17:ridia:fai/ren　［文化］　→ dolmiyu　ヴィルの魔石。
farjeil  ［天文］星雲　［レベル］５　21:far/jeil　ジェイルが光っているよ
うに見えるため
farlor  ［化学］鏡筒　rd;/「光の筒。光の通り道」　23

fara  ［名詞］暖炉　［レベル］２　20:fai/ra（火の家）　［文化］　カコで定住化
が進み、それとともに徐々に普及していった。とはいえ、このころ
は家屋内にはなく、屋外に共用施設として置かれた。セルメルで煙
突が発明され、各家庭に設置されるようになった。　現在でも一戸
建てには暖炉が置かれる。
faran  ［歴史］ファラン族　20:古サルディーン語「白い人」
farant  ［企業］ファラント　［レベル］５　21:fara　［文化］　ブリジストンに相
当する企業。
farandir,szd  liifa
faramon  ［魔物］ファルアモン（杖翁）：第六十二天：雷の風天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:far（光）/zamon（古 :杖）　［文化］　妖族。ロー
ブをまとった老人の姿をしている。ふだんは温厚な老人の顔だが、
正体を現すと醜い鬼のような形相になる。手に持つ光の杖から、数々
の魔法を繰り出す強敵。
faris  ［形容詞］発光の、発光する、発光　［レベル］３　rd;far.k　23

fariskoretta  ［化学］発光ダイオード、ＬＥＤ、LED、エルイーディー
→ koretta　［レベル］４　vl;/　23

faria  ［動詞］yulを諭す、諭す、正す、説教する　［普通動名詞］説教　［レベ
ル］２　20:far/apia（光を示す）　［語法］　こうあるべきだと教え諭すこ
と。叱り飛ばすことではない。　【成句】　tu et xif xel el faria ketto 
ul min. 猫と女に説教しても意味がない：どちらも反省しない生き物
なので諭しても効果がないという意味。女は何か言われるとすぐ自
分が被害者だという面をする生き物である。自分を被害者と思って
いる以上、人間は自分が悪いと思っていないので反省しようとはし
ない。そのため、諭しても意味がない。道を横一列に並んで歩いて
いる邪魔な女に注意しても陰口を叩かれるだけである。彼女らはけっ
して反省せず、「うざいことを言われた私かわいそう」としか考えら
れない。猫並み。アルバザード人の男はそれをよく知っているので
注意をせず、「通らせてくれたらありがたい」とか「通れなくて困っ
ている」という態度を取るよう幼いころから経験的に学んでいる。
faren  ［名詞］嫌味、イヤミ　［レベル］３　21:lusian:fai/rens（火の言葉）　【用
例】　fit{ku} faren a ～に嫌味を言う　faren fuo ひどい嫌味、辛辣
な嫌味
farenfit  ［形容詞］（farenfitanで）嫌味な、イヤミな　［普通動名詞］嫌味
言い、嫌味を言うこと　［レベル］３　rd;/　24

faredia  ［地名］ファレディア　［レベル］５　20:ルビーの土地　［文化］　古
スカルディアの地名。現メルディアの小都市。
fal  ［法副詞］～すべき　［名詞］義務、役　［レベル］１　f;e　古 :フルミネア
の名である falfaniaの falから　［語法］　xafと axの間くらいの強さ。　
　fel fal 学生なのだから勉強してくてはいけない：客観的な立場か
ら述べている。　fel hao 学生なのだから勉強するのは当然だ：客観

的なデータに基づくも、主観的に述べている。　fel xaf 学生なのだ
から勉強するのは責務だ。その責務を果たさねば落第もあるだろう：
言外に「さもなくば感」を出している。そのため、falよりもやや強
い印象がある。　fal ax 学生なのだから勉強したほうがよいし、すべ
きだ：当為性は上記３点より弱い。　【用例】　el alk fal les na pels. 困っ
ている人は助けるべきだ。　fal len el em nil 幸福の義務。幸福に
なるための義務
falt  ［動詞］yulをすくませる、すくむ、竦む　［レベル］３　lakta　【用例】　an 
at falt man na vem al oma. 犬が怖くてすくんだ。
falti  ［形容詞］高い、高価な　［類義語］artmileel、xeakeria、fielmep　［反意語］
fer　［レベル］２　sorn　【用例】　le mesk at falti loodel ati vart. そのバッ
クは私が思っていたよりも遙かに高かった。
faltixaz  ［経済］ストップ高　［レベル］６　22

faltis  ［政治］高官、政府高官　［レベル］４　sorn:faltis（高い人）。faltiと
同根だろう。恐らくソーンでは値段の高いと位の高いが未分化だっ
たと思われる。tisは lantis（人）の意味で、avelant/avelantisと同じよ
うな発生だろう。　［語法］［文化］　arnon, liznoの各長官の総称。
faltisolt  ［経済］ソルト高　［レベル］５　22

faltisoltfermian  ［経済］ソルト高ミアン安　［レベル］６　22

faltimianfersolt  ［経済］ミアン高ソルト安　［レベル］６　22

faltigart  ［経済］高値　［レベル］４　22

faltiparm  ［ユマナ］［経済］円高　［レベル］６　22

faltiparmferratto  ［ユマナ］［経済］円高ドル安　［レベル］６　22

faltibalt  ［経済］戻り足、戻り　22　【用例】　faltibalt tur demi. 戻り足が
遅い。
faltiratto  ［ユマナ］［経済］ドル高　［レベル］６　22

faltirattoferparm  ［ユマナ］［経済］ドル高円安　［レベル］６　22

faltiato  ［経済］ブランド物、ブランド、高価なブランド　［レベル］３　
19:ridia:arbaxelt　［文化］　一部の上流だけが持つもので、日本のように
庶民が背伸びして似合わないものを買う習慣はない。バックだけブ
ランドであとはイトーヨーカドーというのはアルバザード人には理
解できず、アロハシャツに袴を履いているように見える。
faltiatovent  ［経済］ブランド業界　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

faltianxil  ［ユマナ］［経済］ユーロ高　［レベル］６　22

faltiem  ［経済］値上げ　［レベル］３　19

falk  ［動物］ナマケモノ、なまけもの、怠け者　［レベル］３　14:制 :alakta:falg,
failgii（怠け猿）　【用例】　falk "arvimfaiz tur kin fuo benasel" ナマ
ケモノ「腱鞘炎つらすぎワロタｗｗｗ」
falxi  ［建築］［丁寧］宮殿、殿堂、パレス　［類義語］daizra　［レベル］３　21:ri
dia:falxian　［語法］　daizraは王宮のみ指す。falxiは王宮を含んだ宮殿
一般で、王宮を指すこともあればそれより広い範囲を指すこともあ
る。
falxian  ［建築］ファルシアン宮殿、ファルシアン宮、ファルシアン王宮、
アルバザード宮殿、アルバザード王宮、アルバ城、アルバザード城、
アルナ城、アルナ宮、アルナ宮殿　［経済］１００ソルト玉　［レベル］２
　ard;falxion.l　21:ridia:falxion　［文化］　→ anfan　smに建てられたア
ルバザード王宮のこと。中央アルナ市カルテに存在。革命で王族は
北区の jelion宮に移り住んだため現在は無人で、一般公開されてい
る。宮殿の中にカルテンがあったため、革命時に一部を改築してカ
ルテンを宮殿から切り離し、シーカを作ってカルテからアクセスし
やすいようにした。　ファルシアン宮は王の住む宮殿であると同時
に城のひとつでもあった。smで何度か改修され、rdで全面改築した。
改築後の姿は地球でいうとウェストミンスター宮殿に近く、時計台
も存在する。
falxiika  ［ランドマーク］ファルシーカ教会、ファルシーカ　［レベル］３　vl;fal
xian/xiika　24　［文化］　中央アルナのカルテン内に存在する教会。アル
ティス教の教会の中で最も有名な教会である。旧革命でファルシア
ン宮殿の一部を取り壊して作った。　ファルシーカのサリュには rd
でアシェットが封印した「アルヴェスクの雪 (evanvesk)」が封じられ
ている。これはアルヴェスクが起きて魔物が二度と降ってこないよ
うアシェットが魔族の力を凝縮して封じ込めたもので、決して解き
放ってはいけないと言われていたものである。
falxion  ［軍事］総指揮官、指揮官、ファルシオン　［組み数字］１/７　［レベル］
３　ard;avanxian.k>vanxian>fanxian>falxian>falxion　21　［語法］　arkaltと ka
ltisの総称。
falxionrein  ［組み数字］指揮官賞　［レベル］５　21

falxe  ［名詞］カップル、アベック、恋人、夫婦　［類義語］alma、tianal　［レベル］
３　21:ridia:faal/xelt（太陽と月）太陽が男性で月が女性を指している。
　［語法］　almaと tianalの総称。
falxen  ［経済］名物、名産品　［レベル］３　21:kalenfalxeから一般化。
fals  ［動詞］yulに対して勝ち残る、勝ち残る、生き残る、生き延びる　［生
物］yulを淘汰する、淘汰する、自然淘汰　［反意語］galev　［レベル］３　la
kta:｢ 義務を果たす ｣　【用例】　rsiil alxa vier xaf miv nozet fals da! 親
は子供に生き抜けっていうもんだろが！（野原ひろし『超時空！ク
レヨンしんちゃん嵐を呼ぶオラの花嫁』）　"ti re fals, man ti til fas" 
「お前は生きろ。やることがあるからな」　non fals lan. non fals lan. 
tu sols non lfis xal lan. 生き残りたい　生き残りたい　まだ生きてい
たくなる（『ライオン』マクロスＦ）
falso  ［医療］強迫、強迫観念　［レベル］４　古 :「～しなければ」
falsonayu  ［医療］強迫性障害　［レベル］５　19

falset  ［形容詞］高潔な　［反意語］valat　［レベル］３　古 :falso（義務を行う）
/te　［文化］　王族、政治家、教師、医者、僧侶など、聖職者に特に求



156 faatfalset
められる性格。また、ユール＞ユンク＞アルデンの順で高潔と期待
される。　【用例】　milx velsan falset 高潔な政治家を望む
falsevita  ［名詞］勝ち残り式トーナメント、ノックアウトトーナメント、
トーナメント戦、トーナメント　［レベル］５　rd;/　24

falserv  ［生物］生存本能　［レベル］４　rd;/　23　【用例】　falserv tin 強い
生存本能
falvanos  ［筐堺］ファルヴァノス　［レベル］５　rd;falfania/alvanos　22　［文化］
　筐堺司：gil falfania　筐堺国：falfania, alvanos
falf  ［政治］汚職　［レベル］３　14:制 :恣意
falfa  ［人名］ファルファ　［組み数字］４/１５　［レベル］４　kako:古での解釈
は ｢炎 ｣。　［文化］　メテの第４使徒。
falfania  ［地名］ファルファニア。メテの使徒ファルファの支配地　［人名］
ギルのアルカ姓　［レベル］５　kako

falfania(2)  ［アトラスの国家］ファルファニア、焔国　［アクセント］falfaniA　［レベル］
３　meltia 95 sen via:frf;farfania　kako　［文化］　面積：439888.713318 
km^2
falfalil  ［化学］ウラン　［レベル］５　18:制
falm  ［名詞］札、符、ふだ　［法律］法案。札に書いて提案したことから。
　［電算］要素、添字、そえじ、添え字。配列の要素（添え字）。番号を
書いた札というところから。　［レベル］３　13:制 :古 :fu,fal　［語法］　ko
fel
falman  ［名詞］賞金稼ぎ　［ユマナ］ウォンテッド・バスターズ、ウォンティッ
ド・バスターズ、ウォンバス　［レベル］４　20:札を追う人。→ verfalm
　［文化］　verfalm　ウォンバスはセレンが中学～高校にかけて作った
ファンタジーシリーズの名。リディアのアティーリと比肩する作品
だったが、アポステリオリなのが敗因となってアシェットに採用さ
れなかった。セレンは 19年に『リディアの書』の中でこれを完結さ
せる。
falmon  ［政治］元老院　［レベル］５　zg;元は「布」の意味で、布をかぶ
せる「テーブル」になり、テーブルを使う議会になり、zgで元老院
になった。　24
faldis  ［交通］バイク、オートバイ→ kern　rt;faldias.k　24　［文化］　車と
同じ場所を走る。自転車扱いではない。個人で移動することが多い
ので所有台数は多い。女性はほとんど乗らない。　【用例】　bia e fald
is t'aben et lav. 暴走族のバイクの音が五月蝿い。
faldias  ［交通］［アイテム］［魔法］飛竜艇、ファルディアス　［レベル］５　rd;vx
で「翼」　24:ridia。もともと faldiasはバイクの意味としてセレンが
作った語だったが、リディアの考えた理想の乗り物の名前に取って
変えられた。　［文化］　rdでラグナロク工科大学が開発した乗り物。
vxの作った飛空艇にヒントを得て、それまで使っていた飛竜とコラ
ボして作られた。　飛竜に似て翼があり、騎乗者は飛竜に跨るよう
に乗る。見た目は飛竜と後の時代のバイクを組み合わせたような感
じだが、タイヤはない。基本的に空を飛ぶ乗り物で、地上を行く場
合はホバーして進む。　手綱の代わりにＴ字型の操縦桿があり、こ
れを手前に引くと機体が上昇し、押すと下降する。操縦桿を左右に
倒すと機体が左右に傾く。右スロットルを捻るとアクセルをふかす
ことができ、右レバーを右手で引くと前身にブレーキがかかり、右
足のブレーキペダルを踏むと後身にブレーキがかかる。　左右の足
のところにはステップがあり、ステップの前にはペダルがある。右
ペダルは前述のようにリアブレーキになっており、左ペダルはギア
チェンジに用いる。左レバーはクラッチになっていて、クラッチを
引いた状態でギアペダルを踏むとギアがひとつ下に落ち、逆にギア
ペダルを蹴り上げるとギアがひとつ上に上がる。一番下が一速で、
その半分上がニュートラルで、その半分上が二速で、あとはひとつ
ずつ上げるたびに一速ずつ上がり、最高六速まである。バックギア
はない。　バイクや自転車と違ってチェーンとギア（歯車）がある
わけではないのでギアチェンジによって何が変わっているかという
と、内蔵されている飛水晶のうちどれを使うかが切り替わっている
のである。　飛竜艇には６つの飛水晶が内蔵されている。一速の水
晶は力が強く速度が遅い。低速ギアである。六速の水晶は力が弱い
代わりに速度が速い。高速ギアである。与えられたユノをどのよう
な割合で推進力にするかというのが水晶ごとに異なっていて、ちょ
うどバイクのギア比に相当するものになっている。　飛竜艇の右ス
ロットルを回すことで騎乗者のユノが左右のスロットルを通して動
力部に吸い取られ、ギアの入っている飛水晶のギア比（ユノ比）に
応じた推進力を出す。従って自転車と同じく動力源は自分の力であ
り、バイクのようにガソリンや電気に依存することはない。つまり
自転車と同じく疲れるし、速度は騎乗者の霊力に比例する。疲れる
代わりにガス欠という概念がなく、本人が疲れない限りいくらでも
走り続けられるし、ガソリンスタンドの心配もしなくていい。　飛
水晶のおかげで魔力を持たないものでも luteや kernと同じく浮遊す
ることができる。左レバーを引きながら右スロットルの下にあるバ
イクのセルに当たるスイッチを押すことでエンジンがかかる。最初
はギアがニュートラルになっており、何も起こらない。ニュートラ
ルはいずれの飛水晶にもユノを送らないので、飛行中にギアをニュー
トラルに入れることで、それまでの推進力や高度に任せて自然と滑
空することができ、この間はユノを消費せずに済む。ただしこの状
態でもエンジンはかかっているので、飛水晶自体は起動している。
従ってギアをニュートラルに入れることとエンジンを切ることは別
物である。なお、エンジンは操縦桿中央のキーを捻ることでオンオ
フできる。　大まかな操縦の流れについて。まずエンジンをかけて
ニュートラルから一速にギアを踏んだら、一速の飛水晶が繋がる。
ここからスロットルを捻ってユノを送ることで飛水晶が作動して機
体が浮き上がる。スロットルを深く捻るほど多くのユノを消費する。
最初は半クラにすると同時に操縦桿を手前に引きつつスロットルを
捻ってアクセルをかけ、まずは軽く前方へ浮かす。そして飛び始め
たら右スロットルを戻してクラッチを引いてギアペダルを蹴りあげ

て二速に入れ、また右スロットルを捻りつつクラッチを離す。要す
るにバイクと同じである。こうして加速に合わせて後は六速まで上
げていく。これが飛竜艇の基本的な操作法である。　飛水晶を使う
分、浮力は飛水晶が稼いでくれるので、生身でユノを使って飛ぶ場
合に比べてユノを推進力に専念させることができる。つまり生身で
飛ぶより飛竜艇を使ったほうが圧倒的に速いということである。ま
たジェット噴射の要領で飛ぶ生身のユノ飛空は細やかな操作が難し
いが、飛竜艇を使うと細やかな飛行が可能になる。この点で生身の
飛空に比べて飛竜艇は優れている。　　rdもアシェットの時代にな
るとヴィードの弱い人向けにバイクでいうガソリンの代わりにユノ
を大量に蓄えた透明なサファイアを推進力補佐として使う機体も登
場したが、高価だったため庶民の乗り物にはならず、貴族や解体さ
れた元貴族が購入した。　なお、言うまでもなくアトラスでは飛竜
艇が元となりバイクが生まれている。　　飛竜艇は二人乗りで、後
部座席に一人載せることができる。　rdで開発された飛竜艇にセレ
ンは興味を最初示さなかった。自分の力で十分飛べたためである。
ところがリディアが「飛竜艇に乗れる男の人ってカッコいいな」と
述べたことが理由で、セレンは思春期ごろから飛竜艇に乗るように
なった。以降セレンはリディアを後部座席に載せ、デートでドライ
ブを楽しんだり、あるいは戦闘に用いるようになった。　飛竜艇に
一度乗ったらすっかりお気に入りになってしまったセレンのために
リディアはセレン専用の飛竜艇をプレゼントしようと思い、ラグナ
ロクと神々に制作を依頼した。これを受けた神々はセレン専用の愛
車カレドヴルフを制作し、リディアはセレンにこれを送った。　　
なお通常の飛竜艇の最大速度は時速２５０ｋｍである。
falg  ［音楽］ファンファーレ　［レベル］４　13:制 :sad:fagaolemから。トラ
ンペットなどによる音楽であるため。
falgat  ［音楽］トランペット、ラッパ　［レベル］３　21:falg/te

falhi,szd  pafi　pafi.l

fala  ［名詞］番号、ナンバー、コード　［名詞］号、巻、ナンバー→ lei　［経
済］コード、銘柄コード　［格詞］～番目の　［類義語］fan　［反意語］alx　［レベル］
２　19:古の palala（数字）から。語頭を fにしたのは、恐らく palaで
提案したらクミールに拒絶されだろうからあらかじめ。　【用例】　fala 
sor 大きい番号、番号が後（例えば３に対する５や６に対する９など）
falakuki  ［名詞］ナンバーロック　［レベル］４　19:xion

falan,szd  ti。後に szsで liizeができると falanは女が男を指す二人称
へ変わった。
falaen  ［接続詞］fala　［レベル］３　21

falis  ［名詞］正義　［形容詞］正義の　［組み数字］５/６　［反意語］velnar　［レベル］
２　20:far/lis「心の中の小さな光」　参考 :palx:13:制 :古 :paalax（パール
の正義）。古では善は propaata、悪は evide。rd以前に正義がないと
困るので、パールからの造語は避けた。　::lu liste（徳は la tans）　［語
法］　propaata　［文化］　・公人・私人としての正義　　rdでリディアは
「公人としては、悪人以外の幸せを願う＞愛する人々の幸せを願う＞
悪人の破滅を願う――の順で重視するのが正義だ」と述べ、「私人と
しては、愛する人々の幸せを願う＞悪人以外の幸せを願う＞悪人の
破滅を願う――の順で重視するのが正義だ」と述べた。　公人とし
ては癒着や贔屓を防ぐために、悪人を除く全員に博愛的であるべき
だと述べた。そして悪人については助けないではなくむしろ積極的
に破滅に導くことが正義だと述べた。　【成句】　el fales xin falis 善は
急げ
falisna  ［名詞］正義感　［レベル］３　22

falim  ［名詞］昼間。朝、昼、夕の総称。太陽が出ている間の時間。　［形
容詞］昼の　［反意語］xelm　［レベル］２　19:faalim（太陽の時間）　【用例】　fal
im et fil{fen} 日が長い {短い }　falim or fil frelel. 日がだんだ
ん長くなってきている。
falimdia  ［名詞］白昼夢　［レベル］４　21:「昼の夢」。むろん夜に見ても fal
imdia。
faliman  ［名詞］朝型人間　［生物］昼行性　［レベル］４　19　【用例】　an ar van 
foilnet lana em faliman. 朝型人間になるために早起きするつもりだ。
falian  ［歳時記］処暑　［名詞］１４時　［組み数字］１４／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

falon  ［料理］じょうご、漏斗　［レベル］４　17:制
falet  ［電算］［動詞］yulをロードする、ロードする、読み込む　［普通動名詞］ロー
ド、読み込み　［反意語］vanz　［レベル］３　20:fatil/te（取り出すような）
→ fatilte→ fatilet→ falet（ti脱落）
fales  ［動詞］yulを a{tel}に対して後回しにする、後に回す、先のばし
にする、先延ばしにする、引き延ばす、延長する、伸ばす、のばす
　［反意語］palm　［レベル］３　20:古 pal（未来）/so（する）→ pals→ pales
（脈とぶつかるため）→ fales（palesにしたらそもそも palmに近くなっ
てしまったため）　【用例】　tyu en tiia non sete, etto! tyu fales non 
tel eeta a! お兄ちゃん私のこと大事じゃないのね！お姉ちゃんばっ
か優先してメルは後回しじゃない！　☆ an fales nelt total du sel, taik 
an fales tu du sel vein. 私はどんなことでも一日一日と先延ばしし
てしまうくせがある：「一日一日と」という表現はアルカにないので、
意訳。　☆ an fales elf lab l'an took fal im tu sel a sel kes. 今日の仕
事を明日まで引き延ばさないようにしている。 
falef  ［形容詞］［ポジティブ］敏捷な、素早い、機敏な、迅速な　［反意語］
demo　［レベル］３　20:far/lef（光のように走る）　［語法］　envelen

faat  ［名詞］免許、免許証　［電算］ライセンス　［レベル］３　14:制 :fukats（許
しの紙）　［文化］　違法コピー防止のため、ソフトはライセンス販売を
行っている。　日本は端末が持つ番号ごとにライセンスを与えるた
め、ユーザーが端末を買い替えると買ったソフトが使えなくなるこ
とがある。これで余計買う気が失せる。　アルバザードでは個人の
名前（国民番号）で購入者を登録し、１人２台（自宅と会社など）
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まで同時にインストールできる。このため、端末を買い替えても古
い端末のライセンスと交換すればよい。　インストール時に「既に
２台インストールされています。このうちのどちらかのライセンス
を切りますか」と表示される。　オンラインでないとソフトはアク
ティベーションされた状態を保てないので、ライセンスを切った後
にズルして古い端末をオフラインで使おうと思っても無駄である。
faax  ［料理］朝食　［レベル］１　19:sorn:faarxon。xonはソーンで「食物」。
毎日必ず使う単語を複合語にする意味が分からないとのこと。　［文
化］　朝はあまり食べない。昨夜の夜ご飯を食べた後からおよそ十二
時間近くが経過しているわけだから、胃は軽い断食状態にある。こ
こにいきなり食べ物を突っ込むのは毒である。ゆえに朝はあまり食
べない。これがこのタイプの理屈である。朝は消化しにくいものは
食べない。だが、脳はエネルギーを必要としている。アルバザード
は午前に仕事を終わらせるので朝は脳が良く働かなければならない。
だから朝は糖分を多く取るようにする。米やパンを食べてもブドウ
糖になるが、米やパンの消化に発生したエネルギーを使ってしまう。
また、消化に血が回るので頭に血が行かなくなる。こうした理由か
ら穀物は避け、黒砂糖や蜂蜜などで糖分を効率良く摂取する。糖分
は紅茶に入れて飲まれることが多い。カフェインで胃を刺激される
人は紅茶以外に入れて飲む。また、栄養を取るために野菜ジュース
を飲む。消化の必要がなく栄養を取れるので好まれる。結局、固形
物はその他に消化の良いものを少量に何品か取って終わりである。
ラスクの数枚も齧れば仕舞いである。この朝食は少ないので、時間
も短い。十五分で食べて十分休むといったところである。　【用例】　
le at im e faax. 朝食の時間だった。　tur et im e faax e. 朝食の時
間だよ。朝ごはんだよ。　faax at moa sat. 朝食が既に準備されていた。
　an kuit faax entel. 朝食をゆっくり食べた。　an kuit fal faax vaxel. 
急いで朝食を取らねばならなかった。　an kuit faax ati di. 朝食をた
くさん食べた。　an kuik faax halm. 遅めの朝食をとってきた。
faaxe  ［天文］朝月　［レベル］３　22:faal/xelt　［文化］　朝方見える下弦側の月
のこと。
faas  ［被服］フランネル、ネル　［レベル］５　17:制 :faa:柔らかいもの
faan  ［形容詞］［ポジティブ］勤勉な、真面目な　［反意語］fiim　［副詞］勤勉に、
まじめに　［レベル］２　13:seren:klel:fas（仕事）　【用例】　an lut fel voskel 
o faanel. 私はいつも頑張って一生懸命勉強している。
faan(2)  ［化学］メタン　［レベル］４　19:ryuu

faanvils  ［化学］アラニン　19

faanbeza  ［化学］メチルアミン、メタンアミン　19

faanyoantat  ［化学］メチルエチルケトン（基官能）　19

faanyoantatilzom  ［化学］メチルエチルケトンペルオキサイド（基官能）
　19
faanrit  ［化学］メチルアルコール（基官能）　［レベル］５　19

faanluzasl  ［化学］蟻酸（基官能）　［レベル］５　19

faav  ［形容詞］［ポジティブ］華やか、華麗な、ハデな、派手な　［反意語］gank、
leek　［レベル］２　20:fav:13:制　［語法］　良い意味：faav（華やか）・leek（落
ち着いた）　悪い意味：gank（けばい）・tuut（地味）
faavra  ［建築］豪邸　［レベル］３　20:favra:19:ridia:arbaxelt

faava  ［組み数字］１２/２８　［交通］ファーヴァ通り　［名詞］ファーヴァ組。
アルナ大のクラス。　［レベル］２　22

faavanakea  ［企業］ファーヴァナケア　［レベル］４　21　［文化］　武田薬品工
業に相当する企業。
faava lufaa farfania  ［人名］ファーヴァ＝ルファア＝ファルファニア　［組
み数字］１２/２８　［レベル］３　古 :ファーヴァは語源不詳。ルファア
は古アルカで、｢火 ｣の意味。古アルカでの意味は ｢烈火 ｣。ファル
ファニアは『カコ』。ＦＡＲＶＡ =ＭＡＳＳＡＡＲＡ =ＮＡ =ＬＵ
ＦＡＡ :ファルヴァ＝マッサ ･アラ＝ナ＝ルファアが本名だが、非ア
ルカは除外した。　［文化］　→ favverant　(tif 9 dyu len→ )第４期
４代アルシェ第１２使徒。女性。mayu/yuul。１７１ｃｍ、６２ｋｇ。
髪は金色で肩より少し長く、少しくせっ毛。青の瞳。肌は白：黄＝８：
２。　　・『ミールの書』より　　　ファーヴァは青い瞳に金色の髪
の毛をしている。長さは短い。年齢はセレンと同じくらいにみえる。
顔は大人びていて背も高く、中々の美人だ。体格や顔つきからして
白人と黒人の混血児だろうと思われるが、割合からいうと白人に近
いようだ。　　↑セレンはファーヴァがアフリカ出身ということか
ら黒人と白人の混血だと勘違いしていたが、実際には白人と黄色人
種の混血。ただし祖父の代まで行くと黒人が入っているので、黒人
のクォーターではある。ただ本人の肌はほぼ白い。　【成句】　silt yun 
faava 自由奔放
faag  ［名詞］アイロン　［レベル］２　16:制 :faig（火の金属）　［文化］　乾燥
機にかけた服や干してから取り込んだ服はアイロンにかける。アイ
ロンにかけた後は畳んでタンスなどにしまう。もちろん、アイロン
の必要のない服にはかけない。　【用例】　an arat faag vaxel. 急いでアイ
ロンをかけた。
faap  ［卑語］ケツの穴、肛門　［類義語］ipm　［レベル］３　14:制 :古 :faap。
屁のオノマトペの１つで、後に肛門自体を指すようになった。また、
尻叩き（尻刺し）の刑を意味する hauはアナルセックスの意味があっ
たが、同性同士のアナルセックスに意味が限定された（女性同士の
場合はそれなりの道具を使って実現されるという意味で）ため使わ
ず、こちらに統合する。　【成句】　［卑語］dist faap as a nene ～と二股
をかける：faapが下品なので、婉曲に言うときには max alt。　【用例】　［卑
語］la distat faap as! あの女、二股かけやがって！：本命の男に膣を使
わせ、浮気相手に肛門を使わせるというところから来ていて、二股
を意味する。主語は女。
faar  ［名詞］朝、昼前。８～１２時　［レベル］２　rd;fgn　19:sorn:faal（太
陽）から。一日の時間を区切る単語を決めるのはリディアも参加し

ていたが、おおむねソーンが作ったことで固まった。　mopa:mopa:
la flavie　［文化］　在宅勤務にせよ主婦にせよ会社勤務にせよ学生にせ
よ、午前中の時間が仕事の勝負どきである。昼食は正午ごろに食べ
るので、八時から仕事を始めるとすると、この四時間の間に仕事を
片付ける。人間にとってここでの一時間は昼や夜の数時間にも値す
る。ゆえにこの時点、特に十時ごろの時点は最も貴重な時間である。
アルバザードの人間は総じて集中力が高い。そのように徹底して教
育されているからである。緩急をつけるのが上手い国民なので、と
にかく午前は必死に働く。学校の授業も脳力を使う科目は午前に密
集させている。学生は五十分間の間に熱心に知識を詰め込んだら十
分間休む。休むときは誰かと会話したりストレッチしたりトイレに
いったりする。座りっぱなしは良くない。腰にも良くないし頭にも
良くない。一度立って深呼吸し、体を動かすことが奨励される。　【用例】
　tu faar 今朝　tat faar 毎朝　im faar e xe sel ある日の朝　☆ im 
xe faar e flea ある夏の朝：上例と xeの位置の違いに注意。
faarhanoi  ［ユマナ］サンシャイン　［レベル］６　22:ridia:「太陽の塔」。し
あに「ここどこ」と聞かれ。
faarata  ［名詞］朝会、朝礼、朝の会　［レベル］２　19:melidia alis

faaram  ［名詞］正午　［レベル］２　19:sorn:faarim（昼の時点）が母音調和
したもの　【用例】　ans til harpnian duen 1 miv im faaram. 正午に昼休
みが一時間ある。
faal  ［天文］太陽　［反意語］xelt　［レベル］１　19:sorn:古 paparulaの音を変化
させたもの。　paparula:paparula:lu anxel(l'anxel)（太陽は男。クレーヴェ
ルから）:hagali,alt　［文化］　色は白。altでは赤。　【用例】　faal fir 白い
太陽　faal em mim. 日が暮れる。　faal xat soren e jan. 太陽は遙か
上空にあった：soren e janは ka sor e jan（空の高いところ）。　
faal ik nek. 日が昇った。　faal es nek sorel. 太陽が空高く昇ってい
る。　faal em kit flip me xi esk. 雨がやんでふたたび太陽が輝き始
めた。　faal em nek{mim}. 日が昇る {落ちる }。　an nat sort xi faal 
em mim. 日が沈むと冷え込んできた。
faalxalt  ［天文］地動説　［レベル］４　19:ridia:「太陽の視点で」　［文化］　ユー
マの一族はもともと神から派生したものであるが、神はアトラスよ
り前は宇宙にいたので、ユーマの一族は始めから宇宙の存在も地球
が丸いことも知っていた。従って、地動説のような言い回しが生ま
れるはずもなく、単に「太陽の視点で見た場合」や、「地球の視点で
見た場合」の言い方しか生まれなかった。宇宙の存在を知っていれ
ば天動説という概念が存在しなかったと考えるのは誤りである。天
動説は星座を観察する時などの便宜上の概念として有用で、今日の
地球でも実用され続けている。
faalfino  ［植物］ゲッカビジン、月下美人　［レベル］６　rt;i midiit　22:「太
陽のように白い花火のような花」
faalfont  ［天文］黄道　［レベル］５　21

faalmavi  ［化学］ビタミンＤ　［レベル］３　nd;/。太陽光を浴びることで血
中濃度を高めることができることから。　23　［文化］　mavi

faalpoit  ［天文］黄経　［レベル］４　21

faallaba  ［環境］太陽エネルギー　［レベル］３　19

faalin  ［植物］ひまわり、ヒマワリ、向日葵　［レベル］３　19:太陽の花
faalinez  ［名詞］観覧車　［レベル］３　19:向日葵の部屋。観覧車がヒマワ
リの形をした小部屋の集合であることから。　【用例】　☆ non nat vem 
ati kal im faalinez lukok soren alka kor jan. 観覧車が一番高いところ
まで登ったときは少し怖かった。
faalet  ［魔法］陽晄（ようこう）、ファーレット　［レベル］６　20:太陽の晄
基　［文化］　dolmiyu

faaletrein  ［魔法］陽晄線　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

faalesn  ［名詞］日傘　［レベル］３　19　【用例】　non arat faalesn var terk lana 
fonl defo. 外出中は紫外線を避けるために日傘を差した。
faalern  ［天文］太陽系　［レベル］４　19:ilmus:ridia　［文化］　|約 46億年前
|太陽系が誕生する。arteはここに位置するようになる。惑星アトラ
スなどができ始める |
fai  ［名詞］火、炎、焔、火炎　［動詞］yulを a（灰や死など）になるまで
焼く、焼く、燃やす　［魔法］ファイ（ファイア）。火の多段黒魔法。火
で敵を燃やす。　［化学］燃焼　［料理］焼く　［類義語］blenz　［レベル］１　
f;e　赤 :faiの前、火は lai（火）← laitaa（ライター）であった。先代
に火という語が用意されていたので faiに取り替えたという説が有
力。但し、faiの語源は不詳。先代であるため、英語からの借入とは
考えにくい。ゆえに、ｆｉｒｅとの関連は考えにくい。faiの語源は
メル 16年まで分からなかった。ｆｉｒｅやライターの語源説があっ
たが、決定的ではなかった。初代からある『カコ』に登場するイー
ファは火と関連付けられることが多い。制アルカの中にもその片鱗
が残っている。たとえば caifaは ca/lifaだが、lifaは星で、更にその
語源は liiz/iifa（小さい火）である。同じく、制アルカの ifa（星）
自体も古アルカの lifaから来ている。赤アンクノットではファイは
ファルファから来ているとあるが、これは物語上の後付けで、アル
カ的にはファイのほうが先である。前期古アルカでは laiが火であっ
たが、自然言語排他によってこれが消えた。そこで代わりに出てき
たのがイーファを元にした語である。原初の語形は iifaiifaか ifai
faであった。固有名詞と混同しないように重ねたものである。この
当時は接頭辞の alがなかったので ifaifaのように重ねた。だがこの
語は長いので一部を切り取り、faiにした。それが今まで続く faiで
ある。なぜ faiで切ったかというと、他に切りようがなかったからで
あろう。ifaで区切ったら元も子もないし、faifaや faifより faiの
ほうが語形が短くて合理的である。　fai:fai:lu gram（水の対。火が
男）:hi,alt　［語法］　fai（燃やす）　　fai(faim)：燃やす　fai xa：燃え
ている。燃え始めから燃え終わりまでの総称　　fai sat：燃やそうと
考える。準備する。火を近づける　fai kit：火をつけ始める　fair：
火を当てている。チリチリいう　faik：火がつく。点火　fais：燃え
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ている途中　fai took：燃え終わる。例："zom em took fai"（木が燃
え終わる）　fai ilt：灰や熱といった燃やした結果が残存している。例：
"m? atu et hart. kamil xe em ilt fai na"（ん？ここが熱くなっているな。
恐らく何かを燃やしていたのだろう）　［文化］　低位黒魔法のファイは
炎を起こす。中位は火柱をあげたり、丸めて火の玉を飛ばしたりする。
高位は炎の渦に敵を巻き込む。　【用例】　"arten e fai"　faal e flea,　
xelfi e cuuk　fit envi tiil,　fai　＜ファイの呪文＞　朱夏の陽　
紅き月の光　我に汝の力を、　ファイ
fait  ［名詞］爆風　［レベル］３　13:制 :faiatez

faite  ［料理］チリ　［レベル］４　古 :辛い風。この風はどちらかというと
風味の意味。
faitesl  ［名詞］火力発電　［レベル］４　rt;/　24

faiteslka  ［名詞］火力発電所　［レベル］４　rt;/　24

faituns  ［農耕］焼畑農業、移動耕作　［レベル］５　19

faitulf  ［化学］燃焼熱　［レベル］５　19

faik  ［魔物］ファイク（爆球魁）：第三十七天：火の炎天　［軍事］爆弾　［レベル］
３　13:制 :faiagekから　［文化］　火の玉状のアデル。ダメージを受ける
と自爆する。火を吸収する。
faikjamp  ［軍事］爆撃機　［レベル］５　16:制
faika  ［建築］囲炉裏、いろり　［レベル］４　13:制 :火の場所　［文化］　カコ
のルティアで作られた。ルティアは木材住宅が多いため、木の含水
率を下げて材木の腐食を防いだ。また、タールが梁などに染み込む
ため、防虫効果もあった。　現在では見られない。
faikapl  ［軍事］駆逐艦　［レベル］５　13:制 :爆弾の船
faikov  ［料理］オーブン、天火　［レベル］３　22:「火の箱」
faix  ［動詞］yul（建物や燃えているものなど）を消火する、消火する　［普
通動名詞］消火　［レベル］２　13:制 :faixiから　参考 :古 :sedfai

faixpxet  ［名詞］スプリンクラー　［レベル］４　22

faixlizno  ［政治］消防庁　［レベル］３　19　［文化］　軍務省下。
faixlor  ［名詞］消火ホース、消火栓　［レベル］４　19:melidia alis

fais  ［名詞］爆発　［動詞］yulを爆発させる、爆発する、爆破する　［美容］
アフロ　［レベル］３　14:制 :faiaddzu（爆発）。火が壊れる、火で壊れる？
faistaxit  ［化学］爆速、爆発速度　rd;/　24

faisnax  ［動詞］yulを爆笑させる、爆笑する　［レベル］３　21

faisolz  ［軍事］導火線　［レベル］４　rd;/　23

faisenti  ［名詞］火鉢　［レベル］５　20　［文化］　カコのルティアで暖房器
具として作られた。炭を使い、薪を使わないため、煙が少ない。設
置が安く煙も少ないため、rdではアルバザードでも小さい街の学校
などに置かれた。　現在では廃れた。
fain  ［単位］センチ　［レベル］３　21:falian

fainmelfi  ［単位］ファインメルフィ、センチメートル、ｃｍ→ fm　［レ
ベル］３
faina  ［名詞］(til)ムッとした、ムカっとする、むっとする、むかむか　［レ
ベル］３　19:火の心　［語法］　na dagdはイライラという慢性的なイメー
ジ。til fainaはブチっとキレる瞬間的な感じ。　【用例】　an tilat faina 
im xe netik an. 誰かが私を起こしたとき、むっとした。　an tilat fa
ina xed sanje mon sin. はっきりとした理由もなくムッとしてしまっ
た。
fainim  ［化学］炎色　［レベル］４　19

fainimyev  ［化学］炎色反応　［レベル］４　19

faiv  ［動詞］yulを a（結果状態）になるまで焦がす、焦がす、焦げる、
こげる　［レベル］２　13:制 :古 :faivel（焼いて黒くする）　【用例】　pof 
ik faiv sin. パンが焦げてしまった。
faiva  ［物理］ケルビン、絶対温度　［レベル］５　14:制 :faival(熱の強さ )

faivatai  ［名詞］火事、火災→ beezel　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］
　火事が起これば保険から金を受け取れる。全焼半焼という中途半
端な区分ではなく、家具の何が燃えたとか、何の部屋が燃えたなど
によって詳しく点数化される。その点数に応じた保険金が払われる。
火事が他人のせいならその人から慰謝料を取れる。自分のせいなら
もらえない。まして自分のせいで他人の家まで焼けば慰謝料を払う。
faivian  ［名詞］火力　［レベル］４　rd;/　24

faif  ［名詞］消防　［レベル］２　13:制 :faixfas

faifa  ［天文］ファイファ、水星、炎天　［魔法］火のクリスタル　［組み数字］
１/９　［レベル］３　古 :faifa← fai/liifa

faifamo  ［名詞］消防車　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　levnamo

faifost  ［軍事］火縄　rd;/　24　［文化］　gel

faifern  ［名詞］腐っても鯛　［レベル］３　19　［語法］　価値が下がっても、
元々そのものの価値が高いので、下がったとは言っても未だ価値の
あるものを指す。　プラチナは比較的熱に強い貴金属で、火事に強い。
そのため指輪などのアクセサリーとしての形が損なわれても貴金属
そのものとしてそれなりに高価で売ることができる。そこから転じ
てこのような慣用句となった。　【用例】　non taut ke elp mil non ter
at lain atm elp ferel, tet le at faifern xalel. あそこでは安く売って
るって聞いたんでメロンを買いに行ったんだけど、腐っても鯛ね。
faim  ［建築］炉辺、炉端、ろへん、ろばた、ハース、ファイアサイド　［レ
ベル］５　13:制 :faimes

faima  ［植物］ディル、イノンド、蒔蘿、ジラ、じら　［レベル］６　alakta

faiman  ［地名］ファイマン、ファイマン市、蒔蘿市　［レベル］６　22:fai
ma/n「ディルの（産地）」　［文化］　アルナ市東部の市。オフィス街で、ファ

イマン線の名の由来になっている。
faimanrein  ［交通］ファイマン線、蒔蘿線　［レベル］６　22　［文化］　サン
ベル市からモモエ市へ至る私鉄の地下鉄。中央アルナから見て北西
に走る。間にカリーズ駅などを挟む。
faid  ［医療］やけど、火傷、ヤケド　［レベル］２　14:制 :faiから　【用例】　
an tilat faid on las. 手をやけどした。
faidilfai  ［医療］焦灼灸　rd;/。イボやウオノメを治すときに使う。皮
膚や組織を火の力で破壊することから。　24
faidofl  ［名詞］火の粉　［レベル］３　14:制 :火の灰　【用例】　faidofl milm. 
火の粉が舞う。
faidol  ［名詞］火打石、火打ち石、フリント　［レベル］４　13:制 :火の石　【成
句】　na faidol カチンとくる
faidolgel  ［軍事］火打石銃　rd;/　24　［文化］　gel

faig  ［名詞］こて、鏝　［レベル］４　13:古 faigil（火の金属。熱い金属か？）
faigan  ［建築］左官　［レベル］５　20

faigel  ［軍事］火薬銃　rd;/　24　［文化］　gel

faigel flandir  ［人名］ファイゲル＝フランディール　22　［文化］　velei
の発明家。313年、液状ロケットの開発に成功。
faip  ［料理］トースト　［レベル］２　13:制 :faipof

faib  ［名詞］燃料、火の材料　［レベル］３　13:制 :fai/gaabe

faibfit  ［交通］給油、燃料供給　［レベル］５　rd;/　23

faiblinz  ［軍事］焼夷剤　zg:szd;/「火硝石」　24　［文化］　gel

faire  ［天文］ポルックス　19:ridia/seren/mel:fai/iire　［文化］　雷の
オヴィと炎のギルが共闘してケルンマルスとリスティを封じたとき、
すぐに現場に急行できるよう作った連絡通路が faire（ポルックス）
と iref（カストル）。
faiz  ［医療］炎症　［レベル］２　13:制 :fai　【用例】　tak til faiz. 腕に炎症が
ある。
faizyai  ［医療］ひりひりする痛み、ヒリヒリ　［レベル］２　19

faizabe  ［医療］湿布　［レベル］３　14:制 :炎症の布　【用例】　ev faizabe 
湿布を貼る
faizon  ［名詞］薪、まき、たきぎ　［レベル］３　13:制 :火の木　【用例】　ev 
faizon まきをくべる
fail  ［形容詞］ゆるい、緩い　［反意語］visp　［レベル］２　13:制 :古 :faal（き
つい）。failでは怠けるという意味になってしまう。
fail,f  fiim
failklei  ［言語］ライトノベル、ラノベ　vl　［レベル］３　22　［文化］　lyud
ia
faillisen  ［被服］ルーズソックス　［レベル］５　21

faila  ［人名］ファイラ　［組み数字］５/１１　［レベル］３　古 :ridia:fai（火）
/la← lan（人）　［文化］　アルシアの５番目。火の魔法の大成者。男性。
failexn  ［名詞］のろし、狼煙、烽火、狼火、狼燧　［類義語］faplexn　rd;/　［レ
ベル］４　23　［語法］　faplexn

faileps  ［名詞］火葬　［動詞］yulを火葬する、火葬する　rd;/　24

faia  ［言語］音象徴　［レベル］６　f;fo/apia　20:fo/apia

faiadis  ［法律］火刑、焚刑　19　［文化］　地面に柱を立て、縄で死刑囚を
縛り付ける。薪藁を足元から設置し、首から上だけ出しておく。そ
こに点火し、焼き殺す。放火などに適応される刑。
faia gaavi  ［人名］ファイア＝ガーヴィ　20　［文化］　(127:198)ラグナント
の研究員。電卓を発明した。
faial  ［軍事］火門、火口　rd;/「火を置く場所」　24　［文化］　gel

faiet  ［言語］関係詞　［レベル］４　20:pafi/te

faietyav  ［言語］関係詞節　［レベル］５　20

faiev  ［普通動名詞］点火　［動詞］yulに点火する、点火する　［レベル］４　
rd;/　24
faier  ［名詞］自作自演、自演　［名詞］マッチポンプ　［レベル］４　rd;fai/
er「火と水」。自分で火をつけて自分で消して英雄を気取ることから。
　23　【成句】　befas on faier. 自演乙。
faiel  ［魔物］ファイエル（水炎）：第三十九天：火の幻天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:fai/er。母音が続くので、半母音的な rだと言い
づらいため、lに。　［文化］　魁族。流体の炎。何にでも姿を変えるこ
とができる。中心にある要を打ち破ると死ぬ。いかに火をかいくぐ
りながら要を破壊するかがポイント。
fao  ［サール］ファオ　［魔法］召喚魔法ファオ。その場にいる馬鹿だけが
攻撃される。rdではリディアが召喚したら、居合わせたザナやオヴィ
らがついでに攻撃され、笑い話になったとともに、封印魔法となっ
た。　［レベル］４　古　［文化］　頭の良すぎた少年。抑えられない知能が
見る者を全て愚かに見させてしまう。それによって彼は忌み嫌われ、
知能のない暴徒に暴行を受け、恥辱を味わされる。それ以後ファオ
は人間に恨みを持ち、人間を滅ぼすと共にサールになることを願う。
サールは彼の願いを聞きいれ、力を与えた。それ以後ファオは人を
見つけては拉致し、｢君は僕を愛してくれるか ｣と聞き、自分を受け
入れなかった者を殺すようになった。更にファオは愚者を見つけて
は無条件で殺すようになった。愚かな知恵の無い暴徒に暴行を受け
たことに対する復讐である。　【成句】　fao lenas 可愛そうなファオ：
どんな雲も裏側は銀色。どんな悪いものにも良い面はある。
fae  ［名詞］幕、たれ布　［レベル］３　13:制 :faabe（長い布）　【成句】　fae lu
nak ako 一件落着　【用例】　hast fae 幕を下ろす
faus  ［人名］ファウス　［レベル］５　古　［文化］　(melpalt ?→ 290)民主主義
勢力ミナレットの二代目首領。メル暦 250年、ミナレット初代首領ミ
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ナリスがアルティス教の始祖シオン＝アマンゼと戦いを挑み相打ち
になったため、ミナリスの息子ファウスは二代目首領に就任。ファ
ウスはシオンの娘マルテ＝アマンゼを決戦の地アルカンスより追放。
逃亡先のアデュを陥落させるが、マルテはさらにイグレスタ共産圏
に逃亡し、ミナレットと対立するこの国で保護されることになる。
255年、アルバザード国内でアルティス教のテロ活動が活発化した。
260年、ケートイア、イネアート、イグレスタに侵攻し、多数のアル
ティス教徒が殺害されるに至る。マルテはさらにセルヴァートへ逃
亡。290年、勢力を回復したアルティス教勢力はアルバザードへ攻勢
をしかけ、マルテとファウスは対決の末相打ちとなった。ミナレッ
トはファウスの息子アルファウスに引き継がれた。
fi  ［代詞］何か、誰か。任意の代詞　［レベル］１　13:恣意
fi,f  fil　e

fit  ［動詞］yulを aに与える、与える、やる、渡す　［医療］処方する　［類
義語］febit、yuxil、halas、sefir、xant　［反意語］taf　［レベル］１　f;futo.k
　13:制　fit:fit:futa　【用例】　fitat miik a lu. 彼にりんごをあげた。
fitte  ［形容詞］実質の、実質上の　［反意語］ditte　［レベル］３　rd;fia/te
　23
fityuyuo  ［言語］授受動詞　［レベル］６　22

fitl  ［動詞］yulを aに仕舞う、仕舞う、取り込む、とりこむ、しまう、
しまいこむ、片付ける、仕舞いこむ、取り出すの反対の動作　［経済］
手仕舞い、手仕舞う　［反意語］fatil　［レベル］２　13:制 :fatl:fatlit（取っ
て出す）　【用例】　fitl sab a zat 服をタンスにしまう　avelant fitlik 
mark a klal fir kont deyu galt. 死神は門を閉じると、鎌を白い空間に
仕舞った。
fitar  ［電算］出力装置　19

fito  ［動物］ロバ、驢馬、ドンキー　［レベル］３　15:制 :fitepab（耳長馬）
　［擬声］　abyoo

fite  ［動物］ウサギ、うさぎ、兎、ヘアー、ラビット、野うさぎ　［レベル］
２　lakta:fite（ウサギ）。長い耳の意。　［文化］　アルバザードでは犬
猫に次いで人気のあるペットで、最も好まれる品種はネザーランド。
繁殖の結果、白い毛で赤い目をしたウサギが生まれた。印象深いため、
パーセンテージから言えばレアなのに、ウサギの目は赤いというイ
メージが定着した。　また、うさぎは幼女を好み、幼女と仲が良い
というイメージがある。従って、デザインや絵の中ではしばしば幼
女とともに登場する。　【成句】　fite eftan ses aluut kai. 逃げたウサギ
は常に大きいものだった：釣り逃がした魚は大きい
fitebelt  ［料理］うさぎ汁　［レベル］５　19:melidia axte

fiteins  ［名詞］泣きはらした目、赤い目、（tilとともに）充血した目、
目が腫れあがるほど泣いた目　［医療］充血　［レベル］２　19:うさぎの目
　【用例】　☆ non tilat fiteins mil emt. 悲しくて泣きはらした。
fiteifa  ［地球の星座］［ユマナ］うさぎ座　24　［文化］　ifa

fitul  ［代詞］任意の何か　［レベル］２　19

fitulet  ［代詞］任意の何かの　［レベル］２　19

fik  ［形容詞］任意の、非特定の、随意の、不定の　［反意語］xek　［言語］不
定性　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:fi

fiks  ［医療］目眩、めまい、眩暈　［動詞］yulをくらっとさせる、くらっ
とする、くらくらする、クラクラ　［レベル］３　19:fian/niks（少女の
ように倒れる）
fikvante  ［言語］不定冠詞　［反意語］xekvante　［レベル］５　21

fikdu  ［言語］不定量　［レベル］４　20　［語法］　不定量は時間と量に分か
れる。　量は tiu（１～２個）, fou（２～３個）, alfou（３～５個）
がある。また、galtoon（百数十個）のように、任意の桁に toを入れ
て不定量を表現する方法もある。　時間は時点と時量に分かれる。
両者とも、askや foniなどといった同じ単語を使う。　時点は sa, xi, 
imなどの格詞とともに現れ、ある時点からどの程度離れた時である
かを示す。sa askで「すぐ前に（１～５分ほど前に）」を意味する。　
時量は du, folなどの格詞とともに現れ、どの程度の時の長さがある
かを示す。du foniで「一瞬」、fol ixtで「２、３日～数カ月の間」
という意味になる。　同じ askでも、sa askなら「さっき」、xi askなら「後
で」、du askなら「ちょっと」と訳し分ける。日本語だと３語覚える
ことになるが、アルカだと askという語自体が決まった時間の幅を持っ
ているので、格詞との組み合わせだけで表現できる。外国語が得意
な人でも案外不定量の表現は覚えていなかったりするが、そのわり
に口語では非常によく使うので、できるだけシンプルでしかも時間
の幅がきちんと決められる体系が便利だと思われる。　不定量は元々
小さな時間を示すのに使うことが多い。数カ月や数週間の場合、そ
もそも xeltや sootという単位を使って "ta xelt via"（２カ月くらい）
のように示せばよい。同様に、日なら selを使えばよい。　人間にとっ
て長い時間あるいは現在から離れた時間になるほど、見通しが立た
なくなる。見通しが立たないあやふやな状況にあやふやな不定量を
持ってくると意思疎通に支障をきたす。不定量はある程度計画の立
てられる見通しが立った状態において、暫定的に計画を立てる際に
使われる。例えば「あとで会いに行くよ」というような場合に使わ
れる。これが２１日も後の話なら、不定量で表してもかえって分か
りにくいので、ある程度具体的に３週間くらいと目安を立てる。　
というわけで、アルカの不定量は細かい時間を表すようにできてい
る。大きな時間の場合は上述の通り、「２カ月くらい」というような
表現をする。時点と時量は１０段階に分かれ、内訳は以下の通りで
ある。　1:foni（一瞬。実際には１秒以内から１分程度まで、場面に
応じて幅広く）　2:ask（すぐ（以下は xiと組み合わせた際の訳）。１～
５分）　3:liset（ちょっとしたら。５～３０分）　4:ezit（ややあって。
１５分～１時間弱）　5:galti（少ししたら。３０分～１時間強）　6:pian
（しばらくしたら。４５分～２時間）　7:sikt（あとで。１時間～２，３
時間）　8:leif（ずいぶんあとで。２，３時間～６時間）　9:ixt（こんど。

２，３日～数カ月）　10:fema（いつか。１年以上）　20年頭までは時点
と時量に別々の単語を当てていた。恐らく自然言語に引きずられた
のだろう。だが、こう考えれば時点と時量を同じ単語で表す理由が
分かる。sel（日）というのは２４時間のことだが、これは時間の定
量である。sa selなら「２４時間前に」で、du selなら「２４時間の
間」を意味する。定量に関しては時点も時量も同じ単語を使ってい
る。ならば、不定量だけ時点と時量が別でなければならない理由は
存在しない。askは「１～５分の間」という量なのだから、selと同じ
ように時点にも時量にも使えるはずである。かくして時点と時量を
併合し、さらに en hemなどと表していた部分を単純語にし、１０
段階の不定量を定めた。単純語を作る際は、sa, xiとともに使われる
ことを考慮して、同じ音が連続しないよう、xや sで始まる語はなる
べく避けた。なお、１と１０、２と９はそれぞれ teelvetになってい
る。４～６は語源が連続したストーリーになっており、７の siktは
制の意味に復帰した。　＜１０段階以外の不定量＞　単位となる sel, 
soot, adia, xelt, arxiel, saltなどと組み合わせることで、上記以外の不
定量を示すことができる。　tiu sel, fou sel alfou sel, soot via, tiu 
soot, fou soot, alfou soot, xelt via, tiu xelt……と、細かく組み合わ
せることで、単純語１０語でカバーできない細かい区間を表現でき
る。　＜du filとdu fen＞　du fil(fen)は決まった不定量がなく、
完全に話者の主観と文脈に依存する。　例えば長い時間をかけて行
うといっても、懸垂の場合は頑張ってもせいぜい 1回につき 10数秒
の世界である。この場合、du filが 10数秒を指す。一方、山登りだっ
たら短くても数時間はかかる。この場合、du fenが数時間を指す。
　すると du fenのほうが du filより長くなる。このように、fil(
fen)は完全に文脈依存であり、特定の不定量を指さない。話者が長
いと思っているかがポイントである。　＜時間の単位を使った時量
＞　fou jin（数秒）　toon jin（数十秒）　fou fei（数分）　toon 
fei（数十分）　fou miv（数時間）　toon miv（数十時間）　fou sel（数
日）　＜不定量について理論的な補足＞　日本語の不定量の時間表現
を集めてみる。 　いくつも出るだろうが、大体―― 　１：すぐ（１
～５分） 　２：ちょっとしたら（５～３０分） 　３：あとで（３０～２，
３時間） 　４：こんど（２，３日～数カ月） 　５：いつか（１年～∞） 
　――の５段階で使い分けているように思われる。 括弧内の長さは
目安で、ネイティブごとに一致を見ないだろう。だからといって「あ
とで電話するね」の「あとで」が翌日と解釈する日本人もいまい。
おおむね括弧内が目安である。 むしろ重要なのは目安の正しさでは
なく（それは日本語論なので）、不定量が網羅的でないということだ。
　例えば、２，３時間以上 24時間未満という不定量がない。また、数
カ月から１年という不定量もない。 網羅的でない上に、幅も広い。
１～５分ならともかく、２，３日から数カ月ではだいぶ広い。１分か
ら３０分までは３段階もあるのに、３０分を超えると急に大雑把に
なる。これらが日本語の不定量の特徴である。なお、英語でやって
も同じ結果になる。　アルカは人工言語なので、当初網羅的でない
のを嫌い、mes＋単位でどんな不定量も表せるようにしたが、不自然
である。自然言語を分析すると、このように現在に近いほうが細分
化され、未来に行くほど大雑把になる。また、網羅的でもない。現
在に近いほうが細分化されるのは人間の視界に近い。目の前の瓶に
書いてある文字は読めるが、遠くの山は大雑把にしか見えない。人
間の不定量の感覚はこのように「時間の遠近法」を持っている。 こ
れは過去にも言える。「いましがた」「さっき」「先日」「こないだ」「む
かし」を見るとわかるとおり、現在に近いほうが細分化されている。
　なぜ人間の言語には「時間の遠近法」があるのか。 未来について
は、現在から遠いほど、予測が付かないからである。 １０分後のス
ケジュールはほぼ確定事項で、隕石が降ってくるような突然の事態
でもないかぎり変わらない。だが１年後となると話は違う。きちん
とスケジュールが決められない。 歯医者の予約みたいなもので、来
週なら土曜か日曜のどちらが空いてるか受付嬢に伝えられるが、３
カ月後の定期検診だとどうなるか自分でも分からない。未来になれ
ばなるほど、スケジュールが不定になる。３カ月後の定期検診など、
「中旬ごろにまた来ます」などのように大雑把に言うしか約束できな
い。従って、そのあたりの不定量を示すときも、当然幅が広くなる
というわけだ。この理屈でいくと過去はどうか。過去は確定された
歴史なので、未来と違って現在から離れるほど不確定ということは
ない。だが不定量の表現は過去も未来も現在から遠のくほど大雑把
になる。これはなぜか。　なぜなら過去は現在から遠く、記憶が褪
せるからである。遠い過去のほうがいつだったか思い出せない。昨
日か一昨日かという区別は重要だが、１年経てば 1日の違いなどどう
でもよくなる。だから過去の不定量も現在から遠くなるほど大雑把
になる。歴史とか行動の履歴という客観で考えず、実際に言語を使
用する人間の認知を考えれば理解できる。　なお、不定量をしっか
り決めている人工言語は少ない。 代名詞を定めない人工言語はない
が、不定量を決めている言語は少ない。言い換えれば、代名詞を決
める前に不定量を決める人工言語は恐らく存在しない。こう見ると、
不定量のほうが代名詞より作成の順序的に高レベルな内容だという
ことが分かる。逆にいえば、不定量の表現の設定があるかないかで、
人工言語の進化段階が推定できる。 
fikyuo  ［言語］不定動詞　［レベル］６　20　［語法］　目的を持たない動詞で、
必ず非有界動詞。 　例えば「歩く」の場合、ただその辺りを歩行す
る場合は、不定動詞になる。 　スラブ語には定不定の違いが語彙レ
ベルであるが、日本語や英語やアルカにはない。 　不定動詞の単位
動詞はアルカでは迂言法で表現される。 
fikl  ［物理］二次元、平面、２Ｄ　［俗語］二次元、二次、虹。アニメやゲー
ムやイラストなど二次元物のことを指すスラング。　［俗語］アニメ、
ゲーム、ラノベ、イラスト、ヲタグッズ、オタグッズ、ヲタ物、オタ物。
上記の意味が転じてオタグッズ全般を指す。　［形容詞］二次元の、平
面の　［類義語］alfikl　［レベル］３　19:fink/kalb

fiklpamo  ［数学］平面図形　［レベル］４　19

fix  ［動詞］yulを疑う、疑う、不信感を抱く　［動詞］強く yulでないと
思う、思う　［形容詞］（fixanで）疑うような、懐疑的な、怪訝そうな、
怪訝な　［普通動名詞］疑念、懐疑　［反意語］xar　［レベル］２　19:melidia alis
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:fiexar（嘘だと信じる）　manom:manom　【成句】　fix tem 耳を疑う。相
手の言っていることを自分は聞き間違えたのかなと思うことは evit
terであって fix temではない。fix temは相手の言ったことがあり
えなさすぎて自分の耳を疑ってドン引きしているという意味である。
evitterと区別。同じく fix insは相手のしたことがありえなさすぎ
て引いているという意味。fix temと似ているがfix kuoは相手の言っ
たことが信じられず相手にドン引きしているという場合では fix tem
と同じだが、自分が思わず言ってしまったことがありえなさすぎて
自分で自分に引いているという意味で主に使い、この場合は fix tem
と意味が異なる。基本的に fix toto nozet（自分の～を疑う）の意
味で使うことが多く、この nozetは省略されることが多い。自分に
呆れるという意味の fix kuoの場合、evitkuと区別すること。　fix 
ins 目を疑う　fix kuo　口を疑う　【用例】　an fixat la on la ku rul. 彼
女は真実を言わないのではないかと思った。
fixt  ［名詞］過程に対する結果、でき、出来高、結果、できばえ、出来
栄え、結末、末路、甲斐、かい　［数学］方程式の解← miyusanfixt　［文
頭純詞］その結果、結果　［経済］経営成績、業績　［格詞］～の結果として
　［反意語］pask　［レベル］２　＠ 19　［語法］　甲斐とは「行動の結果として
現れるしるし。努力した効果」なので fixt。　【成句】　fixt rat i hot 
vosk kin 痛みなくして得るものなし　【用例】　tu et fixt iten el yuus 
yuli yol tof. これが子供に好きにネットをさせた末路だ。
fixtsan  ［数学］二次方程式の解の公式。正式には haalsan e miyusanfixt 
e tahafmiyusan。　［レベル］４　19　［語法］　実際にはほとんど「フィシュ
チャン」か「フィッシャン」のように発音される。
fixtsar  ［普通動名詞］フィードバック　［動詞］yul（結果の内容や研究名など）
を aにフィードバックする　［レベル］５　21

fixk  ［形容詞］冗長な、長たらしい　［類義語］damb　［反意語］fast　［レベル］３
　＠ 20
fixdaz  ［形容詞］疑わしい　［レベル］３　22

fixl  ［普通動名詞］噴火、噴出　［動詞］yulを噴出する、噴出する　［レベル］
３　19:fix:13:制 :sad:fadbxa
fixlkad  ［地球の国名］カタール　［レベル］６　19:国名が「噴出する」
fixakn  ［哲学］懐疑主義　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

fixol  ［法律］容疑者、被疑者　［レベル］３　20:melidia xier

fixet  ［文末純詞］［yuul］sei　［レベル］１　21:ryuu:fix/te

fis  ［名詞］今日　［レベル］１　17:制　【成句】　el fales xin les el took sen 
im fis. 今日すべきことは今日せよ＝今日やるべきことは明日へ引き
延ばすな。　【用例】　fis e soot kes 来週の今日　an nat fis at fil tin
ka. 今日は一日がとても長く感じた。　kalt fis em took 今日が終わる
まで　kalt fis leev atolas 今日が終わるまで
fist  ［遊離副詞］［形容詞］まれに、稀に、まずしない　［レベル］２　20:fix/te
（疑わしい）→ fist　［語法］　aluut

fiszet  ［料理］定食、今日のメニュー　［レベル］３　19

fin  ［格詞］～だけれども、～にもかかわらず、中譲歩　［レベル］１　19:
恣意　【用例】　an ket fin la en ke. 彼は行かなかったが私は行った。
fin(2)  ［名詞］白丸、勝星、白星　［医療］陽　［組み数字］１/２　［反意語］
ven　［レベル］２　sm;fir/en「白いの」　21:mel　［文化］　勝利や良を意味
する記号。venはその反対。　zgでカルセール人が筆で○と●を描
き、勝利と敗北などの意味に用いたのが始まり。筆はペンと異なり
黒丸を作りやすい。○は筆先でくるっと円を描けばよく、●はべたっ
と押しつければすぐ描ける。ペンだとこうはいかないので塗る系の
文字は生まれにくく、×記号などが生まれやすい。　その後この記号
はアルティアに入り、ルティアへ。smでアルバザードに筆とともに
入り、現代まで同じ意味で使われる。この記号を指す単語は序列組
み数字２にも使われているため、ペンが主流のアルバザードも日常
的に頻度が高い。ただし fin, venという語ほど、○●記号は頻度が
高くない。というのも、アルバザード人は記号においては○×を使う
ことが多いためである。ゆえに●自体はあまり出ず、venという文
字のほうが多用される。　【成句】　vas lana fin 雌雄を決す
fint  ［地学］金紅石、ルチル　［レベル］６　19:pind　［文化］　スタールビー
など、効果の高い魔石にはルチルの針状結晶を持つため、魔石学で
は重要。
fintraskan  ［生物］［医療］陽蹻脈　szl;/　24

fink  ［名詞］側、面、サイド、陣地、陣　［数学］面　［数学］～面体　［レベ
ル］２　13:制 :古 :fina（側）。fiina（～のために）と同根。　【成句】　
tu fink et hal 天地無用
finkel  ［言語］位相　［レベル］６　21:fink/eel（ある側面を向けた顔）
finven  ［名詞］勝敗、勝ち負け、決着、白黒　［医療］陰陽　［レベル］３　
rd;/　23　【成句】　ev finven 決着をつける　【用例】　ev xiit finven 
al ans. 決着をつけようぜ。
finvent  ［経済］一部上場企業　［レベル］５　21

findilf  ［生物］プリン塩基　rt;fin/panddilf。春（アデニン）と夏（グ
アニン）なので陽。　24
fing  ［料理］フォーク　［シェルト］フォーク。王手飛車取りなどの手法。　［レ
ベル］２　13:制 :古 :fingil（三椏の槍）。fin,fiinaの幻字が三椏の槍
のようであったことから。gilは金属。　［文化］　kuikon　金属製で三
椏か四またのものが一般的。子供用には木製のものが好まれる。
fingen  ［歳時記］雨水　［名詞］２時　［組み数字］２／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

finrein  ［組み数字］白星賞　［レベル］４　21

finanxe  ［アイテム］フィナンシェ、エリクサー、エリクシャー、アルイ
クシル、霊薬　［俗語］愛液　［組み数字］１/１２　［レベル］４　21:fianse/

xie　［文化］　フィアンセの涙。ヴィードを全回復する。とろっとして
いて甘い蜜の味がする。　実はフィアンセの膣分泌液にも同じ効果
があるが、フィアンセは上半身しかないため、得られない。フィア
ンセとの魔人の場合、初潮前であれば膣分泌液に同様の効果がある。
これが転じて次第に俗語で愛液の意味になっていった。
finanxenipl  ［医療］バルトリン腺、大前庭腺　［レベル］５　nd;/「愛液豆」
　23
finanxerein  ［組み数字］霊薬賞　［レベル］５　21　［文化］　→ rapalx　rdの
魔法大会で賞金とともに授与されたアディスト。勝者がベスト１２
まで選ばれた。その賞品の名が後にセレンにより組み数字に採用さ
れた。下位半分はおまけのようなものだが、上位６位まではかなり
貴重。
finamivkan  ［生物］［医療］陽維脈　szl;/　24

fino  ［名詞］花火、ファイアワーク　［魔法］フィノ。火の低位白魔法。
発信弾を打ち上げる魔法。また、打ち上げ方を工夫して芸術的な花
火を作ることもできる。エンターテインメント向きな魔法。芸術的
な用途としては決して低級ではなく、センスが別途必要。　［レベル］３
　15:制 :minafaisの混成　［文化］　smで作られた。ndまで新年祭で行
われた。smでカレンやアルティアに伝来。カレン人は夜暖かいとい
う理由で夏に行った。vlにその習慣が北にも入り、年に２期行うこ
とになった。　アルバザード人のものよりアルティア人のもののほ
うが圧倒的に美しく、現在はこちらを採用している。
finos  ［歳時記］白露　［名詞］１５時　［組み数字］１５／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

finoin  ［植物］彼岸花、曼珠沙華、ヒガンバナ　［レベル］３　15:制 :fino
mina。花の色が火のように赤く、花の形が花火のように広がっている
ところから。　yuuko:yuuko:la alblant（赤）
fiv  ［動詞］yulを萎ませる、膨らむの反対としての萎れる、しぼむ、萎む、
縮小する、収縮する　［形容詞］萎んだ、しぼんだ、へこんだ、凹んだ、
縮小した、収縮した　［反意語］fab　［レベル］２　＠ 19

fiver  ［名詞］対比、コントラスト　［レベル］４　20:melidia xier:fir/
ver
fifi  ［アイテム］パイク　zg;fi/fi　24

fifigi  ［アイテム］ロングスピア　zg;fi/figi　24

fifilu,alt  fil　fi/fi/lu

fim  ［形容詞］脆い、もろい、華奢な　［形容詞］耐久性のない　［形容詞］日
持ちの悪い　［反意語］fan　［レベル］２　13:制 :fam:古
fimfrea  ［化学］［工学］銑鉄、銑、ずく　［レベル］６　rd;/　24

fimel  ［名詞］時間　［類義語］mel　［アクセント］fiMel、fImel(fv)　fv;fi/mel
「長い時」　［レベル］２　22　fimel:fimel:lu fimel:yumi,alt

fid  ［動詞］yulを iから取り去る、取り去る、引く　［数学］［接続詞］引く、
－　［数学］引き算、減法、減算。fokの反対　［接続詞］t－ k　［レベル］２
　19:制では fak（加える）、fik（引く）、fad（増やす）、fid（減らす）。
だが、これらの区別が必要ないと判断し、音の離れた fakと fidだけ
残し、統合した。　［語法］　fok

fidkip  ［魔法］減算測定　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

fidn  ［名詞］残り、引いていった結果　［形容詞］残りの、残り、残った、
余った、あまりの、余りの　［名詞］食べ残し、残飯　［名詞］売れ残り　
［経済］差額、サヤ、鞘　［名詞］吸殻← yasfidn　［娯楽］残機。自機の残り。
あと何機かのこと。　［数学］差← fiden　［レベル］２　19:fid。nをつ
けたのは、この語にあたるものが制で fiknだったため　::dilze　［語法］
　→ sooj, foken
fidzep  ［数学］引き算　［レベル］２　21

fidantis  ［数学］引き算文化　rd;/　23　［文化］　fokantis

fiden  ［数学］差　［レベル］２　21:fid属格　［語法］　foken

fign  ［植物］西洋泡立ち草、セイヨウアワダチソウ、セイタカアワダ
チソウ　［レベル］４　古 :槍の花　［文化］　秋ごろに異様な高さに成長す
る雑草。
figyurer  ［歳時記］霜降　［名詞］１８時　［組み数字］１８／２４　［アクセント］
figyurEr　［レベル］３　20:→ anxian　［文化］　anxian

figan  ［地名］フィガン　［レベル］５　15:制 :figa（矛）から。　［文化］　ソー
ンの使徒ヴァテスの支配地。
figan(2)  ［アトラスの国家］フィガン　［レベル］４　制　［文化］　面積：
493454.497597 km^2
figani  ［動物］シャム、シャム猫　21:フィガン猫
figi  ［アイテム］槍、やり、スピア、ランス　［経済］ヒゲ　［レベル］２　fv
　赤 :figi（長い金属）　figi:figi:lu jelin（棒状）
figit  ［地名］フィギット　［レベル］５　15:制 :古 :figi（槍）から　［語法］
　ソーンの使徒ヴァフィーの支配地
figit(2)  ［アトラスの国家］フィギット　［レベル］５　制　［文化］　面積：
634916.864260 km^2
figivantis  ［軍事］槍兵　［レベル］４　19:ridia

figiviet  ［地球の国名］ケニア　［レベル］６　19:国章に槍を持ったライオ
ン
figia  ［植物］竜胆、竜童、リンドウ、りんどう　［レベル］４　22:figi

figian  ［ジョブ］槍手　［レベル］４　19:ridia

figiom  ［運動］槍道、槍術　［レベル］４　20

fip  ［名詞］手ぬぐい、手拭、布巾、ふきん、台拭き　［動詞］yulを拭く、
拭く、拭う　［レベル］２　13:制 :恣意　【用例】　an fipat hink e dap kon 
lafin. ハンカチで額の汗を拭いた。
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fip(2)  ［化学］エーテル　［レベル］４　＠ 19

fibl  ［名詞］網、ネット、たも、ガット、魚網　［レベル］３　古 :fib（網）
,fibl（網）,fibal（網）
fiblakas  ［生物］滑面小胞体　rt;/「網状の小胞体」　24

fiblifa  ［地球の星座］［ユマナ］レチクル座　24　［文化］　ifa

fiblomi  ［ユマナ］［建築］網戸　［レベル］３　19　［語法］　アルバザードには
存在しない。紫苑の書参照。
fiba  ［電算］モデム　［レベル］５　13:制 :古 :fiblal（モデム）。fibl（網）/al（物）
から
fibakart  ［電算］モデムカード　19

fibi  ［電算］ネットワーク、実際の網でなく抽象的な網（たとえば情
報網）　［レベル］４　16:制 :fibl

fiyo,fv  feid l'el fep　"yo" okl yu loyo wen

fir  ［色］白、フィーア　［形容詞］白い　［レベル］１　lsl;far.k　19:sorn:far
のアプラウト　paal:paal:la fenvl:pan,alt　【用例】　［メタファー］fir yun sae 雪
のように白い
firt  ［形容詞］明るい　［類義語］alfirt　［反意語］velt　［魔法］フィルト（ブ
ライナ）。光の低位白魔法。ヴェルトを解除できる。　［レベル］１　
19:firteeze（白い風）　【用例】　tu emik firt. 明るくなった。　im 
fis, xelt et firt o lant tal liifa et kalo tin. 今日は月が明るくて綺麗
だが、星は非常に少ない。
firtvaik  ［名詞］明るい部分　［芸術］ハイライト　［レベル］３　19:ridia:arb
axelt
firtgana  ［魔法］明領域　［反意語］veltgana　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

firtati  ［芸術］明度、ブライトネス、ライトネス、バリュー、ｂｒｉ
ｇｈｔｎｅｓｓ、ｌｉｇｈｔｎｅｓｓ、ｖａｌｕｅ　［反意語］monati　
［レベル］２　21　［文化］　→ xistina、verim　色がいかに明るいか。
firte  ［形容詞］うざくない程度に明るい、明るい、積極的で和やか、
良い意味で陽気、朗らか、陽気な　［反意語］belfa、velte　［気象］天気
が気持ちよい。爽快と穏やかの間。　［レベル］３　19:白い風　［語法］　
velteと並んで好かれる性格。全体的に落ち着いた雰囲気が好きなア
ルバザード人にとって、うざくない程度に明るいというのは重要な
ファクター。明るく健康という体育会系ではなく、和やかさやまっ
たり感も持っている。　【用例】　jent at firte. 気持ちの良い天気だっ
た。　an nat nau mil elet firte laat. 彼の明るい顔が私を喜ばせた。 
firter  ［アイテム］フィルテール、目薬　［組み数字］１０/１２　［類義語］in
spita　［アクセント］firtEr　［レベル］４　20:明るい水　［文化］　フィルトの
魔法がかけてある水。目薬状の小さい容器に入っている。ラルトが
使えない人間が増えた rdで、リュウが開発した。
firkad  ［地球の国名］ベラルーシ　19:ベラが白の意味
firkaaf  ［色］薄桃色　［レベル］３　22

firkoretta  ［化学］白色発光ダイオード　［レベル］６　al;/　23

firxist  ［料理］ホワイトラム　［レベル］５　21

firxisa  ［化学］グラニュー糖　［レベル］５　19:seren:→ afirxisa　［文化］　
アルバザードで砂糖と言えばこれを指す。
firstent  ［地球の国名］デンマーク　［レベル］５　19:国旗が白十字
firseta  ［歴史］白歴史。歴史の表舞台。正義で善な良い歴史。なお、
皮肉としても使え、勝てば官軍的な勝者側の作る表面的な歴史とい
う意味にもなる。　［レベル］４　19

firna  ［形容詞］正義の心がある、正義感がある、潔癖な、嘘のな
い、純粋な　［名詞］善意　［レベル］３　19　【用例】　firna vast total kaxu.　
el xir kaxu teom lana apia il del les el so flen o les el so xin kon 
hac.　el xir ko rein hot del "so total haas firna" ol il til firna.
　el xir rein vist milt il til firna.　yan lana rein vist, el jap 
ax to et falis o to et velnar kont okl tuus leik.　tur, el bas dite. tal 
mil dite, alan antes tilat em lan evide di l'et emis, wol mex kon man 
vers.　tu et hao xel el til siine silt on milf wen haas dite.　tal el 
okl fal falis kote lana xal alan ref.　see tu alan nos et alan pak alka dec.
　善意は六法に勝る。　やっていいことといけないことをすべて明
文化しようとすると、書ききれなくなる。　しかし皆に善意があれば、
「善意に則って動け」の一行で事足りる。　「善意」が働くほど条文
は少なくて済む。　その実現に必要なのは画一化された善悪の定義
だ。　多様性の時代というが、価値観が多様すぎると自己中心的な
人間が増え、訴訟社会になる。　根幹部分は画一的で、芸術的趣味
など社会の安定とかかわらないものに多様性を与える社会が最も発
展しているといえよう。　（ミロク＝ユティア）　細かい法律を作る
より倫理を重視したほうが世の中はよく回る例として出している。
firnazl  ［地学］白鉛鉱　［レベル］６　19

firvantis  ［軍事］白魔法兵、衛生兵　［レベル］４　19:ridia　［文化］　ナディ
ア以降は魔法がないので衛生兵が適切。
firvils  ［化学］ロイシン　［レベル］５　19:白色結晶を作ることから
firvern  ［植物］白樺、シラカバ　［レベル］４　sm;ボロボロと皮が崩れ
そうに見えることから　22
firfaal  ［地球の国名］ナウル　19:国旗に白い太陽のようなもの
firfian  ［植物］マーガレット　［花言葉］純粋な少女　［レベル］３　rd;/「白
い少女」　23
firmas  ［名詞］白紙　［形容詞］［ネガティブ］無知な、白痴な　［類義語］leit　［レベル］
３　20:melidia xier
firmem  ［地球の国名］ラオス　［レベル］６　19:国旗が白丸
firmepi  ［医療］白内障　［レベル］５　19:制で作ったものは滅んでいた
ようす

firmel  ［名詞］白色時代　［レベル］４　rd;/　23　［語法］［文化］　duurmel

firdolf  ［色］薄い灰色　［レベル］３　19:melidia axte

firj  ［動物］ささみ、ささ身、笹身　［レベル］３　22:fir/jam

firwal  ［地球の国名］スロベニア　［レベル］６　19:国旗に白い山
firliifa  ［地球の国名］ソマリア　［レベル］６　19:国旗に白い星
firakon  ［地学］［植物］ポドゾル　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt　［語法］　高
山地帯や寒冷地の土壌。鉄が下層に溶け出した土壌であるため、表
面は白く、深部は赤茶色になる。
firan  ［名詞］白人、白人種、コーカソイド　［レベル］３　19:fir/an　［語
法］［文化］　アルバザードに元々住んでいた人種。今でもアルバザード
の混血の元となっている。背が高く、脂肪が付きやすい。筋肉は黄
色人種より柔軟で細かい。皮膚の質は悪く乾いている。鼻が細く高い。
虹彩は薄く、青や緑など。髪は黒や茶だけでなく、金色なども含む。
彫が深い。金髪の子は明るいところで眉がなくなって見える。繁殖
率が悪い。鬱になりやすい。攻撃性が高い。
firart  ［魔法］白魔法、白魔道（正式）、フィル・アルト　［反意語］verart　［レ
ベル］３　zg;/　19:ridia　［文化］　verart

firartan  ［魔法］［ジョブ］白魔導師、白魔道士　［俗語］処女、僧侶　［レベル］
３　19:ridia　［文化］　artan, beel

firalis  ［植物］ギンモクセイ、銀木犀　［レベル］３　22:「白い金木犀」
firia  ［天文］diamej　［組み数字］４/８　［レベル］４　lsd;fir 白い星　21

firetek  ［名詞］白茶　［レベル］６　rd;/　23

firem  ［美容］美白　［レベル］４　21

fiz,szd  zon　fi/zamon

fizet  ［アイテム］棍、こん　szd;fiz/te　24

fil  ［形容詞］長い　［美容］ロング、長髪、ロンゲ、ロン毛　［反意語］fen、
velant　［レベル］１　19:古 :fi　fi:fi:lan:fifilu,alt

filt  ［料理］焼き網、グリル　［レベル］３　13:制 :fiblfai（網で焼く）
filtika  ［アイテム］長柄　rd;/　24

filtikavak  ［アイテム］長柄武器　rd;/　24

filk  ［形容詞］［ネガティブ］やる気のない、熱心でない　［反意語］fart　［レベル］
３　＠ 20
filkaxi  ［料理］菜ばし、さいばし、菜箸　［レベル］３　22

fils  ［動詞］yulを眺める、眺める、ボーっと見る、ぼーっとみる、見やる、
ながめる　［経済］手控え　［レベル］２　19:filins　【用例】　non siina fils 
esk frem tems. 窓辺に立って雨を眺めるのが好きだ。　an siina xelt 
ento fils tu im fral sel. 月が好きでほぼ毎日のように眺めている。
filskil  ［名詞］ベンチ　［レベル］２　20　【用例】　an skinates a filskil kont ti
les lei. 本を手にしたまま、ベンチに座っていた：この tilは動作動
詞なので esがつく。
filnia  ［美容］長髪、ロンゲ　［レベル］２　19

filnian  ［名詞］バカンス、長期休暇　［類義語］nakea　［レベル］２　22

filnoz  ［名詞］孫の手、まごの手、麻姑の手　［レベル］３　22　【用例】　noz 
xos kon filnoz 麻姑の手で背中をかく
filvoz  ［アイテム］ロングボウ　rd;/　24　［文化］　zgで作られた。
filveeyu  ［言語］フィルヴェーユ語　［レベル］３　20:fiilia/galveeyu　
［文化］　eldseta　　●概要　　名称：fv（フィルヴェーユ語）　系統：
アテン超語族ランス語族サルト超語派 (atenamat, lansemit, sartifal)　使
用年代：tm_lj：sartは cv以降 rfに鞍替え。selestや linsの一部が永
続使用　分布：全宇宙　話者：mirok及びユーマの一族第三世代迄。
第四世代以降は徐々に frfなどに分化　類型：ＳＯＶ、ＡＮ、Ｐｏ
　認知様式：主観的把握　　フィーリアとガルヴェーユで話されて
いた言語。人類の始祖と神々が用いた。フィーリア語から発達した。
　　●舞台裏　　参照にしたのは主に後期古アルカ。古アルカシリー
ズの中で最も完成度が高いため。前期古アルカの頃だと関係詞もな
ければ格詞もなく、神の言語に相応しくない。例えば前期古アルカ
には格詞がなく、格詞を含んだ文は２文に分けるというように煩雑
であった。　ただし語順は前期古アルカと同じＳＯＶにした。ただ、
denなど一部の単語の置く位置は前期古アルカと異なっている。形
容詞や副詞を導くのに leや heを使うという点も前期古アルカには
なかった。　つまり後期をベースに前期の要素を加えたというわけ
である。　なお、便宜上 fvでは格詞でなく後置詞と呼ぶ。　　●品
詞　　『アルカ』記載の古アルカの最終的な形態論に似せた。　ただ
し前置詞は後置詞としてある。　　1：名詞：/zamo/ 木　2：動詞：/
txil/ 持つ　3：形容詞：/kaya/ 難しい　4：副詞：/tinka:/ とても　5：
助動詞：/mal/ ～したい　6：連体詞：/jike/ this　7：接続詞：/tail/ 
しかし　8：感動詞：/lala/ ああ　9：後置詞：/kal/ ～で　10：天秤詞：
/n/ わ、よ　11：数詞　12：時場　13：符　14：助数詞　　・形容詞と
副詞　　＜ユーマ出産時：meltia 0＞　　ユーマとサールが会話した
ことで言語が少し変化。　形容詞の概念ができる。そのため del de 
viku de kaiの後ろの deが繋辞と別と認識され、deの音を弱めた le
で表現されるようになる。　del de vik le kai.　　副詞も同様。歴
史的にはまず leで繋がれていたが、そのうち副詞はさらに音が弱く
なり、子音が消失。　その後逆成で hが添加され、最もきこえの弱
い heとなる。　del baog he vivi.　　結果、形容詞は「le＋単語」、
副詞は「he＋単語」で導かれるようになった。　　＜アルミヴァ誕
生時：meltia 4＞　　アルミヴァにとっては生まれたときから leと
heがあり、重文が元になっている構造を使ったことがなかった。　
もともとエルトとサールは重文構造が念頭にあったため、修飾句の
前置は拒んでいた。しかしアルミヴァにとっては重文構造が頭にな
いため、後置の縛りがなくなった。　やがて形容詞は「単語＋ le」、
副詞は「単語＋ he」で示されるようになっていった。つまり、fvで
は形容詞と副詞は前置される。　なお類型論で見ると、ＳＯＶにお
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けるＮＡとＡＮの間に統計的な偏りはない。ゆえにどちらの類型を
も取りうる。従って fvがＡＮを取ることは言語学的に不自然ではな
い。　　kai le vik（大きな男）　vivi he baog（強く殴る）　　・助
動詞　　よく使う副詞が heを欠いたもの。現実ではエクスプロー
ダーとも呼んだ。　ユーマが heを欠いたのが始まりなので、アル
ミヴァのときは既に heがなく、それゆえ前置されなかった。　　
del kui de mal（私は食べたい）→ del kui mal　　・連体詞　　アル
カの指示代詞 tuや leなどに当たるもののこと。　bike（あれ）は f
と同じ。bakeは bikeと音が似て紛らわしいからか、jikeに変わって
いる。　連体詞は前置される。jike viku（この男）。　　・天秤詞
　　アルミヴァが開発した。対人的モダリティを示す。　　●代名
詞　　一人称に anが足される。　　二人称が分化する。　男が男を
　lusso　男が女を　tis　女が男を　dyussou　女が女を　tit　　三人
称 luから「彼女」の luuが派生。　それに対応する形で、別ルート
で souができる。　彼　sou　彼女　luu　　●数詞　　f同様前置さ
れる。　　数は 10進法になり、60は ijialaになる。　　千は tekpalala
（葉の数）から teep。　万は supalala（砂の数）から suup。　0が作ら
れ、yuuで表された。　　12進法が追加され、1～ 12まではアルミヴァ
の名が併用された。　5-10進法のエルトの数では 5進数がベースな
ので、この 5進数と 12進数が組み合わさって 60進数ができ、後の時
間や角度などに繋がっていく。　特に時間を 1時間 60分にしたとき
は、この 60進数がそのまま使われた。　　12進法や 5-12進法は時計
や角度など、使用が限られ、日用は主に 5-10進法が使われた。　20
進法は衰退した。　　●時場・符　　幻字周りに記号をつけてテン
スとアスペクトを指すもの。制アルカの時相詞に当たる。　fvは話
者の増加（fは数名という極端に少ない）と社会の発展に伴い、fに
比べて表現力が格段に向上した。　　過去 t 前が有声音なら同化し
て dになる　現在 r 前が l, t, d, nなら同化して lに、cなら cにな
る。通常省略　未来 s 前が zなら zに前が xなら xに、前が jなら
jになる。前が有声音なら同化して zでも同化しないで sでもよい　
警告 su 意味論的にはテンスではないが fvの文法ではテンスの扱い
を受ける。現実の古アルカでは「お前、死ぬぞ！」などの「ぞ」のニュ
アンスに近かったが、恐らくこれは警告でなく近未来だったのでは
ないか。古アルカでも後にこれは一部 sに統合されているため、そう
見るのが妥当。むしろ実態は警告より近未来だったのかもしれない。
　通時と無時制はなし。 現在形で代用 　　将然相 etta i/r/etta 見
そうだ。ketta（行く）から。　開始相 er baog/d/er 殴り始めた。向
かうというところから kerが使われている。　経過相 tan lufa/t/tan 
飛んでいた　完了相 il fai/s/il 燃やし終えているだろう。 　継続
相はなし。経過相で代用され、文脈によってどちらの意味か判断する。
　　●助数詞　　アルカだと「手一杯の水」は eria duen lasとなる
が、fvだと「手」が助数詞として使われ、wa eriaとなる。　手二
杯だとしたら seej wa eriaとなる。　　●関係詞　　リュディア語
の romに当たる文字を使うが、読みはない。　関係詞節は前置。　
kalzas despad (rom) deem（カルザスが封印した悪魔）　　fvにこの文
字が読まれなかったことで、そこから散らばった人間の言語は関係
詞が消失したりそれぞれ異なる音を持ったりとカオスな状態になっ
ていく。　また、ker～ buで挟むような表現も生まれた。　　関係
詞節内の前置詞は残存しない。　　● ker～ bu　　節をひとまとめ
にする ker～ buが生まれる。　non ker dyussou deem tiia bu lo（私
は貴方が悪魔を愛していると思う）　　●命令文　　命令：re ku（言
え）　敬意命令：mi ku re（仰いなさい）　依頼：re ku m（言って）
　敬意依頼：mi ku m（仰ってください）　禁止：na ku（言うな）　敬
意禁止：mi ku na（仰らないで）　禁止依頼：na ku m（言わないで）
　敬意禁止依頼：mi na ku m（仰らないでください）　　●疑問文　
　疑問文を作る no（女は non）が新たに追加された。　文末に来る。
　　●否定文　　形副詞 denを単語の前に前置する。
filveeyuren  → filveeyu　22

filveel  ［言語］長音節　［レベル］６　19　［文化］　→ caf

filf  ［動物］雉、きじ、キジ　［レベル］４　lakta:｢ 長い尾（翼）のもの ｣
film  ［文頭純詞］要するに、要は、簡単にいうと、結局、つまるところ、
つまり　［副詞］単刀直入に、要点だけいうと　［レベル］２　sorn　［語法］
　alfiは saaと filmを合わせた感じだが、filmは本当に要約して簡素
に説明するイメージ。alfiは間を持たせたり単に言い換えたりするイ
メージ。
filmams  ［被服］ビスチェ　［レベル］５　21

filgaax  ［普通動名詞］遠吠え　［動詞］yulという声を遠吠えする、遠吠えす
る　［レベル］３　22

filharpnian  ［名詞］シエスタ　［レベル］４　22

filho  ［生物］長骨、長管骨　rd;/　24

filz  ［法律］慣習、ならわし、慣わし　［レベル］３　19:fil/oz

filzkaxu  ［法律］慣習法　［レベル］５　19

fillax  ［動詞］yulを長い間望む、追求する、追い求める、望む　［普通動名
詞］追求　［類義語］dilx　［レベル］４　rd;/　24　［語法］　dilx

fillasl  ［被服］長靴、深靴　［レベル］２　19:16:制
fillisen  ［被服］ハイソックス　［レベル］３　21

fillivro  ［名詞］長寿、長命　［レベル］３　20

filloks  ［運動］遠泳　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

fillens  ［丁寧］［親族］おじいさま、フィルレンス　［レベル］２　21:長い智
慧　［文化］　laala

fillef  ［運動］マラソン、持久走　［レベル］２　rd;/「長距離走」　23　［文
化］　フルマラソン (kaxfillef)は rdでアシェットによって 40 meinm
elfi（＝５０ｋｍ）に制定された。　【用例】　an arat fillef im tu faar 
du 10 meinmelfi. 今朝は１２．５ｋｍのマラソンをした。　tal ans 
en na soa man el em ani tinka mil fillef. だが我々はそうは感じない。
というのも、マラソンは非常に疲れるからだ。

filati  ［名詞］長さ　［レベル］２　21

filan  ［代詞］任意の誰か　［レベル］２　19

filant  ［代詞］任意の誰かの　［レベル］２　19

filin  ［名詞］美少女　［類義語］alin　［レベル］２　22:fian/alin

filia  ［動詞］yulを願う、願う、希望する、yulしますように　［類義語］
filiam　［レベル］２　20:fulmiia:fiina liiz　［語法］　祈願文を作る動詞。
lax同様希望の意味だが、dert同様祈りの意味が含まれている。dert
は特定の神や悪魔に祈るが、filiaは自然とそうなることを願う。し
いて願う相手といえば、自然に対してそうしてくれるように頼むこ
とになる。　訳は「～しますように、～すればいいのに」が妥当。
通常主語を省く。女性形は filiam　【用例】　filia ti vast tas. 君が試験
に受かりますように。　filia kest em farf. 明日晴れますように。　
filia le aben vort. ＤＱＮ死ねばいいのに。　an ser tu lex la lfisat 
voskel enz. filia la nian entel. xilma. 彼が一生懸命生きたことは分
かっているので、どうかゆっくりお休みください。安らかに。
filia,ltd  fian　fians,fv.l

filiam  ［yunte］［動詞］filia　［類義語］filia　［レベル］２　20:fulmiia:filia/m
（語気の弱め）　【用例】　filiam tyu em nil. あなたに幸せが訪れますよ
うに。
filo  ［名詞］ポット、魔法瓶　［レベル］２　古 :｢ 長い筒 ｣
filoho  ［医療］百日咳　［レベル］５　19

filet  ［魔法］［動詞］yulを精錬する、精錬する、調合する　［レベル］５　
20:古 futo/te（取るような）→ futet→ fulet（tの重複は発音しにく
いため弱化して lに）→ filet（fulよりも filのほうがアルバザード
人には言いやすいため）　［文化］　adist

filenaj  ［経済］長期金利　［レベル］６　22

filuwas  ［被服］バドショース　sm;/　24

fia  ［名詞］世界、世の中　［名詞］業界　［名詞］社会。教科名。　［形容詞］有
形の、実在の、実際の　［類義語］fiana、xafil　［反意語］dia　［類音］fie。
対句で使うとおいしい。　［レベル］２　f　先　fia:fia　［語法］　＜世界
を表す言葉の上下関係＞　alkalte　　kaldia　　　lekai　　　　atolas　　
　　　arfi　　　　　arkadia　　　ardel　　　　twaayu　　　　latia　
　yumana　そして fiaはこれらのうちのどれか任意のものを指す言葉
である。また、○○業界のような業界という狭い意味での世界を指
すこともある。　【成句】　kolt fia 我に返る、われにかえる　on tu fia 
一体全体：文頭で使う。ないし挿入句として使う。　fia reia 天
涯孤独　【用例】　fia lis 狭い世界　an nat fia ik vern im tu. そのと
きは世界の終りのような気分だった。　ans ins fia enk fin ans in 
fia kok. 見てる世界は同じなのに、見えてる世界は違う (seren arbaz
ard)：rdのセレンの言葉。サピアの見方に相当する。言語によって世
界の見え方が異なるということ。
fiatau  ［経済］実物買い　22

fiatul  ［経済］現物　［レベル］６　rd;/「実在の物」　23

fiak  ［地学］世界地図　［レベル］３　制 :fiakaxa　［文化］　→ atolas　　・最古
の地図　　tmで神々が正距円筒図法を作ったのが最古のものである。
　その技術をのちに人類が受け継いだ。　現代ではミラー図法など
様々な図法が用いられる。　　・アトラスの表面積　　アトラスの
表面積は 509,949,000 km^2である。　　・正距円筒図法　　下記の地
図は正距円筒図法で描かれたアトラスの世界地図である。　http://
constructed-language.org/arka/data_kaxa_1.html　この地図の大
きさは横 4000pxlの縦 2000pxlである。赤道周長を 4万 kmと仮定し
た際、赤道上で 1pxlが 10 kmになるようになっている。赤道周長は約
約 40075 kmなので、誤差はほぼない。　　・正距円筒図法における
東西の長さ　　地図上の長さは実際の 1/cos(緯度 )倍になる。　北緯
45°なら√ 2倍になるので、地図上の 141 kmが実際の 100 kmになる。　
ただしこれは東西の距離の話であって、南北の場合は地図上の 100km
は実際でも 100kmのままである。　正距円筒図法で見るとアルバザー
ドは横長の国だが、実際にはやや縦長。　　・モルワイデ図法　　
モルワイデ図法は擬円筒図法の一種で、地図上の任意の場所で実際
の面積との比が等しくなる正積図法である。地球全体を 1枚の平面
に表現でき、地図の外周は楕円形になる。楕円の長径（横）と短径
（縦）の比は 2:1となり、もし縮尺 1分の 1の地図を作成したとすれば、
横 36040 km、縦 18020 kmの楕円となる。　　下記は惑星アトラスの
モルワイデ図法である。　http://constructed-language.org/arka/
images/kokajaboi.jpg　この地図は横 4000pxlの縦 2000pxlである。
　　・ピクセルあたり面積　　上記のモルワイデ図法におけるピク
セルあたり面積を算出する。　地表面積÷楕円のピクセル数（縦半径
×横半径×π）＝ピクセルあたり面積　509,949,000/(2000*1000*PI) 
= 81.1609041km^2/pixel　　従って、ピクセル辺りの正方形の縦横の長
さはそれぞれ約 9.0089 kmである。　モルワイデ図法なので地図上の
どのピクセルにおいても面積は 81.1609041km^2である。　ただしその
ピクセルが正方形のエリアになるのはモルワイデ図法の中央部にお
いてのみである。　正方形の場合は縦横が約 9.0089 kmになる。　ア
ルバザードなど、地図の中央にない場所に関しては、ピクセルあた
りの面積は変わらず 81.1609041km^2である。　しかしそのピクセルは
正方形ではなく長方形で、縦横比は 1:1でない。よって縦横約 9.0089 
kmということはない。　　約 9.0089 kmという値は下記で述べる面
積の求め方の「論理長」に使うために算出したものである。　フォ
トショップの機能上、論理長に 9.0089と入れると１ピクセルあたり
の面積を 81.1609041km^2として認識して計算してくれるようになる。
　そのために縦横比が 1:1にならない地域においてもどのピクセルも
81.1609041km^2の面積で計算できるようになる。　そのための論理長
が 9.0089であり、この 9.0089という長さは地図上の任意のピクセ
ルの縦横の距離を意味するものではない。　従ってモルワイデ図法
上の２点間のピクセル数をカウントし、そのピクセル数に 9.0089km
をかけることで２点間の距離を調べることはできない。　　・面積
の求め方　　大陸や海洋面積や国土などを調べるためにモルワイデ
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図法を利用する。　　アプリケーションは photoshop cs5.1 extended
を使用した。23年現在、extendedのみ下記のツールが使用できるよ
うである。　モルワイデ図法を制作したのち、調べたい国や大陸を
マジックワンドで選択する。　（ツールバー）解析→計測スケールを
設定→カスタム→論理長 9.0089、論理単位 kmに設定　（ツールバー）
ウィンドウ→計測ログ　にチェック　計測したい範囲を選択　（計測
ログ）計測値を記録
fiaxalt  ［経済］現金主義　19

fias  ［動詞］solは yulの様態で生まれる、生まれる、誕生する　［普通動
名詞］誕生、発生　zg;fia/so　［レベル］２　19:fiaso（世界をする）　vaart:
fias　【用例】　tea non fias me, xom non em lan non me. もしも生まれ
変わっても、また私に生まれたい（千秋）：injinも可。
fiaska  ［名詞］生誕地　［レベル］３　19:melidia alis

fiasxant  ［名詞］誕生日プレゼント、バースデープレゼント　［レベル］２　
rd;/　23　［文化］　fiassel

fiasxipl  ［名詞］誕生日ケーキ、バースデーケーキ　［レベル］２　vl;/　23　［文
化］　fiassel

fiassel  ［名詞］誕生日、バースデー、生年月日、開始日　［レベル］２　19
　［語法］　人の場合は誕生日。機械や建物など無生物の場合は成立日
や開始日など。　［文化］　誕生日にはパーティをする習慣がある。家
族＞恋人＞友達の順序でスケジュールを優先する。日本と違って恋
人＞家族でないところがポイント。恋人がいる場合、家族とのパー
ティの後か後日に会うか、家族に混ざって一緒に祝うのがふつう。
　誕生日ケーキの習慣はない。　kkで凪人が砂糖で味付けした菱形の
餅を誕生日に食べていたのが smでアルバザードに流入し、今では甘
い餅を食べるのが習慣。ただし vl以降は餅に代わって豪華なケーキ
を食べる場合も増えてきたため、事実上誕生日ケーキの存在自体は
ある。ただしこのケーキにローソクの習慣はない。　ローソクの代
わりに、手拍子を年齢の回数だけ皆で叩き合う習慣がある。２０歳
を超えると大きな拍手が１０歳分で、小さな拍手が１歳分を意味す
る。　パーティでは誕生日の人はプレゼントをもらう。誕生日の人
が出席者に奢る習慣はない。　　・１歳の誕生日　　子供の前に金、
人形、本を置く。子供がどれを選ぶかでその子の将来を占う。金を
取れば金持ちに、人形を取れば厄災が人形に移り健康に、本を取れ
ば学者になるとされる。　　・３歳と５歳の誕生日　　kkの凪では赤
い着物を着せた人形を子供に抱かせ、厄災を吸収させてから神社で
焼く習慣ができた。これが smでアルバザードに伝わり、ndごろに定
着した。　女子は３歳で、男子は５歳でこれを行う。　　・７歳の
誕生日　　３歳と同じ儀式を女子だけ行う。　　・１０歳の誕生日
　　親や周囲の人間が子供に使命を与え、将来の自分へ当てたタイ
ムカプセルを作る。この習慣は alごろにできたもので、歴史上の偉
人が１０歳を契機に人生の使命を背負ってきたケースが多かったた
め。　　・２０歳の誕生日　　成人の祝いとして大酒を親と飲み交
わす。アルバザードでは子供のころから飲酒ができるが、少量とさ
れる。大人になった契機に親と大酒を酌み交わし、大いに酔う。　　・
３０歳の誕生日　　１０歳のときに作ったタイムカプセルを開ける。
　６０歳の自分に向けてタイムカプセルを作る。　　・６０歳の誕
生日　　３０歳のときに作ったタイムカプセルを開ける。　　【用例】　
fiassel e ridia et zan ral. リディアの誕生日はザナの月ラルドゥラ
の日だ。
fiaswain  ［名詞］誕生パーティ、誕生祝い　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文
化］　誕生祝は子供が生まれると行う。といっても生まれてすぐだと
母親と子供の負担になるので、母親の回復を待ってから日取りを決
めて行う。大抵は二週間か一ヶ月してから行う。祝いには親族と仲
間を招く。ふつう子供がこれから暮らす家で行う。ホストは料理等
を用意する。その代わり参加者は祝い金を持参する。祝いは夕方か
ら始まり、夜に終わる。帰れない人は泊める。それは面倒という場合、
そもそも昼ごろから初めて夕方に終わらせることもある。祝いでは
赤ん坊を参加者にお披露目する。赤ん坊は白い布などに包んでおく。
皆に正式に名前を告知する。エーステをあげる親は、この時点で子
供にあげることが多い。
fiaseta  ［名詞］世界史。科目名。　［レベル］５　rd;/　24

fian  ［名詞］少女、女の子、６～９歳の女　［名詞］女の子。漠然と子供
の女の子を指す。広義には３才程度から思春期程度までを広く指す。
より広義には赤ん坊から若い成人女性を指す。　［形容詞］少女～。前
置。　［反意語］alfian　［レベル］２　ly;fians,fv.l　13←古 :fians（花嫁衣裳）。
fiansの語源は不詳。クリスの知っている花嫁衣裳を着たがっていた
アシェットとは無関係の少女のエピソードが由来。そこから少女と
花嫁衣裳が連想された。　fians:fian:la filia
fiant  ［動詞］yulをもじもじさせる、もじもじする　［レベル］２　19:meli
dia axte:fian/txu（恥ずかしがる少女）
fianka  ［名詞］中学校、中学、小学、小学校　［レベル］２　19:melidia axte

fianxiim  ［化学］ショ糖、蔗糖　［レベル］４　19:paal:少女糖　［文化］　女の
子が好んで食べると考えられている。rdでは代替糖があまりなかっ
たので、アシェット女子が好んだ。レイユでは虫歯の原因になるの
で良くないとして避けられている。
fians  ［動詞］yulをくらっとさせる。めまいほどではないがちょっとク
ラっとすること、よろっとすること　［rente］［動詞］座る。特にクミー
ルが弱くてふらふら貧血で座り込むことから来ているのでユンクが
メイン　［類義語］skin　［レベル］２　19:fianso（少女がするように）　［語法］
　アルバザードでは女らしいしぐさとして好ましく見られる。逆に
男は恥ずかしがって、しないようにする。　【用例】　wei, ti ik fians 
kok! やーい、お前、今、女の子みたいによろめいたろ！：いじめっ
このセリフ。
fians,fv  儀式用の綺麗な服（fv前期）、気飾った女性（fv中期）、
少女（fv後期）

fianse  ［魔物］フィアンセ（少女精）：第十天：水の炎天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:fian/seles（少女の魂）　［文化］　湖など、水面に現
れる魔物。膝から上が裸の少女ないし若い女の体をしている。水面
の霞の集まったもので、膝から下はランプから立ち上る煙のように
水面に向かってすぼんでいる。男を誘惑し、溺死させる。　湖面を
覗き込むと落ちるのはフィアンセのいたずら。
fianfeme  ［地学］［歴史］新原生代　vl;/　23　［文化］　gaavefeme　原生代（か
つての先カンブリア時代）の最後の３紀、１０億～５億４２００万
年にあたる。
fianmiik  ［名詞］少女リンゴ　［レベル］６　19　［語法］　リンゴは空気を吸
うので、美しい少女の寝室に置いて保存するアルバザードの風習。
概念自体は古くからある。manamiik、lazmiikも同じ。xakvetleiの rik
の項でルシアがリンゴのダンボールに入っているのはこれが元ネタ。
fiandaiman  ［名詞］中学校中退　［レベル］３　19

fianhac  ［言語］少女体　19　［文化］　taphacから作った書体。小さく丸み
を帯びた女の子用の文字で、可愛さを表現。
fianregast  ［名詞］中卒　［レベル］３　19

fianj  ［生物］指、細い指　［レベル］３　22:fian/ji

fian le dert a lastia  ［芸術］「ラスティアに祈る少女」　19　［文化］　マレ
ア＝トゥウェンの代表作。アデュ収容所へ送られる魔列車の少女を
描いたもの。
fiana  ［名詞］現実、リアリティ、リアル　［名詞］ノンフィクション、ドキュ
メント、ドキュメンタリー　［数学］実数← fianaalx　［形容詞］現実の、リ
アルな、現実的な、実在の　［類義語］xafil　［反意語］diana　［類音］diana　［レ
ベル］２　rd;fia/na　19:世界を感じる　【成句】　an et fiana man ti tiia 
an kont non et fiana mil tyu tiia non. 我愛する故に汝あり。汝愛
する故に我あり（seren arbazard）　【用例】　"lee, es fia et fiana eyo" 
「ねぇ、どうして世界はあるの？」
fianasek  ［普通動名詞］現実逃避　［レベル］５　rd;/　24

fianan  ［名詞］中学生　［類義語］mamman　［レベル］２　19

fianal  ［生物］小児、児童　［レベル］２　rd;fian/al　23

fianaalx  ［数学］実数→ fiana　［レベル］４　23

fianis  ［植物］忘れな草、ワスレナグサ、勿忘草、フォーゲットミーノッ
ト、フィアニス　［俗語］レズビアン、レズ、ユリ、百合　［類義語］test
eel　［反意語］nemp　［レベル］４　tm;fianis<fian　23　［文化］　テステェル
が愛した少女の名で、それゆえ古くからレズビアンの象徴とされる。
漫画などでも背景に用いられる。
fiavavita  ［ユマナ］オリンピック　［運動］オリンピック、五輪　［レベル］５
　19
fiafixt  ［数学］実数解　［レベル］４　19

fiam  ［生物］界　［言語］亜語族　rd;fia/main　［レベル］６　22　［文化］　ruma

fiamirok  ［宗教］世界神　rd;/　24

fiamonodoal  ［経済］有形固定資産　19

fiadia  ［数学］複素数　［レベル］５　rd;fianaalx/dianaalx　24

fiadiaixm  ［数学］複素行列　［レベル］６　19

fiadoal  ［経済］実物資産　22

fiagil  ［経済］現金、キャッシュ　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

fiagilpax  ［経済］キャッシュフロー計算書、ＣＦ計算書　［レベル］６　19

fiabakal  ［建築］世界遺産　［レベル］５　zg;/　23　［語法］　世界遺産は「文
化遺産」「自然遺産」「複合遺産」に分類される。
fiarerim  ［医療］狭心症　［レベル］５　19

fiarein  ［名詞］世界線、パラレルワールド、並行世界、平行世界　［レベル］
４　rd;/　23
fial  ［名詞］任意の数、任意の番号　［形容詞］任意の数の、任意の番号の　［レ
ベル］３　19

fial(2)  ［歴史］フィアル時代、創世期、創世の詩、そうせいのうた　［レ
ベル］３　古　［文化］　世界ができてアルデルと霊界ができた時代。一
番初めの存在であるアルマはひとところに存在していた。この時点
では場は宇宙さえ存在せず、アルマの占める空間しか存在しなかっ
た。しかし、アルマはレカイとアルテ神とアルデルに分裂する。ア
ルテは最初の意思を持った存在である。アルデルはトワーユとラティ
アに分かれた。アヴェランティスがレカイとアルデルの間にできる。
アヴェランティスを通ってヴィードがレカイに貯まる。　ヴィード
を受けたアルテは爆発の危険に瀕し、やがてエルトとサールに分裂
する。彼らは互いのエネルギーを相殺する力を持った男女の神であ
る。エルトとサールは愛し合ったが、そうしてばかりいるとまたア
ルテに融合してしまうので、約束の日を設けてそれ以外は逢わない
ようにした。約束の日を一定の周期で定めるため、エルトとサール
は最も美しいと気に入った星を世界の中心の星とし、その星と太陽
の関係が一定の条件を満たしたときを逢瀬の日にすると決めた。そ
の星がアトラスである。エルトとサールはアトラスの公転周期を周
期とし、毎年アトラスで逢瀬を重ねた。その場所を世界の中心セル
ヴァートという。尚、公転周期は年月を重ねると変化するため、創
世記と転生期では異なる。転生期は約三百六十五日であるが、創世
記の公転周期はそうではない。
fialyudia  ［言語］ローファンタジー　［レベル］６　rd　22　［文化］　lyudia

fialameer  ［歴史］世界創世記　［レベル］４　tm;/　23

fialis  ［天文］アルタイル　［類義語］ridia　［レベル］５　fv;fia/liiz　21:ri
dia　［文化］　defans

fialent  ［死神］フィアレント、雛人形　［アクセント］fIalent　［レベル］６　
19:ridia:fian/lent　［文化］　死神シューゼの傍に仕える十三人の死神少
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女。　第一雛：恋姫 , renki　第七雛：詩姫 , xiki　第十三雛：悠姫 , 
yuuki
fiaatm  ［経済］実物売り　22

fiaakn  ［哲学］現実主義、リアリズム、レアリズム　［反意語］diaakn　［レベル］
５　rd;/　24　［語法］　広義には、理想より現実を優先させる考え方の
こと。その反対が理想主義。
fiaaknan  ［哲学］現実主義者　［反意語］diaaknan　［レベル］５　rd;/　24

fiaavl  ［経済］実物経済　［レベル］６　22

fiaalx  ［数学］現実数　［反意語］diaalx　［レベル］５　rd;/　23　［文化］　diaalx

fiaixm  ［数学］実行行。実数のみの成分でできた行列　19

fiailma  ［経済］現物　22

fiaenvi  ［名詞］実力　［レベル］３　rd;/「実際の力」　23

fiaeet  ［経済］現物株、現物、実物　22

fiit  ［代詞］誰かしらの、何かしらの　［レベル］１　20:seren/ridia

fiin  ［動詞］yulに尽くす、yulのために何かをする、尽くす、尽力す
る　［レベル］３　19:fiina　【用例】　lu min vinsat yu altian fin fiinat la 
enzel. 彼女は懸命に尽くしたのに彼に捨てられた。
fiinya  ［娯楽］「魔法少女フィーニャ」　［レベル］２　19:unilei　［文化］　
『おジャ魔女どれみ』、『プリキュアシリーズ』に相当するアニメ。ア
ルバザードで放送している幼児向けのアニメ。精霊族の少女フィー
ニャが魔法の杖で困った人を助け、悪の組織と戦う。　　・現実で
は　　23 dyu ravにトイザらスでスマイルプリキュアの衣装を紫亞
に買ってあげた。６０００円弱したが、割引で５５００円ほどだった。
１０５～１１５ｃｍとあるので、概ね合った。紫亞は５歳にしては
小さい。　　↓ツイッター　娘、トイザらスにてプリキュアに変身
なう。「お父様の好きなのがいい」と言う。「じゃあ青で」と言った
ら、後から母親にあの子はピンクが好きなのに。。。と言われてしまっ
た。。。orz でも可愛いからいいのだ　　↓その後、dyu nenのツイッ
ター　こないだ買ってあげたプリキュアの衣装を息子が着てた。身
体が大きいのでパッツン。その上、「パパ、僕かわいいですか？」と
聞いてくる。以前このパターンで硬直したら後で母親に「パパは僕
のことが可愛くないんだ」とメソメソしだしたそうなので、傷つけ
てはいけないと思いながらも、全力で「脱げよ」
fiina  ［格詞］～のために　［音楽］楽団アシェットのデビュー曲。rdで、
異性魔王との交戦で疲弊したアシェルフィの民を元気付けようと考
えたセレンが、アルシェの使徒、フィミィ、ルビィ、リーザなどを
加えて作った楽団。後の団体名アシェットを先取りした楽団名になっ
ている。命名はリディア。ボーカルはミルフ。指揮は最初と最後の
合図だけの役割で、セレン。ドラムはオヴィ。ギターはギル。ピア
ノはクミール。ベースはクリス。その他でサックスなどのセクショ
ンを担当。フルミネアはブラス兼任でフルート。メルはトライアン
グルなどの各種パーカッション。デビュー曲はミルフが作ったビッ
グバンドで、曲名は「fiina（あなたのために）」　［レベル］１　f;fi/na「心
長く」　赤 :fiina:finaだと finに似るので戻した。　［語法］　lana　【成句】
　fiina ridia リディアに捧ぐ　【用例】　an labat fiina xite. 家族のた
めに働いた。
fiina(2)  ［音楽］フィーナ　21　［文化］　『夢織』のアリスらのバンド名。
fiina-fian  ［植物］コデマリ、こでまり、すずかけ、スズカケ　［レベル］
４　rd;「少女に捧ぐ」　22　yuki:yuki:　［文化］　yunk系の少女を象徴
する花。
fiina ridia  ［言語］arka　［感動詞］リディアのために。セレンがお祈りと
して最も日常的に使う言葉。　［レベル］３　21:seren

fiinalem  ［音楽］ビッグバンド　［レベル］５　19

fiinaleimen  ［名詞］一般受けする作品、一般人向けの作品、一般受け　［レ
ベル］４　rd;/「普通の人のために」　23　【用例】　tu klei et tio fiinale
imen tis da. この小説は単なる一般受け狙いだ。
fiinaen  ［接続詞］fiina　［レベル］３　21

fiinaenna  ［生物］聴宮　21

fiino  ［アイテム］トライデント　zg;figi/no「槍爪」　24

fiine  ［魔法］精霊　［レベル］３　古 :準イネア？あるいは silf inea（軽
やかなイネア）？　fiine:fiine:la silf　［文化］　精族のアデルと人間
との交配種。イネアートを発祥とし、イネアートに住み続ける。定
住民族で、森や湖の中でひっそりと暮らしている。イネアートの外
に出ることは少なく、セルヴァートなど、高緯度地方に点在する。
アルバザードでは唯一アルシアに住む。　大人しく美しいのが特徴。
黒い長い髪を持ち、肌は透き通るように白い。薄布をまとっており、
水浴びを好む。知能は人間よりも高く、繊細でプライドが高い。ア
シェットではフルミネアが精霊の出。
fiines  ［筐堺］フィーネス　［レベル］５　rd;fiine　22　［文化］　筐堺司：
fulmiia ineaato　筐堺国：ineaato, hyuuto tuvan, diminion leeve
fiinemadet  ［アイテム］フィーネマデット、万能薬　［組み数字］３/１２　［レ
ベル］４　20:精霊のへその緒　［文化］　精霊族の少女が生まれたときに
つけていたへその緒を干して砕いて粉末状にしたもので、ラルトの
効果がある。非常に貴重なアイテム。精霊が生んだ息子のへその緒
では効果がない。
fiineria  ［地名］フィーネリア海　［レベル］５　20:ridia:妖精の水　［文化］
　ヒュート西～北西、フレディスク西、ファルファニア西、フィー
リア南、イネアート北の海。
fiinel  ［音楽］ケルティック　［レベル］６　21:「精霊の曲」
fiinelia  ［植物］カシス、クロスグリ、フィーネリア　［レベル］３　21:「精
霊の」　【成句】　yun fiinelia （恋愛が）甘酸っぱい、青春な。yun fi
ineliaは若者の純愛、特に性的記述に乏しい純愛を表現するときに
用いる。yun xivelはその逆で大人のあるいは大人びた恋愛を意味す

る。明確な基準はないが、yun fiineliaでは手をつなぐか抱きしめ
るかせいぜいキス程度が上限。
fiiv  ［アイテム］ハルバート。地球よりも開発が早かった。　zg;figi/
vivo　24
fiim  ［形容詞］怠けた、怠惰な、なまけた　［反意語］faan　［副詞］怠けて、
なまける、怠ける、サボる　［レベル］２　rd　＠ 19:sonohinoki　fail:f
ail:fail　【用例】　an at fiim pot mokt. ベッドの中でだらだら（ぐずぐず）
していた。　an rakmat sel fiimel. 一日中ゴロゴロ（ごろごろ）して
いた。
fiimbix  ［生物］無精髭　［レベル］４　22:「怠惰な髭」　【用例】　vik le til 
fiimbix 無精髭を蓄えた男
fiima  ［感動詞］久しぶり　［形容詞］久しぶりの、久々の、ご無沙汰の　［レ
ベル］２　古 :fi（長い）/ima（時間）。｢長い時間が経った ｣が原義。
fiimel  ［被服］チノパンツ、チノパン　［レベル］５　21:怠けて
fiig  ［生物］回虫　［レベル］６　19:firgeep

fiiyu  ［形容詞］素晴らしい、美しい、すばらしい、おいしい、優れて
いる、素敵、素敵な、すてき、ステキ　［類義語］rat　［レベル］２　古 :fi
iyuの古形が fiijuなので、fiiyuの yuは確実に「受ける」の意味。
　［語法］　ratや tinka単体よりも意味が強い。rat tinka程度の意味。　【用例】
　jent at fiiyu. 天気がすばらしかった。　an na fiiyu im tur. 今
は素晴らしい気分だ。
fiild  ［動詞］solは yulの力を fiinaに資させる、資する　［レベル］４　
古 :fulmiia　【成句】　ren fiild! レン・フィールド（汝の契約者に資
すらんことを！）：召喚士が神を召喚する呪文の結び。
fiilia  ［アトラスの国家］［地名］フィーリア、フィーリア島、悲離島　［レベル］
２　f;e　19:ridia:fiine。「悲離」音とともにセルトの別れの意。　［文
化］　面積：182367.147385 km^2　厳密には国でなく島の名前。神の国ア
ルフィのある島で、人間が支配してはいない。
fiiliaren  ［言語］フィーリア語　［レベル］３　20　［文化］　eldseta　　●概
要　　名称：f（フィーリア語）　系統：アテン超語族ランス語族サ
ルト超語派 (atenamat, lansemit, sartifal)　年代：fl_tm：tmは４年間だけ
　分布：主にフィーリア島　話者：elt, saalを中心とする数名　類型：
ＳＯＶ、ＮＡ、Ｐｏ：厳密には形容詞はなく、deを使って述語とし
て導く。vik de kaiのように。見かけ上ＮＡの形をしているのでＡＮ
かＮＡかと言われればＮＡと言わざるをえないだろう。　認知様式：
主観的把握　音韻：アルカに S,Z,H,Lを足した２９音に、シュワーを
加えた計３０音　　カルディアで最初に生まれた言語。全ての言語
の祖。flでエルトとサールが作った。　　●舞台裏　　現実の前期
古アルカがベースとなっている。シンプルな文法で、フィルヴェー
ユで研磨される。　アルカと同じ部分については特に書かない。異
なる部分だけ書いていく。　　●品詞　　名詞、動詞、後置詞、形
容詞、副詞、純詞、接続詞、感動詞、天秤詞の 9種。　　・連体詞
としての形容詞　　「この」や「あの」といった、後の連体詞や指示
代詞に当たるものしかない。　bake これ、bike あれ　これらは前置
される。有生と無生の違いはない。　　「これの」と「あれの」は ba
keno, bikenoで表示。　　ちなみに場所についてはこう。　beke こ
こ、okela あそこ。 　　・形容詞　　「大きい」などの形容詞はなく、
名詞を述語として使って示した。　del de viku de kai（私は大きい
男だ）　これは del de vikuと del de kaiが重文となり、二番目の主
語が省略され、やがて形容詞のように kaiが導かれるようになったも
の。　　副詞も同じ手段で示される。　del baog de vivi（私は強
く叩く）　　助動詞も同じ。　del kui de mal（私は食べたい）　　・
代名詞　　eltと saalしかいなかったので、男が男に対する二人称など
はなかった。　　一人称　男：del　女：non　　二人称　男が女を
　tis　女が男を　dyussou　　三人称　主にエルトとサール以外の動
物を指した。luのみ。　luは英語の itに相当する。　　・副詞　　
否定の denなどに限られる。　denは動詞の後ろに付く。　i den
（見ない）　　・純詞　　アルカの文頭純詞に当たるもの。　　●語
順　　SOV。　形容詞、副詞、助動詞は deで繋いで後置。　　後置
詞句は Oの前。　del ruxilo kal saal tiia（私は家でサールを愛す）　
　●関係詞　　関係詞はない。deで節を繋ぐ。　del ketto de saal i 
id（私はサールが見た猫を見た）　　●格　　主格と対格は無標。　
そのほかの格はエルトが動詞 kalを文法化したのと同じ流れで、後置
詞として存在する。　ruxilo kal（家で）　　属格は接続詞 kenoで示
す。　non keno elt（私のエルト）　　●文種　　否定文はdenを使う。
　疑問文は文末の語尾上げで。　命令文は文頭に reを付ける。この
reは純詞で、文全体を修飾。　　●テンスとアスペクト　　テンス
は非過去が無標で、過去が dの二項対立。　i（見る）→ id（見た）
　　アスペクトは継続の tanのみ。　むしろこれは未完了と捉えたほ
うがよい。　動作の継続や連続や反復や未完了などを表す。　luk（歩
く）→ luktan（歩いている）　　●数　　エルトが作った。　エルト式
の物の数え方で、人差し指から立てていく数え方で、5進数がベース
の 10進数。　　1:人差し指 jijiから jij　2:中指 seejiから seej
　3:3を出すときに小指に親指が乗っかって交差することから sokukaji
で soaj　4:小指 liizjiから liij　5:手を広げることから、wa/jiで
waj　　6以降は後ろの母音に調和した母音を付けていく。　子音の j
が落ちる。　　6:iji　7:esee　8:osoa　9:ilii　10:両手を意味する alwa
から ala　　11～ 19は alajijのように示す。　20からは 20進数。　　
20は main/ji（体全部の指）から manj。　43は liijalasoajでなく、「20
が 2つと 3」と考える 20進法で、seejmanjsoaj。　　つまるところフィー
リア語は 5-20進数である。　これは日本人には馴染みがなく、いか
にもとってつけた現実にありえない言語に見えるかもしれない。　
しかしこれは適当な設定ではなく、例えばアイヌ語はこのような仕
組みである。　同じような体系はチュクチ・カムチャッカ諸語、エ
スキモー語などにも見られる。　これらの言語との差異は 10進数の
色が濃く、最高数が 400でなく 100である点である。　　100は waj
manjから wama。　暦などがなかったため、千はない。　0を表す語は
なく、「～はない」と表現した。ketto myu（猫はいない）　　名詞に
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かかるときは前置される。　jij miina（一本の花）　　名詞に有界
性はないので、miinaだけでは何本か分からない。jijを付ける義務
もない。　　● lekai　　lekaiは de kai（大きい）→ dekai→ lekaiと
なってできた。　神話には神話用の語源を付す。　これによって現
実と同じ語形をアトラスの歴史に矛盾しない形で作ることができる。
　これがないと、矛盾してしまう。
fiilens  ［名詞］おばあちゃんの知恵袋、昔ながらの知恵、生活の知恵、
フィーレンス　［レベル］３　rd;fi/lens「長い知恵＝年寄りの知恵」　23
　［語法］　老婆に限らず老人全般によるものを指すことができる。nd
以降は年齢関係なく、昔ながらの生活の知恵のことを指す言葉となっ
た。
fio  ［親族］祖父、おじいちゃん、おじいさん　［レベル］２　19:古
fios  ［動詞］yulを見切る、見切る、見破る、見抜く　［レベル］３　16:制 :fio
（本当）
fion  ［動詞］yulを aに告白する、告白する、自白する、白状する、言
い出す、打ち明ける　［レベル］３　19:melidia alis:制 fiona（本音）　【用例】
　ridia fionat hatia a seren im lu sordat et alson. リディアはセレ
ンが中二のときに告白した。
fiona  ［親族］おじいちゃん　［レベル］２　19:ridia:fio/n/a（語気揃え）
fiona(2)  ［名詞］本音、本心　［類義語］rulna　［レベル］２　制 :fio（真実の）
/na（心）。新生以降 rulnaに変わったが、すっかり定着してしまって
いたため、22年に正式に再登録。　【成句】　i fiona 本当に、心の底か
ら、心底。i selesの類似表現。　xalt fiona 正直、本当のところは
fiol  ［生物］女の細い綺麗な首、手首、足首、腕、脚　［レベル］２　fv　
古 :fiol← filoolo（長い管、塔）　fiol:fiol:la fiole　【用例】　tel eel 
lij skol, lu til fiol silf le sols lu em lant vein. あどけない顔つき
はあまり変わっていなかったけれど、手足がすらっと伸びて今より
綺麗になっていた。
fiollixa  ［形容詞］［ポジティブ］スリムな、スレンダーな　［レベル］３　21

fiolimpi  ［動物］アシナガバチ　［レベル］５　20:melidia xier

fiole,szd  fiol　< fiol,fv.l

fiolet  ［軍事］ライフル、ライフル銃　［アクセント］fiolEt　［レベル］４　rd:
ridia;fiolentiina.k　24:ridia　［文化］　gel

fiolentiina  ［アイテム］フィオレンティーナ　［レベル］４　rd:ridia;fiol/
et/tiia/na「乙女の腕のように長く、神に愛された」　24:ridia　［文化］
　→ gel　ヴァストリアの１つ。セレンのもつライフル銃。
fie  ［名詞］嘘、虚言　［反意語］rul　［類音］fia。対句で使うとおいしい。　［レ
ベル］２　古　myu:myu　［文化］　嘘はアルティス教における最大の悪徳
であり、英語のｌｉｅよりもさらに意味が重い。衝撃度でいえば窃
盗など、犯罪と同じレベルの罪悪感を生じさせる行為である。　と
はいえ、人間は嘘をつく。そのため、アルバザード人は絶対に嘘を
認めようとしない。認めざるをえない場合は、fieという言葉は極
力避け、「ごまかした」「人工事実」「意図的に虚偽を語った」など、
必ずといっていいほど言い換えを行う。とにかく fieという単語を
極力避けようとする。もしアルバザード人がこうしても、嘘を認め
ていないわけではないので寛容に捉えたいところである。アルバザー
ド人同士はそれを心得ているので、「いや、嘘だろ？」と追求はしない。
喧嘩になることが目に見えるため。　どれくらい「嘘ついた」と言
いにくいかというと、日本人が明らかに返すあてがない場合でも「金
くれ」の代わりに「金貸して」と表現を和らげるのに近いものがある。
　【成句】　xant fie niit 嘘も方便　hanoi e fie ikl xan. 積み重ねた
嘘はやがて真実になる：嘘から出た真　【用例】　ku{lad, klos, rens} fie 
del toto on onに関して delという嘘をつく　☆ hete fie 嘘をあば
く　☆ fie at hete 嘘がバレる　man fia sil sedo ol fie em hete. 
だって最初の嘘がばれてしまったら、世界は消えてしまうから。　el 
ku xin fie. 嘘を吐いてはいけない。　see lu koat fie sam a tu fie, 
そして嘘の上にもうひとつ嘘を作ったんだ。　tu et envi kalis ant 
da. el kamil na sen amp a vienkyo tio o fie tis ol lu dert lana ladia. 
lu kamil miyu sen tuus a vasn tan ol lax. atu et vaska l'an xa ax. atu et ka
lte len an klit xad e looto. fie yut an l'amire ko fie tis ik miyu a 
trans. それが僕のわずかな力。ただの強がりもウソさえも願いを込め
れば誇れるだろう。望めば勇気にもなるだろう。ここが僕のいるべ
き戦場。覚悟の価値を決める場所。ひとつのウソにさえすがる僕の
そのウソが誓いに変わる（ＢＵＭＰ ｏｆ ＣＨＩＣＫＥＮ『バトル
クライ』）　an nat total fie sil rul ok xei ti. 君がいればどんな嘘だっ
て すべて本当になる気がした（『囚人』）
fiesex  ［名詞］(til)嘘吐きな　［反意語］diasex　［レベル］２　19

fiesel  ［歳時記］エイプリルフール、嘘の日　［レベル］５　vl;/　24　［文化］
　vlのケートイアで mel jilにできた催日で、アルバザードに入った。
アルバザードの暦には正式採用されていない隠れ歳時記だが、この
日は嘘をついて人をからかう習慣がある。　【用例】　"non hatia tyu. na
nan, fie eu. fis et fiesel tisse". a ya, non rensat fie. non rensat 
fie teu "nanan, fie eu". 「すきだよ。なんてね、嘘。今日エイプリ
ルフールだよ」。うん、わたし嘘ついた。「なんてね、嘘」って嘘つ
いた（seren arbazard）
fien  ［格詞］～だけれども、弱譲歩　［レベル］１　19:fin

fiemez  ［名詞］デマ、デマゴギー、流言、俗説、風説、流説、流言飛
語、流言蜚語　［類義語］kalzaskuver、enxmez　［レベル］４　rd;/　24　［語
法］　嘘の噂や流言のこと。主に意図的なものである。広めた者が誤っ
て間違いと知らずに信じて広めた事実に反した噂は enxmezで、嘘と
知りつつ流した噂を fiemezという。両者の違いに注意。
fiedaj  ［名詞］［形容詞］おためごかし　［レベル］４　19:偽の親切
fiepropaata  ［名詞］偽善　［レベル］４　22　【成句】　fiepropaata sono nod 
propaata ensono やらない善よりやる偽善 (seren arbazard)
fiel  ［名詞］偽者、贋作、レプリカ、まがい物、えせ、エセ、似非　［形

容詞］偽の、ニセの、偽物の、まがい物の、似非の　［類義語］silgius　［反
意語］kaks　［レベル］３　19:fie/tul

fielkami  ［名詞］エセ科学　［レベル］５　rd;/　23

fielstent  ［地球の星座］［ユマナ］ニセ十字　24　［文化］　ifa

fielsalia  ［地学］仮晶　19

fielmiina  ［植物］造花　［レベル］３　rd;/　23　【用例】　non dolkat fielmi
ina al ez. 部屋に造花を飾った。
fielmep  ［形容詞］［ネガティブ］高い上に質の悪い、値段に見合わないほど
高い　［類義語］xeakeria、falti　［反意語］artmileel　［レベル］３　20:偽の鏡
　［語法］　silgiusのこと。値段のわりに価値がないもの。価値がない
のに値段が高いもの。
fielyulfan  ［名詞］エセ研究者　［レベル］５　rd;/　23

fieest  ［普通動名詞］騙り　［動詞］yulを lexと騙る、騙る、かたる、偽の
名を名乗る、名乗る　［レベル］３　rd;/　23

fo  ［名詞］音　［格詞］音格。～の音で。後ろにオノマトペを取る　［動詞］
yulを鳴らして lexという音を aに出す、鳴らす、鳴る、鳴らせる　［類義語］
pial、bia、reif、kler、fonim　［レベル］１　f;faia　古 :音象徴から　［語
法］　擬音語を後ろに取る。擬態語は元々アルカにはフランス語同様
ほとんど存在せず、foも擬態語は取れない。　【成句】　t fo tinl a k t
が kに鐘を鳴らす：kは tに心当たりがある。　seles e t fo tink a tu 
e k 一心同体。tu e kの部分は luutや alisenなどとする。　【用例】　fo 
kai 大きい音 :大きい動物ほど大きな鳴き声を出すアナロジーから。
　fo sor 高い音 :高音は頭のてっぺんから出すようにし、低音は胸
に響かせる発声法からのメタファー。　lop ik mono fo kliis. 電車
がキーっと音を立てて止まった。　esk foen pippip ぴちゃぴちゃ
振る雨：foenを挟むこと。オノマトペは単独では形容詞になれない。
そうでないと esk pipのとき、「投げられた雨」に見えてしまう。
fot  ［名詞］紐　［動詞］yulを a（柱など）に縛る、縛る、結わく　［名詞］栞紐、
栞ひも、しおり紐、しおりひも、スピン　［類義語］fot　［レベル］２　fv;
fots.k　13:制 :古 :fots（解放する）　fot:fot
fots,fv  fesn
fotvian  ［物理］張力　［レベル］５　20:紐にかかる力が典型例であること
から　［文化］　物体の平面における引っ張り合う力のことで、応力の
一種。
fotaxit  ［物理］音速、マッハ　［レベル］４　20:音の速さ
fotoi  ［音楽］調律、チューニング　［動詞］yulを調律する、調律する　［レ
ベル］４　21

fok  ［動詞］yulを aに足す、足す、加える　［数学］［接続詞］足す、＋　［文頭純詞］
さらに、更に　［数学］足し算、加法、加算　［接続詞］t＋ k　［言語］添加　
［レベル］２　19:fak:13:制 :古 :fikk（足す）:接続詞の oが足し算に見える
ようにアプラウト。　［語法］　四則演算子は順番に +, -, *, /（arkantis
表示で）。要するにｑｗｅｒｔｙのキーと同じ。　/は t/kだと「ｔと
ｋ」。3/4だと「３足す４」のことではなく、「３と４の比」を意味し、
結果的に分数を作る。
fokzep  ［数学］足し算　［レベル］２　21

fokjals  ［数学］帯分数　［レベル］３　19

foka  ［音楽］音階　［レベル］３　20:音の場所　［文化］　for

fokantis  ［数学］足し算文化　rd;/　23　［文化］　レジがおつりを返すと
きに、代金から客が払った額まで数え上げていくのが足し算文化で、
フランスなどがこれに当たる。一方日本のように客が払った額から
代金を引いた額をおつりとして返す日本のようなやり方を引き算文
化という。　アルバザードとルティアは smまで足し算文化だったが、
凪の影響で引き算文化を取り入れ、rdでは引き算文化が浸透した。
foken  ［数学］和　［レベル］２　21:fok属格　［語法］　数学の和、差、積、商
はそれぞれ foken, fiden, hanten, festenで、いずれも四則を属格化
したもの。　vi hant valの場合、hantは接続詞で、viがかけられる数で、
valがかける数。ket xa hal elenの場合、上つまり halになっているの
は elenでなく ket。ket halen elenでも同様。このようにアルカでは
格詞や接続詞の意味はその格詞や接続詞の目的語でないほうにかか
る。そのため、valでなく viが「かけられる数」になる。逆に取り
やすいので注意。　viが hantolで valが hantanになる。その結果の積
は hantan, hantolを使用しているのでどちらも使えず、属格の hanten
で示されるようになった。動詞にかかる属格なので「～の」という
意味はなく、意味を変化させつつ名詞化している。そしてこの属格
の用法は和、差、商などにも及ぶ。
fox  ［言語］fの文字　［レベル］１　14:制 :摩擦　［語法］　第７文字目の幻字。
fox(2)  ［動詞］yulを擦る、擦る、こする、さする、摩る　［普通動名詞］摩
擦　［類義語］sont　［レベル］２　lakta:擦るオノマトペ　【用例】　an foxat main 
ka erx lana osk nos. 体を綺麗にするためにお風呂で擦った。
foxt  ［名詞］男のオナニー、自慰、オナニー、ちんぽこかいかい、チン
ポコカイカイ。「ちんぽこかいかい」というのはセレンが４，５歳で
床オナを初めて発見したとき、この行為がなんという名前なのか知
らずに小学校高学年から中学生くらいまで使っていた個人語のこと。
このことをカミングアウトしたらメルに爆笑された。　［動詞］yulを
自慰させる、男がオナニーする、自慰する、オナニーする　［類義語］
foj、pxat　［反意語］leex　［レベル］３　19:fox（擦る）　［文化］　キリスト教
と異なり我慢は体に悪いとされ、特に性欲の強い１０代には推奨さ
れる。思春期から２５までは毎日行ってもよいとされる。それから
徐々に減らし、子供ができたり３０近くになれば週１～２回程度に
するのが通常。している率はほぼ１００％なので隠す必要はないが、
わざわざ言うことでもない。日本ほどではないがそこそこ恥ずかし
いのでふつうは話題にしない。オカズは妄想や動画で、動画はアン
セからダウンロードする。また、手で行うのが多いが、ヴォルム人
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形を使ったりもする。　女子は男子が１００％しているのを知って
はいるものの、自分の彼氏は清潔で yulteだと思っていたい。男子は
女子のその気持ちを知っているため、女子の前ではオナニーの話は
しない。
foxsort  ［形容詞］かなり肌寒い　［レベル］３　19　【用例】　tu es foxsort im 
tuo. とても肌寒くなった。
foxvix  ［医療］擦り傷、すり傷　19:ridia:arbaxelt　【用例】　til foxvix on 
～をすりむく、擦りむく、擦り剥く
foxfo  ［言語］摩擦音　［レベル］６　19　【成句】　ales foxfo t'ineaato イネ
アート人の摩擦音を笑う：重箱の隅を楊枝でほじくる。イネアート
人は摩擦音を強く発音する傾向がある。smにおいてアルバレンを教
えるとある教師が生徒のスピーキングを完璧なものにしようとして
嫌味なほどにその摩擦音を指摘したことから。
fos  ［動詞］yulを捕まえる、捕まえる、逮捕する　［法律］逮捕、タイーホ、
タッホイ　［レベル］２　19:中期制アルカから　【用例】　non fos fan tyu 
e! 逮捕しちゃうぞ
fost  ［名詞］縄、ロープ、綱、索具、支え綱、シート　［レベル］２　13:制 :
恣意
fostdalm  ［軍事］火挟み　rd;faifost/dalm　24　［文化］　gel

fostgel  ［軍事］火縄銃、マッチロック　［レベル］４　rd;faifost/gel　24　
［文化］　gel

fosk  ［名詞］ソファー　［レベル］２　16:制 :fonski

fosi  ［被服］下着、アンダーウェア、インナーウェア　［レベル］２　14:
制 :fosi:fosa:sorn:fsan:制では上着の下に着るものを指した。　【用例】　
an sabat fosi samel. = an samat fosi. 下着を着替えた。
foset  ［音楽］消音、ミュート　［レベル］３　19:melidia alis:音を殺す
fosetjizol  ［音楽］ミュートギター　21

fon  ［法副詞］～しないでください。丁寧な禁止　［レベル］１　19:fonl　［語
法］　re

fon,szd  teeze　fovet

font  ［交通］道、道路　［動詞］yulを通る、通る、通過する　［動詞］伝わ
る、伝導する→ luko　［電算］バス　［メタファー］方法、道、方策、方向性
　［レベル］２　rd<fgn　19:sorn:古 :sorn:pont（道）　lupa:lupa:lu sanje（伸
びているので棒状）:ha,alt　［語法］　→ luko　道の性質や大きさによって
font,velant,alvelant,mivat,luka,apan,lafon,yuufに分かれる。fontは総称
的。　［文化］　→ pont　アルバザード人は自転車や徒歩で移動するこ
とを好むため、道の形状や性質や大きさといったものに比較的敏感
である。　　●道幅　　道は車やバイクが通れる車道と、自転車道
と歩道に分類される。　車道の幅は車線数に関わらず３．７５ｍ（3me
lfi)である。日本の片側二車線道路より広い。車道とそれ以外の道
はガードレールで区切られている。一車線のみの車道は一方通行を
除いて存在しない。日本のような４ｍ道路は存在しない。　自転車
道と歩道の幅はどの道でも２．５ｍ (2melfi)である。両者はガード
レールや境界線で区切られている。　　通常、道は車道＋自転車道
＋歩道で構成される。　自転車道と歩道しかない道路に車は進入す
ることができない。　車道＋自転車道＋歩道で最も狭い道は８．７５
ｍ (7melfi)の一方通行である。　最も数が多いのは片側一車線の車
道＋自転車道＋歩道で、１２．５ｍ (10melfi)である。従ってアルバ
ザードの道は日本に比べてかなり広く作られている。平地が多く健
康志向が強いアルバザードでは自転車の普及率が高く、自転車道の
整備がよくなされている。　また、交通事故を徹底して減らそうと
した街づくりの甲斐あって、歩道もきちんと車道や自転車道から分
離している。この広さは安全に繋がっている。　　●ランティス通
り・アルミヴァ通り　　ランティス通りとアルミヴァ通りは片側３
車線の計６車線で、自転車道も倍幅となっている。よって道幅は３．
７５ｍ（3melfi)が６つに２．５ｍ (2melfi)が３つなので、２２．５
ｍ (18melfi)＋７．５ｍ (6melfi)＝３０ｍ (24melfi)である。　カルテ
外周からリディア通りまでは半径１８７．５ｍ (150melfi)であり、こ
こが住所上はリディア通りとなる。このうち道路の幅だけで３０ｍ
(24melfi)を占めるため、居住可能な区域は１５７．５ｍ (126melfi)の
半径内である。　　●最も狭い道　　いくらインフラが整っている
アルバザードでも、住宅街の小道ひとつひとつまで広い幅の道を作
ることはできない。たいていの家の前は車道と自転車道のない歩道
で、最低２．５ｍ (2melfi)の幅を持つことになる。　ところが実際法
で定められた最低の道幅は３．７５ｍ (3melfi)である。これはなぜか
というと、救急車と消防車のような緊急車両が入れるようにするた
めである。従って、住宅街における家の前の小道はたいてい３．７５
ｍ (3melfi)である。　自宅の前は往々にして車道に接していないた
め、アルバザードでは田舎を除いて自宅に駐車場という概念はなく、
町内会などの地区ごとに共有の駐車場を持つ。その駐車場は車道と
接しており、そこまで歩いて行くことになる。たとえ庭が広くても
車道に接していない家では車を庭に置くことができない。これも歩
道と車道を分離することで事故を防ごうとする安全意識の現れであ
る。　一方、自転車は庭におけるが、自転車道に出るまでは手押し
で歩かなければ違法である。（ただし実際のところ、道が空いている
場合はこれを無視する人が多く、警察もこれについてはあまり見咎
めない）　【用例】　☆ font emat deyu mil sae dot. 大雪のため、交通が
麻痺した。　tu font ke kacte. この道はカルテにつながっている。　
tu font luna kacte. 同上：自分がカルテにいて、道を見ている。　tu 
font ke i kacte. この道はカルテから来ている：カルテのほうを向い
ている。また意識上の動線はカルテから自分のいるところに来てい
る。自分の体はその場にあるが、意識の上ではカルテにある。luna i
にすると、自分の意識は自分のいる場所になる。ややこしいが、日
本語と同じ感覚なので読者は使い分けは楽なはず。
fontviida  ［生物］［医療］経穴。五兪穴の経穴。　rd;/「経脈の通る穴」
　24
fontmente  ［名詞］立ちんぼ　［レベル］５　22

fontdil  ［交通］行き止まり、突き当たり、通行止め、袋小路　［レベル］
３　19:melidia alis　【用例】　☆ tu font ke fontdil. 行き止まりの道だっ
た。
fontpam  ［名詞］街灯　［レベル］３　19:melidia alis

fontlop  ［交通］市電　［レベル］３　19

fonteil  ［交通］路肩、路傍、道ばた、道端　［レベル］３　19　【用例】　sae 
ates hant ati di a fonteil. 雪がたくさん路傍に積み上げられていた。
fonx  ［気象］突風　［魔法］フォンシュ（エアロ）。風の低位黒魔法。突風
で相手を吹き飛ばす。　［レベル］３　古 :風のオノマトペ
fons  ［動詞］yulを a（役職）に雇う、雇う、雇用する　［経済］雇用　［レベ
ル］３　13:制 :古 :futoan。futoは取るの意味だろう。anは人。
fonstonk  ［経済］［政治］雇用者階級、ブルジョワ、ブルジョワジー　［レベル］
５　19　［語法］　裕福な資本家や雇用者などを広く指し、労働者階級の
対語として使われる。
fonsan  ［経済］雇用者　［レベル］４　19:ilmus:ridia

fonsanj  ［生物］胸鎖乳突筋　［レベル］６　szl;fon/sanje　21　［文化］　fong
ar
fonf  ［名詞］ごまかし、誤魔化し　［動詞］yul（ごまかす内容）をごまか
す、ごまかす、誤魔化す、はぐらかす、お茶を濁す、さばを読む　［レ
ベル］２　15:制 :vaste:fonl（避ける）/fie（嘘）。突かれたくない本題
や本質を避けるための嘘　【用例】　fonf tolis 年齢をごまかす
fonfnax  ［名詞］ごまかし笑い　［動詞］yulをごまかし笑いさせる　［レベル］
３　19:melidia alis
fongar  ［生物］風池　［アクセント］fongAr　szl;fon/gar　［レベル］６　21:rid
ia:風の門　［文化］　ルクレティアで風が入り込む場所。ここからやや
外側の胸鎖乳突筋沿いに冷気が入って自律神経を乱したり免疫を弱
くしたりする。　比較的民間人にも有名なツボで、ここを冷やすと
冬に風邪を引いたり夏にクーラー病になるということが知られてい
る。　夏場もここと fonsanjを暖めておくと、クーラーをつけても冷
房病になりにくい。　訳語を調べていたら地球のツボに「風池」と
いうのがあって、造語者の身体センスに驚いた。
fonblan  ［地名］フォンブラン　［名詞］綿モスリン　szl | nd;<lt。フォン
ブランの名産だったことから。　24
fonblant  ［被服］シュミーズドレス　nd;<lt<fonblan/te　24　［文化］　ltの
貴婦人が着ていたドレスが輸入された。nd後期の貴婦人の間で大人
気となり、ltは服飾部門においてかなりの貿易黒字を出した。つまり
アルバザードは貿易赤字を出した。当時の技術としては最先端の薄
い布である綿モスリンを使っていたため、冬場これを着て肺炎にな
る女性が多発した。貿易赤字に困っていたこともあり、ときの政府
が不買運動をしかけ、在庫を大量に抱えた貿易商が困り、シュミー
ズドレスの下に着れる防寒用の下着である alfonlを開発したところ、
シュミーズドレスの売上が再び増えた。この出来事により alfonlが
生まれ、やがてこれが防寒着の意味になっていった。
fonz  ［動詞］yulを a（役職）に採用する、採用する　［レベル］３　15:制 :fons
　［語法］　雇うという意味の場合は fons。
fonl  ［動詞］yulを避ける、避ける、さける、よける、敬遠する、かわ
す、躱す　［名詞］回避　［法副詞］～しないほうがよい　［レベル］１　14←
古 :luf　［語法］　物理的に何かをかわすこと。物理的に何かから遠ざか
ること。精神的に、かかわりを持つことを嫌ってその物事を避ける
こと。　【成句】　fonl lan 人見知りする。人を避ける　【用例】　an xat ra 
lana fonl esk. 雨を避けて家にいた。　☆ an jal nei kalte l'an fonl ha
rtati ka. まだどこに避暑に行くか決めてない。　hacn fonlat saegek aal
ol. 友達は器用に雪玉をかわした。　an sot fonl soa. そうすべきでは
なかった。
fonlgek  ［運動］ドッジボール　rt;/「避ける球技」　［レベル］２　23　［文化］
　rtで考案されたゲーム。日本のものと基本的に同じ。小学生が放
課後などに男女混ざってやる。中学生以上になると自然とやらなく
なる。主なデメリットは突き指や胸痛。内野は lotで外野は leks。
foni  ［名詞］非常に短い間、瞬間、一瞬、刹那、とたん、途端　［副詞］
一瞬で、瞬時に、瞬間に　［類義語］mil　［レベル］２　15:seren:klel:fona　
（非常に長い間）:fon（長い）　［語法］　fikdu　実際には１秒以内から
１分程度まで、場面に応じて幅広く。　名詞用法は「～するとすぐに」、
「～した瞬間」の意味で使われることが多い。　【成句】　xi foni ただ
いま、はいただいま、只今、今お持ちします　xi{lkon} foni 一瞬で
　【用例】　kap at ar im foni del an koltik ra. 家に着いた途端、電話が
なった。
fonim  ［音楽］音色、音の種類　［レベル］３　21:fo/nim。この nimは種
類の意味
foniyuo  ［言語］瞬間動詞　20　［語法］　経過相がほぼゼロであるために、
無相と完了相がほぼ同一視される動詞。「消す」など。 　瞬間動詞
の無相は完了相への強い指向性を示す。 
fono  ［被服］ガウン　［レベル］３　16:制 :fon（長い）から
fov  ［物理］音波　［レベル］４　21:fo/eev

fovet  ［言語］オノマトペ、擬態語、擬音語、擬声語、擬情語　［レベル］
４　15:制 :音の言葉　［語法］　→ haalvet　オノマトペは擬音語、擬態語、
擬声語、擬情語に大別される。　このうち擬声語は擬音語に、擬情
語は擬態語に含められることが多い。　　擬音語を欠く言語は存在
しないが、擬態語を欠く言語は存在する。　例えばフランス語には
ジグザグなど一部を除いて擬態語が原則存在しない。　　ここでよ
くある誤解が「フランス語は明晰だから」や「日本語は感情表現が
豊かだから」といったものである。　こういうものは民間語源と同
じで信用できない。平然と出版物に載っていることもあるので注意
したい。　明晰だとか感情豊かだという問題ではなく、同じ感情に
対してどうアプローチするかの違いにすぎない。　　フランス語は
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「イライラする」を表す場合、ｓ ａ̓ｇａｃｅｒのように擬態語以外（こ
こでは動詞）を使って表す。　逆に日本語も擬態語を使わず「苛立つ」
のように表現することができる。　　ただ、まったく両者の間に差
がないかというと、そうとも思わない。　同じ人間だから「イライ
ラ」という感情はあるが、それを「飛ぶ」や「熱い」などの普通の
言葉と同列に捉えて客観的に表現したがるのがフランス語だとした
ら、擬態語などの音声に委ねて感覚的に表現したがるのが日本語と
いえる。　この「したがる」という部分、つまりアプローチの仕方
が両者の差異である。　　さて、人工言語的に見ると擬態語を作ら
ないほうが作業が楽に見える。　しかしフランス語と同じく、結局
その分ほかの動詞なり形容詞なりを作ることになるので楽はできな
い。　ちなみに日本語のように「イライラ」も「苛立つ」も両方作
ると手間がかかる。が、そういうアプローチにしたいのであればや
る価値はあると思う。　　人工言語に擬態語を付与するか否かは楽
かどうかという観点ではなく、上で述べた感情表現をフランス式と
日本式のどちらにするかという観点で考えるべきことである。　す
なわち言語的設定ではなく、むしろ文化的設定である。　　アルカ
の場合、感情が細分化され細やかであることを良しとするが、客観
性を尊ぶので、その表現法は客観的である。　このため、アルカに
は擬態語が少ない。現実には古アルカ時代の名残を引きずっている。
　　・オノマトペの分類　　アルカのオノマトペは擬音語と擬態語
に分かれる。このうちフランス語同様、擬態語は少ない。　擬態語
に相当する表現を欠くという意味でなく、補完するための表現が存
在する。そのため、人工言語造りにおいて労力の削減は期待できな
い。　　擬音語には帰納音と演繹音の 2種類がある。これはアルカ
の術語である。　　帰納音はそれひとつで完結しているものである。
　猫の鳴き声の nyaや犬の wonwonなどの擬声のほか、鼻をすする aj
などの擬音がある。これらは勝手に nyoや wanwanや ejに変えるこ
とができない。　動物の声や物音を聞いてその音を文字に帰納させ
たものなので、帰納音という。　世の中にまったく同じ音はないが、
何度も動物の声を聞いているとある音に帰納することができる。そ
れゆえ nyaなどを帰納音という。　　一方、演繹音とは (C)CV(C)か
らなり、規則的に Cや Vを変えることによって印象を変化させる擬
音語である。　例えば pxatは水が「ぱしゃっ」と撥ねる音などに用
いるが、それを有声化した bjadは泥が撥ねる音に用いる。　さらに
間の母音を変化させることで音の明度と重度を変えることができる。
pxitは小さな飛沫が「ぴっ」と撥ねる音である。　同様に bjidは水
たまりの泥などが「べっ」と撥ねて靴や服などに飛んでいくときな
どに使う音である。　演繹音については後述する。　　・分類表　
　オノマトペ　　擬音語　　　帰納音　　　　擬音　　　　擬声　
　　演繹音　　擬態語　　・幻日におけるタグ　　擬音、擬声、演
繹音、擬態語の 4種をタグとする。
fom  ［普通動名詞］取材　［動詞］yul（取材内容や店）を取材する　［レベル］
３　lakta　【用例】　fom ate atx おいしい店を取材する
fomp  ［医療］コレラ、ころり　［レベル］５　lakta:元は fuomp（残酷に腹が
やられる）
foma  ［言語］旁、つくり、アルハノンの旁　［反意語］ema　［レベル］５　
20:fo（音）/main（体）
foman  ［名詞］記者、取材者　［レベル］３　rd;/　23

fod  ［名詞］音量、音の大きさ　［レベル］２　20:fo/du

fop  ［医療］ギブス、ギプス、コルセット（医療用の）　［レベル］５　13:制 :
古 :fopalho
fohac  ［言語］表音文字　［類義語］fohacm　［レベル］５　20　［文化］　→ hac

fohacm  ［言語］表音幻字　［反意語］ekshacm　［レベル］５　21　［語法］［文化］　日
常的には表音幻字２５＋１字のこと。日常的には fohacと実質的な
差はない。言語学的には fohacmは新生の表音幻字のみを指す。
fohosi  ［電算］音声ファイル　［レベル］４　19:melidia axte

for  ［音楽］音符　［レベル］３　19:fo/rein　［文化］　→ lemmas　＜音階の呼
び方＞　　アルミヴァかソームを使う。例えばドは seinelsか velm。
　　＜～分音符の表し方＞　　地球では八分音符のように、全音符
を１/１としたときの分母の数で名付ける。　アルカの場合、全音符
を２のｎ乗で割ったときの指数の数で名付ける。　　全音符：２の
０乗＝１で割るので、０音符　二分音符：２の１乗で割るので、１
音符　四分音符：同様に２音符　八分音符：３音符　十六分音符：
４音符　　付点二分音符は二分にさらにその半分の四分が加算され
たもので、その長さは全音符の長さを１００％とすると、５０＋
２５＝７５％である。この長さの音符の名称は、音符の名称の頭に
alを付けることで得られる。例えば、附点四分音符は altaないし altaf
or。　複附点は滅多に使わないので、冗長な名前でも問題なく、alalと
alを重ねていけば良い。　　休符は mok。用法は上記と同じ。　　＜
音符類の名称と書き方＞　　音部記号は beezelと part。　線は五本。
　拍子記号を「4-4」のように音部記号の上に記す。　　音符　全音
符　黒玉　2分音符　黒玉 +棒　4分音符　白玉 +棒　8分音符　白
玉 +棒 +スラッシュ　16分音符　白玉 +棒 +スラッシュ× 2　　休符
　全休符　中白の菱形　2分休符　中白の菱形 +棒　4分休符　バツ
+棒　8分休符　バツ+棒+スラッシュ　16分休符　バツ+棒+スラッ
シュ× 2　　付点は右向き三角形。　　アクセントは v字、スタッカー
トは縦棒、テヌートは丸を音符の上につける。　　ダイナミクス　
vien tinka　vien　vien yue　leim　ivn yue　ivn　ivn tinka　
　シャープは yelsor、フラットは yelhait。　　タイとスラーは実線
にカギ。
fort  ［動詞］yulを逝き返す、いきかえす、生き返す、蘇生する、よみ
がえる、蘇る、甦る、甦らせる、復活する、復興する、復元する　［普
通動名詞］蘇生、復興、復元　［音楽］ブラッシング　［魔法］フォルト（レ
イズ、ザオリク）。利の古代魔法。ヴィード死の人間を蘇らせる。　［組
み数字］４/１１　［レベル］３　古 :fortisから　［文化］　ヴィード死状態の
人間を蘇らせること。生物学的な死を迎えた人間には効かない。　【用
例】　milf fortat hacma sein a lekai. ミルフは使徒をこの世に蘇らせた。

　xi tu, ans pakat fort e waim vol kea o melad o tau, yan im toxsalt, il 
13 waim emat fort. その後、修復や復元、購入により�の再建が進め
られ、昨年、全 13輌の�が再び勢揃いした。
fortfo  ［言語］リエゾン　［レベル］６　rd;/「復活音」　24

fortis  ［アイテム］フォルティス　［レベル］４　ridia:古 :ミクの造語 fatis
が語源らしい　［文化］　ミルフの持つヴァストリア。ヴィード死にあ
る死者を生き返らせることができる聖杖。ファティスの中に隠され
ていた。rdではメル６年に、アクタカに操られたセレンが殺した使
徒をミルフがこの杖で蘇らせた。
fork  ［数学］分母　［レベル］３　＠ 19

forkkokem  ［数学］通分→ kokem　［レベル］３　19

forma  ［言語］響字、フォルマ　［レベル］５　20:fo/hacma　［文化］　→ hac、
lim
ford  ［娯楽］フォード　［レベル］６　18:mel:fot/despa。紐の結び方の体系。
メルは 19年のメルセルに、この案で ｢次世代の英才教育案 ｣の最優
秀賞を取った　［文化］　紐の結び方の体系。メルが考案した。玩具も
買ってもらえなかった少女時代のメルは、孤独を満たすために自分
の靴の紐を解き、その紐の色んな結わき方を考えて遊んでいたそう
だ。
forg  ［音楽］コンポーネント、音楽機材　［レベル］６　14:制 :古 :foragna
（コンポーネント）
fora  ［音楽］蓄音機　［レベル］５　rt:vangard liizel;fo/ra「音の家」　22

foz  ［普通動名詞］発声、発音　［言語］調音　［動詞］yulを発音する、発音
する、調音する　［レベル］３　16:制 :fo　［文化］　現在は rdから３００
年以上経過しているため、語彙はおろか発音も当然のことながら変
化している。例えば二重母音eiなどはvlではeeと発音と発音された。
つまり leinは「レーン」と発音された。　この事態はアルティス教
原理主義者であったイルミロク党の党首ミロク＝ユティアによって
起こされたミロク革命によって変化する。アルティス教はアシェッ
トを英雄視し、神と人類の架け橋として敬った。そのため、彼らが
最後に制定したメル 22年の時点でのアルカを正しい言語と位置付け
ている。　ミロクは革命によってアルカの原点回帰運動を起こした。
なお、この運動自体は革命前に既にミロクがアルナ校在学中にリー
ファ隊などと協力して行っていたものである。　しかし彼らといえ
ど時代の進化に付いていくためには nd以降に生まれた新しい単語
を容認する必要があった。そこで最も回帰されたのが文法と発音で
ある。　だが発音も結局のところ原点に回帰しきることはなかった。
文法と違って運動分野なので、知識を植えつけるだけでは矯正しが
たい分野だからである。　alでは rdに比べてアルティア人の末裔ら
が中央部にも増えていた。彼らは伝統的に家庭などではアルティア
語を使うバイリンガルであったが、アルティア語の音韻構造は単純
で、ＣＶを原則とするものであった。アルティア人の家庭は母語と
してアルティア語を教えることが多く、子どもはＣＶＣの豊富なア
ルカを第二の母語として習得することが多い。そのため、どうして
もＣＶＣをＣＶＣＶのように発音してしまうことがある。　彼らと
長く生活を続けてきたアルバザード人らも rdから数えて３００年と
いう長い期間を経る間に徐々に彼らの発音につられていった。むろ
んアルティア人もまたアルバザード人につられてＣＶＣを発音でき
るようにはなっていったが、こういった事情で両者は発音の面で徐々
に近づき、結果的に rdのころのアルカと比べて子音連続にシュワー
を挟む傾向が強まった。　rdと vlと alの発音の違いを具体的に比べ
てみよう。　　rd: nod tu = nottu, alxe = arxe, tu et to = tuwetto
　al: nod tu = noddq tu, alxe = alxe, tu et to = tu ett to　　rd式
の発音が正式なので、ミロクはこの発音を奨励した。しかしそれを
実践できたのはミロクの影響を強く受けた都市部に限られる。とり
わけ若者、しかも学力の高い人間に限られた。農村部の人間や老人、
あるいは都市圏でも学力の低い人間は革命前の vl式で話すことが多
い。紫苑がレインに出会ったとき、レインの tu et to?が「トゥウェッ
ト」に聞こえたことからも、レインが al式で話すインテリな都会人
であることが伺える。　なお、al式で話す人間でも自然と rd式に近
くなることがある。それは早口で喋る場合で、これは調音上の関係
で自然とそうなるためである。　　ミロクが権力をアリシアに移譲
すると、アリシアは rd式の普及を諦め、al式で妥協することにした。
とはいえ、al式ですらまだ大都市圏にしか広まっていなかった。　ア
リシアはメディアを巧く利用し、本来は vl式を「古臭くてダサいもの」
と広告し、al式を「都会的で洗練されたもの」として打ち出した。も
ともと al式は rd式から自然発生したものなので、本当に古臭いのは
al式なのだが、アリシアの打ち出し方は見事であり、メディアを通し
て al式は徐々に全土に広まっていった。　　時代が下って ljになると、
al式は一部の農村等を除くほとんどの地域で浸透していた。rd式へ
の原点回帰には至らなかったものの、妥協的産物である al式が普及
されたというわけである。結果、leinは「レイン」と発音されるよ
うになった。　　＜現実では＞　　９１～１０ごろまでは上記 rd式
で発音された。子供らのアルカが上達していく過程で大人たちが言
葉を教えようとしてゆっくりハッキリと話すシーンが何度も見られ
るようになった。その結果、ＣＶＣＣのような音韻構造もＣＶＣｑ
Ｃのように発音される機会が増えた。もともとこの形式はゆっくり
話すときに見られた傾向で、古から存在した。ところが子供に教え
る関係でこの形式の頻度が急増した。　それを受けて徐々に al式に
変化していった。セレンがハッキリ自覚したのは１０年ごろの話で
ある。１１年ごろにはメルらとの会話でも al式を使っていることを
自覚した。どうもエンナ嬢などの聞き取りにもこちらのほうがいい
という話を聞きつけたセレンは、１１年の春に al式を正式な発音と
定めた。　なお、地球では vl式というのは存在しない。　ＨＰでは
アルカ耳などは主に rd式で収録されている。このころはまだ rd式
が正式だったためである。１１年以降は al式を使うことだろう。
foj  ［動詞］yulをしごく、しごく、扱く、しこしこする、シコシコする、
シコる、しこる　［婉曲］男のオナニー← foxt　［類義語］foxt、pxat　［レベル］
３　19:fox
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fol  ［格詞］～の間、～の期間　［名詞］期間、区間　［レベル］２　rd　20:flo（期
間）:alakta:執行猶予　参考 :古 :hya（期間）　hya:hya:yal　【用例】　an xat kat
eej fol xiernakea. 冬休みの間はカテージュにいた。
folte  ［名詞］ミリアとマユの総称、フォルテ　［レベル］２　21:fal/yunte。
falは光で、明るいの意味。falteだと valteに似るため。　［文化］　fre
int
folk  ［名詞］倍、２倍、二倍　［音楽］フェルマータ　［類義語］hant　［反意語］
tifa　［レベル］２　19:fok:13:制　［語法］　「～倍」と「～分」は hantと fest
を使って表現する。一倍は kohant、二倍は tahant、三倍は vihant、四
分は valfestのように。ただし日常生活では圧倒的に二倍と二分（半
分）の頻度が高いため、これらは folk,tifaと固有の語を与える。なお、
３分の２倍のような厄介な数は vi un ta folkのように書く。
fols  ［軍事］［名詞］キャタピラー、キャタピラ　［レベル］３　vl　sorn

foln  ［美容］バンド、束ねるゴムや紐、髪ゴム　［レベル］２　lakta:本来は
髪を束ねるものだった
folen  ［接続詞］fol　［レベル］３　21

foil  ［形容詞］早い　［名詞］ある期間や区間や範囲のうちの前半の方。　
［類義語］vad、map　［反意語］xeil　［レベル］１　rd:amavel;faal.k　23:amavel。ア
マヴェルの初の造語 23_mik_jil。　［語法］　ある期間や区間や範囲の
うちの早い方ないし前半の方。早起きなどの「早い」に相当。　【用例】
　an mok van foilel im fis. xidia! 今日は早く寝る。おやすみ！　
fin an lunat felki foilel, xax saen antes es onk ento an lat vil al ez 
le xax ar sil yu ka. 塾に早く来たけど、自分らの前のクラスがまだ続
いていて、自分の授業が行われる教室に入れない。
foilxaft  ［名詞］早番　［反意語］xeilxaft　［レベル］５　23

foilnet  ［再帰動名詞］早起き　［レベル］３　23　［文化］　６時より前に起き
ることを指す。アルバザードでは１２時に寝て６時から７時半に起
きる。７時間半睡眠が最良とされ、６時間は短いに入る手前の限界
値とされる。　早起きは三文の得という概念はない。寝る時間が変
わらない限り短眠につながり、不健康。短眠健康法はアルバザード
では不評。また、早く寝て早く起きるというのも好まれない。ただ
し子供は１０時台に寝ることがある。　【成句】　foilnet xeden pita et 
afet nod xeilnet oken pita. 遅く起きて薬を飲むより、何も飲まずに
早起きするほうが効果的：朝起きは三文の徳　【用例】　foilnet et xep. 
早起きするのは難しい。　an ik not a foilnet. 早起きに慣れた。　
☆ an ar nelt foilnet. 早起きの習慣がある。　an varae foilnet alk
al. 私が最も嫌いなのは早起きだ。　☆ el em kag on mel ol foilnet. 
早起きすれば時間に余裕が生まれる。　an nat kin a foilnet im soa 
faar sort. こんなに寒い朝は早起きが辛かった。
foie  ［動詞］yulを馬鹿にする、馬鹿にする、バカにする、愚弄する　
［類義語］ales　［レベル］２　fv;e　古
foos  ［工学］レール　［レベル］５　21:font/siz

foosmyut  ［工学］軌間、ゲージ　rt;/　24　［語法］　鉄道の線路を構成す
る左右のレールの間隔。
foon  ［美容］シニョン、シニヨン　sm;fot/nia「紐で結んだような髪」
　24　［文化］　smでできた。主に貴族の女性用。
foona  ［音楽］調、キー　［レベル］４　21:fo/na

foole  ［言語］『制アルカオノマトペ』　［レベル］５　古 :原義は foleist（音
の本）。ソーンに同書を解禁したときにソーンが命名した。
foe  ［名詞］爆薬　［レベル］３　13:制 :sad:faiahoe（爆発に使う粉）
foen  ［接続詞］fo　［レベル］３　21

fou  ［名詞］２～３　［形容詞］２～３の　［類義語］alfou、tiu　［レベル］１　14:制 :
古 :fyou（fu（１）/you（２）から）　［語法］　前置すると基数で「２
～３の」、後置すると序数で「２～３番の」。
fout  ［音楽］音程　［レベル］３　20:melidia xier:fo/myut　【用例】　3 fout 
３度の音程　fout hait 低い音程（低い音階への音程）
fe  ［名詞］各々、各自、おのおの、それぞれ　［形容詞］各々の、それぞ
れの（前置）　［レベル］１　14:制 :恣意　［語法］　指示として使う場合は
前置。　【用例】　tu ez til 2 omi. re hom fe. この部屋には窓が２枚
ある。それぞれ開けなさい。
fe,f  fen　fi,f.k

fet  ［名詞］効果、働き、効能、薬効、霊験　［レベル］３　古　【用例】　til 
fet on{a} ～に効果がある
fetartfel  ［魔法］効果魔法学　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

fes  ［動詞］yulを間違える、間違える、ミスる、しくじる、しくる、
まちがう、間違う　［普通動名詞］失敗、あやまち、過ち、ミス、エラー
　［レベル］２　19:恣意　［文化］　ミスを見つけたらはなるべく早く報告
せよというのが常識になっている。それを実践するために、アルバ
ザードではミスをした人を不必要に咎めない。　人のミスを指摘す
るときは直接言わず、やんわりと仄めかす。ただしハッキリ言って
くれと言われた場合は言う。しかしこの場合でも目をそらして言い
づらそうな顔で言うのがマナー。　また、ミスをした人間は速やか
に認めて謝罪するのが礼儀。フランスと逆で、アルバザード人はミ
スを認めることを潔いとする。　【用例】　an jinsat fesel. 判断を誤った。
　le at fes ant. 私の過ちだった。　komo an fes arka ati di im fis. 
今日は何故かアルカをよく間違える。
fest  ［動詞］yulを iから剥ぎ取る、剥ぎ取る、はぎとる　［数学］［接続詞］割る、
÷　［数学］［動詞］yul（数）を割る、割る　［数学］除法、割り算、除算　［類
義語］tifa　［反意語］hant　［レベル］２　14:制 :古 :futosabe（服を取る）　［語
法］　tif

festzep  ［数学］割り算　［レベル］２　21

festan  ［数学］割る数　［レベル］２　19

festalx  ［数学］約数　［レベル］３　19

festol  ［数学］割られる数　［レベル］２　19

festen  ［数学］商　［レベル］２　21:fest属格　［語法］　foken

fesk  ［名詞］メディア、媒体、媒介、仲介、仲介者、なかつぎ、中継　［物
理］媒質、メディアム　［レベル］４　17:制 :elis

fesxant  ［普通動名詞］誤送、送信ミス　［レベル］４　19

fesn  ［動詞］yulを aに解放する、解放する、逃がす、放す、放つ、手
放す、レリース、リリース、放出する、明け渡す、あけわたす　［普通
動名詞］解放、リリース　［レベル］２　17:制 l:fos（捕まえる）　fots:fots
　【用例】　ren fesn non. 放して、離して
fesnseles  ［魔法］生霊、生き霊　rd;/「解放されたセレス」　［レベル］４
　23　［語法］　生きている人間の霊魂が体外に出て自由に動き回るとい
われているもの。
fen  ［形容詞］短い　［美容］ショート　［反意語］fil　［レベル］１　13:制 :古で
は fe　fe:fe:fennel:feelu,alt
fenk  ［名詞］革、皮　［レベル］３　f;e　lakta

fenkhons  ［アイテム］レザーアーマー　rd;/　24　［文化］　神代で作られた。
革の鎧。
fenka  ［文字］羊皮紙　［レベル］４　meltia 256:bert;fenk.k　23

fenni  ［動物］マンチカン　［レベル］６　21:短足猫
fennia  ［美容］短髪　［レベル］３　19

fennel,szd  fen
fenvl,szd  fir　fanvl.k

fenvlen  ［美容］おしろい、白粉　［レベル］４　21:fenvl/en

fenvoz  ［アイテム］ショートボウ　rd;/　24　［文化］　zgで作られた。
fenveel  ［言語］短音節　［レベル］６　19　［文化］　→ caf

fenf  ［名詞］革紐、かわひも、革ひも　［レベル］４　13:制 :fenkfot

fenmistis  ［被服］［医療］ケーシー、Ｃａｓｅｙ、ＫＣ、白衣、ベン・ケー
シー式白衣　rt;/　24
fendar  ［宗教］助祭、ディーコン　zg;「ドアマン」　24

feng  ［動物］クモ、蜘蛛　［レベル］２　lakta:｢ ８本足の ｣が原義。　［語法］
　脚と腕の区別は一般人にはなく、どれも zam。　【用例】　ra e feng 
蜘蛛の巣　meli e feng 蜘蛛の糸
fengra  ［名詞］蜘蛛の巣　［ネガティブ］アルナなどの円形都市　［レベル］２　
19:ridia:arbaxelt
fenpokt  ［医療］風疹　［レベル］４　14:制 :短いはしか
fenho  ［生物］短骨　rd;/　24

fenyolo  ［被服］短パン、半ズボン　［レベル］２　21

fenyulfsev  ［名詞］小論文　［レベル］３　rd;/「短い論文」　24　［文化］　日
本では高校以降の科目、とりわけ受験用の課題というイメージが強
いが、作文を子供のころから頻繁に行うアルバザードでは、国語の
授業中に小さいうちから頻繁に実施されるため、馴染み深い。
fenz  ［動物］豹、ヒョウ　［レベル］３　19:fenzel

fenzkad  ［地球の国名］コンゴ民主共和国、コンゴ。コンゴ共和国とは異
なる。　［レベル］６　19:国章に豹
fenzel  ［サール］フェンゼル、残酷王フェンゼル　［名詞］１０時　［名詞］
西北西　［交通］フェンゼル通り　［音楽］ラ　［象徴］残酷　［組み数字］１０/
１２　［類義語］fez　［レベル］２　meltia 4:fenzel;e　mel:古　［文化］　ア
ルミヴァの１０番。サールの右足から生まれた。ネルメスの兄。黒
豹に姿を変える。残酷王として名高い。
fenzelkad  ［地球の国名］ガボン　19:国章に黒豹
fenzellop  ［交通］フェンゼル線　［レベル］５　19:melidia axte　［語法］　地
下鉄のフェンゼル線。１０時の方向に走る国鉄。
fenzelart  ［魔法］禁呪魔法　［レベル］４　19:残酷王フェンゼルのような
魔法　［語法］　残酷なあまり使用を禁止された魔法。全身の痛覚を刺
激し、ショック死させる魔法。全身の痒みの神経を刺激し、対象が
自らを掻き毟って死なせるようにする魔法。苦しみもがいて死ぬ魔
法。これらが禁呪魔法にあたる。神や人間が拷問目的で開発したが、
神の時代から既に禁忌されていた。
fenzel alsaal  ［人名］フェンゼル＝アルサール　17:seren:lei e xion:残
酷なイメージだったのでフェンゼルにした　［文化］　アレイユのアル
タレス。407年、為政者アルテナに反旗を翻すも、ハイン＝アルテー
ムスにより粛清される。
fenzelit  ［名詞］自己愛　［類義語］noe　［レベル］４　fv;fenzel/te　23

fenzelet  ［色］青がかった緑　［レベル］４　22:fenzel/te

fenl  ［形容詞］ふわっとした、ふわふわの　［形容詞］気軽な　［副詞］気軽に、
気安く　［類義語］flap　［レベル］３　fv;fovet　古　fenl:fenl:flaf　【用例】
　daxm fenl ふわふわなバスタオル
fenlivro  ［名詞］短命　［レベル］４　20

fenlil  ［化学］クリプトン　［レベル］５　18:制
fenlil(2)  ［植物］alisin　［組み数字］３/９　［レベル］４　szl;fantom/liito > 
fanlil > fenlil　21
fenlil(3)  ［言語］［文字］標準筆記体、フェンリル書体、フェンリル　［レベル］
６　22:fledilans　［文化］　fledilans

fena  ［被服］トランクス　［レベル］３　16:制 :fen

fenenaj  ［経済］短期金利　22

fevl,szd  nim
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fevelt  ［アイテム］戈、か　fv;/「短い鎌」　24

fef  ［形容詞］薄い。厚いの反対の薄い　［反意語］pop　［レベル］２　＠ 19　【用
例】　☆ an sabat sab fef. 涼しい格好をした。
fefklel  ［名詞］小辞典　［レベル］６　rd;/　24

fefigi  ［アイテム］ショートスピア　zg;fe/figi　24

fem  ［動物］鶏、ニワトリ　［美容］モヒカン　［レベル］２　lakta

femt  ［魔法］［言語］［文字］フェムト　［ユマナ］ルーン、ルーン文字　zg　24　［文
化］　現フレディスク地方に残された謎の表音文字。
femmive  ［動物］ひよこ、雛、ヒヨコ→ mive　［レベル］２　rd;/　23

femyek  鶏肉、鳥肉　［レベル］２　22

femloho  ［アイテム］コリント式ヘルム　rd;/。鶏冠が鶏のように見える
ことから。　24　［文化］　zgで作られた兜。初期は耳を覆っていたが、
命令を聞き取りにくいので後に耳の部分は露出した。
fema  ［名詞］いつか。１年以上。　［副詞］いつか　［レベル］２　＠ 19　［語法］
　fikdu
feme  ［名詞］時代、年代　［レベル］２　13:制 :古 :ifemel（年老いたメル）　［語
法］　●１５時代　　創成期から転生期まで、fial, artem, vaste, cavas, 
azger, mertena, kako, selmel, ardia, nadia, artil, velei, aleiyu, lanjの
時代に分かれる。　veleiと aleiyuはまとめて leiyuという。　　
時代にはそれぞれ副題がある。
時代 副題 読み  略号
fial  創世の詩 そうせいのうた fl
artem 黎明の燈灯 れいめいのともしび tm
vaste 悪魔の愁訴 あくまのうったえ vs
saria 幻神の午睡 かみがみのうたたね sr
cavas 黄昏の御子 たそがれのみこ cv
azger 邑咲の幽茉 むらさきのゆうま zg
mertena 夕月の嚆矢 ゆづきのかぶらや mt
kako  紅姫の憂鬱 こうきのゆううつ kk
selmel 朔夜の架橋 さくやのかけはし sm
ordin 守護の御使 しゅごのみつかい rd
nadia 悠久の凪砂 ゆうきゅうのなぎさ nd
artil 邂逅の再演 かいこうのさいえん rt
velei 梟首の大獄 きょうしゅのたいごく vl
aleiyu 聖刻の歓待 せいこくのかんたい al
lanj  転生の詠 てんせいのうた lj

●時代区分　　二分法と三分法と細分化の三種類がある。　　・二分
法（rdの時代に作られた区分）　　fl_cv:mirmel:神代　zg_lj:lanmel:
人代　　・三分法（vlの時代に作られた区分。日常的には三分法が
一番よく用いられる。後に ljの時代に三分法は１５時代を３＊５に
綺麗に分けられる区分法だと評され、再評価された）　　fl_cv:mirm
el:神代　zg_rd:artmel:魔法代　nd_lj:flammel:獅法代　　fl_rd:sidm
el:古代。古代は神代と魔法代を合わせ、獅法代と対立する概念。　　・
細分化（alの時代に作られた区分）　　fl_cv:mirmel:神代　zg_kk:lon
tmel:上代　sm_rd:mametmel:中世　nd_rt:gwainmel:近世　rt_vl:hettem
el:近代　al_lj:piyonmel:現代
femet  ［単位］瞬息　21:fem/te

femekel  ［形容詞］［ネガティブ］時代遅れの、時代錯誤の　［類義語］femesid　［レ
ベル］３　22

femekei  ［形容詞］［ネガティブ］時流に乗ろうと必死な　［類義語］femesam　［レ
ベル］３　22

femesam  ［形容詞］流行の、最先端の、新時代の　［レベル］３　22　［語法］　
ネガティブな場合は femekei。
femesain  ［歴史］時代考証　［レベル］４　22

femesid  ［形容詞］昔ながらの、時代遅れの　［類義語］femekel　［レベル］３
　22　［語法］　ネガティブな場合は femekel。
feg  ［植物］ネギ、葱　［レベル］２　14:制 :恣意　【用例】　"te rens doo
ma, te rens dooma, a non a. non rens nan te dooma tisse, fien mon 
non siina feg ati tin tin" ♪アホの子アホの子言わないで～。私そ
んなアホじゃないよ。ちょっとネギは好きだけど（初音ミク）
fep  ［動詞］yulを aに放り投げる、放り投げる　［レベル］２　tm;fovet　
lakta　【成句】　den fep ふざけるな：物を投げるなというのがリーザの
決めた男子の７禁のひとつ。赤アンクノットにも書いてあるので相
当古い。そこから転じて「危ないのでふざけるな」→「ふざけるな」
の意味になった。日本語と同じく、「きゃっきゃ騒ぐな」の意味だけ
でなく、「おい調子のんなゴルァ」の意味にもなる。a mest参照。
febit  ［動詞］yulを aにやる、やる、くれてやる、与える　［類義語］fit　［レ
ベル］２　20:ridia:ルシアが物を投げて渡すのを行儀悪いと怒り、そ
の行為を「放り投げる」の fepと「与える」の fitから痕跡語にし
たもの。fepitになった後、母音に同化して有声音になっている。　
［語法］　fitのぞんざいな言い方。また、ぞんざいな与え方の fitとい
う意味もある。従ってユンクも使うが、その場合は「誰それが febit
してきて嫌だった」というように、自分以外の誰かが febitするこ
とになる。
fer  ［形容詞］安い、安価な　［類義語］xiligart、moiveld　［反意語］falti　［レ
ベル］２　14:seren:klel:for:sorn:falti　【用例】　an laxat feren vein. もっ
と安いのがほしかった。
fert  ［経済］輸入　［言語］借入、借用　［類義語］tau　［反意語］klenz　［レベル］
４　20:sorn:pfert
ferxaz  ［経済］ストップ安　［レベル］６　22

fersolt  ［経済］ソルト安　［レベル］６　22

fern  ［名詞］プラチナ、白金　［レベル］３　meltia 51:gilius;e　sorn　［文化］
　銀よりも魔力の伝導率が高く、金属の中で最も魔力の伝導率が良
い。最も神聖な金属とされるが、稀少。
fernpafi  ［魔法］白金橋　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

fernlil  ［化学］白金→ fern　［レベル］４　19

fermat  ［アトラスの国家］フェルマット　［レベル］５　19:ridia:安住の
ferden  ［サール］フェルデン　［レベル］４　mt100'8000(vs):poen;　古　［文
化］　闇を司る。悲壮な最期によって恋愛の神にもなった。ティクノ
とポエンの娘。ダルケスと駆け落ちし、ルフェルに殺される。厳密
には兄ダルケスを失ったフェルデンが、ダルケスを殺したアルデス
を恨み、アルデスを倒してもらうため、自分の命をルフェルに差し
出した。フェルデンはセレスティアを行い、自分のセレスをルフェ
ルに差し出して死んだ。フェルデンは白人系の美少女で、金髪でふ
わふわの長髪、淡い青のドレスを着ている。髪にはヘアバンド。　【成
句】　al ferden 恋する者に幸あれ
fergart  ［経済］安値　［レベル］３　22

ferparm  ［ユマナ］［経済］円安　［レベル］６　22

ferratto  ［ユマナ］［経済］ドル安　［レベル］６　22

ferakm  ［化学］灯油　［レベル］３　19　［文化］　アルティル末期からレイユ
前期に燃料として利用されるようになった。当時主流だった鯨油よ
りも安価だったため、このように呼ばれた。しかしレイユ後期では
環境問題を考え、灯油の使用は大きく制限されている。　【用例】　fit{
ev} ferakm 給油する
feranxil  ［ユマナ］［経済］ユーロ安　［レベル］６　22

ferink  ［名詞］にかわ、膠　［類義語］jae　［レベル］５　fv;feria/fenk「煮
た皮」。皮を煮て作ったことから。　23
feria  ［料理］［動詞］yulを煮る、煮る、にる、煮込む、煮こむ　［レベル］
２　fv;↓　19:ridia:arbaxelt←古 fai/eria（熱い水）
feriastek  ［料理］煮物　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

feres  ［形容詞］ランダムな、無作為な　［類義語］lumim　［反意語］alferes　［レ
ベル］３　20:feelrest（運命に采配された）　［語法］　恣意は「単語の語
源がきちんと定まっておらず無意味な語形を当てられている」とい
うように使い、そうあるべき流れのないことを指す。ランダムは選
定基準がなく、単に任意のものを選ぶことを指す。　【用例】　jig alx 
feresel 数字をランダムに選ぶ
fez  ［サール］fenzelの略称　［組み数字］１０/１２　［レベル］１　22

fewaal  ［アイテム］ホーマンズフレイル　sm;/　24

fel  ［普通動名詞］勉強、勉学　［動詞］yulを勉強する、勉強する、学ぶ、習う、
倣う、まねぶ、真似ぶ　［名詞］学問　［名詞］学業　［類義語］yulf　［レベル］
２　fv;fe/al「手近な」。xuxoに対して独学で学ぶことを最初は指し
た。やがて xuxoに取って代わり、学ぶこと全般を指すようになった。
　13:制 :fol。制からだが、フィルヴェーユで既に fel。　xuxo,f fel,
fv:fel　［文化］　→ armetia　学問は viidfel, alvedfel, milffelの３種
に大別される。　【用例】　an fel alf. 私は数学を学ぶ。　an felor alf. 
私は今数学の勉強をしているところだ。　an felat alkalt nov im toxel, 
son an netat vil vadel im fis. 昨日は夜遅くまで勉強していたので、
今朝は早く起きられなかった。
felt  ［数学］分子　［レベル］３　13

felte  ［遊離副詞］［形容詞］たいてい、ほぼ、頻繁に、大抵　［類音］felet　［レ
ベル］２　20:feel/te（運命のように）　［語法］　aluut

felka  ［名詞］学校　［電算］ハッシュ。例えばレインは「アルナ大のリディ
ア組」と考えると、アルナ大がハッシュで、リディア組がキーとなる。
このように考えるとハッシュを理解しやすいことから付けられた。
　［類義語］xaxka　［反意語］felki　［レベル］２　13:制　［語法］　kofel　［文化］　
→ felnif, leznant, ralk　小学校、中学校、高校、大学、大学院があ
る。２歳から小学校がスタートするので、日本語に比べ、年が若く
なる。例えば中１は５～６歳が通う。学年は３・４・５・６制。１
年の違いが大きい若い子供ほど、細かい年数で区切られている。大
学は前期と後期に分かれる。　小中までは学業よりも家庭での躾を
補強することに注力される。学業優先になるのは高校以降。　教師
の権限は高く、生徒は極めて従順である。生徒の個性を引き出した
り可能性を発見することはせず、秩序と知識を与えることに徹する。
ただ、フランスの教師ほど徹底しておらず、多少は甘いことを言っ
たりフランクに生徒と話したりする。　体罰は認められているが、
高校になると生徒側がもう大人しく座って聞くことに慣れているた
め、高校以降は体罰はほとんど見られない。日本と違って、学校が
荒れるという現象は見られない。小学校のころから厳しく教師に従
い理性的に振舞うように教育され、不適格とされた子供は放校にな
るためである。　男女は共学で、休み時間などは仲良く混ざって話
す。男女別のグループになることはない。ただし履修科目は男女ご
とに異なることがあり、例えば男子はふつう剣術を修めるが、女子
はふつう薙刀を修める。　教師と生徒の淫行はまず見られない。ア
ルバザードの教師は権限が強い分、その気になればいくらでも少女
を弄べるが、非常に倫理観が強く優秀な人間が教師に選ばれるため、
そのような事件は起きない。教師自身が子供時代に徹底した徳育を
受けているため、立場の弱い少女に手を出すようなことがない。そ
の辺りは国民性もあるかもしれない。インプレンに行けば合法かつ
安価に少女を買えるので、日本と違ってフラストレーションが溜ま
らないことも一因だろう。　また、教師と生徒が恋愛をすることも
稀である。教師と生徒は完全に上下関係であり、アルバザード人に
とって恋愛は水平関係であるため、原則として教師は生徒に恋愛感
情を抱かない。同様に、生徒も教師を尊敬するが、恋愛感情は抱か
ない。　部活動はあるが、参加は義務でない。部活は rdの名残で中
学から始まる。ただし現在の中学は当時の中学と年齢が異なる点に
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注意。　アルバザードの学校は徳育を何よりも重んじ、知育をその
次とする。進学校になると流石に知育の割合が大きいものの、進学
校にいく生徒はその前段階で厳しい躾を乗り越えてきている。　【用例】
　felka es hom im fis. 今日は学校がある。　felka es deyu mil esk 
dot. 豪雨で学校がお休みだ。　ke felka 学校に通う。学校に行く　tal 
laal ant luna elf felka ant, man felka t'amel tan ar sil tu im kest o felka 
ant xa flon ra. だが明日は妹の学校もそれ（授業参観）をするし、ウ
チの学校は家から遠いので、母はウチの学校には来ない。
felkavega  ［名詞］外弁慶、学校弁慶　rd;/　23　［語法］　vega

felkafonl  ［名詞］不登校　［レベル］３　19

felkalei  ［名詞］学級文庫　［レベル］３　rd;/　23

felki  ［名詞］塾　［類義語］xaxka　［反意語］felka　［レベル］３　14:制 :あまり対
な感じがしないので単なるアプラウトとして残した。　［文化］　年齢
にもよるが後期大学生より下の学齢だと夜遅くに出歩くことができ
ないため、ネットを使った通信授業を行うところと、親が車などで
出迎えにくる学校型の２種がある。東区の富裕層はそれでもよいが、
西区の庶民はなかなかそうもいかない。そこで西区の場合はまとまっ
て住んでいることを利用し、日本の幼稚園同様送迎バスを出すいう
サービスを行っている塾もある。　【用例】　an ke xaf felka im eltsel, 
yan felki im saalsel. an nian vil.... 土曜は学校だし日曜は塾に行かな
くちゃで休めない……。　saa, an mok van, man an ke fal felki im flav
ie e kest. さて明日も朝から塾だし寝よう。　xax e felki ik took. 塾
の授業が終わった。　an ke fal felki im fis. 今日は塾に行かねば
ならない。　ol an luko vil felki sa ez antes em hom, an taf vil skit 
rat. 教室が開く前に塾に着かないと良い席が取れない。
felkeks  ［普通動名詞］修学旅行、林間学校、臨海学校、研修旅行、お泊り
会、おとまり会　［動詞］yulに修学旅行に行く、修学旅行に行く　［レベル］
４　rt;/「（企業などの）学ぶ目的の旅行」ないし「学校で行う旅行」
　24　【用例】　amel felkeks kyooto i fis. 今日妹が修学旅行で京都に出
発した。
felxi  ［名詞］放課後　［レベル］２　19:melidia alis

fels  ［被服］制服、学生服　［レベル］２　19:melidia alis:felsab

felsano  ［名詞］時間割　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

felsal  ［名詞］校長　［レベル］２　19

feln  ［交通］タクシー　［レベル］２　zg;元の意味は辻馬車で、rtでタク
シーになった。　lakta　*:feln　【用例】　an ket felka vaxel kon feln. タ
クシーに乗って急いで学校に行った。
felnif  ［名詞］学年、学齢　［レベル］２　19:melidia alis　［文化］

就学中に必ずこの
年齢を迎える 教育年数 学校 学年名 日本での

呼称
３歳 １年目 tinaka slea なし
４歳 ２年目 tinaka bcea 年少
５歳 ３年目 tinaka trea 年中
６歳 ４年目 fianka axte 年長
７歳 ５年目 fianka flea 小一
８歳 ６年目 fianka alis 小ニ
９歳 ７年目 fianka xier 小三
１０歳 ８年目 lazka mirgi 小四
１１歳 ９年目 lazka hanes 小五
１２歳 １０年目 lazka kasan 小六
１３歳 １１年目 lazka aaxe 中一
１４歳 １２年目 lazka alson 中二
１５歳 １３年目 manaka twar 中三
１６歳 １４年目 manaka arhan 高一
１７歳 １５年目 manaka narte 高二
１８歳 １６年目 manaka xart 高三
１９歳 １７年目 manaka luson 大一
２０歳 １８年目 manaka mirx 大ニ
２１歳 １９年目 lantiska hacma 大三
２２歳 ２０年目 lantiska rsiila 大四

注意点　　●学年の切り替わりはメル暦の年始。従って日本でいう
11/30ごろ。4月に切り替わる日本とはズレがある。　●日本では同級
生でもアルバザードだと学年が異なるというパターンがある。逆も然
り。　●教育年数は最大 20年。　●日本の院生を言いたいときは、pa
rmlantis、parmhacma、parmrsiilaなどとする。修士 1年は salt 1 e parmhac
ma。　　＜ミロク革命前＞　革命前は日本と同じ６・３・３・４制で、
学齢開始年齢も日本と同じ。ただし４月でなく１２月ごろからのス
タートとなる。大学は kaifelで、学年の呼称も nif 4（四年生）のよ

うに数字で呼ぶ。
felnifcoot  ［名詞］学齢厨　［レベル］６　al;/　23　［語法］　付き合った子や
セックスした子の年齢をやたら気にする人種のこと。
felnoa  ［人名］フェルノア　［組み数字］８/１３　［天文］フェルノア座　［ア
クセント］felnoA　［レベル］３　先 :ano:ennou　［文化］　第４期３代ソーン第
８使徒。アノが付けた使徒としてのコードネームで、本名は不明。
felnoa(2)  ［人名］フェルノア　［アクセント］felnoA　18:seren　［文化］　『夢織』
の登場人物。アリスの妹。
felnoa(3)  ［名詞］明晰夢、フェルノア← xakllond　［類義語］xakllond、lond　［ア
クセント］felnoA　［レベル］４　al;felnoa.k　23　［文化］　→ ladia laap

felve,szd  xai
felver  ［丁寧］［料理］お菓子、菓子、スイーツ、甘味、スウィーツ、フェ
ルヴェール　［俗語］スイーツ（笑）、バカ女、馬鹿女、メディアリテ
ラシーの低い女　［類義語］xia　［アクセント］felvEr　［レベル］３　szl;felve　
［語法］　特に甘味のみを指す。例えば煎餅は xiaであっても felverで
はない。ザラメせんべいは入るかもしれない。　［文化］　俗語に関し
ては日本とでき方が同じ。vlにおいて xiaと言えばいいのに気取って
felverと言ったり、「小悪魔系」とか「自分へのご褒美」などと噴飯
物な見出しを立てる女性誌が相次いだ。そういった馬鹿で生意気な
女 geng例に漏れず男性から「死ねよｗｗｗ」とバカにされてできた
俗語。　【用例】　mir mist vort, felver (aaa スイーツ死ねよｗｗｗ
felm  ［動詞］yulを okと分業する、分業する　［普通動名詞］分業　［レベル］
４　sorn
felm,szd  seel
felmkan  ［生物］［医療］衝脈　szl;/。流注が正中線上にあることから。　24

felmat  ［名詞］神秘　［形容詞］神秘的な　szd　24　*:felmat:lu felmat

felmatakn  ［哲学］神秘主義　［レベル］５　rd;/　24

felmiva  ［名詞］還暦、６０年、フェルミヴァ　［レベル］４　rd;felis/arm
iva　23　［文化］　十干と十二支（干支）の最小公倍数の６０で還暦と
なる。アルバザードでも十徳とアルミヴァの組み合わせで６０が用
いられる。１２０にならないのは、平均寿命が８０才程度の人類の
年を数えるのに役に立ち辛いためである。
felmel  ［名詞］学習時間　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　学校と会
社はほぼ同じ時間に始まって同じ時間に終わる。つまり、七、八時
から始まり、昼に二時間の休みを経て五時に終わる。実働は七時間
である。休みは週二日である。ゆえに週三十五時間の学習時間が設
けられる。詳細は通勤と同じ。
felmei  ［名詞］クラスメート　［類義語］koksaim　［レベル］２　19:melidia alis

felgart  ［名詞］授業料　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　授業料は主
に税金から出る。
felpant  ［名詞］教科、科目、学科　［レベル］２　20　［文化］　教養科目 (kolo
pant)と実技科目 (mainpant)に分かれる。tinakaでは実技科目しか行わ
ない。　教養科目は国語 (noskren)、社会 (fia)、算数 (alf)、理科 (dy
uet)の４科目に分かれる。これを基本科目 (zektpant)といい、以下の
「歴史」などの下位概念を応用科目 (zokpant)という。　国語は文学
(self)と言語 (eld)に分かれる。文学は現代文 (samself)と古典 (sidself)
に分かれ、言語は文法 (vez)と表現 (volt)に分かれる。fiankaまでは
（実際には lazkaも）文学と言語という科目名で大雑把に学習する。　
社会は歴史 (seta)、法律 (kaxu)、政治 (vels)、経済 (avl)の４科目に分か
れる。fiankaまでは社会の科目でそれぞれ少しずつ学習する。政治や
法律で戸籍の登録の仕方、税金のシステムなど、役所に行ったとき
に後々役立つ知識も学ぶ。　算数と数学は区別しない。lazkaから数学
論 (alfmiir)、算術 (zepom)、経営 (riet)に分かれる。数学論は代数
学 (sanfel)、幾何学 (pamofel)、数論 (lankafel)に分かれるが、分けて教
えても分かりにくいので、適宜混ぜて教えられる。算術はインド式
計算ドリルや公文のようなもので、機械に頼らず人間が計算力を維
持し、脳を健全に保つための訓練。算術は特に tina～ fianで重視さ
れる（このころは科目名こそ算数だが）。経営では簿記や家計のやり
くりなどを習う。　理科は法則 (ozfel)、自然 (ladlfel)、機械 (ragnaf
el)の３科目に分かれる。lazkaから法則は物理 (tulo)と化学 (mail)、自
然は生物 (rumafel))と医学 (ivalfel)、機械は電算 (durak)と工学 (ladf
el)の計６科目に分かれる。　　実技科目は芸術 (milf)、図工 (ladels)、
体育 (vav)、音楽 (lem)に分かれる。　芸術は絵画 (leis)や彫刻 (kilb)
といったものを行う。図工は草笛の作り方、紙飛行機の折り方、椅
子の作り方、壊れた服の繕い方、鍋の直し方など、生活に役立つ知
識を学ぶ。体育はユベールとスポーツに分かれる。音楽は声楽と器
楽に分かれる。　　fiankaを卒業する際、成績の良いものは試験を
受けて進学校としての lazkaに進む。それ以外は職業訓練校としての
lazkaに入る。　訓練校の場合、教養科目は基本科目しか行わず、実技
科目に職業別の選択授業が入る。例えば服飾関係なら被服の授業を
取る。　進学校の場合、基本科目がなくなり、応用科目が出てくる。
文理の区別がないため、最も広く学習する時期である。その代わり、
それぞれの科目は浅い。とはいえ大学より科目が多いのでは大変す
ぎるので、実際は現代文と古典のような細かい区別をせず、まとめ
て文学として教える。　lazkaを卒業する際、再度試験をして進学校に
行くかどうか決める。また、この際に文理を決定する。　manakaに入
ると文理によって取る科目と取らない科目が出るため、科目数が減
る。その代わり、文学だったものが現代文と古典に分かれたりする。
　前期大学のうちは、文系 (serpant)でも理系 (melpant)の授業を履修
する。ただし、文系が理系を取る場合、理系の科目名は高校時代と
同じで、細分化されない。逆も然りで、理系が文系を取る場合、現
代文と古典は分かれず、文学として大雑把に履修する。　後期大学
では完全に文理に分かれ、互いの科目は履修しない。また、同じ文
系でも文学部や法学部などに分かれるため、文学部の学生は社会科
目を選択的にしか履修しない。　大学院に入ると、完全に専門分野
しか研究しない。　　さて、中央アルナ大学首席のレイン＝ユティ
アは文学部に所属しているが、高校時代は「文学、言語、歴史、政
経（政治・経済・法律）、数学論、計算（算術・経営）、物理、化学、
自然、機械」の１０科目で首席を取っていたことになる。　理系科
目のほうが多いが、授業のコマ数は文系のほうが多い。文理が分か
れるまでは文系のほうが元々コマ数が多い。これはアルバザードが
人文科目を人間にとって必要な教養として重視し、理系科目を社会
発展のための剰余的な技術と考えているため。　また、前期大学で
は「現代文、古典、文法、表現、歴史、法律、政治、経済、数学論、
計算（算術・経営）、物理、化学、自然、機械」の１４科目で首席を取っ
ていたことになるから恐ろしい。　レインは後期大学では「現代文、
古典、文法、表現、社会」しか履修しないが、現代文や文法などの
内訳がさらに細かくなるので、結局科目数は多い。　なお、首席と
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いうとき、実技科目は評価に含まれない。教養だけで判断する。実
技も入れると真の首席なのだが、レインは体育が駄目すぎるので値
しない。アルナ大学の歴史で真の首席になった人物はミロク＝ユティ
アとリディア＝ルティアのみ。このうちリディアはアシェルフィか
ら大学時代に転入し、ミロクは極方から fiankaに転入してきた。なお、
三人とも真面目で努力家というのが共通している。　【用例】　an siina 
noskren lex felpant, tal an en siina rafel tuul man tu mols fil, fok, 
el axt fal ati di ento na dab. 国語という教科は好きだが、国語の宿
題は嫌いだ。というのも、時間が掛かるし、その上書くことが多い
ので面倒に感じるからだ。
felpaz  ［名詞］学歴　［レベル］４　20　［文化］　高校 (lazka)で進学校だった
人間が大学に行き、それ以外は高校が最終学歴となる。進学校以外
は職業能力を高校のうちに学ぶので、専門学校はない。未熟なら高
校を留年させられるため、卒業できた時点で就職できる能力はある
ことになる。そのため、別途専門学校は必要ない。卒業後に方向転
換したい場合、無給ないし薄給で企業に雇ってもらい、チュートリ
アルを受けるなどして現場で学ぶことになる。　【用例】　felpaz hax{ti
nka} 高学歴
felpe  ［ユマナ］ウィキペディア、ｗｉｋｉｐｅｄｉａ、ウィキ、ｗｉｋｉ、
ウィキペ　［電算］フェルペ　［レベル］３　vl;人名より　22　［文化］　vlで
できたフリーの百科事典。ウィキペディアに相当。
felbals  ［動詞］自治棟　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［語法］　felanbalsと区
別。　［文化］　全ての委員会が収められている棟。つまり学生会が納
められている棟。また、学生会に加えて非学生会の自治会が収めら
れている棟。全ての会に個室が設けられている数階建ての建物。委
員会などを行うときはここで集まって会議を開く。個室は教室と同
じ作りである。
felbelate  ［名詞］学食　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　食堂が敷地
内に独立している。建物の形は学校によって異なる。安価で食べる
ことができる。昼食時と夕食時に利用できる。また、寝棟の人のた
めに晩ご飯の時間も利用できる。
felwain  ［名詞］学園祭、文化祭　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　
→melsel, diasel, xion t'anjur, lavandia　ディアセルやメルセルの前々
日に始まり、前日に終わるお祭り。期間は２日で、前夜祭と後夜祭
に分かれる。部活動の成果を発表したり、イベントを行ったりする。
期末試験の翌々日に始まる。期末試験の結果が出た翌日に始まる。
　カップルはたいていこの日に告白をして付き合い、お祭りを楽し
む。
fellizno  ［政治］文部庁、文科庁　［レベル］４　19:ilmus:ridia　［文化］　事
務省下。学科のカリキュラムを立てたり、教材や試験を作成したり
する。
fellevl  ［医療］学習障害　［レベル］５　19:seren

fellei  ［名詞］教科書　［レベル］２　20　［文化］　ixm

felaxesal  ［名詞］学生会長、生徒会長　［レベル］３　rd;/　23

felan  ［名詞］学生、生徒　［形容詞］～君、～さん、～ちゃん、～学生
→ apt　［レベル］２　20　［語法］　この呼称を学生間で使うことはない。
教師から学生に使うことはあるが、ふつうは souや liizや sanや呼び
捨てを用いる。非学生、主に社会人が学生に対してこの呼称を使う
ことがある。　【用例】　atte a, felan miir. がんばって、ミールさん。
felantonk  ［政治］学者　［レベル］４　19　［文化］　身分の１つ。
felanfala  ［名詞］出席番号　［レベル］２　22　［文化］　ファーストネームを
tkxsという幻字順で並べるのが通常。学齢が低い場合は誕生日順に並
べることもある。その場合はメルセル生まれが一番となる。
felanfeme  ［名詞］学生時代　［レベル］４　rd;/　23

felangart  ［経済］学生料金　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

felanbals  ［名詞］学生棟　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

felanaxe  ［名詞］学生会、委員会、生徒会　［レベル］３　rd;/　23　［文化］　
学生が自治を行うために学生会というものが存在する。学生は自動
的に学生会のメンバーとなる。学生は何らかの委員会に振り分けら
れる。委員会はいくつも種類がある。学生委員会（つまり生徒会）、
美化委員会、風紀委員会などが存在する。これらは全て学生会の下
位区分である。どの委員会に入るかは選択可能であるが、人数が偏
れば適正審査が行われる。くじ引きでは能力を測れないのでくじ引
きは実施しない。委員会の中で一番偉いのは学生委員会である。こ
この委員長が生徒で一番偉い。レイユの時代はミロクが選挙を禁止
していたため、委員長は選挙でなく審査で選ばれた。アルテナ以降
は委員長は選挙で選ぶようになった。選挙は毎年最後に行われる。
来年度の在校生の中から新入生を除いた誰かが学生委員会の委員と
なる。委員会の集合は日が決まっている。毎週か隔月、或いは月ご
とに行われる。大抵は同じ曜日の同じ時間に行われる。大抵は午後
の授業を切って、そこで集会を開く。週一回の場合は一コマだけ切
ることが多い。隔週の場合は二コマ切り、隔月の場合は午後の授業
を全て切ることが多い。どの形式にするかは学校によって異なる。
felanita  ［名詞］全校集会　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アルナ大
では全校集会はない。全校朝礼のようなものは行わない。学校で事
件が起きたときに緊急で集会を開くことがあるが、その場合は大抵
昼休みの一部を削って行う
felita  ［名詞］勉強会　［レベル］４　19:melidia axte

felikl  ［名詞］校舎　［レベル］２　19:melidia alis　［文化］　ビルのような形
をしており、機能的な反面、芸術性には乏しい。キリスト教の教会
のような華麗な造りはしていない。
felixia  ［ランドマーク］フェリシア学院、フェリシア　［類義語］kozue　［レベル］
６　sm;fel,fv/xuxo,f/dia,szd「学び習うところ→学び習う院」　22　［文
化］　アルナ北西部（アルナ県リシア市）に位置する学校。小中高大
と揃っており、同一の敷地内に全てが揃っている。王族（皇族）御

用達の学校であるが、一般人も入学することができる。　校風を一
言で言うと「上品」。他にも「気取らないノーブルさ」や「浮世離れ
した雅さ」などが特徴。下品なものや低俗なものを避ける傾向にあ
るが、嫌っていても嫌悪感を顕にしない学生が多い。　上流階級の
子女が多いが、あまりに競争心のない雅な生徒たちの集まりなので、
他人を見下したりする者はほぼ皆無である。それゆえ一般人入学者
も妙なへつらいをすることもなく、劣等感を持つこともない。よほ
ど雅で心に余裕がないとできないことだが、不思議なことに外部か
ら入ってきた学生すら一年も経たずに校風に染まっていく。　生徒
の素行はアルバザード一良好で、校則は国内一緩い。自然に任せて
おいても誰も悪さをしないためである。　部活（サークル）は弓道
と居合が強く、常に全国大会で優勝候補に上がる→ sakla(2)　フェリシ
アでは和弓がユベールに取り入れられる前から活発だった。　女子
の割合が多く、文学少女のようなおっとりした子が多い。上流階級
なのに気取らず質素倹約で、大人しく穏やかで礼儀正しい。金に頓
着するのが嫌いで、浮世離れしている。恋愛には奥手で、学内恋愛
はほぼ皆無。　教師陣は姉妹校であるアルナ大と掛け持ちしている
ことが多い。　　フェリシア学院は smの imul 200に王族の私費で建
てられた。その名残で現在も私学である。　sm中期にアルティアの
勢力に押され、1102年にカレンシア王国ができると、徐々にアルバ
ザード国内の上層部にアルティア人が入り込んでくる。その結果フェ
リシアにもアルティア人の学生が増え、弓道や居合といったアルティ
ア人の武芸が入ってくる。　カレンシアの勢力に押されたアルバザー
ドの財政は当時苦しく、1156年にはフェリシアの運営にも支障をき
たすようになった。学校の質を落とさず運営をこれまで通り継続す
るために、フェリシアはカレンシアからの援助を受けた。弓道や居
合が盛んになったのもこの頃からである。なお、初期は武射系が盛
んだったが、nd以降は礼射系が盛んとなる。　1156年の援助により、
カレンシア（アルティア）とアルバザードの友好を示すための校章
が新たに創られた。フェリシアが作られた当初は皇室アルバ家の家
紋の「六角柊」に月の幼字を加えたものを校章としていたが、1156年
に桜弓月（さくらゆづき）がデザインされた。フェリシアの校章は
幼字版と京極版の二種類があるが、それにはこういった歴史的背景
がある。　校章は桜と弓張りの月が図示されており、更に桜の内部
には文字が書かれている。幼字のほうは leivent（弓道）における射
法八節の会の象形である。アルティア弓に合わせ、弓の上部が下部
より長くなっている。一方、京極のほうは「弓月」という意味の二
文字で形成されている。　　フェリシアの偏差値はアルナ大ほど高
くはないものの、日本でいえば早慶に匹敵する難関校のひとつであ
る。エルフィーネ同様、学風と名門さが好まれ、特に積極的に娘を
通わせる親が多い。　生徒は穏やかで浮世離れしている。喧嘩や騒
ぎなどが見られることはなく、革命時やディミニオンなどの狂乱に
あっても、まるで世界から分断されたアルフィのように平静さを保っ
てきた。生徒は争いを好まず、競争心がなく、穏やかである。他人
を嘲笑ったりせず、俗世に疎く、ケバさがない。　アルバザードの
中では最大の保守派で、伝統を重んじ、争いごとを好まない。ルティ
ア人やアルティア人の比率が高い。理系分野が弱く、文系中心の学
校である。　共学で、女子は夏は白、冬は黒のセーラー。男子は詰襟。
アルナ大と姉妹校なので、制服のデザインは同じ。襟の色は tinaか
ら samanaまで順に黄、朱、蒼、灰。後期大学は私服になる。　場所は
駅近徒歩一分。　学内は緑が多く、都会の喧騒から独立した空間を
保っている。池には朱塗りの橋があり、初夏になると蛍が舞う。こ
の池を「ほたる池」という。都会の大学で唯一良質な蛍が鑑賞でき
るところである。池の周りには桜や楓や紫陽花が季節ごとに咲き乱
れ、池には魚も泳いでいる。　後期大学の生徒数は１万人に満たず、
少ない。通常フェリシアというと後期大学部を指す。卒業生に「も
う一度大学に入るとしたらどこがよいか」と聞くと、９割方がフェ
リシアと答える。浮世離れしているため、社会の荒波に揉まれてお
らず、卒業後に苦労することが多い。　エルフィーネを華と捉える
なら、フェリシアは和であろう。　rdでセレンはリディアと違って
アルナ大に受からなかったが、フェリシア大には合格した。そのため、
rdでセレンの母校となっている。当時の彼はリディアの目が届かな
いのをいいことに、学園生活を楽しんでいたとされる。なおセレン
がアルナ大に落ちたのはアルカで忙しかったこともあるが、自分の
好きなことしか勉強しない少年時代の性格が最大の理由で、自業自
得。アルバザードはフィギット経由で居合を、ルティア経由で和弓
を知っていたが、セレン個人は実技をここで知り、ユベールに取り
入れた。
felis  ［人名］フェリス　［レベル］５　古　［文化］　４期１代のアルシェのル
シーラ。女性。テームスの復活を予言し、それを食い止めることを
目標として団体を作った。幼馴染による対抗団体ができるとそれと
対立。フェリスはドゥルガを名乗り、アルタスはヴィーネを名乗っ
て争った。
felis(2)  ［名詞］十徳、十善、フェリス　［名詞］十干　［生物］［医療］五臓六腑、
五臓五腑、六臓六腑　［レベル］４　zg;fenl/liste　21　［文化］　zgのシー
ジアで発達した倫理で、五行説に組み込まれて考えられた。人間が
心がけるべき十の徳を五行の陽と陰に当てはめた。順序は五行の順
で、水風土火雷である。　陽は外向きの感情で、社会的なものが揃う。
三・二人称的である。陰は内向きの感情で、個人ないし対個人的な
ものが揃う。一・二人称的である。内外というのはネガティブポジティ
ブという意味ではない。社会に向くか自分および相手に向くかの違
いである。　　陽：秤・礼・慈・義・克・（侠）　陰：信・素・胆・忍・
勇・（堪）　　地球の東洋思想にも同じものがある場合は訳語にその
漢字を用いた。義・礼・信・胆・勇・忍である。封建社会でもなく
年功序列の考えも儒教ほど強くなかったため、東洋思想にある忠・孝・
梯はない。また、知は心と別枠なため、智も入っていない。カルディ
アオリジナルは克・秤・素である。なお、慈は仁のこと。　　秤 (mist)：
天秤のように公平かつ客観的であること。水面のように水平である
ことから水。　礼 (lean)：礼儀を重んじること。風のように涼やかな
心。　慈 (xell)：万人に対する思いやり。悪人も含む。では悪人も許
してしまうのかというと「許す」のではなく、それは克で別処理する。
根源的な徳として中心の土。　義 (dazett)：義理人情のあること、道



172 feletfelis(2)
理を弁えていること。火のように熱い義理人情の志。　克 (waset)：悪
に屈しない、悪を受け入れない、誘惑に負けない、儲け話に乗らない、
実直真面目に稼ぐ。雷のように激しく悪に打ち克つ心。　　信 (xarl)：
信じる心、信仰心。人を信じる、嘘を吐かない、嘘を許さない。水
のように純粋な気持ち。裁判官は秤と信が必要で、これらは表裏一
体。　素 (kaloa)：多くを望まず質素倹約を尊び、日常を幸福に思うこ
と。風のように涼やかな気持ち。流れる風のように拘らない気持ち。
　胆 (viman)：丹田が座っていて動じないこと。胆力。土のように動
かずどっしりとしており、体に芯が通っている感覚。胆力がないと
ほかの徳もなかなか引き出せないので中央の土に座する。　忍 (hina)：
耐えるべきところを耐えること。陰の火はじりじりと照るように熱
く、その熱のようにじっと耐える心。　勇 (gants)：行動力、やり遂げ
る心、腰を上げようとする意志の力、耐えざるべきところをきちん
と耐えずに抗うこと。耐えてはならないことを耐えないのは勇気で
ある。克の裏で、動くときは雷のようにパッと動くこと。　　この
十徳は非常に体系的でよくできている。五行に見事に当てはまる上
に、個々の属性のイメージにも沿う。その上陰陽できちんと振り分
けることができ、さらに同じ水の表と裏のようにそれぞれの徳が表
裏で関連しあっている。極めて体系的な倫理であり、地球の東洋思
想よりもさらに体系的である。そのため歴史を超えて愛され、smで
はルティアからアルバザードへ伝わり、そのままの形で現在まで変
わることなく連綿と受け継がれている。rdでは組み数字にも選ばれ
た。序列６と異なり、それぞれが基本的には等価なので、非序列と
して使われる。制定したセレンは、組み数字１０は数からして頻度
が高いはずだから社会に貢献する何か良い概念を宛がおうと考えた。
その結果これを採用した。組み数字として日用されることで国民は
十徳を日々唱えることになり、これが国民の教育に良いはずだとセ
レンは考えた。alでミロクはこの伝記に感動し、伝統を受け継いだ。
　　・解説　　慈　　仲間は積極的に助ける。　その他は消極的に
助ける。すなわち求めに応じて助く。人それぞれの事情があるので
押し付けはしない。おせっかいは焼かない。　悪人は克で処理すべ
きだが慈もまた与える。具体的には助けでなく慈悲を与える。例え
て言えば、悪といえども残酷な仕打ちで倒さないこと。　　忍　　
耐えるべきことを耐えること。　自然災害、老いによる老化、改善
不可能な病、体質による不定愁訴やコンプレックス、労苦、愛する
人との別れ、死別、失恋等が対象である。　また、過食の我慢、間
食や嗜好品の我慢、過剰な性欲の我慢などもこれに当たる。　なお、
不当な契約、不当な労働環境などを耐えるのは忍ではなく、克と勇
が足りない。日本人が最も勘違いしているのが忍である。　　克　
　力を持つものは悪を討ち、悪を倒すべきとされる。力があるのに
悪を討たないのは怠慢で、勇がないとされる。　力を持たざるもの
はわざわざ善行のために返り討ちに逢う犠牲を払えとまでは言われ
ない。彼らにとっては悪を受け入れない、悪を拒絶することが十分
な善行かつ貢献になるとされる。有害なテレビ、書籍、掲示板、ブ
ログなどを避けるのも克である。　日本人が最も持っていないのは
克と勇。これもまた表裏一体に持っていない。克と勇が同じ雷に配
列されているのは互いに関連しあっているためである。　　・詠み
歌　　水面のように平等で　爽やかな涼風のように礼節を重んじ　
大地のような慈愛に満ち　火のような正義に燃え　激しい雷のよう
に悪に克つ　　水のように澄んだ心で信じ　かろやかな風のように
こだわらず　地面に足をどっしりと構え　照りつける炎熱のように
忍び　電光石火の如く勇ましく動く　　・表裏一体　　秤と信：客
観視できない者は秤がなく、そのような人間ほど事実と虚偽の壁が
薄く、嘘を吐く。　礼と素：マナーがなっていない人間ほど質素倹
約と程遠い。例えば派手な恰好をしている女はえてして素行も悪く
礼儀知らず。言葉遣いも汚い。　慈と胆：中心となる胆力がなければ、
外交の中心である慈も鈍る。　義と忍：こうしなければならないと
いう正義感がない者はたいてい我慢知らず。我慢するのは誰でも嫌
だが、正義がなければ「まぁいいか」と逃げてしまいがち。　克と勇：
抗わない者は行動もせず逃げてばかり。腰も上げない。　　・性差
　　男性は一般に火や雷が多く、女性は水や風が多い。男性のほう
が「熱く」なりやすく、女性のほうがそうなりにくいのはそのため。
　女性で火や雷が多いと扱いづらくモテないということがある。男
性で水や風が多いと男らしくなく頼りがいがないと思われることが
ある。　女性で水や風がないと「女のくせに」と非常に嫌がられる。
逆に男性で火や雷がないと「男のくせに」とか「女々しい」と言わ
れる。どちらも理にかなっている。　　・十干　　十徳を暦に用い
て十干とする。アルミヴァと十干の組み合わせで毎年ごとに名を付
けていく。甲子のように。すると１０と１２の公倍数の６０年で一
周する。　寿命の短命化とともに sm後期から実用されるようになっ
た。　　知徳　　１０才のこと。十干が一回りした年。一通りの徳
を知り、やっていいことといけないことの分別が付くようになった
と期待される年。アティーリでは１０歳から何かを始めた人が多い。
現実のセレンやリーザがそうだったことから来ているが、カルディ
ア的には知徳の年だからと説明される。　　神徳　　６０才、還暦
のこと。アルミヴァも一周して徳が神の領域になったと期待される
レベル。　「神徳その身に預かりて 魂滝に安らぐ」　これは「神徳の
年になればもう徳も高めたからいつヴェーユに行って審判を受けて
も安心だね」という意味で、「６０過ぎて死ねば大往生だ」という意
味。６０歳が寿命の目標になっていた。　アルバザードでは現在で
も６０まではとりあえず生きようと考える人が多い。平均寿命はもっ
と上で、「今の６０は若い若い」などと言っているが現実には６０を
過ぎると死亡率が上がるため、人々の当座の目標値としてよく利用
されている。　　・二六十徳律（ニイロクジットクリツ）　　二情：楽・
愉（ラクとタノシイ）　六心：希望・愛情・信念・不屈・正義・誇り
　　これに十徳を足したものを二六十徳律という。人間はこの十八
観さえ守っていれば悩まず迷わず正しい道を歩めるという考え方で
ある。　日々の行動で「これはやろうかやるまいか」と考えるときに、
この十八観に照らし合わせて行動すればよい。新書や啓蒙書の生き
方本と違って２００ページ以上も読む必要もなければ覚える必要も
ない。　十八観は多すぎず少なすぎずちょうど良い。多くても覚え
られず、扱いづらい。逆に少なすぎると役に立たない。十八はちょ

うどよく、さらに数を２・６・１０に分散させているのでなお覚え
やすい。　　・言葉と十徳　　hakという行動は十徳が慈・信・礼の
順で関与している。rensomという言葉は礼・信の順で関与している。
　このように言葉を十徳で分析し、辞書の文化欄に示したものがあ
る。　　・徳は６割　　高徳ならよいかというとそうでもなく、ま
んべんなく十徳を６割程度身に付けているのが一番ですよという教
え。　克が強すぎると他人と戦ったり批難してばかりだし、礼が強
すぎても杓子定規で付き合いにくい。慈がありすぎる人は好かれる
かというとそうでもなく、嫌煙されたり聖人視されて付き合いづら
いと思われる。陰側も同じで、忍がありすぎると損ばかりしょいこ
みがちになるし、勇がありすぎても疲れるし利用される。　などなど、
徳がありすぎても疲れて終わってしまうし、そもそも人間はそんな
に簡単に高徳にはなれないから、無理をしないで６割程度でゆるゆ
る暮らしなさい、そのほうが楽ですよという教え。それでいて６割
程度徳があれば別段悪さもしないだろうし、克１０慈０のように偏っ
ているよりはマシですよということ。几帳面に６でなければならな
いというわけではない。５～８程度であればよい。　　・実践　　
例えば 21の段階でセレンは「秤８・礼５・慈２・義９・克１０・信７・
素９・胆６・忍３・勇１０」で、バランスが悪い。　felisを使えば
自分に何が足りなくて何を抑えればいいか分かる。この場合、克・勇・
義が強いわりに慈と忍が足りないので典型的な他罰傾向にあると分
かる。統制のとれた厳しい社会を形成するのには向くが、人には好
かれないタイプと分かる。ミロク革命に反響したわけである。多い
分を少ない分に回せばこの者はもっと楽に生きられる。　　同リディ
アは「秤７・礼９・慈９・義１０・克１０・信１０・素８・胆７・忍９・
勇１０」。徳の合計値が非常に高い。意外とビビりなところがあるの
で胆は少し抑えられる。わりと主観的で自分の正義と世の中の正義
をあまり区別しないので、秤はやや低めに。義と克が強すぎるため、
一般的な嗜好性の男性にはあまりモテないようだ。　　同メルは「秤
８・礼６・慈５・義３・克２・信４・素１０・胆８・忍９・勇３」。義・
克・勇が足りない典型的な怠け者体質。素が強いので引きこもりがち。
動じないという意味ではリディアより強く、忍耐強いのは間違いな
い。賢く客観性はあるため秤は高いが、公平性などどうでもいいと
思っている様子。　　・五臓六腑　　十徳は上記の順序で以下の五
臓六腑をも指す。　　陽（五腑）：膀胱・胆・胃・小腸・大腸・（三焦）
　陰（五臓）：腎・肝・脾・心・肺・（心包）　　五臓六腑というのは
日本の慣習的な言い方で、ルクレティアでは基本が五臓五腑の十徳、
そこに更にふたつ足して六臓六腑まである。　六臓六腑というのは
火が君火と相火に分かれているため六臓六腑になっており、相火の
陽は三焦 (yuzki)で陰は心包（yue)である。
felist  ［普通動名詞］愛、敬愛、騎士道愛　［動詞］yulを愛する、愛する、
敬愛する　［類義語］tiia　［レベル］４　zg;felis.k　24　［文化］　封建制度が
できて騎士が主君に仕えるようになった smの時代において、騎士が
主君の妃に対して抱いた敬愛の念のこと。プラトニックなものであ
り、不倫ではなく、不倫は許されなかった。あくまで敬愛の念であ
るため、主君はしばしば「自分はこんなに臣下から敬愛される妻を
持っている」と誇ることがあった。
felismem  ［組み数字］フェリスサークル、十傑、十老頭、十本刀　［レベル］
５　21　［文化］　rapalx

felisia  ［名詞］sapre　［名詞］許嫁、許婚、いいなずけ、いいなづけ　［レベ
ル］４　szd　23　sapre:sapre:la felisia:kotoko,alt　［文化］　ltで起こり altに
伝わり、altで流行り、smに arに流入した概念。ltでは許婚の契約を
親同士が交わす際にサクラソウを用いて祝いをしたことから、サク
ラソウで許婚を意味するようになった。
felin  ［植物］フェリン、バラ、薔薇　［花言葉］ひとめぼれ　［婉曲］膣口　［レ
ベル］２　20:フェール神の花。　参考 :pindin:15:制 :pindmina（棘の花）
felial  ［代詞］［yunk］あなたがたの　［レベル］１　21:kmiir:felie/古 al

felie  ［代詞］［yunk］あなたがた　［レベル］１　21:kmiir:felin「薔薇のよう
な人」
felier  ［歳時記］芒種　［名詞］９時　［組み数字］９／２４　［アクセント］feliEr
　［レベル］３　20:→ anxian　［文化］　anxian

felius kretis  ［人名］フェリウス＝クレティス　［レベル］６　20　［文化］　
セルメルで初めて学校を作った男性。召喚士の家柄で、貴族の家庭
教師をしていたが、アルバザード国民全体の教養をあげる必要性を
痛切に感じ、恵まれた境遇の貴族の家庭教師を辞し、学校を設立。
その働きが認められ、アルバ二世の協力を得て講義の場として利用
していたアルナの広場の一角に arnafelkaを建てる。
felo  ［動物］とさか、トサカ、鶏冠　zg;fem/lo　24

feloloob  ［被服］コックスコーム　rt;/　24

felet  ［形容詞］先天的な、生まれもっての、アプリオリ　［反意語］vekt　［レ
ベル］４　rd;<in　19:運命づけられた　［語法］　何も流用せずに作った
もののこと。流用と参考は異なる。人間は生まれた以上そこの影響
を受ける。彼が何を作ろうとその影響からは逃れられないので、何
を作っても何かしら参考にしたことになる。従って参考はアプリオ
リを取り消す要素にならない。でなければアプリオリが成立するも
のがひとつも存在せず、この言葉自体レーゾンデートルを失う。　
［文化］　セレンはバリバリの経験主義者だったので、アルカもだいぶ
影響を受けている。　ところが 25を過ぎて先天性も重視するように
なった。セレンは子供の頃から自分にフランスの血が入っているこ
とを知っていたが、違うのは顔くらいで性格や体格にまで影響があ
るとは思っていなかった。セレンの性格は日本人と違うところがだ
いぶあって、それでよくそりが合わなかった。大人になるにつれて
フランス人のことを知識として知っていき、「あれ？これ俺に似てる
な」と思うことがよくあった。　例えば日本人はへつらうように笑
うが、セレンは笑うところでは笑ってそうでないところでは無表情
だ。それが日本人には偉そうに見えるらしい。顔が西洋人っぽく彫
りが深いので黙っているだけで怖く見えるせいもある。こちらとし
てはふつうにしているだけなのに偉そうと思われる。フランス人も
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妙にへらつったりしない。なるほどよく似ていると思った。　権利
意識が強く我が強いところもよく似ている。そのわりに下らない労
働を嫌うのもよく似ている。口だけ達者なところも似ている。細い
割に同体重の日本人に比べてかなり筋力があるのも似ている。自転
車好きも似ている。道にゴミを捨てるくせに妙にエコなところも似
ている。女好きで精力が強いところも似ている。中でも美しさと合
理性を追い求めるところが最も似ている。セレンの血がドイツ人だっ
たら新生アルカは生まれなかったろう。　そのほか、ユーモアは好
きだが下品なお笑いは嫌いというのもよく似ている。大人びていて
落ち着いているところも似ている。だがそれは外見だけであって中
身は子供というところも似ている。　こういう類似点が細かく無数
にあったが、バリバリ日本で生活してきたのになぜ似るのかといえ
ば血しかないということで、先天性を省みるようになった。　なお、
性格だけでなく体格も類似していた。その後フランスに行って自分
が浮かないことに気付いた。細い腰、細い手首、足首、なのに無駄
にある胸、できやすいクマなど、すべて酷似していた。　もちろん
似ていないところも多い。特に食べ物だ。パン食が嫌い。和食を好
む。何より、チーズ、ワイン、コーヒーがすべて胃痛かじんましん
になって食べられないところが圧倒的にフランス人でない。胃腸が
弱く、ここは明らかにフランス人の血でない。どうも酵素とか消化
関連はどこで過ごしてどの腸内細菌を得ているかのほうが大きいよ
うだ。　　行った国の中で好印象だったのはフランスと韓国だけだ。
あぁ合理的だなとか頭が良いなと感じた国だった。　その後、28ご
ろになって母方が韓国から来たことを知る。そうか自分は韓国とフ
ランスの混血児だったのかと知った。その事実を知らなかったのに
好印象だったのはこの両国だけだったのはどういう奇跡か。先天性
によるものとしか思えない。血のなせるわざに違いない。血のせい
で考え方や発想などが似ていて、それで自然と合理的だと感じたの
ではないか。　ところで自分で最も日本人らしくないと子供のころ
から思ってきたのは怒りの強さだ。外国人の怒り方は日本人からす
れば気違いレベルのものがある。で、セレンの怒り方は常軌を逸し
ていた。キレるとすぐ相手を殺す気でかかる。格闘技をやっていた
ことを置いても殺気が凄まじく、傷害に至ったことも何度かあった。
ただ、たいていは殴る以前に殺気に気圧されて相手が怯む。今思え
ば「あぁファビョンとはこのことか」と納得できる。あれは日本人
には出せないエネルギーだ。　自分より強い人間はいくらでもいる
が、自分より気迫のある人間というのを見たことがない。外国人か
ら見てもそうなようだ。というのも、まさにセレンという名前自体
が気迫や殺気や怒号で相手を黙らせるという悪口から来ているのだ
から。なお、人生中で最も気迫が出たのは２４くらいで池袋のジュ
ンク堂の前で児童虐待を見たとき。同い年くらいのロクでもない父
親に怒髪天を突き、裏路地に響かんばかりの怒号で殴りかかり、あ
まりの勢いに相手は膠着。即座に男たちが一斉に入ってきて取り押
さえたのだが、不服なことに男でなく自分が取り押さえられた。そ
の後即警察沙汰となったが、ファビョりすぎたのか、警察を呼ばれ
たのはその男でなく自分だった。　どうもこのあたりは明らかに日
本人の血ではない。しかし問題は自分はその血について知らなかっ
たことだ。あるいは知っていてもフランスのように知識がなかった。
なのに自然と彼らに似る。なら当然アルバザード人も固有の民族性
があって血によって先天的にある程度性格が決まるのだろう、たと
えその風土がどこであろうとという結論になり、カルディアでもあ
る程度先天性を重視するようになった。
feletteel  ［名詞］宿命、宿運、天命、天数、フェレッテール　［レベル］４
　rd;/「先天的な運命」　23　［語法］　先天的に定まっており、避ける
ことが難しいか不可能なこと。　【用例】　saia, tu tan et feletteel da. 
しょうがない、これも宿命だ。
feletlevian  ［言語］アプリオリ人工言語　［レベル］６　rd　22

felenvi  ［名詞］学力　［レベル］３　rd;/　23　【用例】　felenvi hax 学力が
高い、高い学力
felenvitas  ［名詞］学力テスト、実力テスト　［レベル］３　rd;/　23

felez  ［名詞］教室　［レベル］２　19　［文化］　講義よりも演習中心の授業
なので、教室は全て円卓である。完全な円でなく、教師席側が開い
た扇状になっている。学生席は一重の扇でなく、同心円状の扇になっ
ている。席順は慣例により決まる。学期の初めに座ったところが何
となく自分の席になる。但し、教師は席が決まっている。ホワイトボー
ドの前である　　一クラスの人口は二、三十人である。教師の席の
後ろにはホワイトボードがある。教師に向かって生徒が座ったとし
よう。生徒から見て教師は前である。生徒の後ろにはロッカーがある。
ここで左側に窓があるとすると、入り口は右になる。右側にはふつう、
日本と同じく二つ入り口がある。窓にはカーテンがある。サッシの
ところもある。教師の背面には大きな電子ペーパーがあり、ここに
各種メディアを再生する。スピーカーから音声も出力できる。ロッ
カーは人数分あり、セキュリティ度が高い。
fea  ［名詞］ミス、無傷の一撃、無効　［動詞］yulに歯が立たない、歯が
立たない、歯がたたない、無傷を与える、無効である　［形容詞］（anで）
無効な、無駄な、ノーダメージな、ストライクゾーンから全く外れた、
アウトな　［ユベール］［運動］無効。柔道や空手やユベールなどの無効。　［野
球］空振り　［反意語］ceeg、bin　［レベル］３　fv;e　24　［語法］　敵にダメー
ジを与えられないこと。　転じて、好みなどに全く当てはまらない
こと。　【用例】　le been et fean de. あのブスは完全にアウト。
fealis  ［人名］フェアリス　lj;falis　22　［文化］　　四人目は fealis。17歳
で、人間の捨て子だ。ユベールの達人で、ミルハを妹のように可愛がっ
ている。　　フェアリスは芯の脆いところがある。親に捨てられた
トラウマが消えず、拒絶されることを異常に恐れている。
fei  ［名詞］分、一分、６０秒　［レベル］２　13:制
feit  ［普通動名詞］忠告、訓告　［動詞］yulを aに忠告する、忠告する　［反意語］
bes　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:恣意　［文化］　勧誘と提言の関係は助
言と忠告にもいえる。提言は自信を持ってそうしなければなるまい
と考えていることを主張することである。容易に引き下がらないし、

食い下がりもする。忠告も同じである。提言との違いは相手の事情
を慮ってやる点である。相手にとって利益になるだろうと信じてい
ることを主張するのが忠告である。忠告は助言と違って簡単には引
き下がらない。目上でも目下でも関係ない。怒っている相手や馬鹿
など、冷静でない相手以外なら誰にでも行える。そして多少しつこ
くて、議論を起こしても構わない。
feis  ［気象］霧、ミスト、フォッグ　［レベル］２　f;faia　19:ridia:音象
徴　feis:feis:savle　【用例】　im tu faar, feis at sod. 今朝は霧が出て
いた。　feis nea 濃い霧　an inat vil ranel mil feis nea. 霧が濃く
て見通しが悪かった。　an inat vil amo tis le xa sa an mil feis nea. 
霧が濃くてすぐ前の車さえも見えなかった。　feis em kit nox. 霧
が立ちこめてきた。　feis emat nea romel. 急に霧が濃くなった。　
feis emator sedo. 霧が晴れていった。　feis atik sedo mil parp. 日
が差して霧が晴れた。　im tu faar, feis nea ates sod tal tur. 朝は霧
が立ちこめていたが、今は晴れている。　☆ feis e faar apia farf 
e saam ter. 朝霧が出ていると午後は晴れるという。
feispafi  ［気象］白虹、霧虹、雲虹　［レベル］６　21

feisesk  ［気象］霧雨　［類義語］savle　［レベル］３　20?　【用例】　feisesk lunat. 
霧雨が降った。
feisesp  ［気象］層雲、霧雲　［レベル］４　19

fein  ［rente］［arnet］vein　［レベル］１　19:vein　【用例】　non lax lanten 
fein. もっと綺麗なのがいいの。　［俗語］ar fein = dot{vien} fein 
激しくして。俗でなく文字通りの意味もある。　［俗語］fit fein もっ
とちょうだい。俗でなく文字通りの意味もある。
feim  ［音楽］スピーカー　［レベル］３　rt　19:fein:13:制 :恣意
feid  ［アイテム］矛、ほこ　［レベル］３　szd;<>figi　19:ridia:figi。rd
の原稿を見ていて、ウムトナの矛がリュウの槍と同じ名前なのはお
かしいと思ったので分けたそうだ。　fiyo:fiyo:lu feid　［文化］　先
が枝分かれしている槍。中央の刃はまっすぐだが、左右の刃が牛の
角のように曲がっている。反しが付いていて、当たるとなかなか抜
けない。そのため、狩猟だけでなく戦闘にも使われる。毒を塗って
使うこともある。
feidan  ［ジョブ］矛手、矛使い　［レベル］４　19:ridia

feijien  ［名詞］長針、分針、時計の長針　［レベル］２　19

feil  ［動詞］yul（ヴィード）を燃やす、燃やす　［類義語］viik　［レベル］
４　古　［語法］　ヴィードを急激に使用するという意味の動詞で、ア
ルカにしか存在しない。訳しようがない単語。　日本語の「鼻をかむ」
の「かむ」と同じく、コロケーションを viid（またその下位概念）
しか持たない動詞。　【用例】　feil viid ヴィードを燃焼する
feilis  ［エルト］［サール］フェイリス　［レベル］４　sr;e　24　［文化］　アルデ
スとルフェルが王になる前、まだ友好関係があった時代に月の光か
ら共同で生み出した女神。美を司る。エルトでもありサールでもあ
る。二面性を持ち、エルトのときはルフェルのような白人系の顔立
ちになり、サールのときはアルデスのような黄色人種の顔立ちにな
る。どちらも女の姿と顔をしている。美の女神として知られる。
feilisifa  ［地球の星座］［ユマナ］カシオペア座　24:自分を美しいと鼻にか
けたカッシオペイアの逸話から。　［文化］　ifa

feet  ［言語］音声。人間の言語に用いられる音。　［レベル］４　19　［語法］
　音声は []に入れて書く。
feetfel  ［言語］音声学　［レベル］６　19

feetavai  ［言語］音声素性　［レベル］６　19

feeteda  ［言語］ＩＰＡ、国際音声記号、国際音声字母　［レベル］６　19
　［文化］　hac　セレンらが作成。地球のものとほぼ同じだが、記号は
幻字。　↑統一規格でなく、20年に夢織の朗読に使うためにルティ
ア語を作ったことでセレンが一人で統一規格を作った。それが下記。
　アトラスのＩＰＡに当たるもの。現実にはセレンが 20年に定めた。
神話上では rdでセレンが定めた。 制以降と古アルカの幻字を使い、
古アルカに存在しない音声は鏡像などを駆使して配置した。 　元々
存在する幻字を見れば、「この音は古アルカにはあったのだな」とい
うことが分かるため、非常に個別言語的な音声表記になっている。 
　ＩＰＡを定める際はハングルのように調音点などを考慮して機械
的に決める方法が体系的である。しかし機械的すぎるものはかえっ
て使いにくく見間違いやすいという欠点もある。 何よりその方針は
アルカに合わない。そのため、労力はかかるものの、今回のような
言語・文化・歴史を背景にした音声表記を作った。 
feel  ［エルト］フェール　［普通動名詞］一目惚れ、ひとめぼれ　［動詞］yulに
一目ぼれする、ひとめぼれする　［レベル］３　古 :milf　［文化］　一目惚
れを引き起こす１０歳前後の少女の姿をしたエルト。　＜誕生＞　
ダルケスはフェルデンに貝を渡した。ダルケスの手がフェルデンの
手に触れた。このとき、ダルケスとフェルデンの手から砂が落ちた。
そしてこの砂は非常に大きくなった。そしてついに、これは愛らし
い少女 (１０～１４歳 )になった。そしてダルケスとフェルデンは
驚き、彼女を見た。　【用例】　"an feelik ti, yunk. mir em tian ant"　
"sa tu, myun rens est a non, dyussou"　「一目ぼれしました、お嬢さ
ん。僕と付き合ってください」　「その前に、あなたは一体誰なんで
すの？」
feel(2)  ［人名］ふぇーる　19?　［文化］　『ねこにっき』の登場人物。リシ
ア市出身。
feeltau  ［普通動名詞］衝動買い　［動詞］yulを衝動買いする　［レベル］３　
19:zana:ザナがＸＢＯＸ３６０を衝動買いしたときに、妻のミルフに
許可を求めた際、衝動買いを feeltau（一目惚れして買う）と呼んだ
ことから。ミルフはザナに反対しない人なので、ふつうに買ったも
のの、ハイレンの世話と仕事でロクにやれてないらしい。　【用例】　an 
yolat gil di a sab man feeltaut tuus. 衝動買いのせいで洋服にお金を
つぎ込んでしまった。
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feelu,alt  fen　fe/fe/lu

fu,f  flel　e

fu,f(2)  ol
fu,f(3)  flen
fut  ［動詞］yulを aと交換する、交換する、置換する、置き換える、取
引する、取り引きする、取り換える（新しく交換するという意味の
ときは samem）、両替する、取り替える、取りかえる、とりかえる、
入れ替える、入れ換える、交替する　［普通動名詞］交換、置換、置き換
え、取引、取り換え、両替、入れ替え、交替　［経済］取引、売買　［シェ
ルト］張り替え、貼り替え。テームスの張り替え。　［レベル］２　19:meli
dia axte:古 :futo（取る）　【用例】　fut gil a tiat 人質と金を交換する
futtetona  ［言語］連合関係　19

futsera  ［化学］置換基　［レベル］６　19

futdu  ［経済］売買高　［レベル］６　22

futper  ［経済］スワップ　［レベル］６　19

futa  ［経済］為替　［レベル］４　16:制 :fut（授受）
futa,szd  fit　futo,f.k

futan  ［経済］トレーダー　［レベル］６　22

futalx  ［経済］出来高　［レベル］６　22

futalami  ［経済］為替リスク　［レベル］６　22

futo  ［単位］フト　［レベル］６　14:制 :古 :futo（取る）　［文化］　物質１メ
ルバあたり放射線から吸収したエネルギーが１ルナッフであるとき
を示す。グレイと比較。
futo,f  taf, xim　fuは「渡す」の音象徴か
fukka  ［地名］フッカ　「回帰する土地」　［レベル］６　meltia 95 sen via;
fu/kal「肩の場所」　20:ridia:fu/kal「肩の場所」。地理的にケヴェアの
肩に相当するため。　［文化］　古代国家のひとつ。ジュヴァルノの北。
fussa  ［被服］シャマール　sm;fu/sabe　24

fudi  ［化学］ピペット　［レベル］４　古 :futo/dia（取るガラス）
ful  ［人名］フルミネアの略称　［組み数字］５/２８　［レベル］１　古　フル
ミネアのあだ名として miiaがあったが、それだと彼女の妹と区別が
つかないのでこうなった。fulと呼ぶ者と fulmと呼ぶ者がいたが、
後者が多かった。セレンは fulmiiと偶に呼んでいたが、それは誰も
真似しなかった。
ful,fv  fuul　e

fulsir  ［美容］サメ肌、さめ肌　［レベル］４　21:fulmiia/sir

fulsex  ［名詞］冷笑　［動詞］yulを冷笑させる、冷笑する　［レベル］３　19:
リディアの書 :フルミネアの唇。フルミネアの笑い方が語源
fulverant  ［医療］妄想性人格障害、妄想性パーソナリティ障害、偏執病、
偏執症、パラノイア　［レベル］５　vl;fulmiia/verant　23:mel　［語法］　パ
ラノイアの症状が重いものを妄想性人格障害と呼ぶが、アルカでは
ともに fulverantという。
fulmiil  ［被服］エジプト十字のリボン、アンク　［レベル］３　19:フルミ
ネアのリボン。胸に飾っていたことから　［文化］　胸のリボンのデザ
インとして一般的で、少女に人気が高い。
fulmiia  ［組み数字］５/２８　［交通］フルミネア通り　［名詞］フルミネア組。
アルナ大のクラス。　［レベル］２　22

fulmiia,fv  flia len fuul
fulmiia kaade ineaato  ［人名］フルミネア＝カーデ＝イネアート　［組み数
字］５/２８　［レベル］２　古 :フルミネアは語源不詳で、古アルカでの
意味は無し。あえて解釈するなら fuu/mivaで「長女」。カーデは彼
女が創作した占いの名で、9年にリディアが呼びかけて使徒全員が冠
した。イネアートは『カコ』。［fuumiia］だと思っていたが、本人から
直接［fulmiia］の方が近いといわれ、変更した。　rd;fulmiia.fv　［文化］
　→ fulverant　(tif 8 gil din→ )第４期４代アルシェ第５使徒。
アルマスト派。女性。yunk。１６４ｃｍ、４９ｋｇ。髪は黒色で足
まで長く、直毛。黒の瞳。肌は白：黄＝１０：０。　【成句】　den em 
fulmiia フラグ立てんな：占い師フルミネアが rdで不吉な予想をし
て使徒を不安にさせたことがあったことから。　yun fulmiia alnamet 
nos フルミネアがツンと顔を背けるように：取りつく島も無い　【用例】
　wei, den em fulmiia on vort (axte おい、死亡フラグ自重しろｗ
fulrens  ［名詞］美辞麗句　［レベル］３　22:「フルミネアの言葉」
fui  ［植物］キャッサバ　［シネクドキー］タピオカ。キャッサバの澱粉質を
乾燥させたもの　［レベル］４　alakta:fui,fai（暑い）/sui（芋）。キャッ
サバの芋部が澱粉を多く含み、熱帯地方で主食とされることから。
fuo  ［形容詞］残酷な、ひどい、酷い、悪質な　［形容詞］ひどい、ひどく。
tinka/yamの意味。　［類義語］fanzel　［反意語］ivet　［レベル］２　fv　赤 :fuo
（残酷）。字の形が腹をかき回すという恐ろしい意味。字形は人を横
から見ている。
fuu  ［名詞］古アルカの１　赤→ sidalx

fuu,lsk  1　figi.k

fuugi  ［アイテム］短剣、ダガー、ダグ、ドルヒ、アダガ、ナイフ、ダガー
ナイフ　［レベル］３　fv;「鋭い」　22

fuu you vii von txon  ［娯楽］1,2,3,4,5と数えたところで頬にキスをす
る子供の遊び　古？　［文化］　小さい子供と親ですることが多い。5の
txonとキスの txoが似ていることをかけた遊び。
fuul  ［魔法］占い、卜、占卜　［動詞］yul（相手、内容）を占う、占う　［レベル］
２　19:fulmiia:自分の名前を語源にしたもの　kk;>fuul.in < ful.fv.l
　ful:fuul　【用例】　ren fuul non. 私について占ってちょうだい。　

ren fuul ami vast tas. 僕が試験に受かるか占って。　ren fuul non 
on hatia. 私の恋愛運を占って。
fuulsems  ［魔法］占い部　［レベル］４　20:melidia xier

fuulan  ［魔法］占い師　［レベル］２　20:melidia xier

m
m  ［接尾辞］em。開音節の後に来る。　［レベル］１　19

m(2)  ［単位］メルフィ　［レベル］２　21

m,fv  依頼文を弱化させる語。re ku（言え）に対して re ku m（言っ
て）などのように使う。
mt  ［歴史］メルテナ、mertena　［レベル］３　21

mf  ［演繹音］もふもふ、モフモフ　［レベル］３　rd;haalvet　23

mm  ［感動詞］うん、そう、ありがとう　［レベル］１　古　［語法］　発音は口
を閉じて鼻から息を出して行う。日本語のという ｢うん ｣という相
槌にはあまり似ず、中国語の｢うん｣という相槌に音がよく似ている。
mmは語義が多いが、それぞれ言い方で区別される。
mm(2)  ［単位］キロメルフィ、ｋｍ← meinmelfi　［レベル］３　22

mya  ［動物］猫、ねこ、ネコ　［擬声］にゃーん　［レベル］２　古 :ネコのオ
ノマトペの一種。文字は kettoと同じ。
mya(2)  ［代詞］［南方］［女性］non　［レベル］３　21:k.miva　【用例】　mya fityat har 
miik le txi taut ken txin etta kwan las ya. 　non fitat miik har le tyu 
taut al etta tuan kokko las e. 　アンタが買うた赤いリンゴ、ウチがアン
タの姉さんに手渡ししといたで。 
myan  ［植物］ハス、蓮　［レベル］３　lakta

myan(2)  ［代詞］［南方］［女性］noan　［レベル］３　21:myaの属格
myanmom  ［植物］レンコン　［レベル］３　16:制 :はすの根　［文化］　アルティ
ア人経由でアルバザード人も食べるようになった。
myae,f  dem　幼字の字源は「嘘の炎で脅かす」。
myo  ［物理］磁石関連につく形態素　［名詞］磁石　［レベル］３　13:制 :古 :my
oi（磁気の）
myotes  ［物理］電磁誘導。tesといっても具体的な電気のことでなく、
現象名。　［レベル］４　19

myoka  ［物理］磁場　［レベル］４　19:riuskaと同様のネーミング
myofrea  ［地学］磁鉄鉱　19

myobelfrea  ［地学］磁硫鉄鉱　19

myoatev  ［物理］誘導電流　［レベル］４　19:myoevetと同じネーミング
myoi  ［物理］磁気　［レベル］４　sm;myoは磁気　赤
myoevet  ［物理］誘導起電力　［レベル］５　19:磁場の変化で起こる起電力
myep  ［感動詞］［yunte］へっ？、えっ？、みゅ？、にゅ？　［レベル］２　古　［語
法］　意味は hepと同じ。myepは主に人に対して、myupは主に自分
に対して使う。
myu  ［感動詞］［文末純詞］みゅ、みゅう、みゅぅ、みゅー？、みゅんっ　［レ
ベル］２　rd:ridia;猫の鳴き声から　19:新生では古 myupからの逆成。
　［語法］　猫風の文末純詞。甘えの心理や平和や和みを示す。
myu,f  mi、enx、fie　e

myut  ［名詞］距離、間隔　［名詞］親密度　［武道］間合い　［数学］三角関数の
三角形における斜辺。単位円の半径に等しい。　［レベル］３　19:ridia:a
rbaxelt:myuo/ati。fremflonでは長いため。　o:o
myutkaxa  ［地学］正距図法　［レベル］５　19

myutna  ［芸術］遠近感　［レベル］４　22

myutlorkaxa  ［地学］正距円筒図法　［レベル］５　20　［文化］　緯線と経線が
垂直に交差し、それによってできるすべてのブロックが等面積の長
方形になる図法。緯度と経度を示しやすく、ＧＰＳなどに使われる。
現実にはアトラスの地図がセレンによって最初に作られた際、作図
が容易であることとアシェルフィの位置が示しやすいことから、こ
の図法が選ばれた。
myutarkorkaxa  ［地学］正距方位図法　［レベル］５　20　［文化］　aleivkaxaなど
がある。
myutalx  ［数学］絶対値　［レベル］４　19

myutom  ［芸術］遠近法　［レベル］４　22

myute  ［物理］スペクトル　［レベル］４　古 ?myute（分ける）。myu/teで「関
係がなくなる」
myute,f  mat、mite　「ない関係にする」
myuten  ［医療］骨度　szl;myute.k　24

myutenom  ［生物］［医療］骨度法、骨度分寸法　rd;/　24

myuteom  ［物理］分光法　21

myuk  ［単位］ミュク、磁束密度　［レベル］６　古 :元は myumkama（磁束密
度）。「磁束の多さ」。　［語法］　磁束の方向に垂直な面において１平方
メルフィにつき１ミュムの磁束密度のこと。テスラと比較。
myukli  ［名詞］犠牲、生贄、いけにえ　［類義語］yuns、istis　［レベル］３　f;k
は kuで動物。liは livroで命。myuは「なくなる」　赤
myukar  ［宗教］教祖　［レベル］４　古 :fulmiia:myukale/rsiila　［文化］　ある
宗教を興した人物。シオン＝アマンゼなど。
myukalia  ［宗教］邪教徒　［反意語］yuuji　［レベル］３　20:myukale/lia　［文化］
　yuuma 4172にレスティリアの王府がアルヴェーテを myukaleと呼び、
その信者をこのように呼んだ。harvaが出てからは廃語となる。
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myukale  ［宗教］宗教、～教　［レベル］２　zg;「嘘の」　赤 :ちなみに宗教
にネガティブだった古アルカでは、同時に「嘘の」という意味。　
myukale:myukale:lu myukale　［文化］　yuuma 4172 レスティリアの王府か
らアルテ教は異教 (myukale)だという公言がなされる。実際に歴史的
にはアルテ教のほうが間違っているわけで、存在しない神を崇めら
れては当然サルトとしては鼻持ちならない。また、神商会としては
これ以上商工会をのさばらせておくわけにもいかなかった。そこで
両者が時のレスティル王マールを炊きつけ、アルテ教を邪教とし、
yuuma 4174にはさらに宗教の禁止を公布させた。宗教はアルバレン
で myukaleといい、「嘘のもの」「存在しないもの」を意味する。これ
により、アルテ教迫害の下準備が整う　　サルト教ができて以降は
「邪教」の意味でなく、宗教を総称する語になる。
myuxa  ［天文］新月、朔月、朔、つきこもり、月隠り、晦、みそか、晦
日　［名詞］南　［メタファー］ぽっかり空いた丸い穴　［メタファー］心の穴、喪失
感　［組み数字］１/８　［レベル］２　16:制 :古 :myuxet。また古の myuxa（存
在がない）とも掛けている。　myuxet:myuxet:la myuxel　［文化］　xelteel
　【用例】　☆ non til xalel myuxa mil vort laat fien 3 salt as es rakm. 彼
が死んでから３年が経つが、まだ喪失感を感じている。
myuxa,f  max　「ないもの」
myuxat  ［名詞］死角　［レベル］４　fv;myuxa/te「穴のような」　24

myuxak  ［地名］ミュシャク　［レベル］６　古　［文化］　アデント大陸にある
モカル国の首都。ガーヴィへ通じる大穴がある。
myuxet  ［名詞］ミュシェット、ミュシェットの月、月無　［レベル］２　
fv;↓　古 :古では｢ない月｣。幻の月と新月両方を表わした。　*:*:lu 
myuxel　［語法］　｢ない月｣。月無日（アシェットの日及びテームスの日）
myuxetlil  ［化学］イットリウム　［レベル］５　18:制
myuxel  ［気象］myuxa　［医療］厥陰　rd;<szl<myuxet.k　24

myun  ［女性］［法副詞］～してください。mirよりも語調が弱い。　［類義語］
mir　［レベル］１　21:ridia:21まで miu。mirと聞き分けが困難として
miuに指小辞を付け miunにし、口蓋化して myunに。　［語法］　re

myun(2)  ［感動詞］［文末純詞］［milia］みゅん　［レベル］２　20:ridia:mirok

myum  ［単位］ミュム、磁束　［レベル］６　古 :磁束　［語法］　１回巻きの閉
回路と錯交する磁束が一様に減少して１秒後に消滅するときにその
閉回路に１イレットの起電力を与える磁束のこと。ウェーバーと比
較。
myup  ［感動詞］［文末純詞］［yunte］へっ？、えっ？、みゅ？、にゅ？　［レベル］
２　rd:ridia;myu　古
myupa,f  cuuks　myu/papalura「消え去る太陽」
myur  ［地学］沖　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:myuo/eria（離れた水）
myuria  ［地名］ミュリア海　20:ridia:古 myu（ない→花がない→ミナ
カルモ側でない）/水　［文化］　フィギット北の海。
myuz  ［植物］イグサ、トウシンソウ　［名詞］畳← myuzbols　［単位］畳
→ ez　［レベル］３　alakta:myuxabupaz｢ 籠の草 ｣
myuzbols  ［名詞］畳→ myuz　［レベル］３　sm;altの道具を意訳　19:ridia:ar
baxelt　［文化］　ez

myul  ［形容詞］類似の、似ている、似た　［格詞］～に似た、～に似ている、
～のような　［名詞］類似品、似たもの　［数学］相似　［反意語］enk　［レベル］
２　赤 :myul（鏡）　【成句】　myul tu 同じように、同様に、似たように
　【用例】　ridia at myul a milf im laz. 少女時代のリディアはミルフに
似ていた。
myul,szd  0　myu/al

myul,fv  mep　myu/al

myulkalm  ［魔法］ミュルカルム　［類義語］myulmesia　［レベル］５　rd;myul/
kalyum「類似した双子宇宙」　23　［文化］　双子宇宙は類似するという
rdで立てられた理論のこと。双子宇宙であるカルディアとユマナは
互いに類似しているという内容である。実際に大陸の配置も似てい
るし、結果当然のことながら気候や風土も似てくる。また、惑星系
などは同一ですらある。　同じような土地柄の世界がふたつあれば、
別途栄えても同じような文化が出来上がるというのがこの理論の特
徴である。例えばカルディアでもユマナでも蜘蛛という生き物は存
在するし、同じように進化してきた。猫もどちらの世界でも生息し
ていて、一部ではペットとして飼われる。どちらの世界にも桜とい
う木があり、どちらの世界にも殺人という犯罪がある。　これは地
球内でも似たようなことが言える。全く別個に発達した文化同士を
比べたときに示し合わせてもいないのにあまりに多くの類似性が見
つかる。例えばどの民族も物を食うし、物を焼くし、人を殺せばた
いてい犯罪である。示し合わせたわけでもないのに根本的な部分が
同じ人間という種だから、同じような文化を形成する。　このよう
に、似たような環境が与えられた領域では似たような進化を遂げる
というのがこの理論の大綱である。　　rdではセレンがユマナから
の来訪者という説があり、それが発端となってミュルカルム理論ま
で発展していき、カルディアとユマナの驚くべき類似性が示唆され
た。　ljではさらに、カルディアとユマナの最大の違いはヴィード
場の有無にあるとセレンは提唱した。なお、ljセレンもミュルカル
ムを支持していた。rdのセレンも同様である。　　・現実では　　
現実では中学の時にセレンによって形成され、23年に登録された用
語である。　セレンはアシェットとの付き合いで、こんなにも民族
が違うと細かなところで異なるのかと驚いた。その一方、２８民族
もいて逆に大まかな部分は全部共通していることにも驚いた。どの
民族も物を食うし手もあるし目もあるし色が違っても目の機能は同
じだし、肌の色が違っても肌は肌だし、殴れば怒るし痛い。　あま
りに違うと細かな部分では思う相手たちが、大まかな部分では逆に
あまりに似すぎているということが不思議だった。　だって民族同
士は示し合わせて文化を形成したわけでもないのに、なんでこんな

に大まかな部分で同じなんだろう、と不思議に思った。そこで、環
境が似ていれば同じような結果になるのではないかという考えにい
たった。　この考えが異世界と現実の間でも応用され、ふたつの世
界も環境が類似した双子宇宙なら、同じような結果を導出し、同じ
ようなよく似た世界、細部しか異ならない世界ができるのではない
かと思った。それがミュルカルム理論の元である。　結局はセレン
の少年期の多種多様な民族との触れ合いが元になっている。これは
経験したものでなければよく分からないのではないかと思う。言葉
で説明されただけで心が納得できるかは分からない。セレンのよう
な体験をしたアシェットの人間にはたやすく共有される価値観であ
ろう。　　・現実でのジレンマ　　アルカは異世界の言語であると
ともに地球でも使えないと困るし、ユマナタグをなるべく増やした
くないので、メルティアが故意に世界を類似させているとかいう加
圧をしてでも類似性を維持したい、というのが本音。　一応カルディ
ア固有のものはそれなりに作っているんだけどね。国や海を始めと
して。植生なんかでもソソトロノとかカルディアにしかないし。で
もあんま両世界が乖離すると言語使いづらくてしゃーないのよ。ア
ルカがカルディアオンリーのガチ架空言語ならいいけど、リアルネ
イティブがいることだし。　そもそも現実で使ってた人工言語を異
世界の言語としてチューンナップするからこういうことになる。な
まじ現実で使ってるから。でも現実で使わないと実践に耐えうる言
語か検証できないという問題もあるしでジレンマ。　アルティス教
なんてカルディアにしかないから、娘はフランス人が教会を持つよ
うに自分たちのシーカはどこにあるんだ？なんて疑問を親にぶつけ
て困らせるという問題が実際に起こってる。これが rafiどこ？なら
人参渡せばいいけど、カルディア固有のものだと渡すものがなくて
詰む。こういうのが困る。　要するに「異世界の言語をなるべくそ
のまま地球でも使えるようにしよう」というコンセプトと「それは
それでいて異世界はしっかり作り込もう」というコンセプトが矛盾
的でだけど両立しなければいけないので、そこで出てくるのが myulka
lmだったり myulmesiaだったりするわけだ。
myulkotta  ［美容］鏡台、化粧台、化粧鏡　［レベル］４　21:古 myulkota（魔法鏡）
myulkota  ［魔法］ミュルコタ　［類義語］ixirius　［レベル］５　fv;myul/kota　
赤　［文化］　光の上位難合古代魔法。あらゆる魔法を跳ね返す。跳ね
返せない強さのものに対しては防壁の役目となり、ダメージを緩和
する。イシリウスより能力が高いが、人間には極めて重合しづらい。
myulvet  ［言語］類義語、シノニム　［レベル］４　19

myulmesia  ［哲学］ミュルメシア　［類義語］myulkalm　［レベル］５　rd;myul/
mesa　24　［文化］　同じ環境が与えられれば同じ結論にたどり着くこ
と。例えば myulkalmはこれの下位概念である。　一言で言えば、「似
たような環境で発達した物事はミクロな部分では異なるが、マクロ
な部分では共通する」という考え方のことである。　myulkalmと関連
させると、例えば「ユマナには桜があるがカルディアにも桜に相当
するものがある」ということである。ミクロな目で見れば地球の桜
とは異なるが、アトラスの日本のような気候の国ではマクロな目で
見て桜と似たような木が繁栄するだろうという理論のことである。
　　日本の人工言語制作者は偶然では説明がつかない頻度でアブギ
ダ系の文字を考案する。日本ではアブギダ系の文字は普及していな
いのに、示し合わせたかのように偶然でない頻度でアブギダ系の文
字を考案する。これは母語の日本語が音節文字であることと、人工
言語という厨二病を発症しやすい小中高のころにローマ字や英語を
習って母音と子音というシステムを知るという環境が日本人の間で
共有されているからである。日本語のひらがなのように音節数の数
だけ文字を用意するのは骨が折れる。そこで子音と母音に分け、ア
ブギダのように音節を表現すれば合理的じゃないかと思いつく。こ
の発想は同じような環境に置かれた人が同じような結論を導出する
ということの好例である。むろん全員が必ずそうするというわけで
はない。皆が同じ結論になるというのではなく、少なくない人が同
じ結論にたどり着くということで、マクロの単位で見ると、双子宇
宙であるカルディアとユマナが大方の部分で似ているが細部で異な
るというのと同じことである。つまりミュルメシアはミュルカルム
の一環といえる。　　セレンは小学生のころからこのミュルメシア
に相当する考え方で生きてきた。人間は似たような環境に置かれれ
ば、示し合わせたかのように同じような行動を取る。文化圏が違っ
ても、人間の体というのが共通していれば、アフォーダンスの関係
で様々な部分で同じような行動を取るということを、アシェットの
友人を通して痛いほど身を以て痛感してきたためである。　例えば
黄色い肌のセレンや白い肌のフルミネアや褐色のパール、焦げ茶色
の目のセレンや緑の目のリディアや青い目のメルなど、アシェット
のメンバーは様々な民族でできている。セレンは日本語教授法の免
許を持っているので研修などでアシェット状の様々な民族が集まっ
た教室も経験している。アシェット化された環境はミクロな部分で
は文化差によって非常に異なっているが、マクロな面では驚くほど
同じである。　例えばどんなに肌の色が違おうと口で食べて胃で消
化して腸で吸収して排泄するというのは同じだし、だからどんなに
離れた一切交流のない文化圏を比べてもどちらにも必ずトイレに当
たるものが示し合わせたかのように存在する。　人間は置かれた環
境が共通している限り、かなりの確率で似たような結論を出すのだ。
例えば示し合わせなくても必ずどの民族もトイレに当たるものを作
る。それが単なるヤブの中なのか、洋式なのか和式なのか、ミクロ
の違いはあれど、トイレという点では共通している。示し合わせな
くとも同じ環境に置かれれば同じ結論になるというのがこのミュル
メシアの重要な考え方であり、世界設定の重要なキーワードである
ミュルカルムとも関連する。
myulreif  ［言語］類音　［レベル］４　20

myulla  ［感動詞］がっかりだ、残念だ、残念　［名詞］（naとともに）意気消
沈した、落胆した、落ち込む、へこむ、ヘコむ、凹む、気落ちする、
気が落ちる、気を落とす、肩を落とす　［形容詞］残念な、がっかりし
た、気落ちした　［レベル］２　古 :myulla（希望がない）　【用例】　sins my
ulla 気を落とす　an nat myulla a la vade tas. 彼が試験に落ちたことは
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残念だ。　laas nat myulla a nife ant in. 私の成績に彼らはがっかり
したようだった。　☆ tu at myulla xel la leev an xed rens. がっかり
したことに、彼は何も言わずに去った：がっかりしたことにを副詞
句にしない。　an nat myulla man vade tas. 試験に落ちて落胆した。　
an nat myulla a la sot soa. 彼がそうしたのは残念だった。　an na myulla 
on tifl kilm rat. いい機会を失うのは残念だ。　tu at myulla xel la en 
kap al an. 残念なことに、彼は電話をくれなかった。　el na sil myulla 
mil endi soven ses o tur milgaal lu til mal nil a. なまじ幸せな記憶
を持ってると現在との落差でへこむことになるぞ。
myulleep  ［化学］同族体　［レベル］５　19

myulaja  ［数学］相似比　［レベル］４　19

myulo  ［動詞］yulを iから類推する、類推する　［論理］類推、アナロジー
　［レベル］４　19:myullo

myulen  ［接続詞］～に似た　［レベル］３　19:xion

myulem  ［言語］ウムラウト　［レベル］６　19　［語法］　同化の一種で、後続
の母音の影響を受けて母音が変質すること。後ろの母音と同じにな
るとは限らないため、myulと呼んでいる。英語のｆｏｏｔ－ｆｅｅ
ｔのような例はアルカではアプラウトと捉えている。むろん、通時
的にはｆｅｅｔはｆｏｔｉｓ（ｏの上にウムラウト記号）から生じ
たため、純粋にウムラウトである。しかし現在のｆｅｅｔとｆｏｏ
ｔの関係だけを取り出すと、アプラウトである。他方、ｓｉｎｇ―
ｓｕｎｇのような例は通時的にも後続母音による変化によるもので
はなかったため、アプラウトでしかない。
myulem(2)  ［魔法］［工学］ミュレム現象、引晄現象　［レベル］５　［反意語］alkot
　20:同じの　［文化］　異なる晄基配列の vir同士を高魔圧で接触させ
ると魔法物理学上の引力が生じる現象。
myuo  ［形容詞］離れた　［動詞］yulをiから離す、離す、分離する　［普通動名詞］
非接触、隔離、隔絶　［反意語］mox　［レベル］２　f　赤 :myu（ない）/o（距
離）「距離を取って、ここにない」　myuo:myuo:myuo　【用例】　sae myu
ok i lanvem. 紗枝はランヴェムから身を離した。
myuokimho  ［生物］浮肋、浮肋骨、浮遊肋。第１１と１２肋骨のこと。
非常に折れやすく、マッサージなどでも折れる医療事故が多い。　
rd;/。ほかの肋骨、肋軟骨と異なり、繋がっていなくて浮いて離れた
状態になっていることから。　24
myuoneit  ［アトラスの国家］ミュオネイト　［レベル］４　19:ridia:myuoは「離
れた」
myuoneittike  ［地学］ミュオネイト海流　23

myuovian  ［物理］遠隔力　［レベル］６　20

myuopax  ［経済］個別表、個別財務諸表　［レベル］６　19

myuora  ［建設］一戸建て、一軒家　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　
東区の金持ちが住む家。
myuoin  ［動詞］yulを見物する、見物する、見学する、傍観する、観
察する　［普通動名詞］見物、見学、傍観、観察、社会科見学　rd;/「離
れたところから見る」　24
myuooppax  ［経済］個別注記表　［レベル］６　19

myue  ［ユマナ］イスラム教　［ユマナ］アラー、アッラー　［レベル］４　古 :my
ue（アラー）。元は myueeste（名前の無い）
myuemyukale  ［ユマナ］［宗教］イスラム教　［レベル］４　23

myuelei  ［宗教］コーラン　［レベル］５　14:制 :イスラム教の本
myuu  ［感動詞］myu　［レベル］２　rd:ridia;myu　23

myuuze  ［人名］ミューゼ　古 :小説版アンクノット３巻に記述あり。
設定内容は現状と異なる。　［文化］　ウロの時代にいたソーンの隠れ
使徒。rdではクミールの家の研究所を爆破した張本人で、クミール
の命を救うという名目でクミールに乗り移った。アルシェとの決戦
で意識の低下したクミールを乗っ取ろうとしたが、リディアにハティ
アの魔法をかけられ、中にいるクミールが目を覚まして動けなくな
り、セレンに斬られた。
myuul  ［地名］ミュール、ミュール大陸　［類義語］klendia　［レベル］３　古 :｢
ないもの ｣が原義　［文化］　面積：2218191.591089 km^2　アンシャル南部
の亜大陸。古名は klendia。
myuulsiza  ［地学］ミュールプレート　23

ma,f  mam、mazam　e

mat  ［動詞］yulを aに分ける、わける、散らばる、分かれる、分岐する、
分ける、散らす、振り分ける、ふりわける、ふり分ける、分散する　［普
通動名詞］分散、ふりわけ、振り分け、分割、分裂、仕分け　［化学］分散
する。コロイドなどは溶けずに分散する。　［生物］分裂する　［経済］仕
訳、仕分け　［経済］分割する　［音楽］アルペジオ　［反意語］nox　13:制 :mi
t:matは制では「合流」、mitが「分岐」、noxが「集める」、nexが「散
らばる」　［レベル］２　myute:myute:myute:un,alt　［語法］　folk　【成句】　mat 
yuno ほっとする
mat(2)  ［組み数字］２６/２８　［交通］ンムト通り　［レベル］２　22

matta  ［被服］股引、ももひき　［レベル］４　sm;<alt　21

matka  ［名詞］分岐点　［レベル］４　22

mat vama  ［人名］ンムト＝ヴァマ　［組み数字］２６/２８　［レベル］２　古 :
語源不詳。古形は gmut,gmat,nnutなどと書かれ、表記が不安定だった。
幻字は表意文字だったため、表記がきちんと決められないままになっ
ていた。vamaは元は valmaで、｢あの体 ｣。　［文化］　→ matverant　(2→ )
第４期４代ソーン第１２使徒。男性。alben。１９０ｃｍ、９２ｋｇ。
髪は赤毛で５ｃｍほどの長さでぼさぼさ。茶色の瞳。肌は白：黄＝
１０：０。　本来は［g］が軟口蓋鼻音なのだが、制アルカにないので
本人に選んでもらったところ、クミールの代弁によると調音点が同
じで同じく有声音の閉鎖音［g］にしてほしいとのことだったので、こ

の名にする。セレンの感覚では［n］が近いかと思ったが、それはあま
りに日本語に引きずられた考えのようだ。　↑この時点以降、制ア
ルカ的でないという理由で名前が変わり、本人も納得しているとい
うことで、名前を変えた。gmtだったものに母音を入れた。適切な母
音を選んでもらったら uが近いということだったので、それに相成っ
た。
matvoar  ［物理］［化学］核分裂炉　［レベル］６　al;/「核分裂原子炉」　24　［語法］
　noxvoar
matverant  ［医療］反社会性パーソナリティ障害、反社会性人格障害、非
社会性パーソナリティ障害、非社会性人格障害　［レベル］５　vl;mat/ve
rant　23:mel
matgak  ［経済］分割払い　［レベル］５　19

matpef  ［経済］減価償却　［レベル］５　19

matbakl  ［化学］分散コロイド　19

matzon  ［医療］松葉杖　［レベル］３　21:lusian:分岐した杖
matzol  ［生物］中心小体、中心体　rt;/細胞分裂の際、弦となって染色
体を引っ張って分裂させる働きをすることから。　24
mata,alt  az
matan  ［化学］分散媒　19:例えば発泡スチロールは気体を固体に分散さ
せたものだが、このとき固体が気体を自分の中に分散させているの
で、「分散させるもの」は分散質でなく分散媒になる。日本語の「分
散する」という自動詞で考えてはいけない。アルカには他動詞「分
散させる」しかないので、結果的に能受が逆になる。幻幻から流入
したとき、セレンはこれをリディア側の誤植として訴えた。
matadis  ［法律］八つ裂き刑　19　［文化］　受刑者を裸にして両手両足を
ロープで巻き、自動巻きの滑車にくくりつける。滑車をスタートす
るとロープが引き込まれていき、受刑者の両手両足がもぎ取られる。
最後に必ず両手両足のうちどれか一本が残る。配偶者殺害に適応。
matalo,f  vort
matalogi,fv  vog　meltia 88:gilius;/

matis  ［軍事］曹長、マティス　［組み数字］１５/２０　［レベル］３　19:ridia:
malt/lantis。少年魔導師などで能力があるとこの地位に就いたことから。
　［語法］［文化］　kana

matol  ［化学］分散質　19:分散されるもの→必ず matanを読むこと
matet  ［経済］ザラ場　［反意語］noxet　［レベル］６　22:noxetに対して造語さ
れただけで、mat自体の散るという意味はない。
matetveer  ［経済］ザラ場引け。前引けや大引けで取引が成立しないこと。
　22
matesse  ［普通動名詞］ファーストフードセックス　［反意語］seresse　［レベル］
６　rd;/　23　［文化］　seresse

matels  ［美容］ブロッキング　21

mak  ［普通動名詞］再開　［動詞］yulを iのポイントから再開する、再開す
る　［法副詞］～を再開する。準開始相。　［反意語］daim、onk　［レベル］２
　13:制 :古 :mekili（中断、止める）「時を切る」　［語法］　makは準開始相。
kitの代わりに使う。　同じく daimは準完了相。　　makは再開の意味。
daimは中断。　「また～はじめる」と「～するのをやめる」にあたる。
　これらはともに相副詞である。　　●単位動詞の場合　luk mak（徒
歩での移動を再開する）　luk daim（徒歩での移動を中断する）　　●
非単位動詞の場合：＊非単位動詞にはモデル上完了相がないので、
daimは繰り下げて終了相にかかる。daimは準終了相となる。　lukand 
mak（散歩を再開する）　lukand daim（散歩を中断する）
makroxt  ［娯楽］ふっかつのじゅもん、ふっかつの呪文、復活の呪文　［レベル］
５　vl;「再開のパスワード」　23
makl  ［動詞］yulを aに撒く、撒く、蒔く、まく、撒き散らす、撒布する、
ばら撒く、散らばる、拡散する、散らばらせる、散布する、配布す
る　［普通動名詞］散布、配布、拡散　［レベル］３　13:制 :古 :kamakettaso｢ 多
く広く行かせるようにする ｣
maklgek  ［軍事］散弾　［レベル］６　rd;/　24　［文化］　gel

maki,alt  mark　ma/kali

makilu,alt  mark　maki/lu

mako  ［化学］化合する、親和する　［普通動名詞］化合、親和　［レベル］４　
19:ryuu:mail/kop
max  ［名詞］穴、孔、ポケット（服のではなく）　［名詞］ポケット。ビリヤード。
　［卑語］性の対象の女　［レベル］２　13:制 :古 :myuxa（穴）　myuxa:myuxa　【用
例】　lad max 穴を開ける　allad max 穴を壊す、穴を塞ぐ　× rig mas

maxzon  ［運動］ゴルフ　［レベル］３　16:制　［文化］　ゴルフとクリケットと
ゲートボールはテニスと同じ扱い。プロもいる。ルールもほぼ同じ。
maxa  ［名詞］コンセント。入れられるほう。　［反意語］nisi　［レベル］２　13:制 :
古 :myuxa
maxim  ［名詞］空洞　［レベル］３　rd;max/jim　23

maxipa  ［医療］痔瘻、じろう、蓮痔、穴痔　［レベル］６　19

maxil  ［アトラスの国家］マシル　［レベル］５　23:ridia

maxoma  ［動物］ダックスフンド　［レベル］６　21

mas  ［名詞］紙、状、書状、シート、メモ　［形容詞］［俗語］ペーパーの、ヤ
ブの、名目上の　［レベル］２　meltia 389:varte;maik.k。最初は麻で作ら
れたものを指した。　sorn　13:制 :sorn:memas,memoas（紙）。語源不詳。
英語のメモに asを付けたものという説があるが、memoasの前の語形
が memasであることを考えると不適。むしろ英語のメモを意識した者
が後から memoasと解釈して memoasという語形が生まれたと考えられ
る。　kasa:katsu:meas　［文化］　→ hac　【用例】　mas han 大きな紙　mas fef 
薄い紙　mas fim 脆い紙



177 mana(2)mask
mask  ［名詞］封筒　［レベル］３　13:制 : masxikl（紙の紙袋）
masklap  ［名詞］ゼムクリップ　［レベル］４　14:制 :紙のクリップ
massa  ［植物］橘、タチバナ　［レベル］４　sm;massu,alt　22

massu,alt  muo
masvals  ［俗語］やぶ医者、ヤブ医者、藪医者、薮医者、やぶ、ヤブ　［レベ
ル］３　23?

masprot  ［普通動名詞］書籍出版、紙出版　［反意語］arprot　［レベル］５　22

masbas  ［名詞］紙ごみ、紙ゴミ、紙くず、紙屑、紙クズ　［レベル］３　rd;/
　23
masyukka  ［名詞］障子　［レベル］３　14:制 :紙の格子 

masl  ［名詞］ペーパーバック　［レベル］３　13:制 :maslob

maslei  ［名詞］紙の書籍、本、書籍　［反意語］arlei　［レベル］３　22

masa  ［生物］肢帯　19:ridia:main/asra

masopnan  ［交通］ペーパードライバー　［レベル］４　22　【用例】　laal rante et 
masopnan tis. ウチの母はペーパードライバーにすぎない。
maset  ［植物］パピルス　［レベル］４　20:紙のような　［文化］　アルテムで
ファルファニア人がアルファエル川流域で発見し、これをもとに紙
を作った。既にこのとき麻製の紙を神から分けてもらっていたが、
製紙技術は人間になく、このときのパピルス製が初めての製紙技術。
紙のほうが単語として先に存在していたので、紙のような植物とい
う語源になっている。
masuli,alt  onna
man  ［格詞］なぜならば　［名詞］理由、原因　［類義語］mil、alman、kolset、
milgaal、sanje　［レベル］１　15:恣意　pin:pin:mil　［語法］　・因果度　
　「なぜならば」には因果度の強さによって強中弱があり、順に alm
an, man, milという。通常は manと milを使う。milを使う条件は強弱
だけでなく、以下の３つ。　１：女性は manのときも milと言いやす
い。　２：因果度が弱い場合は milを使う。　３：直後が名詞句の場
合、milを使うのがふつう。mil vaste（ヴァステにより）など。　　・
manとento　　k man tより t ento kのほうが構文的には一般的である。
　△ man an siina xelt, an fils tu im fral sel.　○ an siina xelt ento 
fils tu im fral sel 　【成句】　mil vosk{xili} e nene ～のおかげで　ko 
lan til ko man. ひとりの人にはひとつの目的がある。韻を踏むためこ
こは manで。　【用例】　an xat ra man cate lunak im fis. 今日は嵐だった
ので家にいた。
man(2)  ［名詞］main,alt　［文字］身、旁　main.l　［文化］　koimanlen

man,alt  gek
mant  ［植物］［被服］花冠、花飾り、花輪、花わ　［レベル］３　13:制 :mina（花）
mank  ［動物］イタチ　［レベル］４　13:制 :manzから
mankilifel  ［生物］病理解剖学　vl;vortman/kilifel　24

mans  ［動詞］yulを咲かせる、咲く　［反意語］almans　［レベル］２　15:制 :mina
（花）から　:::palu,alt　【用例】　tu et im e mans xalt miina. 花開く季節だ。
　☆ miina atik mans yun nax. 花がぱあっと咲いた：「笑うように花が
咲く＝ぱあっと咲く」という独特の表現に注意。
mansei  ［地名］マンセイ　20　［文化］　トンカン西部の都市。
mand  ［形容詞］曲げられない、硬い、曲げにくい、伸びにくい、形を変
えにくい、体が鈍った、体が固い、なまった、なまる　［反意語］minnu
　［レベル］３　14:seren:klel:mind:古 :minnu　［語法］　腕が鈍るという抽
象的な意味はない。長時間の同じ姿勢で体が鈍ることを指す。しば
らくやってないから腕が鈍るという意味ではない。
manda  ［名詞］経産婦、出産経験のあるメス　［反意語］meer　［レベル］４　
20:falfania語
mandan  ［アイテム］シシャーク　rd;<me　24　［文化］　smの meで作られた
比較的軽装の兜。
mandave  ［化学］［工学］硬鋼　［レベル］６　rd;/　24

mandi  ［医療］リューマチ、リウマチ　［レベル］５　19:mand/vil　［文化］　
関節、骨、筋肉に痛みやこわばりの出る病気。rdでは体の硬い人が
なると思われていた。
manhiloo  ［軍事］突火槍　sm;alt「弾火筒」　24　［文化］　gel

manz  ［動物］ミンク　［レベル］５　lakta

manj  ［魔法］チャクラム、ドーナツ型ユノ、マンジュ　［レベル］４　［類義語］
yuno　23
manj,f  20　elt;main/ji

manji,alt  tal
manl  ［動詞］yul（二つ以上のもの）を a（結果物）に折衷する、折衷する、
織り交ぜる、織り混ぜる　［普通動名詞］折衷　［レベル］４　13:制 :古 :mant｢
合わさった形にする ｣が原義
mana  ［名詞］少女、１５～１９歳　［反意語］almana　［レベル］２　15:制 :古 :min
（女）　::la luminne
mana(2)  ［言語］京極　［レベル］２　21　［文化］　→ hac, koimanlen, kozue, 
yuki　　＜概要＞　　ハーディアン発祥で、現アルティア、ロロス
で使われる表意文字。アルバザードでは特にカレン州で多く用いら
れ、アルナ等でも日常的に見ることができる。ルティアでも smの支
配後は公用文字のひとつとなっている。結局ルティアも用いている
ことからアルバザードへの影響もさらに大きくなり、アルシアなど
でも多くの京極を見ることができる。　京極は地球の漢字に相当す
る文字で、漢字と同じように造字力が極めて高いため、文字数は厳
密には計れない。漢字は俗に５万字と言われるが、閉じた体系では
ないので採録を増やせばもっと増えるだろう。それに関しては京極
も同様である。ただ漢字が日常的に１０００～２０００の範囲で収
まっているのと同じく、京極もやはり日常的にはその程度の範囲に

収まるようになっている。　最初は甲骨などに刻んでいたが、上代
以降紙や墨を用いるようになり、書体も増えた。文字は縦書きで、
右から始まる。アルカ同様左からの横書きにすることもできる。元
は横書きの場合は右からだったが、アルカなどの影響で現代では
アルティア本土でも左からになっている。　京極は世界で最も複雑
な文字とされ、その扱いは地球における漢字に相当する。アルバ
ザードでは外国語の授業で京極を覚えさせられることがあり、学生
にとっては悩みの種となっている。　　＜構成＞　　主に象形、会
意、指示、形声で構成される。漢字と同じく線形性の強い文字であ
るため、画数の少ない文字では必然的に漢字と字形が重複するケー
スがある。異世界のことなので、重複してもハーディアン人は知る
由がない。例えば口という字は象形で、幼字の kuの字が元になって
おり、「回」のような字である。マワルと混同しないよう注意する必
要がある。同じく手は幼字の waからできた象形で、字形は「山」の
ようである。これもヤマとの混同に注意がいる。いずれにせよ画数
の少ない字は必然的に何らかの文字に似る可能性が高い。漢数字の
二とカタカナのニもそうだし、幻字とアルファベット間でも同様で
ある。画数が少ないほどデザインに幅が出せないからである。なお、
意味も形も同じ字も少数ながら存在する。そのような文字は象形に
多い。例えば「月」がそうである。これは幼字の duurgaから来てい
る。　　京極は漢字と比べて会意形声の比率が大きい。「讃」という
漢字はごんべんに音価がないが、京極の xiwa（手）は篇と旁の音を
合わせているため、会意と同時に形声になってる。京極にはこのよ
うな会意形声が多い。その分形声は相対的に減る。　なぜ形声が少
ないかというと、それは漢字の元になっている中国語とハーディア
ン語の音節構造の違いに起因する。現代中国語には３９の韻母があ
り、実際にはこれにｒ化が加わる。また声母（頭子音）は２２種存
在する。これに声調が４種存在する。従って単純計算だと３４３２
種の音節を区別することができる。　一方ハーディアン語は音節が
９３種しか存在しない。これでは形声の効果が弱い。もちろん漢字
は３４３２種の音節を使い分けて形声をしているわけではないが、
ポテンシャルの違いは歴然である。９３種の音節では形声よりも会
意形声にしたほうが同音異義語を減らせる。会意形声にすれば単純
計算で８６４９種の音を区別することができるためである。　　京
極は世界一難しいと言われるが、恐らく漢字と比較しても難しいと
いえるだろう。セレンの所感では日本語の漢字並に難しい。その理
由は読みにある。京極、特に極字ができる前からハーディアン語の
和語は存在した。極字は和語の音より意味を表現することを主眼と
したため、漢字でいう当て字が極めて多い。つまり秋刀魚で「サンマ」
と読ませるようなものが多いということである。　これは日本人な
らば理解できるかもしれない。空は「クウ」という文字だが、和語
では「ソラ」以外の何物でもない。漢字を手に入れた日本人は音を
優先して万葉仮名のようにソラを表記することもあったが、結局は
意味に注目して字を選び、読みは和語のまま保持した。つまり空と
いう字を借りつつ、音はクウでなく和語のソラを維持した。　極字
はハーディアン人にとって借り物ではないが、和語の音が先に存在
し、その意味を取るために極字を作ったという背景があるため、結
局日本語の漢字のような複雑さを持っている。　ハーディアン人は
基本語には文字のパーツ（篇など）を設けた。そのため指 (xixi)や
手 (xiwa)のような基本語はパーツの組み合わせで会意形声が成立す
る。その一方で kuluwa（言葉）のような抽象的な概念はこれが効かな
いケースが多い。kuluwaはハーディアン語で「口＋車輪」が原義であ
るが、これは極字ができる前から存在した。最終的には祖語である
f_fvの ku（口）や luu（動く）などに遡る。　では彼らは極字を作っ
たときにこの kuluwaという単語をどう表したか。口は基本語なので
パーツがあるが、車輪はパーツがない。車輪はほかのより基本的な
パーツを組み合わせて作る。従って「口＋車輪」を極字で書くと冗
長になる。「言葉」という日常的に使う単語が冗長になるのは避けた
い。　そこでハーディアン人たちはこのように考えた。「「口＋車輪」
よりも「ごんべん＋口」のほうが簡単ではないか」と。こうして kul
uwaは口を表す「回」のような字と「ごんべん」に相当する「水」の
ような字を合わせた字となった。このほうが字形が単純で書きやす
い。その代わり音と文字とが乖離してしまう。　ここで漢字なら形
声の出番だが、上述のようにハーディアン語では音節数が足りなす
ぎる。かといって会意形声にすると kuluwaという音そのものが否定
されてしまう。ゆえに音と文字を乖離させざるをえなかった。借り
物ではない文字にも関わらず京極の読みが難しいのはこのような理
由がある。　京極の難しさは群を抜いており、言語としての合理性
で見れば愚にもつかないが、技巧性や芸術性では非常に長けており、
目を見張るものがあると考えられている。特にアルバザードのよう
な表音文字圏ではよく分からないことも相まって、テストの悩みの
種であると同時に神秘的な存在とも考えられている。　　＜識字率
＞　　アルバザードでの京極の識字率は学歴に比例する。一般的な
アルバザード人は最も基本的な数百の文字は読めるが書けないとい
うレベルである。学識が高いとより多くの文字を読み書きできるよ
うになる。同じ学校でも文系と理系では文系のほうが京極の識字率
は良い。　カレンやアルシアではアルティア人やルティア人が多い
ため、一般人でも識字率はよく、千字程度は読み書きができる。千
字は少ないようで多い。日本人でも常用漢字約二千どころか半分の
千字でさえきちんと書けるかといわれると昨今は怪しい人が多いの
ではないか。　　＜呼称＞　　京字と極字を合わせて京極という。
極字を見て sanlaと言っても manaと言っても間違いではない。manaが
基本で sanlaはより厳密な言い方なので、通常は極字だけ見ても特に
厳密な区別が必要ない限りは manaと総称で呼ぶことが多い。　　＜
歴史＞　　・極字　　1039000頃　カルセールのヴェマを本拠地とす
るサールの勢力が弱くなったことで、周辺諸国へのヴェマの影響力
が低下する。この結果、東洋諸国特にヴェマから離れた地域におい
て独自の文化が育つ土壌ができる。特に大陸の東端で防衛に適した
ハーディアンでは人の往来も少ないこともあり、閉鎖的な環境の中
で独自の文化が華やいでいった。ハーディアンの最初の国風文化で
ある。　　同　ハーディアンは神との繋がりが弱く、神の筆記用具
がヴェマ以上に手に入らなかった。人々は甲骨などに文字を刻んで
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いた。線種の多い幼字は刻むのには適しておらず（甲骨などに星型
や三角や丸を器用に刻むのは難しい）、幼字の形は徐々にハーディア
ン建国以降簡略化され、線形化していった。　このころまでに既に
文字は線形化され、直線を主とする字体ができていった。線形化に
併行して幼字にはない文字が多く作られ、独自の文字を形成するに
至った。これを極字という。　　・節字　　yuuma 2133　節字ができ、
極字のルビとして用いられるようになる→ hac　　・京字　　yuuma 
3650　シフェラン、ハーディアン国のアルティア都市と同盟を結び、
不可侵条約を締結。ハーディアンの首都ロロスはこの裏切りを遺憾
としたが、内戦をしている余裕はなかった　yuuma 3651　シフェラン、
ユロからハーディアンに進軍　yuuma 3655　シフェラン、首都ロロス
を陥落。ハーディアン人は北の都市フィギットへ撤退し、フィギッ
ト国を建国　yuuma 3656　西へ散ったほうのハーディアン人がヴェマ
のヴォザモ地方に入り込み、混血する　同　シフェランは同盟の見
返りとしてロロスをアルティア人の支配地とさせる。その代わり自
分に有利な関税をかけた。この結果ハーディアン、特にアルティア
の国力は高まり、極字開発に次ぐ国風文化の兆しを見せる。　yuuma 
3658　この時期に豊かな国力を背景に国風文化を誇る風潮が高まり、
文学などの余剰な学問にも注力する余裕が生まれる。ルビとして用
いられていた節字の崩しはこのときまでに幾種も存在したが、政府
は学者の協力の下、これらを集めて崩し字の統一規格を創ることに
成功した。この規格を学者らが都で定めたことから京字 (yula)という。
政府は覚えるのが簡単な京字を使って文を書くよう推奨したものの、
極字 (sanla)のほうが見てすぐ意味が取れることからその計画は失敗に
終わった。しかし完全に失敗だったわけではなく、このことがきっ
かけとなり、機能語は京字で記すようになった。　京字が機能語を
表し、極字が内容語を表すようになった結果、これらのハーディア
ン文字をまとめて京極 (mana)と呼ぶようになった。　　＜地球での
経緯＞　　幼字は直線、曲線、丸、三角、四角のほか星型なども使
うため、表意文字というよりはむしろピクトグラムに近い。線種が
バラバラなので書体を作りづらく、デザインの視点で考えると漢字
に劣る。線種に統一感があれば例えば直線なら直線、曲線なら曲線
の書体が作れるため、書体にバリエーションを持たせるのが容易く、
それゆえ芸術性に富む。こういう意味で漢字に相当するデザインの
文字がアトラスにもあればと考えられるようになった。　21年に幼
字がわずか４４４字に縮小されたことが決定打となり、漢字に相当
する複雑な体系の文字が望まれるようになった。それまで漢字相当
物を作らなかったのは幼字の存在もあるが、単に作業が大変で逃げ
ていたというのもある。アトラスの文字史では幼字が根底に存在す
るため、神との繋がりが弱くかつ比較的高度な文明を築いた民族の
すべてが幼字を発展させずに滅ぼしていったとは考えにくい。幼字
を滅ぼして響字や幻字に繋げていった民族がいるのも確からしけれ
ば、逆に幼字を発展させてさらに複雑な文字体系を構築した民族が
いることもまた同様に確からしい。にもかかわらず後者をこれまで
創ってこなかったのはやはり作業が大変だからという実情があった。
　　幼字の大本は古アルカの幻字だが、古アルカのころセレンらに
言語学的な知識は乏しく、そもそも子供で知識自体が足りなかった。
意思を伝えるので精いっぱいで、文字の芸術性にまで配慮できなかっ
たというのが正直なところだ。それゆえ幼字は作りが粗雑で造詣が
浅い。これを今になって掘り下げて作る魅力は感じられないことも
あり、４４４に縮小したというのもある。拙い文字なのでカルディ
アにおいては原初に作られた文字としてふさわしい。いくら賢い神々
によるものでも最初の試みなのでこの程度のクオリティに帰着する
のは無理もない。　漢字はあらゆる文字の中で最も複雑で文字数も
多い。漢字と比べると同じ表意文字でも幼字の拙さが浮き彫りにな
る。表意文字というのはデザインの視点で見ると物凄く重要なツー
ルなのだが、芸術用途としてカルディアを見たときにこの世界には
拙い幼字しかないというのではあまりに哀しい。　セレンは個人的
に漢字と墨の組み合わせを美しいと感じており、あのような表現技
法をどうにかカルディアにも取り入れたいと考えてきた。かといっ
て幻字を止めて表意文字を作るわけにもいかない。日常的な言語の
使用においては表音文字の幻字のほうが圧倒的に楽だし、そもそも
セレンが主張したところで受け入れられるとは到底思えない。　そ
こで白羽の矢が立ったのが 21年にできたカレン県である。ここはア
ルティアの移民が多い。アルバザードは移民文化で、アルシアには
ルティア人、カレンにはアルティア人がいる。ひとつの国でアルバ
ザード、ルティア、アルティアなど様々な文化が楽しめる。そこで
アルティア人の言語に表意文字を入れてはどうかと考えた。こうす
れば日常は幻字で足りるが国内にはアルティア人が持ち込んだ表意
文字が散見されるというデザイン豊かな街が描ける。これが京極の
始まりだった。　　＜文字例＞　　最初の列は元となった幼字も加
えた。　http://cid-dd6eff55a81cbf67.photos.live.com/self.aspx/
arka/mana1.jpg　http://cid-dd6eff55a81cbf67.photos.live.com/
self.aspx/arka/mana2.jpg　http://cid-dd6eff55a81cbf67.photos.
live.com/self.aspx/arka/mana3.jpg　　＜［京極］タグ＞　　［京極］タ
グは kozueや yukiといった京極フォントを使った際、どの文字コー
ド（漢字）を打てばその京極が表示できるかを示している。　例え
ば van,altには［京極］タグがあり、「弓」と書いてある。これは kozue
や yukiを使って「弓」と打てば、京極における van（弓）の文字が
表示されるということを意味する。つまりこの「弓」という記述は
地球における京極の文字コードを示していることになる。言い換え
れば、kozueや yukiといったフォントでは「弓」という漢字を潰し、
そこに京極における弓の文字を入れてあるというわけである。　　
京極の文字コードの後に補足があればコロンを加えてある。コロン
の右には京極の字源などが来る。例えば van,altでは京極における弓の
字がどのようにできたかが書かれている。　　一方、ayumi,altには次
のように書いてある。　［京極］即：弓 /時→ van,alt　上の情報は、「即」
という字を打てば ayumiに当たる京極が表示されることを示してい
る。また、コロンの右には ayumiという文字が「弓偏に時からなる
会意である」という補足も付されている。　　他方、vanakemi,altには
次のように書いてある。　［京極］弓 /月　vanakemiは「弓月」という
意味である。これはアルティア語の一単語であるが、文字としては

二文字から成る。アルティア語において弓月を一文字で表わすこと
ない。従って、kozueや yukiにおいても何らかの漢字を潰すことは
ない。　このような場合は vanにおける「弓」や ayumiにおける「即」
などと異なり、［京極］タグ中で特定の一文字を示さない。スラッシュ
を用い、その単語が複数の字から成ることを示す。　同じスラッシュ
を用いるケースでも、ayumiと vanakemiの間には一文字からなるか否
かという違いがある。このことは、その単語を直に示すフォントが
あるかないかという違いにも繋がる。
manaka  ［名詞］大学、前期大学、後期大学、高校　［レベル］３　19:melidia

manan  ［名詞］大学生　［レベル］３　22

manafeme  ［地学］［歴史］中生代　［レベル］５　vl;/　23　［文化］　gaavefeme　
約２億５０００万年前から約６５００万年前に相当し、恐竜が生息
していた時期にほぼ対応する。
manami  ［名詞］背後、後方　［名詞］メタ　［形容詞］メタな　［アクセント］manamI　［反
意語］haga　［レベル］３　sm<alt;manami（背中）.mv<minami（北）。太陽を
向いたときに背中側が北を向くことから。　23　［語法］　「この小説は
おもしろい」は、小説の内容に対する評価。「この小説はなぜおもし
ろいのだろうか」は小説の手法などに対するという点で前項に対し
てメタといえる。小説の中でキャラクターが「ほら見ろ、お前の発
言のせいで読者がドン引きしたじゃないか」などと言うのもメタな
表現といえる。というのも、小説内のキャラクターが作品の外に出
て作品内の自分たちを背後から観察した表現をしているためである。
　【用例】　volt manami メタな表現
manamikamidia  ［言語］メタサイエンスフィクション、メタＳＦ、メタＳ
Ｆ作品　［レベル］６　vl;/　23

manadaiman  ［名詞］大学中退　［レベル］４　19

manahac  ［言語］乙女体　19　［文化］　taphacを元に、丸みを帯びた字にし
た書体。
manaregast  ［名詞］大卒　［レベル］３　19

manal  ［生物］青少年　［レベル］２　rd;mana/al　23

manaan  ［名詞］大学生　［レベル］３　19

manis,szd  vik
mano  ［格詞］恐らく～するだろうから、もし～したなら。積極的な条件
　［類義語］ol　［レベル］２　古 :邪推の mano　［語法］　ol　確率の高い「もし」
と覚える。
manom,f  fix
mane  ［生物］［医療］分泌、ぶんぴ、ぶんぴつ　［動詞］yulを分泌する、分
泌する　［レベル］４　rd;↓　15:制 :古 :maine← main（分泌）/ e（水）
「体が水をだす」
manet  ［医療］体質　［レベル］４　22:main/te

manen  ［接続詞］man　［レベル］３　23

maneini  ［植物］腺毛　rd;/　24

maneer  ［生物］［医療］分泌液　［レベル］５　rd;/　23

mav  ［名詞］大人、成人、成年　［名詞］上級、上級者　［類義語］solomon　［反意語］
yuli　［レベル］２　13:seren:klel:miv:sid:miva（子供）　tras:tras:lu tras　［語法］
　→ solomon　yuliは大人に対しての子供であって自分の子供とは限
らない。　　yuli, malt, mavの３対にするときは mavは２０歳からで
あるが、yuli, mavの２対にするときは yuliを長く取って２０歳以降
を mavとするやり方と、laz以降を mavとするやり方がある。顕生代
などの命名には後者を用いている。enmav, mavの２対の場合、２０
歳以降が mavになる。　［文化］　日本同様、２０歳から成人となる。　
yuli, malt, mavの順に成長する。yuli, maltは総称して enmav。　０歳
から１２歳までが yuli。１２歳から malt。２０歳から mav。
mavsel  ［歳時記］成人の日　［レベル］３　20:大人の日　［文化］　リーズリー
ズにちなんで設けられた祭日。最も大人びていたリュウにちなんで
mel 20の dyu dyuに設けられた。
mavfeme  ［地学］［歴史］顕生代　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gaavefeme
　先カンブリア時代（隠生代）の終わりから現在までのことで、約
５億４２００万年前から現在までの期間。古生代 (lazfeme)、中生代
(manafeme)、新生代 (naatfeme)に分かれる。
mava  ［植物］オリーブ　［レベル］２　13:制 :古 :mavi　:::yundin,li

mavi  ［化学］［料理］ビタミン　［レベル］２　nd;main/vienem「身体を強化
する」　13:制 :古 :maivi｢ 体を強くする ｣　［文化］　・起源　　ndの大
航海時代に海兵の間で壊血病や脚気が流行った。このとき果実を食
べていたものほどならなかったことで、ビタミンの存在が提唱され
た。船にレモンを積んだことで壊血病の罹患率が減少し、ビタミン
の存在が強く推定された。　　・命名　　地球と異なりＡＢＣのよ
うな命名はしない。例えばビタミンＣはレモンが壊血病を救ったこ
とからレモンのビタミンというように表現される。
mavem  ［料理］オリーブ油、オリーブオイル　［レベル］２　21:mava/古
emyu　［文化］　利食。アルバザード人が最も使う油。油の中で最も消
化吸収に優れ、オレイン酸も多く含む。　種類はバージン、精製、
ブレンドの３つ。このうち通常用いられるのはバージンで、その等
級は yundiran（エクストラ）、denien（ファイン）、peston（オーディ
ナリー）、melsexen（ランパンテ）の４段階で、名前の通り melsexen
は食用に適さない。
mam  ［生物］乳房、胸、おっぱい、乳、パイ、パイパイ、ぱい、ぱいぱ
い　［言語］［文字］ボール　［類義語］pompom、pai　sert　［レベル］２　13:制 :
古 :mamma　ma, ya:ma, ya:la mamet（luは jam）　【用例】　bag mam 胸を揉む　
［文化］　mams

mamkilp  ［普通動名詞］胸チラ、パイチラ　［レベル］５　rd;/　23

mams  ［被服］ブラジャー　［レベル］３　13:制 :mamsab　［文化］　・ブラジャー
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のカップ　　tkxsと幻字順で数えていく。　一番小さい tが 4fm（５
ｃｍ）であり、あとは 2fm（２．５ｃｍ）ずつ増えていく。分かりや
すく以下はｃｍで表記する。　t：ＡＡＡ：５ｃｍ　k：ＡＡ：７．５
ｃｍ　x：Ａ：１０ｃｍ　s：Ｂ：１２．５ｃｍ　n：Ｃ：１５ｃｍ　v：Ｄ：
１７．５ｃｍ　f：Ｅ：２０ｃｍ　m：Ｆ：２２．５ｃｍ　d：Ｇ：２５
ｃｍ　g：Ｈ：２７．５ｃｍ　p：Ｉ：３０ｃｍ
mamskilp  ［普通動名詞］ブラチラ　［レベル］４　22

mamfoj  ［普通動名詞］パイズリ、ぱいずり、パイずり、胸コキ、胸こき　［レ
ベル］５　rd;/　23:リディアとメルの胸が貧弱すぎて 23まで造語され
るに至らなかったという、なんというか造語年を見れば普段どんな
プレイをしているのかバレそうな辞書である。お胸とお胸のシワを
合わせてちんこ挟んで幸せ、なーむー。（セレンの）お仏壇は長谷川～。
mamma  ［幼児］［生物］おっぱい　［レベル］１　14:制 :古 :mamma（おっぱい）
mamma,alt  non, eeta
mamman  ［俗語］消防、小坊　［類義語］fianan　［レベル］４　al;mamma/an「おっ
ぱいをまだ欲しがっている人」　23　［語法］　学年制が日本と異なるの
で注意。mammanでおよそ日本の小学生に当たる。
mamp  ［生物］乳首、乳頭　［レベル］３　13:制 :mampo

mampmyut  ［生物］両乳頭間　rd;/　24

mampig  ［医療］乳がん　［レベル］４　19

maml  ［生物］乳輪　［レベル］４　13:制 :mamholo（乳の輪）
mama  ［親族］ママ　［感動詞］あぁ、ああ、なんということだ、なんという
ことでしょう、そんな、まさか、そんなまさか、いったい、一体、いっ
たいぜんたい、一体全体、オーマイゴッド、オーマイガー、オーマ
イガッ、きゃあ、助けて、誰か、そんな馬鹿な、マンマミーア　［レベル］
１　15:制 :赤ん坊の口の音から。多くの言語でマやパを使うのに従っ
た。　［レベル］１　［語法］［文化］　→ laal　アルバザード人は驚いたときや
怖いときや苦しいときなどに mama!と叫ぶ。これは老若男女問わず共
通し、arte!と同じような意味を持つ。思春期の男子でも恥ずかしが
らずに使う。ただし凪人は恥ずかしがってこの用法を使いたがらな
い。女性の場合は父親に対する依存度が高いほど、mama!のこの意味
で papa!と叫ぶことがある。
mamakacte  ［ユマナ］秋葉原　［レベル］６　22:ridia:「メルの庭」。メルに頼ま
れた土産で秋葉原に行ったさい、しあに「ここどこ？」と聞かれてとっ
さに答えたことから。
mamalu,alt  尊敬語の助動詞
mami  ［生物］基質　rt;main/hoomi.k　24

mamet,szl  jam　<> ma,f

mametvim  ［生物］小胸筋　［レベル］６　24<22

mametmel  ［歴史］中世、sm_rd　［レベル］４　21　［語法］　mirmel

mad  ［生物］へそ、ヘソ、臍、さい　［レベル］２　古 :mad（幼児語）　【用例】
　ext e mad へそのごま
madseel  ［生物］臍中央　rd;/　24

madm  ［生物］虫垂　［レベル］４　13:制 :madmai（へその身体語彙）。骨盤の
右上前腸骨棘突起から臍に引いた線上にあることから。
madmfaiz  ［医療］虫垂炎　［レベル］４　14:制 :虫垂の炎症
madi  ［被服］指輪、リング　［レベル］３　16:制 :acmadio　【用例】　ev{sab} 
madi 指輪を嵌める
madia  ［魔物］マディア（闇夢）：第九天：闇の氷天　［レベル］５　19:rid
ia/seren/mel:mama/dia（母の夢）　［文化］　妖族。母をなくした子供の心
につけいり、夜な夜な笛を吹いて子供を屋外に連れ出し、食い殺す
魔物。綺麗で優しい顔をしているが、服を脱ぐと体中に食い殺した
子どもの顔が浮かんでいる。
madianoi  ［天文］ルーシュバー　19:ridia/seren/mel　［文化］　カシオペ
ア座はＷ型をしており、非常に認知しやすい星座線をしている。そ
のためカシオペア座は anvelent座の星座線とほぼ同一である。しか
しルーシュバーだけが madia座の領域に取られている。これは魔族マ
ディアと魔族アンヴェレントの相討ちの神話を象徴している。veltis
の９階と erin～ protisまでの種族が接触するのは、madiaと anvele
nt、madiaと wigalの組み合わせしかない。アシェットはこれらを封印
したとき、まず wigalを別枠に取った。ウィガルは戦闘では封じられ
ない「戦わないタイプ」の魔族だからである。　一方、マディアと
アンヴェレントはどちらも９階であるため、封印に手こずった。考
えたメルは両者に罠をしかけた。まずマディアにアンヴェレントを
人間の子供だと見せかける。マディアがまんまと引っかかってルー
シュバーにいる呪いの人形を誘惑し、食おうとする。アンヴェレン
トは一方、マディアを獲物だと思い、攻撃する。そして両者は共食
いし、相討ちした。そこをメルが漁夫の利で収めたというわけだ。
それでアンヴェレント座のマディアノイ（ルーシュバー）はマディ
アの領域に食い込んでいるのである。ちなみにこのとき使った人形
がたまたま男だったのでノイとなっている。　【成句】　despa madianoi 
漁夫の利を得る：弱ったルーシュバー星を利用して、メルがマディ
アとアンヴェレントを簡単に同時に封印したことから。
madet  ［生物］へその緒、へそのお　［レベル］３　20:mad/het

mag  ［動詞］yulを揺らす、揺らす、揺れる、震える、ゆらす、ゆれる、
ふるえる、yul（手など）を小刻みに振る、yulを震えさせる　［形容詞］
震えた、揺れた、震える、揺れる　［物理］振動　［音楽］トリル　［レベル］
２　13:制 :sorn:magis　［語法］　mag lasは手を左右にぷるぷると振ってあ
いさつする際のしぐさ。mag takとは言わない。腕を振るなら waanが
適切。なお、手が寒さなどで痙攣しているときも magといえるので、
文脈を読んで訳すこと。　mag lasは挨拶。mag las ioは teoteoと否定
する仕草。
magkov  ［音楽］ハーモニカ　［レベル］３　13:制 :震える箱

magsort  ［名詞］（til/naとともに）震えるほど寒い　［レベル］３　19　【用例】
　an nat magsort. 寒くてぶるぶる震えた。
magnikl  ［名詞］（tilとともに）かじかむ　［レベル］３　19:震えて痺れる　【用
例】　an tilat magnikl on las mil sort. 寒くて手がかじかんだ。　an xef
at las miskanel man tu til magnikl. かじかんだ手を温めようと、息を吹
きかけてみた。
magvem  ［名詞］（naとともに）恐れて震える、震えるようなおそれ　［レベル］
３　19:melidia axte
magfo  ［言語］震え音、ふるえ音、トリル　19

magmixk  ［名詞］（tilとともに）怖気づく、怖じ気づく、おじけづく、び
びる、ビビる、膝が震える　［レベル］３　19　【用例】　an tilat magmixk. 怖
気づいた。
magl  ［経済］紙幣、おさつ、お札　［レベル］２　19:lein:masgil　［文化］　→ an
fan　・紙幣の数え方　　左手に紙幣の束を持って右手の親指と人差
指でつまんで一枚ずつ右手側に移していくやり方で、アメリカ人の
やり方と同じ。
magla  ［サール］マグラ　［レベル］４　meltia 6:magla;maglan.k　古　［文化］　esta
　ヴィーネに恋する少女。淫を司る。tiitelの性欲がチョウマメに単
離し、そこから生まれた化身。チョウマメが熱帯インサール原産で
あることから、yultanな形質をしている。　ユーマに嫉妬し、ユーマ
とユーマの娘のエスタを呪った。髪は黒く、背中まで届く。ちりち
りの毛で、ソバージュを長くしたような髪をしている。ところどこ
ろ三つ編みにしている。見た目は yultanで、背は少し高い。眼が釣
り目で、唇が赤い。
maglan  ［植物］チョウマメ　［レベル］６　meltia 6:tiitel;e　20:magla　［文化］　
tiitelがマグランの花（チョウマメ）に性欲を押さえ込み、そこから
娘のマグラを作ったことで知られる花。
maglet  ［婉曲］［形容詞］破廉恥、ハレンチ、ハレンチな、破廉恥な、はれ
んちな　［類義語］esel　［レベル］３　tm;magla/te「マグラ神のような」　23　［語
法］　tmのころはみだらという強い意味合いだったが、eselに押され
て意味が弱まり、rd以降は婉曲用法となっている。
maglev  ［医療］パーキンソン病　［レベル］６　19:ridia:mag/levn　［文化］　
rdで発見され、maglevと名づけられたものの、後に非運動性のもの
もあると分かった。そのため、地球とは異なり、非運動性のパーキ
ンソン病はしばしば seermaglevと呼んで区別する。
maglea  ［地名］マグレア山　［レベル］６　20　［文化］　ツェリンにある山。
　yuuma 7365 maglea山の戦いでイーファはルーキーテと再び出会う。
イーファは剣を収め、泉でルーキーテと話す。イーファが恋心を打
ち明けると、ルーキーテは彼を受け入れる。その後、イーファは戦
争を止めるべきだと主張。ルーキーテも賛同する 
maga  ［名詞］振幅　［レベル］４　14:制 :mag

magi  ［音楽］ジャズ　［レベル］４　16:制 :magから
magili  ［植物］クコ、枸杞　［レベル］４　sm;<>makili. var altia, i vema　22

maget  ［音楽］リード　［レベル］４　21:mag/te

map  ［形容詞］早い。ある出来事が起こるまでの時間が短い。　［遊離副詞］
もう、既に、早くも　［文頭純詞］早速、さっそく　［医療］早発　［類義語］
vad、foil　［反意語］halm　［レベル］１　13:制：語源不詳　【用例】　tu et map 
varzon xa? もう８時なの？
mapx  ［形容詞］既成、既製品、できあい、出来合い、既存の、既にある、
約束された　［反意語］kost　［レベル］３　14:制 :map（すでに）
mapxsodn  ［名詞］既成事実　［レベル］４　22

maprij  ［名詞］悪酔い、一日酔い　［類義語］nakut、rij　［レベル］３　rd;/
　23　［語法］　nakutと意味が違う。一日酔いのこと。
maport  ［医療］早発月経　19

mahala  ［魔法］マハラ　［ユマナ］カバラ、カバラー　me;「星の図」　24

maya  ［娯楽］アニメ、アニメーション、マヤ　［ユマナ］ジャパニメーショ
ン　［類義語］xaleveiz　［レベル］２　vl;omayami,alt.xik　23　［語法］　xaleveiz
のほうが外延が広い。凪産アニメのことを mayaという。al以降は洗練
された凪流アニメが一般的になり、アルバザード流アニメは追いや
られていったため、mayaは xaleveizとほぼ変わらない意味になった。
maya(2)  ［アイテム］クウィラス　sm;ma/ya「胸と胸」　24　［文化］　胸を守る
軽装の鎧で、glea登場以降の歩兵や傭兵が用いた。
maya,alt  sei
mayan  ［名詞］アニオタ、アニヲタ　［レベル］３　al;/　23

mayen,alt  eyo
mayu  ［名詞］マユ。女性のエタットのうち、明朗なほう。　［音楽］アルト　［レ
ベル］２　19:mama/yunk。メル 19年には「おばさん語」として生まれたが、
年末から実用しだしたクリスがリーザには nonで語りかけることか
ら、一人一位相の固定観念が崩れた。また、クリス自身がおばさん
でないとみなされ、おばさん語ではなく女のエタットを意味するよ
うになった。　［文化］　典型的には明るく元気な女性で外向的な人を
指す。きんぎょ注意報のわぴこなど。
mayu,alt  vort　「動かない」
mayuli,alt  akt、出逢い、邂逅　mayulu,alt

mayulenon  ［伝統色］ローズマダー　22

mayulu,alt  akt
mar  ［料理］ドーナツ　［レベル］３　lakta:｢ 外側がゴムの車輪が元 ｣
mart  ［動詞］yul（内容）を aに発論する、発論する、発言する　［普通動名
詞］発論、発言　［レベル］３　14:制
marte amanze  ［人名］マルテ＝アマンゼ　［レベル］３　古 :ridia:古 :marte←
miva e arte（神の子）　［文化］　シオンの娘。シオンが１３歳に妊娠し、
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１４歳で産んだ。シオンは処女で懐妊したため、マルテは神の子と
目された。だが実は人の子である。シオンは神の力を賜るため、母
親と旅をしていた。あるとき手に入れた服を着たところ、その服に
前の持ち主である男性の精液が付着しており、それを着たシオンは
妊娠した。しかしシオンはそうと知らず、また母親も常に一緒に居
たために娘の不貞を疑わず、二人はこれを神の子と信じ、生まれて
きた娘にマルテと名付けた。
mark  ［アイテム］鎌、シックル　［動詞］yulを鎌で薙ぐ、薙ぐ、なぐ　［言語］［文字］
ビーク　［レベル］３　14:制 :mirk:alakta:kmiirpiiki｢ クミールの剣 ｣　velt
:velt:lu velt:makilu,alt maki,alt　［文化］　kardilans　【用例】　ev mark a flel 首
に鎌をかける　kool mark a tom 鎌を腰にかける。胴体を真っ二つにし
ようとして、大鎌を相手の腰周りに回すこと。　mark hanel 鎌で大き
く薙ぐ
mark t'arkadia  ［気象］月虹、白虹　［レベル］６　21:「アルカディアの鎌」　
アルカディアに入ってすぐのところにある弧に似ていると言い伝え
られる。
markbad  ［運動］フック、横薙ぎ　［動詞］yulをフックで殴る、横薙ぎにす
る　［レベル］３　22

markan  ［名詞］鎌使い　［レベル］５　19:ridia

mars  ［生物］酵素　［レベル］４　13:制 :古 :mainarka体と (化学反応を )繋ぐ
marmem  ［数学］同心円　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

mardel  ［人名］大魔王マルデル　［レベル］５　19:古での命名は特になく、
大魔王あつかいだった。　［文化］　東の民の土地にはびこるアデルを
支配していた大魔王。大灯台にある異界の門の向こうにいた。
margelt  ［魔物］マルゲルト（女郎蟷螂）：第二十天：風の陽天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:marp/algelt　［文化］　蟲族。若い女の体をして
いるが、両手両足は蟷螂の化け物。竜巻を起こし、鎌で切り裂く。
marp  ［動物］かまきり、カマキリ、蟷螂　［レベル］２　19:mel:mark/kupo

marji freigild  ［人名］マルジ＝フレイギルド　20:ridia:mirok　［文化］
　朔夜の母。
mar lant  ［ランドマーク］マル・ラント　21　［文化］　アルナ西区にあるドーナ
ツ屋。３６７年ごろに学生の間で人気となった。　「おいしいドーナ
ツ。きれいなのはドーナツだけではありません」。lantの二重の意味
を用い、ドーナツのおいしさだけでなく、店内も居心地がよく整っ
ていますよという意味になっている。
marate  ［名詞］ドーナツ屋　19:melidia axte

maron  ［普通動名詞］分析　［動詞］yulを a（結果状態や結果データ）に分
析する、分析する、解析する　［レベル］４　20:mat/rans（分けて解説する）。
ransと離すために oに。
maret  ［植物］あざみ、アザミ、薊　［レベル］５　古
maz  ［動詞］yulを刳る、刳る、くる、刳り抜く、くりぬく　［レベル］４　
16:制 :max　iHi:iHi
mazam  ［生物］すね、脛、下腿　［レベル］３　rd;ma/zam　19:赤で脛は maだが、
短すぎるので　ma:ma
mazamvano  ［生物］光明　21

mazamen  ［被服］ニッカポッカ　［レベル］５　21:mazam/en

mazet  ［名詞］賞状、礼状、辞令　［レベル］３　22:mas/te　【成句】　vat mazet t'
artena 人事を尽くして天命を待つ。召喚士の試験を受けた者が合否
を待っている状況を詠んだもの。　mazet t'amagatali 免許皆伝。アマガ
タリの試験に受かるともらえる証書。
mazel,dm  diia
maj  ［形容詞］どろどろの　［レベル］２　古
majm  ［料理］ヨーグルト　［レベル］２　13:制 :古 :majmaeria（ヨーグルト）
「どろどろの牛乳」
majmkad  ［地球の国名］ブルガリア　［レベル］６　19:ここはこれしかないで
しょう
mal  ［動詞］yulを a{alkalt}まで覚える、覚える、記憶する　［普通動名詞］暗記、
記憶すること　［名詞］記憶、メモリー、メモリアル、覚え、おぼえ　［電
算］メモリ　［レベル］２　19:amalis　【用例】　te mal tu e. 忘れないでね。
mal,szd  kai
mal,f  lax　e

malt  ［名詞］思春期　［名詞］思春期の人間　［名詞］中級、ミドル　［類義語］sol
omon　［レベル］４　古 :malt　［文化］　mav

maltsex  ［魔物］マルトセシュ（煙精）：第六十四天：聖の炎天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:melsexに対してmelの部分をmaltにしたもの。　［文
化］　ランプを持った裸の少女。ランプから出す紫がかったピンクの
煙にあてられるとたちどころに眠ってしまう。眠ったところをナイ
フで刺され、犠牲となる。rd以前の旧称は kupileyu（クピレーユ）。
maltiia  ［魔法］マルティーア　［レベル］４　tm;myul/tiia。この myulは「向
き合う」つまり「和合」の意味。　［文化］　→ seles　セレス体が別の
セレス体を形成すること。主にアテンが別のアテンを作ること。人
間の場合は生殖による。神の場合はそのほかにエタンを使って作る
こともできる。例えば本から生まれたユルグのように。　生殖を例
にとると、受精した段階で２つの inselが結びつき、ioselとなる。
haabeはこの ioselを感知する能力があり、ioselができると重複し
ないように selesと inselを selesklelに登記する。inselが同じでも
selesが違えば別の個体として識別できる。　登記が済むと veeyuの
セレスを ioselを持った個体に飛ばす。これを lyufelという。セレ
スは目印になっているスピカにワープした後、光よりも速い速度で
ioselに向かう。selesと inselが ioselにぶつかると ioselは消滅す
る。haabeができる前は登記がなく、セレスクレールもなく、管理が
行き届いていなかった。管理をしたことで魂の帳尻が合うようにな

り、効率よくアルデルへ回収することができるようになった。　sele
stiaを死神が嫌うのはこの管理システムを破壊するためである。アテ
ンが好き勝手にセレスティアをしあったら、セレスクレールの内容
は確かでなくなり、魂の収支が合わなくなる。　アテンが死ぬと死
神がセレスを運ぶが、veeyuで lastiaがセレスクレールと照合し、回
収した旨と日付をセレスクレールに登記する。また、魂の形状や状態、
行き先がトワーユかラティアのいずれであるかなども登記する。ア
トラスから来るアテンが多いため、日付は便宜上アトラスの歴、具
体的には現在ではメル暦を用いる。
malka  ［人名］マルカ　［組み数字］１１/１４　［レベル］４　古 :語源不詳　［文化］
　第４期３代アルシェ第１１使徒ファーヴァの実母。メル tif 29年
生まれ。ヨルダンのアンマンに疎開。その後エジプトに入る。そこ
でイスラム教徒と結婚し、ファーヴァを設ける。後に夫が事故死し、
アフリカを南下し、村落のようなところで暮らしていた。その後病
床に臥し、死を待つ体となった。ファーヴァを養ってもらおうとメ
ル 8年ギルの月にリーザに連絡を取り、使徒として献上することを
告げる。リーザはそれを受けて同年フルミネアの月エンナの日、即
ちファーヴァの誕生日にセレンに連絡し、使徒候補としてファーヴァ
の存在を告げる。ただ、実際にファーヴァが使徒になるのはマルカ
の死亡後なのでそれから随分後になる。病床に臥したマルカを見て
ファーヴァは薬学を勉強し、できるだけ延命を施した。それゆえ予
想より長く生きることができたが遂に果てたため、ファーヴァはア
ルシェの軍門に下った。ファーヴァの村落には血の繋がっていない
祖父と呼ばれる老人がいるそうだが、これはアシェットには無縁で、
リディアしか会ったことがない。
malkaka  ［電算］メモリスロット、メモリースロット　［レベル］４　19

malkaxu  ［法律］不文法、不文律　［反意語］sevkaxu　［レベル］４　19

malkalil  ［化学］エルビウム　18:制
mals  ［法律］結婚、婚礼　［動詞］yulと結婚する、結婚する　［反意語］almals　［レ
ベル］２　17:制 :muc（夫婦）　［文化］　→ hatia　現代では家と家の結婚
ではないが、上流階級では未だに政略結婚が残っていることがある。
　婚姻は役所に届けを出して戸籍に記載するので、日本に近い。　
式はアルティス教徒の服を着て教会で行うのが一般的。アルティア
人の和装をして神社などで行うこともある。　特にルティアでは純
潔の象徴として天馬の絵やレリーフが式場に飾られる。この習慣は
アルバザードにも入っている→ lyusie
mals(2)  ［人名］マルス　20　［文化］　(yuuma 7265:7451)　yuuma 7491秋 わ
ずか 10歳のメテが即位。イーファの右腕 malsが摂政となる。ここか
らカコ後期となる 
malsnaat  ［地学］［歴史］新第三紀　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

malsret  ［動詞］yulにプロポーズする、プロポーズする　［普通動名詞］プロ
ポーズ　［レベル］３　19:lein

malswai  ［名詞］結婚式　［レベル］３　19:melidia alis　［文化］　mals

malvel  ［医療］人間の悪い部分、悪い人格　［人名］マルヴェル。セレンの
悪の人格。　［アクセント］malvEl　［レベル］４　古 :ridia:「闇を望む」。古の
希望のエクスプローダーの男性形mal/vel（闇）。エーステはvelなので、
後ろにアクセント。人名の用法のほうが古い。　［文化］　luxifer, kame
lia
malm  ［生物］内臓、臓腑　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:main/elm

malma  ［被服］襟ぐり　sm;ma/al/ma「胸と、胸が見えない位置の」　24

mald  ［動詞］yulを騒がせる、騒ぐ　［レベル］３　13:制 :maladi

maldmiir  ［名詞］支離滅裂　［レベル］３　22

malz  ［動物］蝶、バタフライ、パピヨン、蛾、ちょうちょ、チョウチョ　［メ
タファー］浮気者。花から花へ転々とすることから。　［レベル］２　17:制 :
古 :milee（舞うもの）
malzposa  ［被服］蝶ネクタイ　nd;/　24　［文化］　nd_rtの男性上流階級に
流行った。現在では廃れている。
malzho  ［生物］蝶形骨、楔状骨　rd;/「蝶の形をした骨」　24

malzins  ［動物］チワワ　［レベル］５　21

maladi  ［サール］マラディ。パニックを起こす幼女のサール。　［名詞］パニッ
ク、混乱　［魔法］マラディ（コンフュ）。害の低位黒魔法。相手を混
乱させる。低位だけあって解除は簡単で、ラルトをかけるまでもなく、
殴れば治る。　［人名］泣いているときのルシアのこと :19:mel　［経済］恐
慌、世界恐慌　［動詞］yulを混乱させる、混乱させる、混乱する、パ
ニクる　［形容詞］混乱した、パニくった　［レベル］２　ridia:古　【用例】　
im tuo, an lo soa lex luxia yun emis az maladi. 最近思うんだが、ル
シアってエミスかマラディみたいだよな。　maladi di emat sod mil 
tu. それによって多くの混乱が生じた。
maladinayu  ［医療］パニック障害　［レベル］５　19

malar  ［電算］記憶装置　［レベル］５　19

malis  ［遊離副詞］［形容詞］とっくに～した、とうの昔に　［類義語］laiza　［反意語］
dante　［レベル］１　20:amalis　［語法］　laiza

malisden  ［娯楽］マリスデン　［レベル］２　21　［文化］　『ドラえもん』に相
当するアニメ。メル 500年からやってきた犬型ロボット malisdenに
ダメ少年 beigが助けてもらう話。
malia  ［文末純詞］［yunk］kok　［レベル］１　古 sorn:ma?/linoa。kokに相当する語。
恐らく原義は「知っているんですよね？」。
malian  ［植物］シナノキ　［レベル］５　21:古 :mali

malo  ［医療］ガーゼ　［レベル］３　17:制 :mele

malonloob  ［被服］キャバリアハット　sm;「マロン伯爵の」　24　［文化］　
smでできた。おしゃれな男性貴族用の帽子。
malet  ［名詞］マレット、東の民　［レベル］３　古　［文化］　アズゲルでシフェ



181 mailmalet
ルと争い、負けた民。ケヴェアとファベルとアデントに住んでいる。
マレットの土地は当時のマレット語で命名されている。元は神のア
ルカであるから、シフェルとも同じ語派なのでそう違いはないが、
響きは独特。
maletren  ［言語］マレット語　［レベル］４　20

maletis  ［人名］マレティス。マレットの長　［レベル］４　古
malenvi  ［名詞］記憶力　［レベル］３　22

malenalt  ［アトラスの国家］マレナルト　［レベル］５　19:ridia:マレットの砦
malenaltsiza  ［地学］マレナルトプレート　23

malea  ［エルト］マレア　［レベル］４　古　［文化］　芸術、美術の女神。
malea,szd  tier　mal/reila

malea twen  ［人名］マレア＝トゥウェン　［レベル］６　19:melidia axte　［文化］
　アルティル期の芸術家。女性。コーレルに影響を受け、新古典主
義に。神話の闇の部分を露呈した絵を描いた先駆者。代表作は fian 
le dert a lastia。
malu,alt  kai　<>mal,szd

maat  ［名詞］お香、インセンス、線香、アロマオイル　［レベル］４　19:armaa
to　［文化］　つけるものが香水で、たくものがインセンス。線香だけで
なくオイルも含む。アルバザードで一般的なのはオイル。　【用例】　ar 
maat お香を焚く
maata  ［地球の国名］シリア　［レベル］６　古
maas  ［名詞］花嫁　［反意語］silmi　［レベル］３　13:制 :macsfan（結婚する女）
maasa  ［被服］ジュッボーネ　sm;ma/sabe　24　［文化］　smでできた胴衣で、
前開きで、閉じないと胸が見えた。そのことから元は男性用だった
が後に娼婦が飾りをつけて着るようになった。
maam  ［約物］{}記号　［レベル］３　21:mam。形の類推より。
maamapaapa  ［名詞］マーマパーパ　［ユマナ］おかあさんといっしょ、にこに
こぷん　al;mama/papa　23　［文化］　夕方に放送されている子供向け番組。
たいていの子供が小さいころに見ている。
maaya  ［名詞］悲しみ、苦しみ、苦い過去、苦い思い、苦い過去、苦い記
憶、胸痛、心の痛み、胸が締め付けられる感情　［類義語］nayu　［レベル］
４　rd;ma（胸）/ya（痛み）　24　［文化］　取り返しの付かない苦い過去
を思い出したときに右の輙筋あたりが痛むことと rdでセレンが定め
た。
maaz  ［建築］尾根　［レベル］２　alakta:｢ 胸の棒 ｣。胸を山と山に見立て、そ
の天辺の間を走る棒を尾根に見立てている。
maal  ［親族］お母さん、お母ちゃん　［レベル］２　19:ridia:mama/laal　【成句】　
xia vexl mama ist maal. ルシアは「お母さーん！」ではなく「ママー！」
と叫ぶ：生みの親より育ての親
maal(2)  ［人名］マール　20　［文化］　(yuuma 3765:4404(4000:4404))メルテ
ナ前期のレスティル王。一時アルヴェーテを弾圧したが、4220に公認。
mai  ［ジョブ］法師。密教を行う人。　alt;<>maaya　24

mait  ［化学］化学薬品、化学物質　［レベル］４　13:制 :mailpitu

maite  ［形容詞］がたいのいい、少し太った、がっしりした、ガタイのい
い　［類義語］jax、vien　［レベル］３　21:main/te

maik  ［植物］麻　［レベル］４　meltia 389:varte;e　13:制 :恣意
maika  ［植物］大麻、マリファナ　［レベル］４　13:制 :maik

maike,f  tio
maiket  ［音楽］サイケ、サイケデリック　［レベル］６　21:maika/te

maikenika,f  maike
maix  ［名詞］モデル　［レベル］３　lakta:maix:mainxaから
mais  ［動詞］yulを体で理解する、理解する、体得する、会得する、覚える、
習得する、経験的に知っている、習う　［普通動名詞］体得、習得、会得
　［レベル］２　19:main ser（体が知っている）　xuxo,f fel,fv:fel　【用例】
　yuli alxa mais arka. 子供は言葉を体で覚える。
maist  ［魔法］マイスト、埋め込み魔法具　［医療］インプラント、ペースメー
カー、ボルト、入れ歯、脳内チップ　［レベル］５　sm;main/adist　23　［語
法］［文化］　smで開発された体の中に埋め込む魔法具。ヴィードの総量
を底上げしたり、特定の属性の攻撃に対する耐性を付けるなどの効
果があった。　のちに vlになると魔法的な意味が薄れ、体の中に医
療器具を入れるインプラントとなった。口腔外科ではインプラント、
心臓などではペースメーカー、骨折など整形外科ではボルトを意味
する多義語である。vlでは試験的に脳内に電極などを刺し入れる実
験も行われた。alでは脳内チップが開発されたが、２１世紀初頭の地
球同様実用化されていない。
maisfel  ［普通動名詞］実学、学習、実技、実習、実技科目。座学の反対。
実技科目のこと。　［反意語］leifel　［レベル］２　23

maisfelan  ［名詞］実習生　［レベル］６　rd;/　24

main  ［生物］身体、体　［数学］体積→ maindu　［文字］字面　［動詞］yulの体
を aに向ける、向く、向ける　［反意語］kolo　［レベル］１　f;e　古　main:
main:la sal:man,alt　【用例】　main kai 大きな体、巨躯
maintil  ［動詞］yulを a{on}に内蔵する、内蔵する　［レベル］３　19:ridia:
arbaxelt
mainsaf  ［生物］体温　［レベル］２　19　【用例】　mainsaf tin 高い体温
mainsafkipar  ［名詞］体温計　［レベル］２　19

mainsorit  ［生物］身長、体長　［言語］［文字］仮想ボディ、ボディ。アセンダー
からディセンダーまでの幅。　［レベル］２　21　【用例】　mainsorit sor 高
い身長　［文化］　mainaja

mainsev  ［言語］主文　21

mainnial  ［生物］身柱　21

mainvav  ［運動］全身運動　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

mainvien  ［形容詞］腕力が強い　［類義語］kanvi　［レベル］３　19　【用例】　
ovi et maivien alka lot axet. アシェットではオヴィが一番力が強い。
maindalt  ［政治］武官　rd;/　24

mainditik  ［芸術］刺青、いれずみ、入れ墨、しせい　［レベル］３　22:「体
の文様」　［文化］　rdまでは魔術の一貫として行われた。呪術で特に用
いられることが多い。　nd以降は廃れ、芸術要素のみが残った。　
vl以降では体に傷を付ける行為は背徳的とされ、不良やゴロツキの
シンボルとなった。　【用例】　ev{sab} mainditik e fretis a xos 背中に
飛龍の刺青を入れる
maindu  ［数学］体積、容積→ main　［レベル］３　19:体の量　【用例】　main
du kai 大きな体積
maindud  ［生物］体重　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　【用例】　im kit maind
ud em meif, yan xi tu, em kork. いったん体重が増えて、それから
また減る：この「また」は意味的に meでないので、訳出しなくてよ
い。　［文化］　mainaja

mainpant  ［名詞］実技科目　［反意語］kolopant　［レベル］２　22　［文化］　felpa
nt
mainhart  ［生物］［医療］身熱　rd;/　24

mainjol  ［生物］体幹　rd;/　24

mainluup  ［名詞］体の暴力　［反意語］rensluup　rd;/　24　［文化］　renslu
up
maina  ［地名］マイナ　［レベル］５　15:制 :古 :main（体）から。　［文化］　ソー
ンの使徒ヴァマの支配地。
maina(2)  ［アトラスの国家］マイナ　［レベル］５　制
mainaja  ［生物］体型、体形、体格、がたい、ガタイ　［類義語］mainet　［レ
ベル］３　20:体の比率。手足の長さの比率や、ウェストと体重の比率
など、形ではなく比で体形を捉えている。　［文化］　→ yuvel　地球で
は時代や国ごとに美しい体形が変わる。太っているほうがいい時代
もあれば、やせているのがいい時代もある。一方、アトラスは揺ら
ぎがなく、常に一定。　ラヴァスの時代に、アルデス王が体調と体
重の相関に気付き、最も体調のいいときの体重を維持するようにし
た。それが人類に伝わったことから、歴史を通じて理想体重、言い
換えれば理想体型が定まった。アルデス王は１７２ｃｍで６５ｋｇ
だったことから、これが人間の理想の体形とされた。なお、尋（ファ
ゾム）は約１８１ｃｍであった。ちなみに同様にして女性の場合は
ルフェルがモデルで、１６０ｃｍの５０ｋｇが理想とされる。　語
源からも明らかなとおり、これは比であるから、身長が低い男性は、
理想体重が軽くなる。現代でいえばＢＭＩで図れるものであり、ア
ルデス王のＢＭＩは２２で、現代医学で最も病気になりにくいとさ
れている数値に一致する。地球の未来においてこの数値は変動する
かもしれないが、アトラスでは普遍の値。　　＜モテる人の理想体
型＞　　地球では国や時代によって理想体型が異なる。貧困国では
太っている＝金持ちなので、ふくよかなのが良いとされることがあ
る。一方先進国では女性は細めで、男性は高身長であることが望ま
れる。２０１２年現在の日本では１７０ｃｍ後半で７０ｋｇ代でや
や筋肉質辺りが一番無難にモテる男性の体型であろう。　一方アト
ラスでは神が実在し、その神が理想の体型の見本とされる経緯があ
るため、どの時代どの地域でも共通の理想体型、モテる体型が存在
する。男性の場合、サールの王アルデスと同じ体格が一番モテる。
それより高くても逆にモテないし、低ければ当然モテない。女性の
場合はルフェルが理想である。アルバザードでは面白いことに、女
性の体型に関しては好みにばらつきがある。アルバザード人男性の
好みは多様で、小柄な子が好まれることもある。一方女性の目はシ
ビアで、アルデス王より大きいとノッポで不気味とされ、小さいと
小男とバカにされ、相手にされない。体重も同様で、ガリだと貧弱
と笑われ、過度のマッチョもキモいと言われる。なお、デブは論外。
ただアルバザード人は華奢な者が巨躯を倒すというシチュエーショ
ンが好きなので、ガリには比較的寛容で、５０ｋｇくらいのガリで
も筋肉質であればそこまで忌避されない。　なお、２０１２年現在
におけるセレンの身長は１７２ｃｍで、体重は６５ｋｇで、ＢＭＩ
は２２。筋肉質で、尋は１８１ｃｍ。アルデス王と同じ体格になった。
セレンの体格は日本人としても平均的であり、アトラス人としても
理想的である。チビでもデクでもなく、ガリでもデブでもない。誰
からも馬鹿にされない、悪口の言いようのない無難な体型で、どん
なに頑張っても無個性とか凡庸といった悪口しか思いつかない。平
均的体型のメリットは人と違わないのでコンプレックスを持たずに
生きられるという点である。自分の体にコンプレックスを抱かない
というのは物凄く気が楽なことである。　【用例】　mainaja lant 均整の
取れたプロポーション
mainet  ［生物］体格、がたい、ガタイ　［類義語］mainaja　［レベル］３　fv;ma
in/te　23　［文化］　mainaja, yuvel　【用例】　mainet fim 華奢な体格
maim  ［名詞］姿勢、体勢、ポーズ　［医療］体位、肢位　［名詞］体位← himm
aim。性交の。　［レベル］２　rd;mai/mo「身体の形」　13:制 :maimo（身体
の形）　［文化］　himmaim　【用例】　lu xales maim. 彼は姿勢をキープして
いる。だるまさんがころんだのようなピタっとした姿勢。
maim,md  er
maid  ［名詞］バスタオル　［レベル］２　13:制 :maidaxm　【用例】　an fipat 
main kon maid. タオルで体を拭いた。
maip  ［言語］［非言語］ジェスチャー、身振り手振り、ボディランゲージ、
仕草、非言語　［レベル］３　13:制 :maiapa

mail  ［化学］化学　［レベル］４　lakta　［文化］　化学用語は古・制の時代にリュ
ウが中心となって作り、幻幻辞典に記載された。 　その後メル 19年
の新生化に伴い、改訂作業をした。 　制になる際に、リディアの要
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望でアンティスを反映したアプリオリなネーミングに変わった。新
生でも変わらない。 　19年末の専門用語強化に伴い、幻日に輸入さ
れる形となった。 　ところが、作業をしていてあまりにＩＵＰＡＣ
が地球の事情に基づいたものなのではないかと考えた。 　そこで、
これだとアプリオリと言えないのではという不安に襲われ、仕方な
しにゼロからオリジナルの命名法を考えだした。 
mailker  ［化学］化学的種名　19

mailmest  ［化学］平衡、化学平衡　［レベル］５　19:seren/ridia

mailyev  ［化学］化学反応　［レベル］４　19

mailark  ［化学］化学結合　［レベル］５　19

mae  ［名詞］乳、乳汁　［レベル］２　13:制 :古 :maeria（ma（乳房）の水）　【用
例】　rik mae 乳を出す
maexiim  ［化学］乳糖、ラクトース　［レベル］４　19:bakmなど、maeに含ま
れている
maem  ［料理］コレステロール、コレステリン　［レベル］４　13:制 :古 :main
emyu（体の脂肪）
maemars  ［化学］ラクターゼ　［レベル］４　19:maexiim/mars

maebeeb  ［形容詞］乳臭い　［形容詞］［ネガティブ］未熟な　［類義語］ibet　［レベル］
３　19:melidia axte　［語法］　実際に乳臭いという意味より、むしろ乳
飲み子のように幼いという罵倒の意味が強い。
maeliti  ［生物］乳腺　［レベル］４　19:seren

mi  ［動詞］solは yulにいない、ない、無い、亡い、存在しない、いな
い、居ない、留守だ　［レベル］１　rd;myu.l　19:古 :myu　myu, luumi:m
yu, luumi:luumi　【用例】　la mi atu. 彼はここにいない。
mi(2)  ［感動詞］［rente］み？　［レベル］２　19:melidia axte:miiの短形
mi(3)  ［接頭辞］お～。お酒など、丁寧な名詞を作る→ soksvet　［レベル］２
　古　［語法］　名詞に付く。動詞には mist。
mi,f  almixk　<>myu（ない→見えない）
mi,fv  mist　faia

mi,alt  min
mit  mi/at
mitl  ［名詞］ブリキ　［レベル］３　13:制 :mivaal｢ 子供のおもちゃ ｣
mita,alt  at　mi/ta

mitasnab  ［名詞］荒唐無稽、事実無根　［レベル］３　22

mitikno  ［サール］ミティクノ　［レベル］５　meltia 99 sen via:yikno;m
iva/tikno　月 :miva（子）/tikno（ティクノ）から。　［文化］　meltia 
99_999999)　ティクノが自分で木から生んだ子。ワニやトカゲ類を
司る。ポエンと交わっていないため弱く、エルヴァに殺される。
mitim  ［生物］原核生物　［レベル］５　20　［語法］　細胞核を持たない。ア
ルカでは真正細菌と古細菌のこと。
mitof  ［電算］オフライン　［レベル］３　22

mitofliva  ［娯楽］オフラインゲーム、オフゲー　［レベル］３　22

mitofita  ［電算］オフ会　［レベル］３　al;/　23

mite  ［動詞］yul（対象）を a（分類項目等）に分類する、分類する、分
別する、分ける　［普通動名詞］分類、分別　［レベル］３　13:制 :古 :myute
　myute:myute
mites  ［名詞］停電　［レベル］３　vl;/　23　【用例】　mites lunak lestez. 居間
が停電した。
mitefel  ［名詞］分類学　［レベル］５　21

mitem  ［形容詞］人の言うことを聞かない、素直でない、頑固な、天邪
鬼な　［反意語］xatem　［レベル］３　20:耳のない
miteere  ［感動詞］teere　［レベル］３　tm;/　23

mitua  ［感動詞］どうぞお受け取りください　［レベル］３　古 :mi/tua

mik  ［名詞］右　［形容詞］右の　［格詞］～の右に　［経済］貸方　［数学］下何桁
などの下　［反意語］lank　［レベル］１　frf:mirok/ker　19:mirkor（神の方
向）　i:mik　【用例】　2 zont iten mik 下二桁
mik(2)  ［人名］ミク、ミルフの略称　［組み数字］１１/２８　［レベル］１　古 :
語源不詳。古アルカでの意味は ｢女言葉 ｣miku。セレン以外は miku
ということが多かった。使徒に言わせれば mikuが mikになった原因
はセレンの発音らしい。
mik(3)  mi/ik
mikt  ［形容詞］のんきな、おっとりとした、おっとりした、のんびりした、
呑気な、暢気な、ゆったりした　［形容詞］雪や台風など天気が通年よ
りも遅い　［反意語］bezet　［レベル］３　13:制 :古 :mikuto。mikuからで ｢
ミクの匂い ｣が直訳だが、ミクの持っている雰囲気を示す。teでは
なく to。
miktak  ［生物］右腕　［レベル］２　20:kalie

mikx  ［法律］アリバイ、現場不在証明　［レベル］３　14:制 :古 :myuku（居
なかったと言う）
mikxi  ［名詞］右後ろ　［レベル］２　20

miks  ［音楽］歌　［動詞］yulを歌う、歌う　［類義語］kelk、lem、xilem、kant　［レ
ベル］２　14:制 :第４期代アルシェ第１１使徒ミルフの通り名の ｢ミ
ク ｣が語源。ミクは音楽が得意な使徒であり、特に歌声は妖精のよ
うに美しいと内外を問わず評判。尚、古アルカでは gyakeriku,lemku,k
ulem（歌）　gyakeriku:gyakeriku　【用例】　miks{ar} miks 歌を歌う　miks 
lantel 綺麗に歌う　ar{miks} miks lant 綺麗な歌を歌う
miksa  ［名詞］右前　［レベル］２　20

miksan  ［音楽］歌手、シンガー　［レベル］３　19　【用例】　non aktat lan la mik

asan le non siina tin tin kinel. 私はどうしても大好きな歌手に会い
たかった。
mikserg  ［経済］投資　［レベル］４　22:「おっとりした投資」→ serg

mikverant  ［医療］楽性人格障害、楽性パーソナリティ障害　［レベル］５
　vl;milf/verant　23:mel　［語法］［文化］　クラスターＡに分類され、ス
キゾイドと比較的近い人格障害。訳語はセレンの造語。　喜怒哀楽
の楽以外が欠落しており、何事に対しても笑顔でニコニコと接して
しまう。ニコニコしているか柔和な表情かのどちらかしかなく、不
快感を感じたりという感情のレセプタがない。　現実でも神話でも、
ミルフが子供のころからこの性格で、たとえ人の葬式であろうと朗
らかな表情でいてしまう。他人から非難されると表面上は謝るが、
そのときの顔も真剣ではない。不謹慎とか悲しみとかが理解できず、
また頭で理解しても共感や悲しみを表現することが難しい。　スキ
ゾイドに近いが、人に対しては愛想がよく、結果的に中距離程度の
友人は多い。概して人が苦手ではなく、むしろ人懐っこい面がある。
ただ自分の不謹慎さを非難されると戸惑う。　漫画でいうと、『るろ
うに剣心』の瀬田宗次郎がまさにこれ。
mikm  ［動詞］yulを撤回する、撤回する、取り消す、キャンセル、中止
する　［普通動名詞］撤回、キャンセル、とりけし、取り消し、中止　［レベル］
２　14:制 :mik（止める）
mikmlots  ［電算］エスケープキー、ＥＳＣキー、ＥＳＣ　［レベル］３　21

mikmol  ［名詞］右下　［レベル］２　20

mikmenk  ［名詞］右回り　［類義語］melkmenk　［反意語］lankmenk　［レベル］３　
20
mikhal  ［名詞］右上　［レベル］２　20

mikzet  ［経済］貸方科目　［レベル］５　19

miklas  ［生物］右手　［レベル］２　19

mika  ［形容詞］信心深い、敬虔な、信仰心のある　［反意語］nati　［レベル］２
　15:制 :古 myukli（信心深い）← myukale（宗教）
mikaki  ［被服］ノーベント、ベントレス　nd;/　24

mikasil  ［料理］サルミアッキ　rd;<arda　24　［文化］　rdでアシェットが
アルダから持ち込んだのが初めて。リコリスを含んだ菓子。alで「世
界一まずい菓子」にノミネートされた。アルダ人は好んで食べる。
　ちなみに現実のリディアはサルミアッキが好きでも嫌いでもない
らしく、たまに食べるとのこと。セレンが「まずい！」と言ったら「理
解はできる」と言っていた。
mikan  ［名詞］semaim　［植物］ガクアジサイ、額紫陽花　［レベル］６　miko,a
lt.k
mikana  ［名詞］敬虔な心　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

mikarka  ［言語］神無アルカ　［レベル］６　15:制 :ミルフの月に作られたア
ルカ　［語法］　メル 4年ミルフの月にセレンが作った古アルカの改定
案。後に古アルカの音韻論に貢献する。
mikalzas  ［エルト］ミカルザス　［レベル］５　meltia 99 sen via:kalzas;miva/kalz
as　月 :miva（子）/kalzas（カルザス）　［文化］　カルザスが自分で生んだ子。
自分の血から作った。コノーテと交わらなかったため弱く、イルヴァ
に殺される。
mikalem  ［音楽］ソナタ、ミカレム　［レベル］４　rd;/「ミクの気持ち」。
ミルフが心境を曲にして作った楽曲の形式がソナタだったことから。
　23
mikaan  ［名詞］父なし　［反意語］milaal　［レベル］３　rd;/　23

mikaanra  ［名詞］母子家庭　［反意語］milaalra　［レベル］３　rd;/　23

miko,alt  er、eria

mikokotan  ［魔法］ウンディーネ　alt;/　24

mikoli,alt  esk　miko（水）が動詞化したものが mikoluで、その名詞形
が mikoli。「水するもの」で雨を意味する。フィンランド語で雨が降
るを「水が降る」と表現するのと似ていて、水で雨を表現している。
mikolu,alt  esk　mikoli,alt

mike  ［動詞］yulを遊牧する　［普通動名詞］遊牧　［レベル］４　13:制 :古 :myuke
（引越し、移住）「いなくなるように行く」
mikekko  ［感動詞］いらっしゃいませ　［レベル］２　古 :尊敬のmi/kekko（来る）
miken  ［接続詞］mik　［レベル］３　21

miku  ［人名］ミルフのあだ名　［レベル］３　古では ｢女言葉 ｣という意味
mix  ［動詞］yulを konでキャッチする、キャッチする、受け取る、受け
止める、受ける、水などを浴びる、滝などに打たれる、ボールなど
を物理的に手などで受け止める、受給する　［普通動名詞］受信、キャッチ、
受け取り、受給　［電算］ダウンロードする、受信する :19:ridia:ダウン
ロードと明示するときは mix i poxet→ mog　［サッカー］［野球］キャッチ
する、キャッチ、ボールを受け取る、レシーブする、レシーブ　［反意
語］sef、xant　［レベル］２　16:制 :恣意
mixk  ［生物］膝、膝部　［反意語］nast　［レベル］２　rd;teel　＠ 19　nu:nu　
［語法］　膝蹴りの打突点を中心にその周囲。ひかがみは含まない。　【成
句】　mixk em vern 腰が抜ける：「腰が抜ける」という表現は不正確。
実際には膝から力が抜ける。
mixksia  ［音楽］スネアドラム、スネア、サイドドラム　21:膝の高さ
mixkvaik  ［生物］膝部。膝蓋骨の上縁から３横指上方を通る水平線と脛
骨粗面を通る水平線の間のこと。　rd;/　24
mixklisen  ［被服］ニーソックス、ニーソ　［レベル］３　21

mixxe  ［魔法］ミッシェ。召喚のしにくいところ。神と意思疎通の取れ
ないところ。　［電算］電波の届かないところ。特に周りは届くのにそ
こだけ孤立して電波障害のあるところ。　［レベル］３　［反意語］salyu　
21:mixxe.kt < myuxa.fv



183 mintsaazemixp
mixp  ［名詞］籠、バスケット、買い物籠、買い物かご　［レベル］３　13:制 :
古 :myuxabupa（穴の空いた容器）
mixpgek  ［運動］バスケットボール　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］
　これも野球と同じ。ルールも大体日本と同じ。ボールを相手のゴー
ルに入れる。ゴールは頭上の籠である。　【用例】　an milx nos et sor 
kok mixpgekan. バスケの選手くらい背があればなぁ。
mixpaxea  ［地名］籠女海岸、かごめ海岸、ミリア海岸　［レベル］５　19:ね
この郵便屋さん　［文化］　rdでテージュ海の巨人を倒したアルシェは、
カテージュに行き、被災地の支援をした。ミリアはボランティアで
カテージュを訪れており、ここで初めてアルシェと出会う。このと
きミリアがバスケットにパンを入れて配給していたことから、アル
シェのセレンとミリアが出会ったこの海岸が籠女海岸と呼ばれるよ
うになった。南カテージュカルザス線クミール駅から南に２０００
メルフィほどのところにあり、最も有名な海岸。ビーチには籠を持っ
た少女ミリアの像がある。潮風で錆びないように石でできている。
mixan  ［名詞］受け取り手、受取人　［野球］捕手、キャッチャー　［レベル］
３　rd;/ | vl　23
mixar  ［電算］入力装置、入力デバイス　［レベル］４　19

mixaz  ［形容詞］無制限の、無限の、限りない、制約のない、節操ない、
奔放すぎる、むやみな　［副詞］無制限の、むやみに、むやみやたらと　［レ
ベル］３　20:xion

mixi  ［生物］精子　［生物］精液← mixier　［普通動名詞］射精　［動詞］yulを a
に射精させる、射精する　［レベル］３　13:制 :mixa:古 :mivaxaki（子供の卵）
　【用例】　an mixit al eel laat. 彼女に顔射した。
mixisa  ［料理］ノンシュガー　［レベル］３　21

mixili  ［名詞］外道、ゲス、下衆、げす、鬼畜、鬼　［形容詞］ゲスな、外
道な、鬼畜な　［レベル］３　rd;/「慈悲のない」
mixilor  ［生物］輸精管　［レベル］５　19

mixiolz  ［生物］前立腺　［レベル］５　16:制 :精子が通る胡桃大の器官
mixiolzpig  ［医療］前立腺がん　［レベル］６　19

mixier  ［生物］精液→ mixi　［レベル］３　rd;/　23　［語法］　精子は精液中
に含まれている。
mixieria  ［生物］［俗語］精液、聖液　［類義語］mixi　rd:mel;/　［レベル］５　
23:mel:2012/09/12立ちバックとかだと出して抜いた後にいくらか漏れ
てくるじゃん？メルがそれを指で取って舐めてて、そのときはスルー
したんだけど、昨日メールで「あれお前舐めてたよね？汚くないの？」
と言ったら「自分のは汚いけど、お兄ちゃんのはむしろ聖液だから」
と言われてヲタ女の発想の凄さに戦々恐々してる。
mixoi  ［医療］味覚障害　［レベル］６　19

mixez  ［生物］無脊椎動物　［レベル］４　19

mis  mi/es
mis(2)  ［名詞］意見、考え、見解　［動詞］yulという意見を aに伝える、
意見を言う　［類義語］lo　［レベル］２　szd　24　【成句】　el tees il mis alt 
frisel im mis total. 意見を言うということはその意見以外のすべて
の意見に対する間接的な否定をすることに等しい（seren arbazard）。
アルバザード人は意見をぶつけ合って切磋琢磨するのを良しとする
が、ある意見を主張することは同時にその意見以外の全ての意見を
間接的に否定することになり、そのことによるリスクも生じうると
いうことをセレンは述べた。
mist  ［法副詞］お～する、～なさる。前置。　［レベル］２　rd;mi,fv　
21:ridia:mi/so/te。21まで名詞と同じ miだったが、動詞に付く場合は
法副詞 mirとの聞き分けが困難とされ、代詞改訂の際に合わせて調
整された。　mi:mi　【用例】　halka mist xenat dunex anmian? お夕飯はも
うお召し上がりでしたか。
mist(2)  ［組み数字］１/１０　［哲学］秤　［医療］膀胱　［歳時記］甲、きのえ　［レベル］
４　rd;mist,szl　21　::lu mist（徳は男性側５つが lu、女性側５つが la）
mist,szl  mest　mest.l

mistkan  ［生物］［医療］膀胱経　szl;/　24

misti  ［死神］ミスティ　［レベル］４　meltia 291:luno;e　20:ridia　［文化］　
→ emilio
mistixat  ［形容詞］公平無私　［レベル］３　22:felisの mistがあるような ixat

mistis  ［被服］白衣　［レベル］４　20:mistiaflos（ミスティアローブ）　［文化］
　1575年のミスティア錬金術舎創設の際に実験服として政府から提
供されたものが始まり。当時は色のついた試薬や材料が多かったた
め、白だと実験中に服についてもよく見えることから、白が選ばれた。
　後に科学が発達して白い薬品が増えると、薄く色をつけた白衣が
着られるようになった。　ヴェレイでは外科医を中心に血の色のコ
ントラストを抑えるために薄い緑色の白衣が着られた。　現在では
理系学生の一般的な制服となっており、キャンパス内では実験中で
なくても白衣の姿が見られる。
mistia  ［魔法］［ランドマーク］ミスティア錬金術舎　［レベル］４　［アクセント］mist
iA　20:mistiet　［文化］　→ yuliant, yuliantsel　1575年に時のアルバ王
が出資者となり、ルティア・アルシア自治区の共同出資を受けて建
てた錬金術士養成学校。錬金術舎としては最も古く、かつパイオニ
アでもある。　1596年、リディア＝ルティアはアシェルフィ校を卒業
し、ミスティアに編入。国を守りながらの研究だったため、寮生活
ができず、毎日は通えなかった。しかし超人的な努力家だったリディ
アは２年で単位をすべて取り、1598年に卒業。その後アルナ大へ編入。
　一方、アリス＝アンシャルは 1599年に編入し、生涯をミスティア
で過ごした。　【成句】　mistia nod(en) isfilia 一日の長。ミスティア
のほうが先にでき、何かとイスフィリアの先を行ったことから
mistie  ［建築］ミスティエ凱旋門、ミスティエの門、凱旋門　［経済］
１０ソルト玉　［アクセント］mistiE　［レベル］２　21:ridia:mistiet　［文化］　

→ anfan　1204のケートイア人による侵入から gleaで国を守ったアル
バ５世の凱旋を祝して建てられた門。グレアの発明者 ostia jileelの
出身地 mistietを讃えてこの名が冠せられた。　石造りで、何度か改
修されている。　現在は北東アルナ市セイネルス＝クミール通りに
所在。　【用例】　galt mistie ミスティエ凱旋門
mistiet  ［地名］ミスティエット　［レベル］６　20:misti/te（ミスティのよ
うな）　［文化］　アルシア北東部にある町の名。ケートイア・ヒュート
の国境線に近い盆地。すぐ周りは山地になっている。死神ミスティ
の加護があるという言い伝えからこの名が来ている。
misto  ［名詞］化身　［レベル］４　20:main/ist→ mist→ misto（中和と重
複するため）　【用例】　lan alxa et misto e sae tisee. 　sae le fiasat ka 
jan or alagel kor ako kont sabor sae. 　lu or ext pen, see ik bet im 
veer a.　人間はね、雪の化身なんだ。 　空で生まれた幼い雪は、大
地に舞い降りながら埃を纏っていく。 　どんどん汚れて、最後は泥
になってしまうんだ。　(rens 723) veltrensは泥。ここでの泥は大人
を指す。laenrensでは汚れた大人を批判しているが、その泥に真理を
語らせることで、「純粋さの代わりに大人は知恵を得て成長する」と
いうことを veltrensとして指している。
miste  ［化学］中和　［動詞］yulを中和する、中和する　［レベル］４　21:rid
ia<mist:古
mistetulf  ［化学］中和熱　［レベル］５　21

misteyev  ［化学］中和反応　［レベル］５　21

misk  ［動詞］yulを onに適正かどうか試す、yulが onに勝るか挑戦する、
試す、挑戦する、挑む、立ち向かう、対抗する、チャレンジ、試みる、
トライ、ためしてみる、取り組む、試着する、味見する　［普通動名詞］挑戦、
チャレンジ、テスト、テストプレイ、おためし、お試し　［副詞］試しに、
～してみる　［レベル］２　19:mis:13:制 :古 :miso,misso（試す）　miso:mi
so　【用例】　an miskat les an so sen voskel ont enzel. 自分にできること
はすべてしようと努力した。
miskras  ［名詞］挑戦回数　［レベル］４　21

misklada  ［名詞］試作品、プロトタイプ　［レベル］４　rd;/　23

miska  ［化学］試料、試薬　［レベル］５　22:misk

miskalons  ［化学］カバープレート　［レベル］４　rd;/「試料押さえ」　23

miskaele  ［化学］スライド。顕微鏡の。　［レベル］４　rd;/「試料台」　23

miskez  ［名詞］試着室　［レベル］３　rd;/　23

mismest  ［経済］試算表　［レベル］５　19

misp  ［被服］カーディガン　［レベル］３　13:制 :lakta:myuxasabe（穴の開いた服）
短縮してmisbにし、そこからbが無性音の sに同化してmispとなった。
misa,alt  liifa
misan  ［植物］蝋梅、ロウバイ　［レベル］６　mt;misa　22

misap  ［言語］無気、無気音　［レベル］６　19

misilf  ［副詞］［rente］ご自由に～してください。silf。前置。　［レベル］３
　古
misiaj  ［名詞］青天井　［名詞］ビアガーデン　［名詞］露天　［レベル］３　rd;/
　23
miso,f  misk
misolvat  ［感動詞］おまたせ致しました　［レベル］３　tm;/　23

misolz  ［形容詞］コードレス、無線　［レベル］３　21

misoluwa  ［医療］偏平足　［レベル］４　19

misoonoyun  ［感動詞］ご機嫌いかが、ごきげんよう　［レベル］２　古 :mi 
soonoyun,soonoyunの soは ｢する ｣という動詞だと思うが、そう思
うのはそれを裏付けるように miが付いているからである。mi（正し
くは mi～ reという風に呼応させる）は動詞に付いて動詞を敬語化
することができる。日本語の ｢～なさる ｣に近い。
misent  ［感動詞］どうもありがとうございます　［レベル］２　sorn:mi（敬
意を表わす接辞）/sent　［語法］　seere

misentant  ［感動詞］お心遣いありがたくちょうだいいたします　［アクセント］
misEntant　［レベル］２　sorn　［語法］　seere

miseere  ［感動詞］ありがとうございます　［レベル］２　古　［語法］　seere

miseeretis  ［感動詞］どうもありがとうございます、まことにありがと
うございます、心より感謝いたします　［アクセント］misEeretis　［レベル］
２　古 :mi（敬意を表わす接辞）/seere（ありがとう）/tis（あなたに）
　［語法］　seere

min  ［名詞］女、女性、メス　［形容詞］女性の、雌の　［類義語］luuko、le
stir、reiyu、lamia、lamian、lilia、mindia、meer、flandia、belma、
manda、meer、vemv、eliize、yuuna、lilul、yuuno、vanket、leje
st、nana、tina、fian、laz、mana、reite、melit、naat、tona、saaz、rakel、
enda　［反意語］vik　［レベル］１　saal;e　古 :語源不詳　min:min:la yulis:
mi,alt　［語法］［文化］　年齢によって男女とも細かく単語が分かれる。赤
ん坊から順に nana, tina, fian, laz, mana, naat, tona, saaz, rakel, enda。laz
と manaは合わせて reiyuと呼ばれることも。　男性にはそれぞれ接
頭辞 alをつける。alfianで少年。女性はどの年齢になっても単純語で
示されるが、男性は naatになると一緒くたに vikと呼ばれることが多
い。子供時代も yuliや maltと大雑把に呼ばれることが多い。社会的
に女性の年は本人の価値と密接に関わっているが、男性の年には興
味を示さないため。　【成句】　min haas ins nozet hot 女は自分の目（視
点）にしか従わない：女賢しくして牛売り損なう。主観の生き物で
しかなく客観性のない生き物だということ。
mint  ［植物］花びら、花弁　［婉曲］小陰唇　［レベル］３　13:制 :mina

mintsaaze  ［名詞］花吹雪、桜吹雪　［類義語］teksaaze　［レベル］４　rd;/　21　［語
法］　日本語は「桜吹雪」と木を限定するが、アルバザードでは桜の
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もほかの木のも同様に mintsaazeで示す。従って桜吹雪は厳密には mi
ntsaaze e seron。
minti  ［親族］妻、嫁　［類義語］lamiina　［反意語］amir　［レベル］２　20:min/
tia　:::nekuli,alt　【成句】　te kel sir lam e minti 妻の初めての肌を忘れ
るな：初心忘るべからず
mintisems  ［名詞］家庭科部、嫁部　［レベル］３　20　［文化］　料理や洗濯や
裁縫といった花嫁修業をする部活。アルバザード女子には人気が高
いため、成績が優秀な子が優先的に選ばれる。従って、家庭科部に
属していること自体がステータスとなる。
mintia  ［アトラスの国家］ミンティア　［レベル］４　23:ridia

mintier  ［名詞］酒池肉林　［レベル］４　22:「女体の海」
mink  ［サール］ミンク　［名詞］色男。女が男を褒める言葉でもある。ただ
し自分には気がないが、ほかの女にはもてそうねという含意がある。
レインが静を minkのようだと褒めた件がそれに当たる。　［レベル］３
　mel:古 :古 min（女）/ku（口）。恐らく女を食べるという意味で、｢
女殺し ｣と言いたかったのだろう。　［文化］　サール界きっての色男。
放っておいてもやたら女にもてるし、同時にもてようとあの手この
手を尽くすこともする。
minkyoan  ［名詞］女優、アクトレス　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

minka  ［名詞］ポプリ　［レベル］３　20:miina/kao

minkov  ［交通］女性専用車両、雌車、めすぐるま、めすしゃ　［レベル］５
　al;/　23　［文化］　mindaz

minx  ［形容詞］気付かれないように、目立たないように、盗み～、見ら
れないように、見つからないように　［名詞］穴場　［娯楽］穴馬　［反意語］
alminx　［レベル］２　rd;myuin　14:制 :manx:古 :myuin｢ 気付かれないよ
うにする ｣。myuinは原義が ｢見えない ｣。
minxkei  ［普通動名詞］尾行　［動詞］yulの後を付ける、後を付ける、尾行
する　［レベル］３　21

minxvand  ［軍事］奇襲、夜襲、強襲、不意打ち　［レベル］３　15:制　【用例】
　vast retl ok minxvand 奇襲で敵を倒す
minxpir  ［名詞］ステルスマーケティング、ステルスマーケット、ステ
マ　［レベル］６　al;/　24

minxlana  ［名詞］下心　［レベル］３　rd;/「見つからないようにした狙い」
　23
minxekvante  ［言語］女性定冠詞　［レベル］５　21

minsab  ［被服］女性服→ lein　［レベル］３　rd;/　23　［文化］　sab

minsin  ［普通動名詞］女嫌い、女ぎらい、ミソジニー、女性蔑視　［反意語］
viksin　［レベル］４　rd;/　23　［語法］　女体も含めて嫌いな場合もあれ
ば、女体は好きだが女は嫌いという場合もある。いずれにせよ女の
人格が嫌いなことを指す。
minsoran  ［ユマナ］女子高生、ＪＫ　［レベル］４　23

minse  ［生物］おりもの、下り物、こしけ、帯下　［レベル］４　fv;min/sae「女
性の雪」。女性の体から出るもので、膣口から降りてくるものという
ことを婉曲的に示したもの。　23:mel。14にメルが造語していたもの
を 23に幻日に輸入。　【用例】　yuna til minse di im fis. 今日はおり
ものの量が多い。　fosi ik ext milgaal minse. おりもののせいで下着
が汚れてしまった。　moe klia dans yuna mil yuna til minse di im 
fis linoa, ol moe fax yuna im tur, etto. お兄ちゃん、わたし今日は
おりものが多いから、今抱いたらできちゃうかもよ？（mel keetoia）
minsehamas  ［名詞］おりものシート、オリモノシート、オリシー　［レベル］
４　rd;/　23:mel。14にメルが造語していたものを 23に幻日に輸入。　【用
例】　mixi lunat fosi ento rak minsehamas xi sikt iten etto leevat pot 
yuna. see yuna nat nik tiina im fosi yunol ik beeb mil mixi aan. 
お兄ちゃんに中出しされた後、しばらくして精子が降りてきており
ものシートじゃ抑えきれなくなって、下着が精子臭くなったときは
驚いたなぁ（mel keetoia）
minsel  ［名詞］レディースデー　［レベル］４　vl;/　23　［文化］　mindaz

minseelan  ［ユマナ］女子中学生、ＪＣ　［レベル］４　23

minnodvik  ［名詞］女尊男卑　［レベル］４　22:女＞男　［文化］　mindaz

minnu  ［形容詞］柔軟な、曲げやすい、軟らかい　［反意語］mand　［レベル］
３　f;<>min「女性の筋肉のようにしなやかな」　赤
minnufrea  ［化学］［工学］軟鉄　［レベル］６　rd;/　24

minnuave  ［化学］［工学］軟鋼　［レベル］６　rd;/　24

minfikvante  ［言語］女性不定冠詞　［レベル］５　21

minfoman  ［名詞］女性記者　［レベル］５　rd;/　23

minfelan  ［名詞］女子学生　［レベル］３　19:melidia alis

minmain  ［名詞］女体　［レベル］４　［反意語］vikmain　rd;/　23　【成句】　el 
siina minmain tet min. 女体は好きだが女は嫌い。
minmirok  ［名詞］女神、ゴッデス　［レベル］３　19:ilmus:ridia

mindaz  ［形容詞］女らしい　［反意語］vikdaz、mindim　［レベル］３　rd;/
　23　［文化］　himvelx, minlangakn　・時代ごとの男女のらしさ　　男
らしさ女らしさの定義や求められ方は時代によって異なる。　flで
はエルトとサールしかいなかったため、男らしさはエルトらしさと
同義で、女らしさはサールと同義であった。　tmにおいて神々や悪
魔らは基本的にエルトとサールの血を受け継いでいるため、男らし
さと女らしさはエルトらの価値観を引き継いだ。　エルトはサール
のために衣食住を提供し、保護した。サールはエルトに身体を許し、
家事をし、世話をした。男は女を守り、女は男を立てて支える。こ
の価値観が男女のらしさを表した。vs, sr, cvでもこの価値観は不動
だった。　zgで人類が多様化してからは、各国ごとの価値観が生ま
れた。zg, mt, kkにおけるレスティルでは女は魔法使いとして男の戦

士と同等に戦うことができたため、男女平等の考えが強かった。男
らしさは女を守ることではなく、ユノを多く持つことであった。女
らしさはヴィルを多く持ち、魔法に長けることであった。特に戦時
中は男女ともに強くあるべしとされ、ユノやヴィルの多さが男女の
らしさを示した。　smのアルバザードでは人類のヴィードが衰退
し、魔法の力が弱くなったことで相対的に戦争は男のものになり、
生理や出産のある女は不利として徐々に家の奥に追いやられるよう
になった。高貴な女性ほど家の奥に閉じ込められ、社交界では飾り
物のように扱われ、きらびやかで派手で動きづらいドレスを着せら
れた。女の役割は家を守り子を産むことで、男に従い、か弱く振る
舞うことが女らしいとされた。男の役割は金を稼ぎ、家を栄えさせ、
妻や子供を養育することとされ、それが男らしさとされた。貴族階
級ほどこの傾向が強く、古来よりの強大な力を持った戦士や魔法使
いほどこの傾向が弱かった。この傾向は rdでも同様である。　nd
になると魔法がなくなり、大航海時代と科学の時代が訪れる。女は
ますます力を失い、家に押し込められるようになった。男尊女卑の
傾向が最も強い時代で、男らしさは女を守ること、女らしさは男に
従うことを意味した。rtでもこの傾向が引き継がれた。　vlになる
とフェミニズムが興り、vl後期から alにかけて隆盛し、途中女尊男
卑にまでひっくり返った。法律は女に都合の良いほうに解釈され、
痴漢冤罪やＤＶ冤罪が跋扈し、電車における女性専用車両のような
男性差別が公然と行われるようになった。　一方ミロクは男と女に
かくあるべしというスローガンを掲げ、ユティア朝はこれを ljまで
尊守しつづけた。敬虔なアルティス教徒のミロクは rdや rtの時代
の価値観への回帰を促し、男は女を守るもので、女は男を立てて従
うものであるとした。よって vl～ ljにおける男女のらしさとはこの
価値観を指す。　　・男女区別　　ユティア朝は男女差別を悪とし、
男女区別を善とした→ himvelx　　・女らしくない女は守らなくて良
い　　ユティア朝は男は女を守るべきとしたが、ただしその女がき
ちんと女らしい振る舞いをすればと但し書きを付けた。女だから無
条件で守られることはない。女らしい女だけが女としての待遇を得
ることができる。ここが日本との最大の違いである。　アルバザー
ドでは女は男に荷物を持ってもらったり席を譲ってもらったり、様々
な点で優遇される。しかしそれはその女が楚々としておしとやかか、
可愛らしい振る舞いをする場合のみであり、ガラの悪い女は女とみ
なされない。mindimである。そのような場合、女は一切優遇されな
い。　alでは一時期女性専用車両が導入されたが、男性差別に当た
るとして男性のみならず一部の女性たちもがフェミニストを糾弾し、
廃止された。　電車内の痴漢行為は女が周りの男に助けを求め、周
りの男が痴漢を集団で撃退することで解決される。この自浄作用に
よって痴漢件数そのものが少ない。アルバザードの女は大声を張り
上げたりはしないが、その代わりに周りの男に小声で助けを求める。
そして男たちもそれを見捨てない。アルバザードでは女が男を頼り、
男が女を守るという構図が出来上がっているため、女性専用車両は
不要とされた。　vl～ alではレディースデーが採用されたが、男性
のみならず一般女性からも男性差別的だと非難の声が上がり、これ
も撤廃された。日本女と違い、アルバザードの女は男女差別に厳しく、
同時に男女区別を徹底する。　なお、アルバザードでは支払いは割
り勘が一般的であるが、恋仲にあれば男が女におごるのが一般的で
ある→ tawa　　・男らしくない男は立てなくて良い　　男らしくない
意気地のない卑怯なこざかしい小者は、男であっても立てる必要が
ない。とはいえそういった男を表立って馬鹿にするのは女らしい行
いではないため、女らしい女たちはそのような男をただ避ける。表
立って馬鹿にするような女は女らしくないとされ、優遇対象から外
れる。
mindazati  ［名詞］女らしさ　［レベル］３　rd;/　23

mindim  ［形容詞］女らしくない　［反意語］vikdim、mindaz　［レベル］３　
rd;/　23　［語法］［文化］　mindaz

mindimati  ［名詞］女らしくなさ　［レベル］３　rd;/　23

mindia  ［名詞］執念深い彼女、愛が重い彼女　［レベル］３　古 :「リディ
アみたいな女」。11年の秋、オヴィ ･ザナ ･クリス ･パール ･フルミ
ネア ･ギル ･ミルフ ･リディアが談話していたときにフルミネアが
リディアを執念深い女だと非難し、それをオヴィが造語したもの。
mindor  ［経済］女性割引、レディースデー、レディース価格　［レベル］
４　rd;/　24　［文化］　smに始まった文化で、現在まで続いている。男
性客が女性を連れて行くと女性の分は割引になるというサービス。
女性だけで入店した場合は割り引かれない。女性の費用を男性が負
担するようになったのは男尊女卑傾向の強まった smからで、このこ
ろ女性は男性の所有物として扱われていた。特に上流階級になるほ
どその傾向が強かった。　vlと alでは行き過ぎた女尊男卑のせいで
男性には割引をしないが女性だけ割引をする１３年現在の日本のよ
うな状況になっていた。このころは女性は自分で支払うか、そうで
なくば男性におごってもらうという状況で、ただ単に女に都合がい
いだけの世の中だった。ただ、育ちの良い子は smのシステムを守っ
ていた。　旧革命で smのシステムに戻されたが、影響が弱まると現
代日本のように戻った。その後革命で smのシステムに戻し、現在に
至る。
minpit  ［医療］婦人科　［レベル］４　19

minbeek  ［名詞］女子トイレ　［レベル］２　22

minhat  ［料理］女体盛り　［レベル］６　22　［文化］　アルティア人の考案。
rdでザナが知って爆笑した。
minhim  ［生物］メス　［レベル］３　20

minhimelm  ［生物］女性器　［レベル］３　20

minra  ［親族］女の方が多い女主体の家族　［レベル］５　19:melidia axte

minrens  ［言語］女言葉　［レベル］３　rd;/　24　［文化］　１３年現在の日
本では徐々に女言葉が廃れて男言葉に統合されているが、アルバザー
ドでは alでもフェミニズムの台頭により同じような動きが主に下層
階級で起こった。革命で男は男言葉、女は女言葉を使うべきという
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動きが起こり、旧革命の水準に戻った。女言葉は女を差別するもの
でなく男と区別するものと考えられ、女をより女らしく魅力的にす
るものと考えられるようになった。現代では女言葉を使わない女は
下品で無教養とされる。
minj  ［生物］小指　［名詞］柱→ lei　［レベル］２　19:minji（女の指）小さ
いことから　liizji:
minlang  ［政治］女権　［レベル］４　20

minlangakn  ［政治］フェミニズム　［レベル］４　20　［文化］　mindaz, himve
lx　ヴェレイで台頭し、行き過ぎた男女平等を推進し、社会を女尊男
卑に陥れた。ミロクの命を受けたアルソンにより公開処刑され、革
命後は滅んだ。その後ミロクは男女の違いを認めた上で男女区別を
し、男女差別を撤廃した。　レイユでフェミニズムというと、ミロ
クが女に認めた権利を侵害する行為に対する抵抗を意味する。例え
ば女は一般に買い物で荷物を持つ必要がなく、奴隷ですら重労働に
就かされないことが多い。これを破る男に対し、フェミニズムが動
く。また、レイプや痴漢などに対しても抵抗する。　　＜アトラス
の女性観＞　魔導師は大半が女性である。女性のほうが魔力が高い
ためである。　　地球の人類はメスがオスに依存し、食糧を得てきた。
　そのせいでメスはエサを取ってくる能力の高いオスに群がるよう
になった。　そのほうが生き残れるからである。　　一方、アトラ
スでは 6500万年間の間、男性はユノや剣技を、女性は魔法を使って
いた。　女性は完全に戦闘要員で、男性との間に上下関係はなかった。
　この世界で女性が魔力に特化していた理由は出産である。　特に
ユーマの一族についてはここに生理が加わる。　　生理中の女性は
剣士のように激しい立ち回りをするのが苦手である。　そこで体を
あまり動かさずに戦えるよう、魔法を進化させた。　極端な話、魔
導師というのは椅子に座ったままでも戦うことができる。　これは
子育てや出産や生理のあるメスにとっては好都合だった。　その合
理性により、神々を含めて女性は魔法に特化していた。　　神々か
ら農耕を授かるまでは人類は狩猟採取生活をしていた。　魔法があっ
ても果実を生やせるわけではないので、メスが子供を産む以上、オ
スが食料を取ってくるという構図は地球と変わらなかった。　しか
しアトラスの女性は筋力がなくても森に入って動物を魔法でしとめ、
風の魔法で浮かせながら家に持って帰ることができたため、自活で
きた。　　そのため女性が男性を必要とするのは主に子作りにおい
てであった。　女性は自分で生活していく力があったため、結婚に
依存する必要はなかった。　また、生活力のある男性に依存するこ
ともなかった。　それゆえ、純粋に自分の好みで男性を選ぶことが
できた。　　だいたい地球でも学生を見れば分かるが、金だの生活
だのが絡まない年代の恋愛というのは、社会的地位のある男より運
動神経の良い男やイケメンがモテるものである。　アトラスの場合、
女性は早くから地位でなく男性自身に魅力を感じていた。自分で稼
げる以上、男性に求めるのは美しく強い遺伝子である。　自分の子
供には美しい容姿や強い運動能力がほしいため、要領よくエサを持っ
てくるとか商売が巧いといったことはあまり魅力にならなかった。
　　従って、アトラスでは男性自身の能力や容姿や性格などがモテ
る要素になり、そういった遺伝子が残っていった。　当然そういう
男性は少ないので、女性が群がる。群がるということは女性も選ば
れようとして努力をする。　その結果、男性に都合のいい振る舞い
をする女が選ばれるようになり、その遺伝子が残っていく。　　こ
の世界の女性は自立的で強いが、男性は女性を囲って守ることで他
の男性に対して優越感を抱くので、やや弱い女性を好んだ。　女性
はその気持ちを利用して、わざとしおらしく振舞うようになり、そ
ういうことができる女性が生き残った。　この結果、現在のアルバ
ザードにまで繋がる「芯は強いが、表向きには男性を立てておしと
やか」という価値観ができた。　女性は男性に守られることで「私
は選ばれた価値のあるメス」と自覚し、男性は女性を守ることで「俺
は有能なオス」と自覚でき、共生が成り立っていた。　　セルメル
になると魔力の弱まりとともに女性の地位は低められ、籠の鳥のよ
うに扱われた。　rdでは魔力が戻ったため、女性の地位は元に戻った。
　ナディア～アルティルでは魔法の衰退とともに徐々に地球と同じ
ように女性が貶められた。　ヴェレイでは現在の地球と同じように
フェミニズムが起こり、女尊男卑にまで逆転していった。　ミロク
革命で男女区別を徹底させ、男女平等が実現された。
minlangan  ［政治］フェミニスト、フェミ　［レベル］４　20

minlistvet  ［言語］女性敬体　［レベル］４　21　［文化］　21にセレンが pikko
が yuulから分離したのを契機にリディアが設けたもの。
minlisan  ［ユマナ］女子小学生、ＪＳ　［レベル］４　23

minlet  ［魔法］雌晄（しこう）、ミンレット　［レベル］６　20:女性の晄基　［文
化］　dolmiyu

minletrein  ［魔法］雌晄線　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

mina  ［代詞］［kotan］ti　［レベル］２　22:kmiir/ridia

minat  ［形容詞］儚い、すぐへたる、すぐダメになる、寿命の短い、命短
い、か弱い、もろい、かよわい、脆い、持ちが悪い　［反意語］zomet　
［レベル］３　21:miina/te　【用例】　tese le luna ok lada et lut minat. 商品に
付いている電池はいつも寿命が短い。
minatu  ［代詞］［kotan］tiil　［レベル］２　22:kmiir/ridia

minakalmo  ［地名］ミナカルモ　［レベル］４　f:elt;miina/kalmo　古 :ridia:
「花畑」　［文化］　エルトとサールが逢瀬をした花畑。セルヴァートに
ある。セルハノイの北、セルアの南。ラヴァス後はアルフィがある。
→ arfi　この緯度にもかかわらず、あらゆる花が咲き乱れる。とは
いえ、神話で具体的に登場するのは紫苑しかない。ラフレシアや薄
気味悪い原色の花はないと思うので、アルバザード辺りに咲くあら
ゆる背の小さな花だと思われる。例えばかすみそうのような。　【成句】
　mans yun minakalmo 百花繚乱
minasse  ［代詞］［kotan］tiis　［レベル］２　22:kmiir/ridia

minassetu  ［代詞］［kotan］tiiles　［レベル］２　22:kmiir/ridia

minasa  ［言語］女性名詞　［レベル］４　20　［語法］［文化］　vikasa

minan  ［植物］ダイウイキョウ、スターアニス　［レベル］５　16:制 :mina

minan(2)  nan　21

minami,alt  xier
minamis  ［電算］正規表現　［アクセント］mInamis　［レベル］６　vl;minami/so「メ
タにする」。文字列の集合を一つの文字列で表現するという手法だが、
これがメタ的に映ったため、このように名付けられた。　23
minamo,alt  xiar　minami.k

minardu  ［地名］ミナルドゥ　20:mina/ardu　［文化］　sertkata

minal  ［政治］民主、民主主義、民主制　［レベル］４　19

minalvels  ［政治］民主政治　［レベル］４　19

minalis abentis  ［人名］ミナリス＝アベンティス　［政治］民主主義者　;m
iina/lis「小さな花」　［レベル］４　古　［文化］　(melpalt 180年代 ?→ 250)
民主主義勢力ミナレットの初代首領。メル暦 201年ごろ、アルバザー
ドで民主主義を提唱し、レジスタンス組織ミナレットを組織した。
205年、カンシオン＝アマンゼとアジュネ＝アマンゼの召喚省登用を
選挙で選出されていないということを理由に妨害。これがきっかけ
となりカンシオンとアジュネは娘シオン＝アマンゼと共にアルティ
ス教を組織することになる。ミナリスはこれを危険分子と見なし弾
圧。230年、全国労働者のストライキを決行することで国に選挙制度
を認めさせ、ミナレット党は第一党となる。同時に興味を抱かなかっ
た召喚省はアルティス教が支配することになる。アルバザードの選
挙制度開始をきっかけに全世界に民主主義が伝播し、250年までには
イグレスタ共産圏をのぞくアトラス全土に広まった。250年、アル
ティス教の勢力拡大に危惧を抱いたミナリスは宗教禁止を名目に開
始。召喚省長官アジュネを殺害し、さらにアルカンスへ逃亡した始
祖シオン＝アマンゼとその娘マルテ＝アマンゼに軍勢を差し向ける
が、彼らは強力な魔術師であったため軍は壊滅。よって自身も強力
な魔術師であるミナリスが始祖シオンと直接戦いを挑み、相打ちと
なる。死後、ミナレットの首領の座は息子ファウスに引き継がれた。
minalifnok  ［再帰動名詞］女性の社会進出　［レベル］６　rd;/　24　［文化］　
古代、女性は魔導師として有力だったため、カルディアでは総じて
男女平等がなされていた。魔力の減少とともに smごろから徐々に女
性の地位が低くなり、女は家にいて男が外で働くという構図が生ま
れてきた。　獅法代になり、魔法の力がなくなると、女性は完全に
昔の地球同様地位を貶められた。その後 vlごろにフェミニズムが隆
盛し、ljの革命前で最高潮となった。ljではしばしば行き過ぎたフェ
ミニズムにより女尊男卑が起こるほどであった。　女性の社会進出
は vlから徐々に増え、alと ljの革命前で最高潮に達した。　　セレ
ンは革命で女性の社会進出を制限した。女性が社会進出することで
男性の就職先が減り、過当競争から収入も減少し、結果的に世帯年
収の減少も招いた。更に問題なのは女性が社会進出することで婚期
が遅れ、婚姻率が下がり、少子化を招いたことである。また、女性
が一人で働いて生きていけるということは離婚率の上昇にも繋がり、
少子化に拍車をかけた。この結果、革命前のアルバザードは少子高
齢化社会であり、社会福祉などに大きな亀裂が生じていた。　セレ
ンは少子高齢化を食い止めるため、婚姻率と出生率の増加を図った。
それにはフェミニストらが推進する女性の社会進出が障害であった。
セレンは女性の社会進出を制限し、マスメディアを利用して女性は
結婚して子を産み育て家を守るのが美徳で洗練された生き方で幸福
な人生だと洗脳した。　その一方で、女医など特殊な職業において
敏腕を発揮する有能な女性については革命前よりもむしろ積極的に
社会進出させた。つまり有能な女性にはどんどん社会に出てもらっ
て、男社会が牛耳っているような業界（例えば日本でいう医師や政
治家など）にどんどんメスを入れるようにしたわけである。反面、
凡庸な一般女性には昭和の日本と同じくどんどん２５歳くらいまで
に結婚してもらい、子供を産んでもらうことにした。　２０１３年
現在の日本では晩婚化や少子化が深刻な問題である。女性は社会進
出したとはいえ、その程度は中途半端であり、医師や弁護士や政治
家といったいわゆる上流階級の職業では圧倒的に男性比が高く、せ
いぜい中小企業でようやっと女性が増えてきたという程度である。
本当に有能な女性の力を必要とする上流階級は未だに男社会で、そ
れ以外のわりとどうでもいいふつうな階級までしか進出していない。
しかしその中産階級の人数が多いため、結果的にロクに社会進出で
きない上に晩婚化や少子化まで真似ているという、ルーズルーズな
状態になっている。　革命前のアルバザードも日本と同じで、上流
階級では特に既得権益者の抵抗が強く、女性が社会進出するのが難
しい状態にあった。セレンはそこにメスを入れた。有能な女性には
どんどん上に行ってもらい、男社会を打ち破ってもらうことにした。
その一方、特に有能というわけでもない中産階級の女性たちには家
庭的になってもらい、少子化を食い止めるよう働きかけた。
minalet  ［政治］ミナレット　［レベル］４　古　［文化］　アルバザードにおけ
る民主主義政党。メル暦 201年、ミナリスという女性が提唱した民主
主義を実現するために作られたレジスタンス組織としてつくられた。
230年ごろ立憲君主制下の選挙制度を認めさせ、各国に民主主義を伝
えた。しかし規模の拡大のため内部対立が生じ、almina, aminal, alaiv
などの多数の政党が分離独立した。本体は levalenに党名を変更。ア
トラスの宗教禁止の風習に従い、205年ごろより活動を開始したアル
ティス教に度々弾圧を加えた。250年、minalisはアルティス教の始祖
シオン＝アマンゼと一騎打ちの末相打ちとなる。そしてミナリスの
息子ファウスが党首となる。260年、アデュの大虐殺を決行。多数の
アルティス教徒が獄死する。290年、ミナリスの息子ファウスとシオ
ンの娘マルテが一騎打ちの末相打ち。ファウスの息子アルファウス
が後を継ぎ、アルマスト派の首領アフレインを殺害。その後アルティ
ス教との力関係が拮抗したため、295年アルティス教徒への虐殺停止
要求を受諾。同時に選挙によりアルティス教に議席を与える。300年、
アルティス教と停戦。同年、アルファウスがアルバ 17世を廃位し王
政廃止して副王に就任する。310年、政治闘争によりアルファウスは、
マルテとアフレインの子ユレット。アメリと戦い相討ちとなり死亡。
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320年、著しい政治腐敗によりユレットとアメリの息子ミロク＝ユ
ティア率いるアルティス教の政党の一派イルミロク党に座を奪われ
る。同政党が選挙制度を廃止し、独裁政権を作ったため、ミレナッ
トは滅亡した。
minif  ［言語］無相　［レベル］４　20　［語法］　相のない相。行為無相と状
態無相がある。 
mine  ［生物］［植物］花粉　［レベル］３　13:制 :minahoeから　【用例】　mine 
t'axte at milm ka jan e xial. 春の花粉が街角に舞った。
minet  ［哲学］実体　［電算］実体（エクセルなどの）　［反意語］elmet　［レベル］
４　20:main/te
minerako  ［医療］花粉症　［レベル］３　19　【用例】　an til minerako var 
axte. 春になると花粉アレルギーになる。　total pita si fet on mine
rako ant. どの薬も自分の花粉症には効果がない。
miv  時間、一時間、６０分　［レベル］２　19　［文化］　(meltia 4)メル
ティアがアトラスにおける１日の長さを２４時間に分けた。アルミ
ヴァの１２神が昼夜で２周するように分割したためである。ここか
ら１２進法の考えが生まれ、分と秒についてはより細かく刻むため、
１２との公倍数である６０に定めた。また、円の一周をさらに細か
い公倍数である３６０°に定めた。　【用例】　im wel miv via 何時頃、
何時ごろ　miv 12 fei 34 jin 56 t'eram 午前 12時 34分 56秒
mivn  ［ユマナ］幼稚園、保育園　［レベル］３　13:制
mivnan  ［ユマナ］幼稚園生、園児　［レベル］３　20

mivjien  ［名詞］短針、時針。時計の。　［レベル］２　19

mivl  ［生物］膣　［レベル］３　rd;↓　13:制 :古 :mivaloo（子供の管）
mivlkuta  ［医療］クスコ、膣鏡、クスコ式膣鏡　［レベル］５　rd;/　23　［文化］
　最古のものは zgであり、現代と同じようなくちばしの形をしてい
た。　【用例】　lat mivlkuta a mivl クスコを膣に挿入する
mivlfaiz  ［医療］膣炎　［レベル］５　19

mivlmaneer  ［生物］［医療］膣分泌液、膣分泌物　［レベル］５　rd;/　23

mivladis  ［法律］膣刑　19　［文化］　女子の極刑。膣に杭を刺し、３０分
おきに振り子付きのハンマーで杭を突く。平均５～７回で死に至る。
浮気の回数に応じてハンマーの力を弱める。回数や人数が多い場合、
ハンマーは弱くなるため、致命傷を負うまでに５回以上かかる。結果、
死ぬまでの平均回数が伸びる。ショック死する例も多く、その場合
は比較的楽に死ねる。不名誉な死に方という点で強姦刑に匹敵。夫
殺しと不貞が重なったときに適応。
mivlag  ［経済］時給　［レベル］４　20　【用例】　mellab le fit mivlag falti 時
給が高いバイト
miva  ［親族］娘　［類義語］lantia、lanon　［反意語］noi　［レベル］２　古 :子供
　［文化］　noi

miva,f  yulian, yuli　saal;mi/vi「神の力」。子が欲しいと望んだ以上、
fの時点でできていなければおかしい語。
mivat  ［交通］大通り、幹線道路、アルミヴァ通り　［レベル］４　19:armi
va/font（アルミヴァ通りのような道）　::le kan　［文化］　アルミヴァ通
りのような大きな道。日本にはアルミヴァ通りほどの大きさのもの
はないが、日本でいうなら例えば国道１号や京都１０条、岡山ブルー
ラインや国道２号、名古屋駅周辺の４車線道路などを指す。アルナ
はカルテを中心とした円形都市である。カルテを中心としてそこか
ら十二本の道が出ている。カルテの同心円上には建物が並び、十二
本の道路とほぼ直角に接している。上空から見るとフロッピーディ
スクやレコードのような模様を描いている。アルナは住民が住む住
宅街側と、企業や学校などがある側に分かれる。上記の通り、これ
らは十二本の道と横に接している。住宅街は更に一戸建てと集合住
宅に分かれる。一戸建ては一戸建同士で集まる。集合住宅もそうで
ある。
mivakuian  ［卑語］娘ファッカー、クソ野郎　［レベル］５　19:古の mivakui
（子供喰い）と同じなので古でもいいかもしれない　［語法］　通常 miva
kui。マザーファッカーに相当する悪口。
mivas  ［天文］mirser　［組み数字］８/８　［レベル］４　lsd;miva "faimiva" 「火
の子」。ミニシリウスという意味。　21
mival  ［単位］ダース　［レベル］３　21:armiva/古 palala

mivain  ［アイテム］ミヴァイン　［レベル］５　古 :mivain。小説版アンクノッ
トではミバイオという名。ミバイオはミヴァインに似ているが関係
なく、毒を持つ剣であることから、ＦＦの毒の魔法バイオを取った
もの。　［文化］　セレンが物語の中盤で使用していた剣。切ると敵に
毒を与える。
mivainliifa  ［天文］デネブカイトス、ディフダ　19:ridia/seren/mel　［文
化］　セレンがヴェミを封印した際、ヴェミの目をミヴァインで貫き、
デネブカイトスにミヴァインごと突き刺した。
mivik  ［名詞］殿方　［反意語］mimin　［レベル］３　21

mive  ［動物］ひな、雛　［動物］鶏のひな、雛、ヒヨコ、ひよこ← femmi
ve　［名詞］初心者、ビギナー、卵、たまご、駆け出し、見習い、みな
らい　［俗語］小さいうちだけ可愛い白人種の子供。混血種の多いアル
バザード人からすると純粋な白人種は成長が早く彫が深く、子供の
うちは大人びて綺麗で可愛いが、すぐに老けてしまうようにみえる
ことから。差別語。　［レベル］２　15:制 :mivkto（子供の鳥）　［擬声］　
piyo（ぴよ）
mivet  ［形容詞］自然な、非作為的な　［類義語］ladl　［反意語］vuul　［レベル］
３　21:mi/古 vu/te　［語法］　ladlは天然という意味。mivetは作為的で
ないという意味。
mivetkea  ［魔法］自然回復　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

mivetyuoasa  ［言語］自然動名詞　［レベル］４　21　［文化］　iva

mivetyuoayua  ［言語］自然分詞　［レベル］４　21　［文化］　iva

miveyu  ［言語］孤立語、孤立語的　［レベル］６　19

mif  ［名詞］無意識　［動詞］yulを気にしない、気にしない、意識しない　［副
詞］無意識に、自然と、ふと　［文頭純詞］思わず　［反意語］nap　［レベル］２　＠ 19

mifnam  ［生物］自律神経　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt:自分で制御でき
ない神経　【用例】　mifnam es avix. 自律神経が参っている。
mifnamanver  ［医療］自律神経失調症　［レベル］５　21

mifbena  ［名詞］おもらし、失禁。mifbezと比較。　［レベル］２　19

mifbez  ［医療］失禁　［レベル］３　19

mifl  ［動詞］yulといちゃつく、いちゃつく、イチャつく、イチャイチャ
する、べたべたする、ちちくりあう　［レベル］３　19:古 :milfso（ミル
フのようにする）　【用例】　lot total e lfis ant, len tu et nil alka xel an 
mifl hatia xiial. hoomiti e min fiana alxa et ca mirok da. 人生の中
で好きな人とイチャついている時間がやはり一番幸せだった。現実
の女の柔らかさに勝るものはない (seren arbazard)
mifiima  ［感動詞］お久しぶりでございます　［レベル］３　古
mifov  ［医療］ジスキネジー、不随意運動　［レベル］６　19

mim  ［動詞］yulを aまで下げる、下げる、さげる、下がる、下にやる、
降りる、おりる、降ろす、おろす、沈下する、振り下ろす、降る　［自
然動名詞］下降　［地学］沈下　［生物］委縮、萎える。勃起の反対。　［経済］
反落→ baltmim　［類義語］met　［反意語］nek　［レベル］２　19:恣意　::mok:yu
kulu,alt, hotalu,alt（雨が降るの降る）　［語法］　met

mimteeze  ［気象］颪、おろし→ walteeze　［レベル］６　rd;/　24

mimfaal  ［気象］日暮れ、夕暮れ、日没　19　【用例】　i nekfaal a mimfaal 夜
明けから日没まで　an aktat hacn im mimfaal. 夕暮れ時に友達と会っ
た。
mimat  ［美容］ノーパート　21

mimag  ［言語］無声、無声音　［レベル］６　19

mimagen  ［音楽］エアーリード、無簧　21

mimalfaal  ［天文］日没帯食　21

mimalel  ［経済］下げ相場　22

mimaemars  ［医療］乳糖不耐症　［レベル］５　19:もちろんラクターゼがゼ
ロではない。
mimi,alt  lemi
mimiko  ［名詞］ホッカイロ、カイロ、懐炉　［レベル］３　rt;mimi/ko　22　［文
化］　南部のアルティア人が発明した。なぜエルトア人や北部アルティ
ア人でなかったのかというと、中途半端に暖かいところのほうが家
屋が冬仕様でなく冬寒いため。アルバザードのアルティア人にも広
まり、現在では国中に普及している。腹、腰、手首、足首、足の裏、
肩甲骨辺りによく貼る。貼るタイプが一般的だが、持つ、塗るなど
もある。
mimikuom  ［言語］ザマス口調、ざます口調　［レベル］４　rd;/　23　［文化］
　やたら名詞や動詞に miを節操なく付ける人間の口調。上流階級を
揶揄したものであるが、アニメやマンガの表現として定着している
だけで、実際の上流階級の人間でそのような喋り方をする者はほと
んどいない。　小説などにおいては mimikuomを使うキャラは大抵嫌
味な上流階級の人間で、mimibeema（ザマスババア）などと卑下され
ることがある。
mimin  ［名詞］ご婦人　［反意語］mivik　［レベル］３　21

mimibeema  ［言語］ザマスババア　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　mimiku
om
mimian  ［遊女］［代詞］lena　［レベル］４　23

mimiia  ［遊女］［代詞］lenan　［レベル］４　23

mimom  ［形容詞］不安定な　［経済］ボラリティ　［反意語］xamom　［レベル］３
　21
mimomkoplet  ［音楽］ディミニッシュコード　［レベル］６　21

mimoza kulnors  ［人名］ミモザ＝クルノース　21　［文化］　kaoxist kulnors
　ファミイの母親。当時の当主。
midyussou  ［丁寧］あなた様、あなたさま、ご主人様　［丁寧］［形容詞］～様。
前置。　［レベル］２　21

mida  ［形容詞］聖なる　［反意語］venx　［レベル］２　f;e　赤　mida:mida:mi
da　［語法］　聖とは複合的な概念で、「生、健康、善、神、ポジティブ
な感情、自愛、平安、愛、純潔、信心深い、欲望に乱されない悟り、
羨望、人の幸福を祝う」などの比率が高いものをいう。　邪は逆に「死、
病気、悪、悪魔、ネガティブな感情、迫害、不安、恨み、不浄、不
敬虔、欲深い、妬み、人の不幸を喜ぶ」などの比率が高いものをいう。
　神の性質を持ったということについては midaと別個に扱われるこ
ともあり、特に axmidaという。というのも、神にもろくでもないも
のがおり、悪魔にも善なるものがいるためである。逆に悪魔性の高
いものは alvenxという。つまり axmidaは善とは関係なく単にそれが
神の性質を持ったという意味であり、alvenxは単に悪魔性を持ったと
いうだけの意味である。
midan  ［悪魔］ミダン　［生物］天枢　［レベル］４　meltia 0:midan;mida/n　
ridia:古 :デームスに指小辞を付けるのは不適切としてネーミングセ
ンスを非難されたリディアがその場で泣き出してしまい、自分の評
価を下げたことで問題となった。　［文化］　聖の魔法を司る。ソーム
とは同格だがグループが違い、ヴァルテの下。悪魔ヴェンシートと
対立する立場にあるが、友好的。ヴァルテの部下。白人系美少女の姿。
聖を司る。明るい。ヴァルテを慕う。ヴェンシートと仲が良い。　
ミダンは鳥の翼のような白い光の翼で飛び去った。彼女の翼は白く
美しい。これは白鳥の翼のようである。彼女が通る道で、白い羽が
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多く舞い、白くぼやけた線が残る。　準惑星セレス（ケレス）を司る。
midanowa  ［生物］［医療］［魔法］正気、せいき　［反意語］venxnowa　szl;/　24

midafrei  ［アイテム］聖剣、聖なる剣　［レベル］４　17:制
midaig  ［経済］不課税　［レベル］５　rd;/　23　［語法］　daigsed

midis  ［魔物］ミディス（聖竜）：第六十九天：聖の衛天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:mida/fretis　［文化］　聖属性の飛竜。飛竜の中で一
番小型。馬くらいしかない。素早さは風竜に劣るが、風竜は長距離
を走れないため、機動力においては竜族最強を誇る。ヒュート国の
ブリーダーの間では雷竜と交配が進み、小型で早く知能の高い竜が
作られた。コーマはこの混血種にさかのぼる。
midishakt  ［天文］エニフ　19:ridia/seren/mel　［文化］　封印されて暇に
なったミディスが、テーティスを呼び、どちらが早いか競争しよう
じゃないかと言いだした。マルカブの丘まで競争しようと言って走っ
たところ、テーティスに敗れた。では今度はあのホーマムの谷まで
いこうと言ったが、これも負けた。悔しいミディスは距離を伸ばし、
あのエニフの岬までいこうといったら、ようやく勝つことができた。
midiswaka  ［天文］マルカブ　19:ridia/seren/mel　［文化］　midishakt

midisuil  ［天文］ホーマム　19:ridia/seren/mel　［文化］　midishakt

midil  ［建築］バリアフリー　［レベル］４　vl;mi/dolkon.xik　23

midiit  ［地名］ミディート　［レベル］４　古（kakoでは？）　［文化］　メテの
使徒オキニスの支配地。
midiit(2)  ［アトラスの国家］ミディート　［レベル］３　古？ kako？　［文化］　面
積：2793861.451525 km^2
midol  ［地学］滑石　19:hoomi/dol

midud  ［物理］無重量　19

mig  ［植物］穂　［レベル］４　古
migl  ［植物］タデ、たで、蓼　［レベル］４　高 :mig（実が穂のように見える）
　［文化］　migltren

migltren  ［娯楽］蓼の刑　20:ridia　［文化］　rdでテオロンがやっていた
遊び。カードゲームなどで、負けた人が蓼を食べさせられる。
miglasl  ［化学］シュウ酸、蓚酸　［レベル］６　19:ridia/seren。古アルカ
では特に名前のない行為だった。　［文化］　rdで migltrenをしていた
テオロンを見て、リュウは「なぜ蓼は罰ゲームになるような味なの
だろう」と考え、分析したところ、シュウ酸を見つけた。
miga  ［植物］カリフラワー　［レベル］３　15:制 :minigesi

migart  ［形容詞］無料、タダの、無料の、フリーの　［反意語］xagart　［レベル］
３　19:ilmus:ridia
migartsinsol  ［名詞］無料番組　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

migartpsel  ［名詞］フリーマガジン、フリマガ　［レベル］５　al;/　24

migartleist  ［名詞］フリーペーパー、フリペ　［レベル］５　al;/　24

migola  ［料理］ノンカロリー　［レベル］３　21

mipoti  ［形容詞］符号なし　vl;/　24

mipotipalet  ［電算］符号なし数値　vl;/　24

mipentant  ［丁寧］pentant　［レベル］３　21

mib  ［動詞］yulにこだわらない、こだわらない、気にしない、構わない、
かまわない　［反意語］nav　［レベル］３　＠ 19　【成句】　an mib total. どうなっ
てもいい。どうでもいい。なんでもいい。
miba  ［俗語］女のクソガキ、クソガキ　［レベル］２　古 :miva/卑音 b

mihalil  ［人名］ミハリル　20　［文化］　(yuuma 4906:5491(5109:5491))メル
テナ後期のレスティル王。
mihink  ［医療］無汗症　［レベル］６　19

mihim  ［生物］無性、無性体、無生物　［レベル］４　23　［語法］　luniは生
物でないという意味。mihimは性別がないという意味。
miyu  ［動詞］yulを alに変える、変える　［普通動名詞］変化、変態　［数学］変数、
代数、元（げん）。プログラム上の変数は kofel　［反意語］xal　［レベル］２
　f;e　古　miyu:miyu:miyu:milu,alt　［語法］　複合語の場合、～を変え
るでなく「～になる」、「～化」の意味になるので注意。変化の複合
語においてはベンゼン化とか気化のように、「何を変えるか」でなく
「何に変わるか」が重要であるため、「～を変える」の意味は持たな
い。　副詞の場合、前はそうしてなかったが、今は変化してそうなっ
たという意味。　【成句】　miyu xir 100 sel avenel. 変化は最低百日を
要する。何事も結果を焦ることなく最低百日は続けなさいという意
味 (seren arbazard)　【用例】　miyu nim al imel 色を黄色に変える　an 
xir miyu. 変化が必要だ。
miyu(2)  ［生物］小さな丸めた手、拳　［類義語］baog　［レベル］３　sm;miyu,
alt.hem　22
miyu,alt  baog
miyuka  ［名詞］転換点、ターニングポイント、変化点　［レベル］４　19　【用
例】　tu emat miyuka e lfis ant. それが私の人生の転換点になった。
miyusan  ［数学］方程式　［レベル］４　19　［語法］　変数を含む等式のこと。
　【用例】　tamiyukohafmiyusan 二元一次方程式
miyusanfixt  ［数学］解→ fixt　［レベル］４　19

miyusanfel  ［数学］方程式論　19

miyusafkam  ［生物］変温動物　［レベル］４　19

miyuna  ［形容詞］革新的な　［レベル］４　19　［語法］　革命を起こすような
強い変化を望む場合は izna。
miyudol  ［地学］変成岩　19

miyugart  ［経済］変動制、変動額　19:ridia:arbaxelt

miyuhet  ［娯楽］ミユの尻尾　［レベル］６　21:miyuは ridiaのこと　［文化］
　『キャッツアイ』に相当するアニメ。
miyulots  ［電算］シフトキー　［レベル］３　20

miyualx  ［数学］変数。プログラム上の変数は kofel。　［レベル］４　19

mir  ［法副詞］～してください。前置。　［類義語］sant、myun　［類音］mi　［レ
ベル］１　19:古 :丁寧の miに命令の reが付いたもの。mi re xante（返
事してください）のように使っていた。　:::sant,hy　［語法］　re　前置
すること。mirを省略した言い方より丁寧。　【用例】　mir axt お書き
ください。
mir(2)  ［言語］mの文字　［レベル］１　14:制 :論理　［語法］　第８文字目の
幻字。
mir(3)  mi/or　19

mir(4)  ［人名］クミールの略称　［組み数字］２８/２８　［レベル］１　制
mirt  ［形容詞］［ポジティブ］貞操の固い、身持ちの固い、おかたい　［反意語］
almirt　［レベル］４　19:xion:kmiirteeze（クミール風な）　［語法］　アル
バザード人は貞操をよしとするので、貞操が固いはポジティブにな
る。ネガティブな意味で「お堅い」を特に示す語はない。逆に反意
語になると必ずネガティブになる。
mirx  ［人名］ミルシュ　［組み数字］６/６　［レベル］３　19:古 :arxiv:神の声
　［文化］　ヴァノンの６番目。アルテとの交信を担当。
mirxlil  ［化学］イリジウム　19

mirs  ［動詞］yul（議題など）を論議する、論議する、論戦する、討論する、
討議する、論争する、議論する　［論理］議論、論議、討議、討論、論
戦、舌戦　［レベル］４　14:制 :miir　［文化］　tal　アルバザード人にとっ
て論議は非常に重要な概念であると同時に、その様式は地球のどの
国にも似ない特殊なものであるため、理解は極めて難しい。　まず、
彼らは議論することを好む。小さなことであっても、急いでいても、
戦いの寸前であっても、議論することを好む。　次に、議論は常に
相手の考えを認める方向性で進める。この点でアメリカや中国やフ
ランスと似ていない。相手の意見の良い部分を見つけ、自分の意見
を修正していくというのが大前提で、この流れは『夢織』などの小
説にも見られる。つまり、アルバザード人は始めから自分の意見が
完全に正しいと思っておらず、自分の意見をよりよくしようという
観点で話をする。　一方、自分の意見を間違えだと認めることもフ
ランス人と逆で遥かに多く、同時に相手の意見を正しいと認めるこ
とも極めて多い。ところがここで勘違いしていけないのは、正しい
ことと信念とはまったく異なるということである。アルバザード人
は「なるほど。君が正しいようだ。しかし僕はそう思わない。じゃ
あ戦闘開始といこうか」ということを平気で言い、戦いを開始する。
アメリカ人から最も離れた様式であろう。「客観的にそうである。そ
れは納得した。しかし主観的にはそう思わない。だから僕は僕のた
めに戦おう」という倫理観の持ち主で、主観が重視される社会であ
る。そのわりに社会を構成するときは公共の福祉を最優先するなど、
日本人には理解しがたい面を持っている。　なお、お互いの立場を
議論しあわずにいきなり戦うことは極めてエレガントでないとして
嫌われる。どんな場合でも相手と自分の事情を確認し、客観的に理
解しあった上で、「でも主観的には僕らは敵だよね？」ということで
喧嘩を始める。客観上の理解を省略して戦うと、蛮行とみなされる
点に注意。　＜相手の発言をつなぐ＞　また、議論をしているとき
に、欧米人は相手の言うことを最後まで聞き、日本人や中国人は勝
手に喋りだす傾向があるが、アルバザード人はどちらでもない。静
かに頷きながら最後まで聞くか、そうでなくば相手の言葉を予想し
て、その言葉を相手に投げる。特にオチの部分でそれをする。要す
るに相手の話を奪ってオチを言う行為である。話の結論を相手が言
おうというそのときに、聞き手がオチを言う行為で、これはイギリ
スなどでは非常に無礼な行為とされるが、アルバザードでは「相手
の話をよく聞いて理解したからこそ結論を自分で導けた」ことをア
ピールする行為としてむしろ歓迎される。　＜タブー＞　絶対にやっ
てはいけないのは、「相手の話をさえぎって自分の主張を通す（言っ
た者勝ちという姿勢）」「大声で威嚇する」「やじる」である。日本の
国会答弁が悪の見本で、蛮行とみなされ、相手にされなくなる。　
夢織で詩姫とギメル（厳密にはこれらはアルバザード人ではないが）
の交渉を見てもわかるが、さっきまで戦っていた相手であっても礼
を尽くし、相手の意見を遮らず、やじらずに聞き、相手の意見を正
しいと認める。その上で利害が一致しなければ交渉決裂というだけ
のことであり、議論そのものは友好的に行われる。
mirsfel  ［論理］論議学　［レベル］５　rd;/　24　［文化］　→ lei e miir　
rdでできた学問体系で、セレンが始祖。セレンは論理と論議を個別
に考え、論理を言語でいうラング、論議を言語でいうパロールと位
置づけた。　論理学は理論としての学問で、論議学は実際の議論に
関する実践的な学問である。　セレンはそれらを使徒に理解させる
ために『ミールの書』を著し、前半の理論編では論理学を、後半の
実践編では論議学を扱った。
mirsab  ［論理］議題、論点、問題点　［レベル］４　20

mirser  ［天文］プロキオン　［レベル］６　19:ridia/seren/mel:kmiir/seren
　［文化］　クミールの誕生日とセレンの誕生日の間ごろに南中する星。
同じ年だがクミールのほうがメル暦では早生まれなので、mirserの
語順。アルシェとソーンのルシーラの間にあって橋渡しをしている
ことから、アシェットの成立、すなわち和平の象徴とされる。星座
としては dolkern座にある。
mirna  ［名詞］沈着冷静　［レベル］３　22:「クミールの心」
mirverant  ［医療］情緒不安定性パーソナリティ障害、情緒不安定性人
格障害　［レベル］５　vl;kmiir/verant　23:mel

mirfaan  ［化学］フルオロメタン、フッ化メチル　19

mirmel  ［歴史］神代。創世記からラヴァスまでの神の時代の総称。　［レ
ベル］４　rd;/　19:mirok/mel　［語法］　feme
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mirgi  ［人名］ミルギ　［組み数字］１/５　［レベル］３　古 :mirgil（神の金）
　［文化］　evanjelin liizel　リーファ隊の１番目。女性。財政を管理
した。几帳面。ルティア人で、アルナ大でミロクのひとつ下。
mirgisel  ［ユマナ］月曜日　［レベル］２　19

mirgil  ［人名］ミルギル　［レベル］５　古　［文化］　アルバ１世のときの召
喚省長官。ギル貨幣の統一を行った。
mirgilil  ［化学］フッ素　［レベル］４　18:制
mirgilia  ［経済］中央銀行　［ユマナ］日本銀行、日銀　［レベル］４　21:mirg
il
mirliifa  ［天文］カノープス　19:ridia/seren/mel　［文化］　クミールの
生まれたころに南中（＝アルカでは０時に真南を通過すること）す
る星だが、アルバザードからはほとんど見えない。クミールはメティ
オ生まれだが、北緯３５°のメティオだと、１９８０年１２月２７日
と１２月２８日のほぼ０時に、南の地平線に南中する。クミールは
１月８日生まれだから、少しずれている。　アルバザードからは国
の最南端でかろうじて確認できる星だが、メティオ生まれのクミー
ルを指すにはふさわしく、メティオからなら観察できる。ルティア
も首都からは観測できない。唯一メティオのみがカノープスを観測
できる。
mirlejemme  ［色］薄紫　［レベル］３　19:クミールの紫
mira  ［ユマナ］神殿、神社、寺、仏閣、堂、お堂、モスク、シナゴーグ　［レ
ベル］３　19:mirokra

mira(2)  ［化学］フルオロ　19

miratan  ［化学］フルオロアルカン　19

mirakad  ［地球の国名］カンボジア　［レベル］６　19:国旗にアンコールワッ
ト
miras  ［被服］法衣　［レベル］５　zg;mirok/sabe　24

miran  ［宗教］教会、ミラン　［レベル］２　20:mirok/ra（神の家）　［文化］　
アルテ教で神を祭った建物。サルト教など他宗教にも引き継がれた
が、各宗教によって建築様式や内容は異なる。アルティス教も教会
を持ち、現在ではアルティス教の教会を指す。　アルテ教では神の
家と考えられたため、時代を追うごとに豪華絢爛な造りとなっていっ
た。家といってもキリスト教と異なり別荘のイメージで、神が常に
そこに住んでいるわけではないとされる。というのも、各都市や町
に教会があったためである。なお、サルト教では各教会に固有の神
がいたため、教会は別荘でなく家と考えられた。　アルテ教などの
ころはサリュは商業用途に使われたため、教会としての役割を果た
していなかった。教会は商工会やサリュの近くにあり、信者の洗礼
や各種儀式などを執り行っていた。商工会とのつながりがあったた
め、現在の役所のような事務手続きをすることもあった。また、ア
ルテ教が拡大すると、銀行の役目も追うようになった。　教会の従
業員のことを miranda（司祭、神父）と呼ぶ。教会の仕事は彼らが執
り行っている。
miranda  ［宗教］司祭、神父、牧師、プリースト、ドルイド（ドルイド
教の神官）、祭祀、オウンガン、ラビ　［レベル］２　20:miran/lantis

mirafil  ［地名］ミラフィル、ミラフィル島、神橋島　［レベル］５　tm;mir
ok/rafl「神の橋」。神の島とアルカットを繋ぐ島であることから。　
23　［文化］　フィーリア島とイネアートの間にある島。イネアート領。
miragalt  ［ユマナ］鳥居　［レベル］４　19

miralit  ［名詞］品行方正　［レベル］３　22:「クミールの丁寧さ」
mirok  ［名詞］神々、神、神様、かみさま　［生物］非霊科。アマット（超
ドメイン）のうち、アテンに属するものから lan（霊科）を除いた神
科・悪魔科・魂科３科の総称。　［レベル］２　f:elt;e 元は自分たちを
他の動物と区別するための自称で、「我々」程度の意味。やがて神の
一族を表わすように。　赤　mirok:mirok　【成句】　olta tu si yutia az 
たとえユティアがあろうとなかろうと：良い意味で「たとえ何が起
ころうと」：革命時の教徒による言葉。ユティアという性があろうが
なかろうがという意味。tuは「その mirokという言葉」を指す。「ミ
ロクと言ったら「ミロク＝ユティア」のことを言ってるのか、神の
ことを言ってるのか分からんよ」――「かまうものか。どちらにせよ、
神様だ」というような会話から生まれたもの。
mirok t'arka  ［名前］アルカの神、ミロク・タルカ　［レベル］４　rd　制　［文化］
　カルディアとユマナにおいてアルカに関わった人間の運命を決定
し左右する神。主にセレン＝アルバザードとその周囲の人間の人生
と運命を采配する。ユマナと rdのセレンが制ごろに自らの思念で創
り出した神。災厄ばかりに見舞われた彼らはしかして自分の人生が
アルカの視点で立つと合理的に運んでいることに気付いた。自分や
周りの人生が犠牲になってでもアルカにとっては常に好都合な状況
が起きていた。そこで彼らは世界にはアルカの神がいて、自分及び
周囲の人間はこの神によって采配されているのではないかと考えた。
この念慮によって具現化したのがアルカの神であるが、この神は固
有の名前を持たない。単にアルカの神と呼ばれる。　アルカの神は
複数の世界線におけるセレンらを支配する。例えばこの辞書を書い
ている今のこのセレン＝アルバザードの人生が失敗してアルカ発展
の途上で自殺したとしても、それはその世界線において失敗したに
すぎない。２０１２年現在ではアルカの神視点において、この世界
線は正常に進んでいる。しかし今後もこの世界線がアルカの神にとっ
て理想の結果を弾き出すとは限らない。この世界線は失敗に終わり、
志半ばでセレンは死ぬかもしれない。だが別の世界線ではセレンは
アルカを大成させ、アルカの神は彼を操りアルカを育て上げさせて
いる。　　離婚をしたことも身体を壊して仕事を変えたこともセレ
ンの人生で見ればマイナスで不幸なことだが、アルカにとっては好
都合な結果になっている。　明らかにアルカの神がセレンの人生を
犠牲にして、その代わりにアルカを進めさせた結果である。セレン
は無神論者だが、アルカの神の存在だけは信じている。あることが
起こればそれはアルカにとって必要なことであり、あることが起こ

らなかったらそれはアルカにとって必要でなかったことである。自
分の人生がどう進むかはアルカの神が決めている。たとえ事故でも
不幸でも失敗でも賭けの外れでも、アルカにとって必要なら起こり、
必要でないなら起こらない。　だがそれに絶望してセレンが途中で
投げ出して自殺すれば、それはその世界線のセレンがトゥルーエン
ドまで行けなかっただけのことであり、アルカの神の采配が間違っ
たわけではない。ただ単にその世界線のセレンが根性が足りず、人
生が詰んだと諦めるのが早かっただにすぎない。　別の世界線では
いずれかのセレンがトゥルーエンドを迎えている。ただ、恐らくそ
のセレンは相変わらずアルカに支配され、不幸な人生を歩んでいる
わけだが。　　なお、この神については制のころからこのように呼
んで自覚していたが、文書化したのは３１歳の誕生日である。
mirokkern  ［企業］ミロクケルン　［レベル］４　21　［文化］　ＡＮＡ、ＪＡＬ
に相当する企業。
mirokxant  ［被服］絶対領域　［レベル］４　21

mirokvol,fv  mirokbolt　tm;/

mirokdaiz  ［政治］神聖なる王、王権神授、王権神授説　［レベル］４　19　［文
化］　アルカでは、神から授かったという意味合いでは使わない。王
がいまだ神の血が濃く残っており、偉大であるため、王としてふさ
わしいという意味合いで使う。絶対王政のころ使われた。
mirokgarma  ［歴史］［軍事］第一次世界大戦、ミロクガルマ　［レベル］３　22:
ミロクが引き起こした戦争
mirokbolt  ［名詞］天罰、天誅、人誅、仏罰、鉄槌、ミロクボルト　［類義
語］haizenbolt　［レベル］３　sm;/「神の鉄槌」<mirokvol.l,fv　23　［文化］
　tmから vlまでは神による制裁のこと。特にハイゼンによる天罰は
rdで haizenboltとされた。　vl以降はミロクによる粛清や制裁のこ
とを主に指す。ミロクの思想に反したものに下る罰。のちにセレン
＝アルバザードが彼の思想を受け継いだ。　人誅という訳語は「天
が制裁をしないのならば俺が鉄槌を下す」というミロクの精神から
来た言葉。　【用例】　an arat mirokbolt a laabe. 私はあの愚か者に鉄槌を
下した。　la yuvat mirokbolt del tifl tank milen eft. 彼は窃盗によ
る手首切り落としの罰を受けた。
mirok yutia  ［人名］ミロク＝ユティア　［レベル］２　古　［文化］　→ yuulia 
arka　(300_380)レイユ時代におけるアルバザードの副王。300年 dias
el、アルシオン派の２代目リーダーアメリとアルマスト派のリーダー
ユレットの下に生まれる。ユティアの姓は、両親が双子であるとい
う近親相姦の事実を隠すために両親から与えられたもの。310年頃、
アルティス教と政権与党ミナレットの抗争により両親が他界。アル
ティス教系政党イルミロク党を立ち上げる。320年、ユーリア＝アル
カの死が決定打となり、革命を起こす。独裁政権を樹立し、親衛隊リー
ファを用いてミロク革命と呼ばれる強権的改革を実行。国内におい
ては徹底した粛清と思想統制を行い、最強のアルバザード軍を用い
て惑星アトラスの全ての国を間接支配するに至る。345年、ルシア＝
エニークとの間にアリシアを設ける。368年、アリシアとの間にアル
テナを設ける。380年他界。享年８０歳。　＜本人像＞　身長１７２
ｃｍで体重５８ｋｇと中背で痩せ型。茶色い髪と瞳を持ち、やや黄
色がかった白い肌を持つ。幼少期の容姿は少女のように美しく、青
年期は線の細い美少年だった。　体形どおり神経質で過敏なところ
があり、体は決して強いほうではない。しかし気は人一倍強く、争
いごとが絶えない。　子供のころから魔法が使えたが、母親に禁じ
られていたため、細腕で喧嘩をしては負けていた。正義感が非常に
強く、公平を尊び、悪には決して屈しない。　青年期になると容姿
と地位のせいでモテまくるが、ユーリア＝アルカに一途であり、ア
ルシアを授かるまで貞操を貫く。　それでもユーリアへの思いを一
生持ち続けた。　【成句】　hal saal, mol elt, seel luus, an del mirok yutia 
xa. 空にエルト、地にサール、その間に私ミロクがいる：天上天下唯
我独尊
mirokizm  ［歴史］ミロク革命　［レベル］３　19:ilmus:ridia　［文化］　→ yuul
ia arka　　＜旧版＞　　　メル３２０年にアルバザードから始まった
革命。社会再建、社会悪の排除、アルティス教の浸透が目的。実行
者は時のアステル、ミロク＝ユティア。　　ミロクはレイユの腐っ
た社会を改善しようとした人である。徹底的に社会悪を排他し、ア
ルティスの教えに従うアルティスの世を築いた人である　　その行
動は急進的で独裁的、そして妥協を許さないものであった。彼は神
が自分の味方をすると信じて戦った。絶対に崩れない敬虔さを持っ
ていた。そのため、どんな残酷なことでも革命的なことでもためら
うことなくできた　　ミロクは社会悪を徹底的に排他するために、
社会が不便になっても構わないと考えた。堕落した人間は享楽に慣
れているから享楽がないと不便でつまらないと考える。ミロクはそ
ういう人間を悪として排他し、慎ましい生活を送る者だけを生かし
た　　ミロクの目的はこのように、綺麗な社会を築くことであった。
だから革命は主に政治と法に関するものである。つまり、社会制度
の見直しが主なものである　　　ミロクは選挙政治を撤廃した。独
裁政治の始まりである　　ミロクは敬虔なアルティス教徒であった。
その志は素朴で純粋である。ただアルティスの教えに従って世の中
を変えていった。社会悪を徹底的に排他するためにミロクは独裁政
治を行った　　敬虔なアルティス教徒による政治であるから、利権
がらみの独裁政治というよりは宗教政治といったほうが適切かもし
れない　　ミロクの時代は選挙がなく、ミロクと志を共にする敬虔
な教徒たちによって政治が行われた。彼らはみな敬虔で、自分たち
の敬虔さに絶大な誇りを持っていた。彼らは一切利権を得ようとは
せず、ひたすらアルティス教の世の誕生を夢見て革命を断行した　
　彼らは私利私欲に溺れるどころか私財を投げ打って革命に心血を
注いだ。特にミロクは最も敬虔で、質素な暮らしの中に幸福を見つ
けようとした　　ミロクは国民に対し、「私は全ての国民に私以上の
生活を約束する」と述べた。そしてミロクは進んで質素な暮らしを
した。革命が終わるにつれてミロクの約束は実現化されていった　
　　ミロクの時代は恐怖政治である。だがそれはアルティスの考え
に背く者、悪人にとっての恐怖政治である。宗教政治であるため、



189 mirokizmmirokizm
アルティスに従う敬虔な信者にとってはこれほどの理想郷はなかっ
た　　ミロク以前は現在の日本やアメリカを更に退廃させたような
社会であった。敬虔なアルティス教徒はその社会に耐えかねていた。
社会悪を何としてでも排除しなければならないと考えていたため、
ミロクの台頭は彼らには望ましいものであった　　ミロクは全ての
国民から歓迎されていたわけではない。アルティスに敬虔であるほ
どミロクを歓迎し、堕落した人間ほど非難した。そしてミロクは堕
落した人間を捕まえて収容した。そして世の中から自分の反対者を
消していった　　この急進的な動きに嫌悪感を示した人間も政治犯
として収容された。敬虔なアルティス教徒でもミロクに反対すれば
収容された　　ミロクはそういった信者を収容するのにためらいが
なかった。アルティスの世を速やかに合理的に築こうとする大業を
邪魔立てする者は偽の信者であると規定したからである。偽の信者
であれば守る必要はない。収容所行きである　　・対外政策　　　
アルバザードは世界一の強国であった。その軍隊をミロクは掌握し
た。ミロクはその軍隊を使って周辺諸国を従えていった　　アルバ
ザードだけを厳しく規制すれば堕落した人間は周辺諸国に逃げる。
それは予想済みであったため、ミロクは軍隊の掌握と同時に周辺諸
国の掌握を始めた　　ミロクは各国に存在する敬虔なアルティス教
徒たちの団体に内乱を起こさせ、国内事情を不安定にさせた。それ
と同時に中枢部に圧力をかけ、アルバザードと同じ制度を取るよう
にさせた　　それに逆らえば当該国の政治家を軒並み殺害するとい
う旨を伝えた。そして実際に従わなさそうな連中は予告なしに大量
に暗殺した。所詮は自分可愛さの政治家たちなので暗殺を目の当た
りにした彼らはミロクに恭順した　　ミロクはまず、周辺の小さい
国から恭順させていった。その後、勢力を拡大しながら大きな国も
恭順させていった。逆らえば徹底的に軍事力で潰す。それを見た国
は恐怖のため、従わざるをえなかった　　ミロクは周辺諸国が連合
を組むと厄介だと考えたため、諸国が連合を起こす前に素早く動き、
数日のうちに邪魔な国は全て掌握した　　しばらくすれば連合も立
てられないくらいの状況になった。主な国がアルバザードに恭順す
ると、残った国は抵抗なく、或いは自分から進んで恭順してきた。
ミロクの徹底的なやり方を恐れたためである　　こうして全土がア
ルバザード化したため、堕落した人間は逃げ場を失った。そもそも
逃げようとする人間を囲うのは難しい。小さな穴があればそこから
抜け出してしまう　　小さい穴が開かないように日々気をつけるく
らいなら、逃げ場を先に焼き打てば良い。逃げたい場所を先に潰せ
ば良い。そうすれば小さい穴に気をとられなくてすむ。どうせ小さ
い穴など塞ぎきれないのだからこちらのほうが得策である　　尤も、
これはアルバザードには逃げたい場所を潰すだけの力があったから
こそできた方法である　　＜革命考察＞　　・革命の新旧　　ミロ
ク革命が最初に作られた時は制アルカの時代で２００３年前後だっ
た。この時期に突然ぽっと出て湧いたわけではなく、それまでにア
ルバザードの現代社会を築いた背景設定というものはいくつか存在
した。そういったものを集めて一人のミロクという巨人を作り、一
つの歴史的事件としたものがミロク革命である。　当時のアルバザー
ドはまだ架空の世界という色合いが強く、現実的にありえる形とい
うよりもむしろ理想の社会としての意味合いの方が強かった。それ
がだんだん年を追うごとにカルディアという世界が細かく作られて
行き、それとともにリアリティーが重視されるようになっていった。
リアリティーが重視された結果、ミロク革命も同時に理想の社会を
築き上げた革命という視点からヴェレイの悪政をできるだけ改善し
ようという方向性にシフトしていった。　このシフトは２０１０年
頃に完了した。というのもこの時期にイルムスの執筆を行っていた
ためである。２０１０年を境にミロク革命を新旧で分ける。　旧版
は理想の社会を描いてこうだったらいいのになあという結果から物
事を考えていった。それに対して新版はヴェレイという社会があっ
て、その社会に何を働きかけたらどう変わるかという視点で作られ
ている。　またアルバザードが１位の経済大国かつ軍事大国である
という前提を覆さないような社会を作る必要がある。　理想の社会
では食べ物に困れば神様が施してくれて戦争もなく犯罪もない世の
中というのが実現できる。ところがリアルに考えていくとそんな社
会は当然存在するわけなく、より痛みの少ないよりベターな社会を
築くという考え方に変わっていく。それが新版の特徴である。　　・
旧版の無理なところ　　例えば旧版では夜間外出禁止令というもの
があり、犯罪率を減少させるために夜間の外出を制限していた。こ
の社会では夜外に出ることができない。そうなると当然外食産業は
大打撃を受ける。またそれよりもさらに深刻なのは物流業界である。
夜の間に高速道路や一般道を使って商品を運べないとなると、昼の
間に全てを運ぶことになる。これでは例えば道路だけで考えても夜
はガラガラで昼は混み混みということになり、非常に非合理的であ
る。運ぶのに時間がかかるということはそれだけ人件費がかかると
いうことで、商品の価格に上乗せされる。ところがそう簡単に商品
の価格に上乗せすることはできないため、まず最初に人件費が削ら
れる。そうすると小売業や物流業がまず初めに被害を受ける。日本
のように２４時間どこかしらの業界が働いているという状態の方が
例えば道路だけ見ても利用効率がよい。　道路というような目に見
える具体的な例だけでなく、例えば電気にも同じようなことがいえ
る。電力会社からしても夜間の間国民が全く電気を使わないのでは
困る。基本的に電気というのは蓄えが効かないか或いは蓄えること
が苦手なので、夜作った分は夜使ってほしい。またエアコンや待機
電力等の関係から夜間に全く電気を作らないわけにはいかないので、
その間稼働を止めるということはできない。そういうことを考えて
も電力会社からすれば、できれば２４時間押し並べて同じぐらいに
電力を使ってほしいものだ。だが現実的にそうはいかないので、夜
間は昼間より電気代を安くするという仕組みをとっている。昼間と
夜間の電力消費量の差が小さければ小さいほど電力会社は楽ができ
る。というよりも、そもそも昼に集中して異様にたくさんの電気を
使われる方が困る。そういうわけで、例えば風俗業なり小売業なり
物流業なり夜間営業している店舗があるというのは、こういった電
力会社のような業界でも歓迎されることである。　このように、目
に見えるところと目に見えないところで夜間の経済活動というのは

無視できないほど影響力が大きく、これを全面カットするというの
は、少なくとも経済大国であるアルバザードにはできない。　　車
についても同様である。車なんてない方がそもそも交通事故が発生
しないので安全な世の中だということになる。事故がないのは素晴
らしいことではないか。それは誰もが思う。ところがでは実際に車
が走っていないとか或いは人と完全に分離された場所しか走れない
というような社会で経済が回るだろうか。トラックはスーパーの店
舗まで荷台を付けないと商売にならない。住宅街を一般車両が走れ
ないとなれば当然車業界は潰れてしまう。　例えば日本で考えて、
住宅地のような狭い道路を一切車が走れませんよということになっ
たら、車を持つ人は今よりさらに激減し、トヨタ等は大損害を受ける。
潰すわけにもいかないので、単に日本から撤退するだろう。もとも
と日本の企業であるにもかかわらず完全に日本を切り捨てて、工場
も外国のみにし、資本を海外に移すだろう。となれば当然日本の
GDPは下がるわけで、これと同じことがアルバザードでも起こりう
るわけだ。　アルバザードが世界一の経済大国だという前提がある
のならば、どうしてもこういう車というものを切り離すわけにはい
かない。たとえ事故で誰かが被害を受けようとも、現在のようなあ
り方が結局のところ一番アルバザードを発展させるということにな
る。アルバザードが小国であれば車のない社会も作れるかもしれな
いが、世界一の経済大国という前提がネックとなりどうしてもこの
ような案を受け入れることができない。　新版では具体的にどうす
るかというと、例えば車道と歩道と自転車道をできるだけ分離する
とか、ＧＰＳと連動して今車が時速何キロ制限の道路を走っている
かを自動で読み取りその速度以上は出ないように機械の側で制限を
するとか、交差点のところにＡＲを設置しておいて曲がった先が見
えるようにしておくといったパッチを当てるのが精いっぱいである。
　ギャンブルにしても同様で、煙草にしてもそうで、これらは社会
悪であることはわかっているのだが、これらがもたらしてくれる経
済効果というのは非常に大きく、無視できるものではない。　　・
旧版がモデルにした北欧型社会は小国に適するということ　　最近
よく北欧型の社会が取りざたされるが、実際に北欧型の社会という
のは小国で成立するシステムであって、アルバザードのような大国
でこれを実行することは難しい。というのも、北欧型のシステムで
は経済大国であることを維持できないためである。ここでいう北欧
というのはスカンジナビアはもちろんのことデンマーク等も含む。
　例えばこのデンマークのだが、デンマークは確かに格差の少ない
社会ではある。しかしそれは皆が平均して金持ちということではな
く、どちらかというと日本人から見れば皆が平均して小貧乏という
ような発想に近い。実際にこのタイプの社会をよく見てみると、上
に行こうとする人間を邪魔しようとする圧力がものすごく強い。自
由で格差の多いアメリカ等と比べると、特に明らかな傾向として現
れてくる。北欧というと人柄が暖かいとか優しいというイメージが
あるが、実際住んでいたリディアからすると評判程ではなく、やは
り当然のことながらいじめ等は存在するし、むしろ上に行こうとす
るとか目立とうとする人間を押さえつけようとする力は強いそうだ。
北欧全体の傾向としてヤンテのルールに代表されるような概念が存
在する。これは通常デンマークなど北欧社会を賛美するときに引き
合いに出されるものだが、悪く言えば出る杭は打たるということだ。
　こういう国では、医療制度が非常によく、ほとんどタダで医療が
受けられるというような喧伝がされることがある。実際に医療費が
かからない国というのは存在する。ところがよく調べると、見ても
らうまでに何週間もかかるとか、診察は無料だが薬代は非常に高い
といった現実が見えてくる。　結局のところ日本は格差社会かもし
れないが、具合が悪くなった日に飛び込みで医者に診てもらおうと
思って病院に行ってもたいていはすぐ診てもらえるという点では
ずっとマシである。数千円で見てもらえて薬も同様に数千円程度で
もらえる。救急車を優秀ですぐ来てくれる。日本の医療問題はしつ
こい程取りざたされて、救急はもう駄目だのフランスはもっと少な
い救急車の台数でどうにか回しているだのと言われるが、確かにあ
る側面だけ見ていると日本は駄目かもしれないが、詳しく掘り下げ
て調べていくと結局外国は日本が維持している便利さを捨ててその
代わりに別の便利さを得ているというだけだ。どの国も持っている
パイは同じで、どのように切り分けているかの問題にすぎない。日
本が手薄になっているところは別のある国が厚くなっていることが
あるだろうし、逆にその国で薄くなっている部分が日本では手厚い
ということは当然考えられる。　そう考えていくと要するに理想の
社会など存在しないわけだ。どこを切り捨ててどこを痛めるかとい
う話でしかない。従って作りうるアルバザードというのはより痛み
のないベターな社会というものでしかない。　　もちろん北欧型が
小国でしか機能しないことは旧版でも知識としては知っていたわけ
だが、理想の社会ではその矛盾を無視できるため、ご都合主義で通
していた。　　・一人の英雄がいても一億の目にはなれない　　旧
版ではミロクという巨人がいれば全てがどうにかなるものだという
風潮があった。だがもしミロクが軍隊と同じくらい強い個人で、毒
殺も何もできないぐらい強い人だとしても、理想の社会を築くのは
不可能だ。というのも、ミロクは末端の国民一人一人にまで目を向
けることができないからである。ミロクが賢人で勤勉で精錬潔白だ
としても、国民は彼の目がないところではサボる。確かに彼は思い
通りにならない人間を始末することができるが、一人一人を見て回
ることはできないし、どんなに教育して意識を革命しようとしても、
ミロクのように鉄の清廉潔白さを持った人間というのは早々でき上
がるものではない。まして全ての国民をそうするというのは全くもっ
て現実的ではない。　ミロクは確かに強いかもしれないが、だから
と言って一人で何でもできるわけではない。例えば一人でビルが作
れるか、辞書を書き上げることができるか、社会インフラを全て作
ることができるか。できるわけがない。末端の作業員も必要だし、
それを管理する現場監督も必要だし、その事業を行う会社も必要だ
し、その事業所に勤める社員も必要だし、その事業を束ねる役所も
必要だし、その役所に勤める役人も必要になる。そしてミロクはそ
れら全ての人々を毎日チェックするわけにはいかない。結局ミロク
がどれだけ清廉潔白な人間であっても、汚職や非効率は避けられな
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い。　サボっている人間を見せしめに殺しにしたところで、それで
はミロクが見ている時だけ頑張ろうという風潮しか作らない。むし
ろそんな見せしめをすればモチベーションは下がってしまう。恐怖
で押さえつけても結果的にペイしない。　　・経済大国に格差はつ
きもの　　格差社会は悪だと言われるが、少なくとも経済大国にお
いては格差社会は必ず存在する。格差社会をなくそうとすると、ど
ちらかというと経済力の弱い国になる。格差社会をなくすこと自体
は可能なのだが、なくした結果待っているのは、皆が平等に貧乏な
社会である。誰か或いはどこかの企業が勝ち組になってその国の経
済を牽引していくというのが現実なので、経済発展をすればするほ
ど勝ち組の企業は潤っていくという実態がある。その結果、当然そ
こに努める人間の給与は上がり、それでも下請けは安くこき使われ
るので、格差はどんどんと開いていく。ところが皮肉なことに、こ
のような国で暮らしている末端の人間にとっては非常に暮らしにく
いにもかかわらず、国全体でみると経済力は強くなる。いくら日本
の派遣労働者らが搾取され消費が冷え込んでも末端の環境が改善さ
れない理由のひとつはここにある。　韓国もそうで、2010年頃の韓
国というのはサムスンがものすごく強い力を持っている。サムスン
が韓国政府に納めている税金というのは日本のソニーの比ではなく、
企業規模も全く比ではない。そしてこのサムスンの業績により、韓
国の技術力や経済力はサムスンがない状態に比べたら遙かに向上し
ている。では韓国人一人一人の経済はよくなっているかというと、
依然としてそうではない。　経済大国では強い企業や強い個人がい
て、その牽引者が勝ち組となって格差が生まれる。アルバザードも
経済国であるならば、どうしても格差は存在することになる。問題
はどうやって経済大国であることを維持しながらできるだけ格差を
小さくするかというところにある。それはヤンテのルールのように
上を落とすというやり方ではなく、下を上げるというやり方でなけ
ればならない。　　・少数の経済学者の意見だけを参考にするのは
危険　　税金を上げて公共事業に回すという考えがある。こういう
ことを言っている経済学者というのは多少いる。ところがむやみに
税金を上げると資本が国外に流出してしまう。特に法人税を上げた
場合に顕著である。また、消費税のような内需型の増税を続けると、
地続きの国はすぐ隣国に移住できてしまうという問題がある。例え
ばアルバザードの場合はすぐ隣のケートイアに逃げることができる。
これを防ぐこともできるが、それでは北朝鮮と変わらず、その状態
で世界一の経済大国の地位を維持するということは不可能である。
　何を言いたいのかというと、具体的な少数の経済学者の意見を参
考にすると思想が偏ってしまうので、日経新聞や各種経済誌から広
く薄く参照した方が偏りにくく、アルバザード制作の役に立つとい
うことである。　　・現実的な新版　　つまるところ新版のミロク
革命は旧版にあったような理想の社会をほとんど実現できておらず、
現代の日本やアメリカといった経済大国の少し改善した現実的な社
会という程度に過ぎない。　旧版は世界自体にオリジナリティがあ
るので世界そのものの創造が創作活動になったが、新版では社会そ
のものが現実的で現実に似ているため、どちらかというとその社会
をどう使ってどんな小説や物語を作るかというところに重点が置か
れる。　２０１０のイルムス再制作において、カルディアの重要性
はアルカを圧倒してしまった。ところがリディアはカルディアはそ
もそもアルカという人工言語を成立させるための背景としての意義
が大きいという点に回帰し、全体の制作におけるアルカのウェイト
を向上しようと考えた。その折にカルディア自体がリアル指向になっ
たことも重なって、今回の新版が生まれた。　　・地球にペグしだ
した新たな理由　　またリディアの思惑はもう一つあり、それは教
育である。いくらアトラスが架空の世界であるといっても現実的に
は地球で使用しているわけで、あまり現代の地球とアトラスが乖離
してしまうと、特に子供の教育という面において問題が発生する。
大人は理屈でアトラスと地球の違いを理解できるかもしれないが、
子供はそうではない。例えばこのメル 21年にもすでにルシアは「ど
うしてウチの周りにはカルテンがないの？」や「どうしてお母さん
は夜遅くに帰ってくるの？でかけちゃいけないんでしょ？」などと
いう旨の発言をしており、大人を困らせている。　rdのような神話
の時代ならともかく、少なくとも現代社会はある程度地球に似せて
おかないと今後まずいことになりそうだということがわかってきた。
制アルカの時代はアシェットが地球でアルカを使うので地球とある
程度社会を似せる必要性があったが、成員はみな大人だったため、
現実と架空を区別することができた。ところが子供に教えていくと
なると話は別だ。アイデンティティーに組み込む以上、あまり架空
の話を組み込ませてしまうとその子の将来に問題が発生するため、
あまり突拍子もないことは吹きこめない。そういう事情が出てきた
ため、制アルカの時代とは別の意味で地球にペグする必要性が出て
きた。　そもそもセレンは子供がアルカを母語とすることにも反対
なため、これ以上カルディアで汚染することは子供の将来によくな
いと考えている。あれは芸術として使うから面白い。自分の意思で
入ってきたわけではない子供を巻き込むべきではない。リディアは
逆に植え付けたい派だが、現実と架空の設定の矛盾に娘が混乱して
きたことが原因で考えを修正して新版に至る。　　・ひとつの世界
で架空もリアルも　　とはいえカルディアは非常に創作活動の場と
しては度量が広い。というのも、バリバリのファンタジーをやろう
と思えばそれは rdまでの時代で可能であるし、逆にバリバリのノン
フィクションをやろうと思えば、それは現代を使えばよい。時代を
分けることでどのような創作活動にも対応できるという点で、カル
ディアは非常に便利である。 　　・多様性のある現実的な
社会　　新版というのは多様性を認めた社会に過ぎない。現実的な
ことを考えてくだらない人間やくだらない業界という存在を肯定し
つつも、何が社会的に良くて何が上流階級かという考え自体は変わ
らない。つまり今まではレインのようないい子ちゃんしか存在でき
なかった社会だったが、そうでもない人間も存在できるという風に
なったに過ぎない。　旧版の価値観では mayuはともかく ganoといっ
た位相を具体的にどのような人間が使うのかというのが謎であった。
不良の女の言葉だというのは分かっているのだが、旧版の厳しい社
会ではそのような人間は存在できない。いい子ちゃんばかりが存在

し、いい子ちゃんばかりが再生産される社会だから、実際どのよう
な層が ganoに落ちるのだろうと疑問に思っていた。そもそもそうい
う女が存在しない理想の社会というのを想定していたので、ではこ
の位相は何だったのかという話になる。　新版ではそういうくだら
ない人間も含めてリアルな世界なので、そこにはレインのようない
い子ちゃんもいれば、ギャルのようなくだらない人間もいる。つま
り世界は多様性を見せたということだ。だからといって今までの価
値観が覆さられるわけではなく、レインが上流階級のお嬢様だとい
う点は変わらない。またレインの性格自体も変わるものではない。
彼女は彼女で昔同様、お嬢様のいい子ちゃんで世間知らずだ。対し
てそうでない人間がいるという話に過ぎない。このほうが世界は広
がりを見せ、創作の場としては使い勝手が良い。　　自分の好むタ
イプの人間しかいない世界は心地よいが、それが現実的かというと
そうではない。現実的な架空かという点すらも怪しい。　また、そ
もそも全員がいい子ちゃんだと、いい子ちゃんが当たり前で何の価
値もなくなってしまう。悪いものがあるから良いものが引き立つと
いう考え方もある。　結局のところ、作り手側がここ１０年程度で
少年の考えをできなくなってきたのだろう。思春期を過ぎると何か
と現実的に考えてしまう。　ただ、それでもまだこんなものを作っ
ているのだから、リアルファンタジーという価値観自体は大人になっ
ても維持したようだ。　　・思惑　　新版ができた経緯についてリ
ディアの思惑はすでに述べた通りだが、セレンの思惑としては世界
に多様性を持たせることで作ることができる作品の幅を広げるとい
う点がある。今までの制度だと、例えば夜のシーン一つ取っても夜
間外出禁止令等があるため、色々と行動や時間が制限される。不良
や悪人がほとんどいないという設定も、小説等を書く際にはそうい
う人物が必要なシーンもあり、たびたび不自由を感じてきた。良い
ものだけでなく悪いものも存在する世の中の方が現実的だし、良い
もののありがたみも実感できるし、何より作品の幅が広がる。　今
まで作品を作ってきて感じたのは、良い世界ではあるが窮屈で狭量
だということだ。そういう意味で旧版のカルディアは必ずしも作品
を作りやすい舞台とは言えなかった。レインのような旧版の価値観
を体現したキャラクターは依然として作ることができるため、世界
は単純に広がりを見せたと言ってよいだろう。　　また現実的に考
えると、リディアが子供たちにカルディアを押し付けない可能性が
ないので、ならばせめて子供たちがまともな価値観を持つように、
アトラスと地球をなるべく近づけるというのも本意であった。この
件については結果的にリディアと意見が完全に一致したため、比較
的円満に事が進んだ。　　・免責　　旧版の社会だと、ミロク革命
の正義をよしとする人間には理想の社会に見えるが、そうでない人
間には非常に窮屈でつまらない世界ということになる。作り手側は
この社会を使って作品を作っているので、読者がもしこの社会その
ものの仕組みがよくないと思っていたら、たとえその小説が面白い
にせよ面白くないにせよ、いずれにしても社会の時点で面白くない
と感じてしまうだろうなと考えた。そしてそれは非常にもったいな
いことだなと考えてきた。もしここの社会が現実とそんなに変わら
ないとすれば、その地球と大差ない社会システムに当然気に食わな
いところが読者それぞれあるだろうが、それでも現実と同じである
ならばわざわざ作り手に不満が向くことはなく、作り手側としては
免責を受けることになる。　簡単に言えばこういうことである。十
代の少年がアルバザードの社会を見たときに、夜出歩けないのは非
常につまらない文化だと考える。一方新版の社会では青少年でもあ
る程度の時間までは外に出ることができる。そのせいで当然旧版に
比べて治安は悪くなる。不良に対して不快感を示す読者は当然いる
だろうが、それは現実と変わらないため「ああ、どこでも悪い奴っ
ているんだな」という程度にしか考えない。少なくともそれが現実
と同じである限りは、夜間外出禁止令のように「わざわざそんな設
定を作るなよ」と作者側に不満を感じることはない。現実と同じく
そういうものだろうと考えるため、作り手側には免責となる。　作
り手にとって何が良いのかというと別に決定的に良いわけではない
のだが、旧版のような癖の強い社会であるがゆえに「社会の時点で
この小説を読みたくない」と思わせることがなくなるという点で助
かる。　　●アルバザードが首位から転落しないワケ　　もしアル
バザードを日本と同じように滅ばせたいのなら、日本と同じシステ
ムにしただろう。だがアルバザードは世界一の強国だ。しかもアメ
リカのような新参と違い、長年に渡って一位を維持してきた。　ア
ルバザードが首位を維持できたのは学問や研究を疎かにせず、高尚
なものに注力してきたからである。革命家の力が弱まるとすぐ人間
の弱い心が易きに流れて低俗なものが流行るが、そのたび革命家が
現れ、低俗＞高尚だった世の中を高尚＞低俗に戻してきた。　その
結果アルバザードは高い技術力等を誇り、他国に対して常に優位な
立場にいることができた。もし革命家が現れなければ、ローマ→フ
ランス→イギリス→アメリカと首位が渡っていったように、アルバ
ザードも一位から転落していたことだろう。　地球には魔導師の革
命家がいないのでカルディアの革命はできないが、カルディアには
魔法があるのでできる。だから地球の見方で「その革命はしくじる」
と言うのは適切でない。　この国の革命は毎回世界を巻き込んで世
界規模で世の中を変えるので、どの国にも「革命コスト」がかかる
ため、アルバザードの優位性は揺らがない。　また、アルバザード
の技術を盗んで追いつくことはできても、きちんとした素地がない
まま表面だけ盗んだ者に追い越すことはできない。　　●ミロク革
命はなぜ支持されないか　　セレンの周りでミロク革命に賛同する
のは共同制作者のリディアしかいない。制作者以外に革命に賛同し
た者を見たことがない。メルも「お兄ちゃんがそう言うなら支持する」
という条件付きだし、５歳の紫亞は無条件に洗脳されていて自発的
な賛同ではないし、ほかの使徒やネットユーザーにいたっては賛同
すらしていない。特に後者の中には明確に批判してくる者もいる始
末である。　なぜこの腐りゆく日本などの先進国を改善するカンフ
ル剤が称賛を浴びないのか不思議でならない。たいてい、やりもし
ないうちに「そんなのうまくいくわけない」だの、「その方法では変
わらないか元に戻る」だのといった批判が来る。　セレンの父親の
世代が若いころには理想に燃えて革命を口にしたものだそうだが、



191 milsaajmirokizm
最近の若者はこの腐りゆく国で理想すら求めず諦めて思考停止して
いるように思える。やりもしないうちに否定したり、うまくいかな
い理由ばかり探している。巧くいかないなら力づくで巧くいかせれ
ばいいだろう――と若者らしく考えないのが不思議でならない。「最
近の若者は本当に正義感も理想に燃える熱い心もなく、ネガティブ
で、『無理だ無理だ！』から入るペシミストばかりだな」とがっかり
する。革命のような暴力的な解決策や独裁主義を何か根本的に悪い
ものと勘違いしていないか？彼らを見ていると独裁主義や社会主義
と聞くだけで無条件に悪とか失敗とか決めつけているように見える。
特段自分で体験したり熟考したわけでなく、学校やメディアに洗脳
された通りに脊髄反射しているように見える。総じて苦労していな
い人間、苦汁をなめさせられたことのないぬるま湯生活の人間ほど、
体制側につくものである。見ていると苦労知らずで現実で辛い思い
をしたことのない浅薄な人間ほど、ミロク革命に賛同しない傾向が
ある。　持つ者が持たざる者を虐げ搾取する現代日本では、持たざ
る者は刃を以って持つ者を粛清すべきだ。そうした決起を各所で群
発させることでしか、持つ者を脅かすことはできない。既得権益者
が持たざる者の嘆きを聞いて既得権益を捨てると思うか？ねーよ。
既得権益者どもは自分の身に危険が及ばない限り決して既得権益を
離そうとはしない。暴力は悪いことだ？馬鹿を言うな。それは体制
側が奴隷をこき使うための洗脳にすぎない。決起しなければ持つ者
は持たざる者が死ぬまで搾取しつづけるではないか。持たざる者が
決起して集団で持つ者を脅かさない限り、既得権益者は既得権益を
捨てようとはしない。話し合いで既得権益者が既得権益を捨てると
思うか？絶対ないね。もしそんなことが起こるなら、既得権益者が
身の危険を感じたときだけだ。だから暴力、最低でも交渉に使うた
めの暴力的背景は必要悪なのだ。そのことがなぜ今の日本人には分
からない！？なぜミロク革命を支持しない！馬鹿なのか？体制側の
都合のいい洗脳教育にいいように洗脳されて搾取されていることに
慣れきった豚どもが。　特に若者が質悪い。この世代は選挙もしな
いし自分たちの国が滅ぶのが分かっていても勉強もしない。四当五
落なんていう言葉はもはやこの世代には死語だ。この国の若者がす
べきことは老害の排除と次世代の育成だ。このまま少子高齢化を維
持していたら国は滅ぶ。老害の既得権益を引剥がし、安楽死センター
を作って積極的に安楽死を導入して高額な福祉・医療費問題を解決
し、若者に金と職を回し、同時に女は一部の有能な人間を除いて社
会進出だなどと女のくせに生意気なことを言わずに黙って結婚して
子を産み育てなければならない。そうしないと国が滅ぶのは明らか
なのに、しようとしない。それどころかその解決策や革命の理想に
賛同すらしない。本当に動くべきは若者なのに、その若者が動かない。
　選挙は実はすべきでない。今のシステムだと老害に勝てないよう
にできているからだ。むしろすべきはテロだ。若者が数千万人単位
で集まってテロを起こせば、いくら背景に国家があろうとテロは成
功する。このままだらだらと国が滅ぶよりは、よほどテロを起こし
て一度この国を焦土と化しても不死鳥のように復活させたほうがよ
いのだ。腐った国は一度壊して作りなおさなければならない。今の
日本は手を怪我した者が手を切断したくないと喚いた結果、化膿が
腕にまで及んでいる状況だ。このままではいずれ膿は全身に至って
腐り落ちる。それならいっそ強硬手段を取って痛い思いをしてでも
改革をすべきなのだ。それがミロク革命なのだが、牙を抜かれた今
の子供たち、そして牙なんぞとうに欠けた大人たちにはそれが分か
らないらしい。　思うに、ミロク革命というのは頭の良い人間で、
体制側に反感を持ち、タカ派で、合理的で未来の再生のために目の
前の痛みに耐える根性があり、子供のように純粋で、体制側の作っ
た洗脳に惑わされず自分で考える力を持ち、熱い心を持った人間に
しか理解できないのではないだろうか。　今の日本人は冷めた目で
ミロク革命を浅はかな子供が考えた幼稚なソリューションと斜に構
えて格好つけているだけだ。最近の人間はイヤに斜に構えてニヒル
を気取っていないか？熱く革命に燃える人間に冷水を浴びせて「そ
んなの無理だ、うまくいきっこない」と笑って見せることで自分の
ほうが大人で冷静だと見せかけて格好つけていないか？そう、今の
日本人はそうなのだ。そしてこれは今に始まったことでなく、ここ
数十年でどんどんひどくなっていることなのだ。恐らくこの文章と
同じようなことを７０年代にも考えていた人がいただろうし、今後
何十年か経って見たときに「こんな昔からセレンさんが現代と同じ
ことを言っていた！」と驚く未来人がいることだろう。　そう考え
ると、結局どの時代にも熱い奴はいるにはいるし、それを冷めた目
で斜に構えて自分では何もしないくせに批判だけはいっちょまえの
奴が大勢いるのは変わらないのだろう。どの時代もそういう構成で、
セレンらのように正義と理想に燃える人間は少数なので理解されな
いし、賛同もされないのだろう。　とはいえ、セレンの父親の代に
比べて今の若者は更に考えなくなっていることは事実で、このまま
いけば未来人の時代には更に事態が悪くなっているかもしれない。
いつの時代も若者を嘆く声はあるが、少なくとも戦後の苦労知らず
世代の範囲では、どんどんひどくなっているのは体感的に事実だ。
　ミロク革命が理解されないのは、苦労知らずでなく、頭の良い人
間で、体制側に反感を持ち、タカ派で、合理的で未来の再生のため
に目の前の痛みに耐える根性があり、子供のように純粋で、体制側
の作った洗脳に惑わされず自分で考える力を持ち、熱い心を持った
人間が少ないからだろう。多くの苦労知らずのお坊ちゃんは体制側
だからこの腐った社会に疑問を抱かないし、虐げられている下の人
間はこれだけ深く世の中について考えるだけの頭がない。セレンや
リディアのように上層で頭が良いのに体制側に靡かないようなごく
一部の人間しかミロク革命の良さが分からないのだろう。まったく
嘆かわしいし、甚だ愚民どもの無理解が不快だ。　【用例】　hai, es yuu 
xam van mirokizm sei. selan memir alka ovaen ridia o xia xam mirok
izim siina kont alt so elf tu sin a. それにしてもなぜ誰もミロク革
命に賛同しないのだろう。リディアや紫亞のように最も親しい人は
賛同してくれるのだが、ほかは誰もしてくれない。
miros  ［動詞］yul（神など）を崇める、崇める、信仰する、崇拝する　
［類義語］xar、soks　［レベル］３　zg;mirok/so「神する」　23　［語法］　宗教的
な意味で信仰すること。

mirofa  ［料理］ノンカフェイン、ノンカフェ、デカフェ。ちなみにデ
カフェは厳密にはノンではない。　［レベル］３　21

miret  ［形容詞］理論的な　［反意語］sonet　［レベル］３　21:miir/te

miretartfel  ［魔法］理論魔法学　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

miretek  ［料理］ダージリンティー、ダージリン　［レベル］３　19:melidia 
axte:クミールの紅茶　［語法］　メテから輸入される。ルティアやアルバ
ザードで広く飲まれる。香りが強く、香料好きのクミールに愛飲さ
れたため、この名がついた。
mires  ［名詞］言論　［レベル］４　rd;mirs/rens　24

mireslang  ［政治］［哲学］言論の自由　［レベル］４　vl;「言論の権利」　24

miren  ［地学］ジルコン、風信子石　［レベル］５　19:mida/ren　［文化］　聖
の魔石。また、名前が似ていることから、女性軍曹への昇格のプレ
ゼントとして贈られる。　無色透明のものはノアを大量に重合でき
る。
mirei  ［音楽］メロディー、メロディ　［レベル］２　21:miks/rein（歌の流れ）
mireirein  ［音楽］メロディーライン　［レベル］４　21

mirul  ［化学］フッ化物　19

miz  ［植物］茎　［レベル］３　13:制 :minazopl

mizari  ［人名］王女ミザリィ　［名詞］一日、日　［類義語］sel　［レベル］３　
20:ridia:lt　［文化］　smのルティア女王。一日のうちに規則的に４人の
人格が入れ替わるという奇癖を持っていた。人格はそれぞれ flavie
(lilia), kaltie(reiyu), lexie(lamia), xelie(lanla)という名を持っていた。
朝は４時から１０時で、朗らかなフラヴィエ。昼は１１時から１５
時で、快活なカルティエ。夕方は１６時から１９時で、物憂げなレ
シエ。夜は２０時から４時で、物静かなシェリエ。　その現れ方が
規則的だったため、ルティア人は一日の区分を彼女たちの名を使っ
て表すようになり、その習慣はやがてアルバザードにも伝わった。
　一日の区分をするのに falim, xelimの２分法では大雑把すぎ、faar
の６分法では細かすぎるという欠点がある。また、６分法はきっち
り４時間ずつだが、主観的には朝昼夕夜の長さは異なる。生活リズ
ムを考えるとこの４分法は使いやすい。
mizo  ［地学］［動物］サンゴ、珊瑚　［レベル］４　lakta

mizoka  ［地学］さんご礁、サンゴ礁、珊瑚礁　［レベル］５　19

mizodol  ［地学］霰石　［レベル］６　19

miwasp  ［被服］袖なし、袖無し、ノースリーブ、ノンスリーブ　［レベル］
３　rd;/　24
mil  ［格詞］なぜなら、なぜならば、なので。弱原因。　［レベル］１　rd;
<mil,lt（なぜならば）　19:man　pin:pin:mil　［語法］　基本的に女性語だ
が、後続する語句が節でなく語や句の場合、男性でも milを用いる。
　【用例】　non xat ra mil cate lunak xial im toxel. 昨日は嵐が街に来た
ので家にいた。　an xat ra mil esk. 雨だったので家にいた。
mil(2)  ［名詞］刹那　［名詞］--記号、ダッシュ記号、--、ダッシュ。静
寂や間を示す。　［類義語］foni　［レベル］２　古 :mil（刹那）← milsaaj
（刹那の虚無）　【成句】　xi mil 一瞬で　【用例】　im mil del leevik al atol
as アトラスに帰る刹那
milt  ［格詞］～すればするほど　［レベル］２　13:制 :milett（踊りあがる）　【用
例】　milt salt 年々　an siina em la milt akt. 会う度に彼女のことが好き
になる。
miltdaig  ［経済］累進課税　［レベル］５　rt;/「（金を稼げば稼ぐほど払う）
税金」　23
miltak  ［生物］天宗　［レベル］６　21:「腕のせいで（胃が痛い）」の意味。
ＰＣなどをやって腕を前に出し続けるとここが凝って膏肓や隔兪に
まで至り、胃痛になる。
milte  ［形容詞］形式的でない、ざっくばらんな、インフォーマルな、柔
らかい　［反意語］hont　［レベル］３　20:hoomi/te（柔らかな）
milk  ［料理］ココア　［レベル］２　lakta:｢ ミルフの好きな飲み物 ｣
milko,szl  xan、rul、yuliet　<> myulkota

milx  ［名詞］叶わない願い　［動詞］yul（かなわないこと）を願う、願う、
希望する、～だったらいいのにな　［法副詞］～したかった、～したい
のに、～したいのにできない、～だったらいいのにな　［副詞］～して
おきたい、～しておきたかった　［レベル］２　17:制 :古 :milp←myulaap「無
い願い」　【成句】　milx dajna お世話になります　【用例】　non milx nan 
art sen yun ridia lutia nya. リディア＝ルティアみたいに魔法が使
えればいいのに。　an tilat milxel tian im kaian. 大学生のうちに彼女
を作ればよかった。　non milx kest tis luna elf. 明日になんてなら
なければいいのに。
milxe  ［魔法］ミルシェ、体力　［レベル］５　20:古 main/alxe（体に関する
もので、どんどんなくなっていくもの）　［語法］　envelen

milslax  ［電算］フレーム、コマ　［芸術］コマ→ tems　［レベル］５　20:刹那の
場面　［語法］　アニメーションなどのフレームのこと。マンガのコマ
の場合は temsともいう。
milsaaj  ［名詞］ミルサージュ、刹那の虚無　［名詞］グレゴリオ歴における、
存在しない３１日と３０日のこと。例えば１１月には３１日がない
ので、３１日がミルサージュに当たる。２月は１９，３０，３１が当
たる。グレゴリオの場合、３１なはずなのにこの月は３１日がない
という感覚で捉えられ。ない日に焦点が当たってミルサージュと呼
ばれるため、欠如詞として使われる。　［レベル］５　古　［文化］　メルの
誕生日が１１月３０日生まれだか１２月１日生まれだか分からない
ことから、その狭間の零時に生まれたと考えられた。その狭間のこ
とを１１月３１日と便宜上呼んでおり、小説版アンクノットでもメ
ルの誕生日は１１/３１で記載されていたと思う。そのどちらの日付
でもない瞬間をミルサージュと呼んだ。ただ、便宜上メルは１１月
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生まれとなり、現在のメル歴が確立するに至る。
milf  ［組み数字］１１/２８　［交通］ミルフ通り　［名詞］ミルフ組。アルナ
大のクラス。　［レベル］２　22

milf(2)  ［芸術］芸術、美術、工芸、アート　［レベル］３　13:制 :milf。芸
術全般が必ずしも得意というわけではないが、アシェットでは際立っ
て芸術の才があるため。元々彼女の名は ｢妖精 (ｆａｉｒｙ )｣ とい
う意味の語に使うつもりだったが、本人から直接 ｢それは誉めすぎ。
恥ずかしいので辞退します ｣と却下された。　malea:malea:la malea:malea,a
lt
milf knoos monna eltoa  ［人名］ミルフ＝クノース＝モンナ＝エルトア　
［組み数字］１１/２８　［レベル］２　ミルフは語源不詳。古アルカでの意
味は ｢妖精 ｣。mi（女）/lf（軽やかな、靴を脱ぐ、身軽な）。lfは妖
精の動きを示すときに使われる。milfはメトニミーとして ｢妖精 ｣
の意を持つ。クノースは ｢質問 ｣の意味で、5年ごろにの使徒の半数
ほどで冠した名。彼女のアルカの喋り方が肯定文でも疑問文調だっ
たことが理由。モンナは 5年に自ら名乗りだしたが語源不詳。その
後セレンのウォンバスのキャラ名となる。エルトアは『カコ』から。
　［文化］　ミルフ＝クノース＝モンナ＝エルトア (tif 9|ful|mik→ )第
４期４代アルシェ第１１使徒。女性。milia。１５８ｃｍ、４５ｋｇ。
髪は黄色で肩より少し長く、猫っ毛。よくツインテールにしている。
青の瞳。肌は白：黄＝８：２。　　・『ミールの書』より　　　彼女
の声はどちらかというと高く、透通るような声だ。また、彼女の声
を聞いているとゆりかごに揺られているような不思議な気持ちにな
る。彼女の声ははっきりとした発音を紡ぐことはなく、むしろどの
音ともつかない曖昧で揺らいでいるものだ。にもかかわらずそれが
くぐもったり濁ったりすることはなく、甚だミールは幻想的な気分
に浸された。　　しかし、彼女の幻想的な声とは裏腹に、どこから
ともなく流れてくる笛の音は高く短くはっきりとした軽快な音であ
り、小気味良く１音１音を曲に合わせて紡いでいた。笛の音はその
軽快さとは裏腹にどことなく冷たさを感じ、ミールの心の奥底に眠っ
ている恐怖心を煽りたてた。そのせいか、自然と彼女の歌う歌詞が
聞き取れてしまう。彼女はこう歌っていた。　【成句】　milf kaen mokt 
ベッドの中のミルフ：まな板の鯉　milf asexan lut milf miox にこに
こミクちゃんはいつも上機嫌：笑う門には福来る
milfka  ［芸術］美術館、博物館、ミュージアム　［レベル］３　14:制 :美術
の場所　［文化］　人気のある娯楽スポット。最大はアルナのランスケ
ルン美術館で、ルーブルとオルセーを足した規模に相等する。有料で、
撮影は禁止。飲食も禁止。作品には触れられない。騒いではいけな
いが、ふつうに会話をする程度なら問題ない。
milfsems  ［名詞］芸術科、アートクラス、芸術クラス　［レベル］５　21

milfsel  ［歳時記］文化の日、芸術の日　［レベル］３　21　［文化］　mik mikの
休日。学校では文化部の展示会がある。街では劇団やサーカスの公
演が盛ん。ランスケルンが無料開放される。公園等の絵描きも依頼
が増える。経済効果はそこそこ。
milffel  ［名詞］芸術学　［レベル］３　rd;/　23

milfliifa  ［天文］アークトゥルス、アークトゥールス、アルクトゥー
ルス　［レベル］６　19:ridia/seren/mel　［文化］　セルメルやカコに観測
されたデータと異なった位置に存在することから、不思議がったリュ
ウが「ミルフ嬢のように踊る星のようです」と言ったことから、こ
の名がついたという伝説。
milflens  ［筐堺］ミルフレンス　［レベル］５　rd;emiil/flens　22　［文化］　
筐堺司：milf eltoa　筐堺国：eltoa, arda
milfa  ［地球の国名］ドイツ　［レベル］４　14:制 :古 :｢ ミクのもの milfal｣ が
語源。即ち ｢ミクの国 ｣という意味。
milfan  ［名詞］芸術家　［レベル］３　rd;/　23

milfarefia  ［ユマナ］ピラティス　［レベル］５　20:ドイツ生まれのレフィ
ア
milfeld  ［言語］芸術言語、演出型　［レベル］６　19　［語法］　芸術用途の
人工言語。芸術とは絵画だけでなく文芸も含む。アルカ、エルフ語、
クリンゴン語。
milm  ［音楽］［運動］ダンス、舞い、踊り、たなびく　［動詞］yul（内容や演目）
を踊る、踊る、おどる　15:制 :古 :milee（舞う）　milee:　【用例】　an 
inat mint or milm ka jan mil teeze. 花が風に吹かれて舞うのを見た。
milmnia  ［美容］ふわふわの髪型。ソバージュほどチリチリしていない、
リーザのような髪型。　［レベル］３　19　［文化］　アルカで美人とされる
のは、黒髪のストレート（フルミネア、クミール）と、金髪のふわ
ふわ（リーザ）。
milmji  ［文字］踊る指　rd;/　23　［文化］　inthac

milda  ［人名］ミルダ＝ルティア、ミルダ、ミルダ王妃　［レベル］５　古　
［文化］　rdの王妃。リュシオン王の妻。リーザの母親。
milgaal  ［格詞］～のせいで　［類義語］man　［反意語］kolset　［レベル］２　20:pi
nena:mil gaal e～（～の害により）が文法化したもの。アクセント
は規則どおり gaalに置かれる。　【用例】　an tilat soda milgaal amo ruuf. 
暴走車のせいで事故に遭った。
milha  ［人名］ミルハ　lj　22　［文化］　二人目は milha。11歳。魔族ディー
レスと精霊のハーフだ。猫耳を持って生まれたせいで虐められてき
た。魔族なのに気弱で泣き虫で怖がりな子だ。　　しかしミルハの
ポテンシャルは強力なので、過度の恐怖を感じると無意識に周りの
ものを魔力で粉砕してしまう癖がある。　　耳に極度のコンプレッ
クスがあるため、常に帽子をかぶっている。頭に手が触れそうにな
ると恐がる。撫でようとしても嫌がる。
mila  ［形容詞］高貴な、地位の高い、身分の高い、階級が高い、家柄が良い、
高級な、由緒ある　［反意語］nari　［レベル］３　sorn　［文化］　高貴な色は
紫。かつて紫の染料が高価だったため。
milat  ［名詞］高貴さ、身分　［レベル］３　19

milas  ［歴史］オーパーツ　［レベル］４　19:mirok/las（神の手）
milan  ［政治］貴族　［反意語］klan、leem　［レベル］３　19:melidia axte:mila　［語法］
　呼称可。その場合は前置が自然。　［文化］　rdまで存在したが、ラ
ンティスが解体。その後、裕福な層を漠然と指すようになった。　【用例】
　milan t'avelant 死神貴族。フレメルテ、シューゼ、ヴェルギナ、ア
ルハイクの４派がある。
milantia  ［名詞］お嬢様　［レベル］３　21　［語法］　慇懃無礼になることも。
意味そのままな場合も。使いどころが難しい。
milantonk  ［政治］貴族　［レベル］３　19　［文化］　カコ～シルク・アルミま
での身分の１つ。途中 rdで一度廃止されている。シルク・アルミ以
降は、漠然と裕福で家柄の良い人間を指すようになる。
milankolm  ［政治］貴族制　［レベル］４　19

milab  ［名詞］無職　［類義語］ilnian　［反意語］xalab　［レベル］３　22

milaal  ［名詞］母なし　［反意語］mikaan　［レベル］３　rd;/　23

milaalra  ［名詞］父子家庭　［反意語］mikaanra　［レベル］３　rd;/　23

milia  ［名詞］ミリア。女性のリースのうち、明るく可愛いほう。　［名詞］
お嬢ちゃん。呼びかけにも。　［音楽］ソプラノ　［婉曲］女性器　［レベル］
２　21:kmiir:miil（リボン）　21までは yuna<古 :yunk　［文化］　典型的
には内向的で可愛い女性を指す。例えばリディアのようなタイプは
ミリア。　呼び掛けにも使えるが、ユンクのほうがミリアより女性
らしいと考えられているので、あまり知らない女性に呼びかけると
きは yunkを使うのが無難。ある程度知っていても yunkと呼んだほ
うがお世辞として当たり障りない。相手が miliaな子供の場合、milia
と呼びかけるのが自然。yunkと呼ぶと大人扱いしているように聞こ
える。
mile  ［植物］綿、綿花、わた、ワタ、コットン　［レベル］３　17:制 :古　【成句】
　dio mile 耐える、歯を食いしばる：アユの魔法がなく、麻酔の技
術もない状況で手術をしなければならない場合、患者に綿を噛ませ
て食いしばらせたことから。　【用例】　an diot teel mile. 歯をくいし
ばって耐えねばらなかった。
milet  ［エルト］ミレット　［レベル］３　古　［文化］　エルフレインの姉妹の
うち、妹のほう。ルフェルの腹心。
milet,szd  kern, mileel　mileel

milexia  ［料理］綿菓子　［類義語］flunyet　［レベル］２　17:制 :綿の菓子
milen  ［軍事］軍曹、ミレン　［組み数字］１６/２０　［レベル］３　19:ridia:
mileeから。「舞うように戦う」　［語法］［文化］　kana

milen(2)  ［接続詞］mil　［レベル］３　23

mileni  ［名詞］綿毛　［レベル］４　21:mile/ini

milemzir  ［宗教］神魔混合、ミレムジール　［ユマナ］シンクレティズム、
神仏混淆　［アクセント］milemzIr　［レベル］５　20:mirok/emalzir　［文化］　
yuuma 6714 アゼリアの進言を受けてランジェは神魔混合（ミレムジー
ル）を行い、artiliaと iskanteを ariskante教に統合。旧宗教のうち統
合反対派から激しい反対を受ける 
miler  ［名詞］王子、プリンス　［類義語］ardist、kohaku　［反意語］neeme　［ア
クセント］milEr　［レベル］３　20:mila/eri（高貴な血）　［語法］　王位継承２
位以下の男児。
milezon  ［医療］綿棒　［レベル］２　rd;/　23

milei  ［代詞］［kotan］sei　［レベル］２　22:kmiir/ridia

milei(2)  ［名詞］鈴　［類義語］txin　［レベル］３　rd;<arda　23

mileom  ［動物］プードル　［レベル］５　21:mile/oma

milee,f  milm　saal;e?

mileesp  ［気象］積雲、綿雲　［レベル］５　19

mileen  ［美容］ポンパドール　sm;mileej/nia「舞い上がるように上に
持ち上げる髪」　24　［文化］　smでできた。貴族の女性用。
mileev  ［感動詞］［rente］さぁ、どうぞ。leevより丁寧。　［レベル］２　
19:xion
mileevan  ［感動詞］行ってらっしゃいませ　［レベル］３　19:古 mi/leev an
（私のところを去られました）　【用例】　mileevan, hacma! 行ってらっ
しゃいませ、ご主人様。（メイドなので cは震え音でなく弾き音を使
うように）
mileef  ［感動詞］［rente］ごめんなさい。teeyuより丁寧。　［レベル］３　
17:sorn　［語法］　もともと leefというのがあってその丁寧版だったが、
leefが teeyuに変わってしまったという経緯がある。mileefは既に
使われていたので変更されなかった。
mileeyu  ［植物］seron　［組み数字］５/９　［レベル］４　szl;milee,f.k　21　【成句】
　mileeyu til nim enk a kozue  ルティアの桜と凪の桜は色が違う：
所変われば品変わる　【用例】　mileeyu xelie 夜桜　len mileeyu xel
ie et lant a. やはり夜桜は美しいな。
mileeyu(2)  ［建築］ミレーユ棟、桜棟　21　［文化］　アルナ大西五号館の
通称。校舎の周りに桜並木がある。
mileej  ［言語］ミレージュ、急上昇調　［経済］インフレーション、イン
フレ　［動詞］yulを aに舞い上がらせる、急上昇する、舞い上がる、舞
い上がらせる、舞い上げる　［類義語］agel　［アクセント］mIleej、milEej　［レ
ベル］２　fv;milee/jina「空に踊る」　制？　mileej:mileej

mileel  ［生物］羽　［被服］フェザー　［類義語］［レベル］２　kern　f:saal;milee/
al　20:古 milee/l（舞うもの）　mileel:mileel:lu milet　［語法］　一本一
本の羽のこと。集まると翼 (kern)になる。
mileelvim  ［生物］大腰筋、腸腰筋　［レベル］５　24<22:羽根のような形を
していることから。
milu,alt  miyu, em　<>miyu
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milunan  ［感動詞］お帰りなさいませ　［レベル］３　rd;/　19:mi/luna/an（私
のところに来られました）
milua  ［丁寧］あなた様、あなたさま、お嬢様、奥様　［レベル］２　21

mia  ［文末純詞］～ですか？　［レベル］１　17:制　no:no::ne,alt　［語法］　あま
り esなどの疑問詞とともには使わない。　【用例】　tu et miik mia? こ
れはりんごですか？
miat  ［単位］１０の３０乗　21:mianet

miax  ［料理］デリ、デリカテッセン、調整食品　［レベル］４　16:制 :mia/xon（珍
しい食べ物）
mian  ［rente］mia。～か？　［レベル］１　19:mia　non:non

mian(2)  ［遊女］［代詞］non　［レベル］４　21:mya　【用例】　mian an loki tyu tix 
ranqtta yanna. わっちゃにゃよう分かりんせん。　xol mian? miia est 
te holo tixxe. わっちかや？わっちの名はホロじゃ（『狼と香辛料』
賢狼ホロ）
mian(3)  ［経済］ルティアの通貨　［レベル］３　22

mianteo  ［感動詞］申し訳ございません、申し訳ございませんでした　［レ
ベル］３　rd;/　23　［語法］　vant

mianet  ［歳時記］大暑　［名詞］１２時　［組み数字］１２／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

miavix  ［名詞］［形容詞］異常なし、異状なし　［レベル］４　rd;/　23　【成句】
　miavix et xaavix alka. 異状なしが一番異状あり：機能性胃腸症など、
症状があるのに「異状なし」と医者に言われると患者は極めて不安
になる。「痛いから来てるのに異状なしとかふざけてろ。痛いから来
てんだよこっちは」と考える。要するに医者が分類できず対処でき
ずお手上げというわけだ。それを異状なしと嘯いてごまかしている。
結果、患者は「異状なし」と言われることが一番異状ありに聞こえ
る――という意味の諺。現代医療の無力さと不勉強さを揶揄した、
医療の限界を意味する諺。
miaja  ［数学］無理数、無比数　［レベル］４　19

mii  ［擬声］みぃ、みー。ネコの鳴き声　［文末純詞］リディアが使いだし
たおんなのこ用の純詞。　［レベル］２　18

miik  ［植物］リンゴ、林檎、アップル、りんご　［ユマナ］［電算］マッキン
トッシュ、マック　rd;miirvank　［レベル］１　13:制 :miirvankミールの
果物（『ミールの書』で代表的だった果物がリンゴ）　heren,cv:here
n:lu 'orett（ルティアではリンゴは緑のイメージで、青系は男）　［語法］
　アルカではリンゴの色というと赤であり、青や緑ではない。　［文化］
　heren,cv　【成句】　［言葉遊び］miik ges ges miik. 腐ったリンゴがリン
ゴを腐らせる：悪貨は良貨を駆逐する。反対から単語を読んでも同
じになる鏡像構造を持つ成句で、言葉遊びにもなっている。
miikveld  ［料理］林檎酒、りんご酒、リンゴ酒、シードル、サイダー　［レ
ベル］５　rd　22　［文化］　サイダーといっても炭酸飲料のサイダーでは
ない。林檎酒のこと。炭酸飲料のサイダーは almiik。
miikmue  ［料理］リンゴ酢　［レベル］４　16:制
miikgosk  ［料理］エダム　16:制
miikpaf  ［化学］酢酸エチル（通称）　［レベル］５　19

miiko  ［丁寧］［動物］猫　［類義語］ket、uni　［レベル］２　20:mii（泣き声）/
lanko（男の子→子供。ここでは単に指小辞として働く）
miikosel  ［歳時記］猫の日、ペットの日　［レベル］３　21:ridia　［文化］　rd
でリディアが制定。pal lin。元は猫を愛玩した日。現代ではペット
の日として機能し、ペットビジネス関連企業が潤う。　現実にはリ
ディアが制定した猫の日。ほかの祭日との日取りの兼ね合いで、セ
レンの飼い猫ノエルが家に来た日が選ばれた。
miix  ［気象］蜃気楼　［レベル］３　13:制 :古 :myuixt

miin  ［形容詞］～のやつめ　［レベル］２　14:制 :古 :emii（野卑のエクス
プローダー）　［語法］　卑称の１つ。指小辞が付いている分、emiより
意味が弱い。ちょっとムカッと来た相手に使える。本気で怒ってい
ない場合にしか使えないので、使うことによって却って相手に ｢怒っ
てはないよ ｣という意思を表わすことができる。
miinya  ［名前］ミーニャ　zana:柔らかな女の子という原義。リディア
の妹のミリアがイメージらしい。　［文化］　ザナの飼い猫。白で少し
茶色の模様がある雌。橋の上で泣いているのを助けたが、ザナはバ
ランスを崩し、端から転落。川に落ちて足を怪我した。猫は無事だっ
た。
miina  ［エルト］ミーナ。花を司る　［植物］花、草花　［名詞］乙女（laz, mana
の総称）　［婉曲］女性器。　［類義語］liibe、arkana　［レベル］２　saal;min/na
　13 fav頃 :mel:赤 :miina（花）。「女の心」が原義。メル暦の制定に
伴って起こった神話派の反対を抑えるために作られた。　miina:mii
na:la flanj（樹花が男性で草花が女性）:sana,alt　［語法］　狭義の miinaは
草花を指す。木に生える花は liibeという。ただし広義の miinaは
草花も樹花も両方指す。従って miinaのほうが意味が広い。　現実
には古までは miinaと liibeは対等な関係で、miinaのほうが広いと
いうことはなかった。制で liibeは忘れ去られ、新生で 22まで放置
されていた。　アルバザードでは arまで miinaと liibeは対等だっ
たが、aに入って miinaに広義の用法ができた。　［文化］　→ soflan　
メルは創世記では全ての花が季節に関係なく咲くことから、世界の
中心を考えなくても良いと説明した。創世記は全ての花が一年中仲
良く咲いていたが、花を司るエルトのミーナが花々を分断してしまっ
た。　【用例】　an terkat kacte lana in miina. 花を見にカルテに出かけた。
　ol ert miina luna atolas, tu fia em lob kon miina. ミーナ神がやっ
てくると、世界中が花で覆われる。　an inat ke miina ok xite. 家族
で花見に行った。　miina em met. 花が散る。
miina(2)  ［人名］ミーナ　18　［文化］　『夢織』の登場人物。アルナ大１１
組で、アリスの友人。髪は金髪のエアウェーブ。バンド「フィーナ」

のベースを担当する。バンマス。
miinaka  ［植物］［建築］花壇　［レベル］３　19

miinasif  ［植物］花束、ブーケ　［レベル］３　20:制 :花の束
miinavaka  ［農耕］花畑　［レベル］３　22

miinavael  ［植物］花瓶　［レベル］３　20:制 :花の瓶
miinamileej  ［歳時記］花祭り、ミーナミレージュ　［レベル］３　21:ridia
　［文化］　春に咲く花々を集め、町中を花で彩る日。ful mir。植物園
が無料開放となり、町中で花びらが舞う。
miinamiina  ［俗語］キス、ミーナミーナ　［レベル］４　tm;「花合わせ」。
花と花をくっつけるという意味から。女性を花に見立てている。　
23:kliiz　［語法］　女同士のキスのこと。百合 (fianis)などと関連付け
られることもある。一般にいやらしいイメージより綺麗なイメージ
を持たれる。　広義にはペッティングも含まれる。　【用例】　laas arat 
miinamiina on main. 彼女たちは互いを愛撫しあった：on mainとあ
るので広義で使われている。
miinayunk  ［婉曲］売春、売春婦　［類義語］mente、mentes　［レベル］４　rd;/「花
売り少女」　23　［語法］　menteや mentesの婉曲語。
miinarens  ［言語］花言葉　［類義語］yunatemali　［レベル］４　19:ridia:arbax
elt　［文化］　木にもある。木の場合は枝を贈る。本辞典では［花言葉］で
検索可能。
miina lixia  ［人名］ミーナ＝リシア　22　［文化］　アリス＝リシアの母親。
miini  ［名詞］無毛、パイパン、かわらけ、土器　［形容詞］無毛な、パイ
パンな　［レベル］５　rd;/　24

miifa  ［人名］みーふぁ　19?　［文化］　『ねこにっき』の登場人物。サン
ベル市出身。
miifa yutia  ［人名］ミーファ＝ユティア　［レベル］３　19:ridia:ilmus←
制 :miva:ミヴァだと娘の意味になってしまうため、音を変えた。　［文
化］　(388_) 転生期のアステル。アルテナ＝ユティアがミロク＝ユティ
アの保存していた精子を用いて人工授精して出産した子供。アルバ
ザード最後のアステル。１６０ｃｍの４７ｋｇと、やや小柄。茶色
の髪に、青と緑のオッドアイ。ただしミーファは右が緑。
miim  ［名詞］節度　［レベル］３　19:ilmus:ridia:kmiir/main

miir  ［論理］論、論理　［名詞］理屈、理窟、りくつ、筋道、道理、ロジック、
セオリー　［レベル］２　fv;e　赤　［文化］　・論理と感情　　アルバザー
ド人は論理と感情を明確に分ける。アルバザード人と議論をすると、
すんなり彼らがこちらの言い分を聞くので驚くと思われる。しかし
それは論理的に納得しただけであり、感情的にそうとは限らない。
従って、こちらが「じゃあそうしてくれるね？賛成だね？」と聞くと、
平気で「いえ、論理的には正しいようですが、僕の正義には合いま
せん」といって断ってくる。　これに怒るとアルバザード人は「行
動を起こさせたかったんですか？議論したいのだと思っていました」
と答える。アルバザード人は議論は客観的に何が正しいか相談する
行為と捉えているが、同時に人間は理に適ったものをしなければな
らないわけではないとも考えている。あくまで感情を尊重する。逆に、
理屈が合わなくても感情が動けばアルバザード人は動く。　従って、
アルバザード人を説得したい際はまず感情で押す。議論は二の次で
ある。彼らは人情深いため、共感してしまえば理屈に合わなくても
協力してくれる。　もちろん理屈を軽んじるという意味ではない。
むしろ axmaと日常的に言う彼らは論理性を尊ぶ傾向にある。理に適っ
ていることなら優先的に行い従うという価値観は持っている。しか
し、仕事を離れると感情を行動原理とする割合が増えてくる。　　・
論理展開の流れ　　日本人は「序文→例示→結論」で理論を展開す
るが、アルバザード人は「結論→論拠→再結論」という流れで理論
展開する。flan distの用例などにネイティブの実例を見ることがで
きる。　【成句】　ikl miir 論理的に行動する、論理を立てる、論理だっ
て行動する　kont bas miir 問答無用　【用例】　lad miir 理論を立てる
miir(2)  ［人名］ミール　［レベル］２　古 :seren(12):lei e miir:miir（論
理）　［文化］　→ etek e miir　『ミールの書』の主人公。１２歳の少女。
セルフィッシュガーデンという場所に入り込み、そこで論議学とい
う学問を学ぶ。
miir(3)  ［工学］ミール、人工知能ミール　［レベル］４　lj:mel;rdで書か
れた lei e miirの主人公 miirから。　24　［文化］　メルが作った人
工知能。人口の多い国で直接民主制を可能にする目的で作られた。
直接民主制のメリットは国民全員の意見を直接反映できる点である。
ミロク亡き後の脆弱なユティア朝で事実上採用されていた間接民主
制では政治家が民意をしばしば無視することがあり、セレンは民意
をどうにか反映させられないかと考えた。　２０１２年現在の日本
でも同じ問題があり、例えば消費税増税反対が世論調査で過半数を
超えていようと、与野党のほとんどが賛成している状態で、民意を
無視して消費税増税が可決されてしまった。また、民主党政権によ
るマニフェスト破りが横行したのも、できもしない都合の良い事を
並べ立てて国民を騙し、選挙で政権を獲得したためで、これもまた
間接民主制の弊害である。国民一人ひとりが政治に参加できる直接
民主制なら今述べたような問題は起きなかった。　　ljのメルは小
学生の頃に人工知能ミールを着想し、高校時代から開発を始めた。
ミールはインターネット経由で民意を集計し、世論を形成する人工
知能である。国民は官僚（革命後は官僚はアドバイサーとして機能
している）やマスコミやネットなどの情報源を基にネットを通じて
法案を作成したり法案賛成の署名活動をしたりする。そのデータを
ミールは集計・処理し、市・県・州の地方自治体単位ないし国家単
位でそれぞれ世論を形成する。　ミールは形成した世論をレスティ
ミールに提出する。ミールが運用されたとき、メルはアヴァンシア
ン所属だったため、ミールとレスティミールはアヴァンシアン内に
ある。ハッキングを防ぐためレスティミールは外部と接触させてい
ないため、ミールで形成したデータは外部記憶容量に記録され、ア
ヴァンシアンの技術部による人的作業でレスティミールに提供され
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る。　以下の作業は lestimirを参照すること。
miirfel  ［論理］論理学　［レベル］５　rd;/　24　［文化］　→ lei e miir, 
mirsfel
miirwast  ［形容詞］［ネガティブ］（miirwastanで）理屈っぽい　［動詞］［ネガティブ］
yulという内容の論理を振りかざす、論理を振りかざす　［レベル］４　
rd;/　23　［文化］　もともとアルバザード人は論理的に喋るのが良いこ
ととされているため、日本ほど「理屈っぽい＝悪い」というイメー
ジはない。miirwastanはあまりに非常識的なほど過論理な場合や、逆
に自分が論理的でなく相手に負け惜しみで言う場合に使う。　一般
的に女のほうが感情の生き物なので、論理で整然と押し通してくる
男は生理的に受け付けないことがあり、「あの人は理屈っぽいから嫌
だ」などということがあるが、たいていそういう女は頭の弱い馬鹿
女であることが多い。よってこの言葉は底辺や女ほどよく使うイメー
ジがあり、使えば相手を罵ることができる反面、自分が馬鹿でござ
いますと自己紹介するようなもので、諸刃の剣である。
miil  ［被服］リボン　［レベル］２　古 :舞うものが原義　【用例】　fot miil 
リボンを結く
miil valza  ［人名］ミール＝ヴァルザ　19:ilmus:ridia　［文化］　レイユの
政治家。女性。ライエン＝ヴァルザの子孫。アミナル党首。
miilposa  ［被服］リボンタイ、リボンネクタイ　［レベル］４　23

miilya  ［人名］ミリア＝ルティア　［芸術］工芸、手芸、手工芸　［レベル］４
　古 :語源不詳。手芸のほうは彼女の得意分野であることから。　［文化］
　(tif 4 fav mel→ )第４期４代アルシェ準ハルマ。リディアの実妹。
　【成句】　miilya tis til vei avai 平凡なミリアも何かしら特徴がある：
無くて七癖　miiilya as na jo im ras val 仏の顔も三度まで
miilyaxaas  ［名詞］誠心誠意　［レベル］３　22:「ミリアの世話」。非常に気立
てが良いことから。
miilyan  ［芸術］工芸品　rd;miilya/en　23

miia  ［人名］ミネア、ミーア　古 :語源不詳　［文化］　(tif 5 fav gil→ )
フルミネアの実妹。
miia(2)  ［親族］娘ちゃん、私の可愛い子　［レベル］２　19:ridia:mivaの音
を弱めたもの。恐らく xiiaに合わせた。　［語法］　日本語には「父さん」
→「父ちゃん」はあるが、「娘」→「娘ちゃん」はない。娘ちゃんに
当たるのが miia。
miia(3)  ［遊女］［代詞］noan　［レベル］４　21:miia

miia,fv  flia　e

mio,alt  ket　fovet

mioton  ［植物］楸、ヒサギ、ひさぎ、きささげ、キササゲ、梓実、しじつ、
シジツ。キササゲとしての楸。　［類義語］pattel。別物。　［レベル］５　
zg;zgで vemaから siiziaに伝わり、同 zgで lukletiaを介してレスティ
ルへ生薬としてもたらされた。　22
miox  ［形容詞］上機嫌な、うきうきした、ウキウキ、気分がいい、浮か
れている、うかれている　［動詞］yulを上機嫌にする、機嫌を取る　［類
義語］anjur　［反意語］naes　［レベル］２　＠ 19　【用例】　an leevat ra a felka 
kont na miox. うきうきした気分で学校へ行った。　non at miox mil 
taut melte. ワンピースを買ったので上機嫌だった。　an nat miox mil 
hak yu on sab sam. 新しい服を褒められたので気分が良かった。　lii
za ixnik "ya" mioxel kont eelik a lu. リーザは振り返ると、上機嫌で
「えぇ」と答えた。
miort  ［医療］無月経　［レベル］４　19

miest  ［丁寧］お名前、芳名、ご芳名　［レベル］３　21

miestol  ［感動詞］どうぞよろしく　［レベル］３　21

miel  ［魔物］ミエル（無顔）：第五十八天：光の空天　［レベル］５　19:ri
dia/seren/mel:顔なし　［文化］　憑族。顔がのっぺらぼうな鎧武者。顔
は丸くて不気味に光ってる。鎧の中身も光っている。戦場で風化し
た死体が着てた鎧に光の魔物が憑依したもの。
miut  ［名詞］空白、空、カラ、空欄、ボイド、ヴォイド、ブランク、Φ、
ファイ、エンプティ　［数学］空　［形容詞］空白の、空の、何もない、空っ
ぽな　［電算］スペース　［レベル］３　20:myu/te（なにもないような）
miutnox  ［数学］空集合　［レベル］５　23:mel

miutlots  ［電算］スペースキー　［レベル］３　20

mo  ［名詞］形、形式、フォーム、形状　［名詞］外見、姿、姿形、造形、
見た目、外観、図形、容貌、見てくれ、見かけ、容姿→ olma　［レベル］
２　13:制 :古 :moat（積み木）から。
mo,f  hait　e

motikl  ［動詞］solは yulの形を aに似せる、似せる、象る、かたどる、
模す　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用例】　tu eeste et motikl a miir. 
このエーステはミールの文字をかたどっている。
motoa  ［生物］人中　［レベル］５　21:mol/toa

mok  ［動詞］yulを眠らせる、眠らせる、眠る、ねる、寝る　［音楽］休符　［電
算］［動詞］yul（パソコンなどを）終了する、終了する、終了させる　
［類義語］yunis　［反意語］net　［レベル］２　13:制 :sorn:molokas。moloの部
分が意識が低くなるという意味で、アルシェの lomo（眠る）にあた
る。　:::molu,alt　［文化］　十二時が近付くと寝る準備をし、十二時には
寝てしまう。安眠できるように生活しているので大抵寝つきは良い。
アルバザードはベッドで寝る。一人ずつ自室にベッドを持っていて、
そこで寝る。布団文化はない。布団はあるが、ベッドがない場所で
仕方なく寝るときに非常用道具として使う。寝るときは電灯を月光
に切り替える。アルバザードの電灯は月光モードというのがある。
ちょうど月の光と同じくらいの光を作るモードである。人間が最も
安眠できるのは月光と同じ程度のルクスであることからこのモード
が付いている。このモードはベッドのある部屋の電灯にしかない。

トイレの電灯には当然付いていない。月光モードはセットした起床
時刻になると自動的に起床モードに切り替わる。たとえば六時にセッ
トしたとすると五時の終わりから徐々に光が強くなり、六時には朝
日と同じくらい強い光を放つようになる。これによって自然な目覚
めが可能である。起きたら部屋の窓を開け、太陽光を入れる。太陽
光を少しでも感知すると電灯は弱まる。部屋の明るさが一定以上に
なれば自動で消灯する。なお、アルバザードの一般的な睡眠時間は
１２時から７時半。　【用例】　an en kalma mok sa konoote. １２時より早
く寝ることはほとんどない。　an mokat vil mil fo le rib lad. 蚊の
飛び回る音で寝付けなかった。　an mokat lax du vein. もう少し寝て
いたかった。　an jalat mok van vadel. 早く寝ることに決めた。　an 
mokat a faar nov. 朝の遅い時間まで寝ていた。　an mok lax miktel im 
kest. 明日はゆっくり寝ていたい。　an kuit fi sa mok. 寝る前に夜食
を食べた：何か食べたとする。　an mok van vadel. 早く寝るつもり
だ。　an mok ax vadel lana en viz pina e kest. 明日の約束に遅れな
いよう、早く寝よう。　an en mokat alkalt nod lana in dels. 映画を見
るために夜更かしした。　an mok xi sain il omi es kuki ranel. すべ
てのドアに鍵がかかっているか確認してから寝る。　an mok sen askel 
in man an es ani tinka. とても疲れたのですぐに眠れそうだ。　komo, 
an mok vil ranel im fis na. 今日はよく寝れない気がする。　an mok
at kont en kui dunex. 夕飯を食べずに寝た。　an mokat ranel. よく寝
た。　☆ an mok flonel{fremel}. 私は眠りが浅い {深い }：夢は居る
ものなので、遠く夢の世界にいることが深い眠りとされる。実際眠
りが深いときはノンレム睡眠だとしても、言語上はそのようになっ
ている。　lu xidia fremel nod yult tisse. 紫亞は夕月より眠りが浅
いのよ :19:mel　an mokat gastel im toxel. 昨日は一睡もできなかった。
　saa, an mok van. xidia. さて寝ようかな。おやすみ。　an mok van xi 
ter fou lem. 何曲か音楽を聞いてから寝よう。
mok,szl  met、mim　mo,f/ke,f

mokt  ［名詞］ベッド　［レベル］２　13:制 :mok（寝る）
moksab  ［被服］パジャマ、寝巻き、寝間着、ナイトウェア、ネグリジェ
　［レベル］２　13:制 :寝る服　【用例】　an alsibat moksab. パジャマを脱いだ。
　an sabat samel moksab. パジャマに着替えた。
moksort  ［名詞］寝冷え、ね冷え、寝びえ、ねびえ　［レベル］４　rd;/　23
　【用例】　til moksort 寝冷えする　an til efa man tilat moksort im fis. 
今日は寝冷えしたせいで風邪を引いている。
mokna  ［医療］睡眠欲　［レベル］４　rd;/　23

moknayu  ［医療］睡眠障害　［レベル］５　19

mokvals  ［名詞］寝棟　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　学校に備え付
けられた泊まるための施設。ディアセル前やメルセル前の繁忙期に
は学校に泊りがけで勉強する人が多い。そのような場合は寝棟とい
う場所に泊まり込みをする。寝棟は校舎とは独立している。寝棟は
個室で、同じ構造のフロアが何階にも聳え立っている。個室の広さ
は一畳程度。たくさんの生徒が寝泊りするため、狭くなければスペー
スを確保できない。風邪を引かせないよう、廊下の空調設備は整っ
ているが、部屋に空調設備はない。ドアに換気のための通気口があ
る程度である。無人の状態の部屋は全て開放されているので空調が
整った廊下と同じ温度になっている。一度人が入ってドアを閉めれ
ば、外との換気が行われるのはドアの通気口からだけである。そう
すると廊下の暖気が入ってくるので寒くならない。個室には窓がな
く、外の風は入らないので安心である。火気厳禁。スプレー式の消
火器が各部屋に設置されている。部屋のスペースを効率良く使うた
め、個室のドアは引いて入るドアになっている。廊下側に開くドア
であり、教室とは逆である。この絶妙な狭さには他にも理由がある。
一畳程度の部屋にはどうやっても一人しか入れないので、カップル
などによる不正利用はできなくなっている。個室は中から鍵がかけ
られる。また、深夜になる前の廊下には見回りがいる。更に深夜の
廊下には監視カメラが作動している。夜に具合が悪くなれば廊下の
内線電話で保健棟に連絡できる。
mokvix  ［医療］床ずれ、褥瘡　［レベル］６　19　［語法］　医学的には havに
分類される。
mokmaim  ［名詞］寝相　［レベル］３　14:制 :寝る姿勢
mokmesl  ［名詞］寝袋　［レベル］５　14:制 :寝る袋
mokpita  ［医療］睡眠薬　［レベル］５　19　【用例】　an xenat mokpita man mok 
vil. 眠れなかったので睡眠薬を飲んだ。
mokrens  ［動詞］寝言　［レベル］３　19　【用例】　an ail ar mokrens. 私は時々
寝言を言う。
mokl  ［名詞］ホテル、旅館、宿、宿屋、宿泊施設　［レベル］３　13:制 :mokikl
（眠るための建物から）
mokl,szl  alas　mok,szl/al,f "kor le faal leev al"

moka  ［名詞］布団、ふとん　［レベル］２　15:制 :mokabe（寝るときの布）
mokal  ［アトラスの国家］モカル　［レベル］５　19:ridia:低い土地
mokin  ［植物］オジギソウ、ミモザ　［レベル］５　20:眠る花　［文化］　カレ
イワ原産の花。ルティア経由でナディアに流入。一年草として園芸
用に用いられる。
mokim  ［名詞］就寝時間　［レベル］４　19:ridia

moko,f  ak　elt:komo.geks

mokolisa  ［亜魔］ミコリサ　［ユマナ］コロポックル、コロボックル　［レベル］
６　sm<alt;mikoli/lisa　23　［文化］　雨の小人。カイラの亜魔。アルティ
ア原産。さといもの葉を傘にした霊で、雨になると現れる。好戦的
ではなく、人を不思議な世界に招き入れようとする。
mokensip  ［医療］睡眠時無呼吸症候群　［レベル］６　19

mokez  ［建築］寝室　［レベル］３　19

moku,f  mef　mo/ke「下に行く」
moku,f(2)  kuver　mo/ku「低く言う」



195 mobmokulu,alt
mokulu,alt  his　<>mo

mox  ［格詞］～に接した、～に接して　［動詞］yulを aに接触させる、接
触させる、接しさせる、接する、くっつける、接している、接触する、
くっつく、隣接する、しがみつく　［類義語］amox　［反意語］myuo、nes　
［レベル］２　rd;myuo　14:制 :古 :myuo（離れた）　【用例】　lanskern xa mox 
flamel. ランスケルンはフラメルに隣接している。
moxk  ［再帰動名詞］いびき、鼾　［動詞］yulにいびきをかかせる　［レベル］３
　14:制 :mokxiv　【用例】　kakka ar moxk var mok fuol. お父さんは寝てい
るときに酷い鼾をかく。
moxvian  ［物理］近接力　20

moxveml  ［数学］［物理］［地学］平射　［レベル］６　20:投影対象の任意の一点
に光源が接して置かれることから。
moxp  ［被服］レオタード　［レベル］４　14:制 :moxsab｢ 密着服 ｣
moxpax  ［経済］連結表、連結財務諸表　［レベル］６　19

moxhok  ［動物］アワビ　［レベル］４　14:制 :くっ付いた貝
moxrein  ［数学］接線　［レベル］４　19

moxzol  ［数学］正接、タンジェント　［レベル］５　19:単位円の接線上の
長さ。厳密には弦ではないが、三角関数はみな命名を揃えた。中国
ではかつて正切としていたが、これは弦の観点で見たネーミング。
moxluk  ［動詞］yulを摺って歩く、摺る、摺り足で歩く、歩く　［普通動名詞］
すりあし、すり足　［レベル］３　19:melidia alis

moxoppax  ［経済］連結注記表　［レベル］６　19

moxen  ［接続詞］mox　［レベル］３　21

mos,f  hait　mo（低い）
most  ［名詞］模型、モデル　［レベル］３　古
mon  ［形容詞］はっきりした、明瞭な、ハッキリした、明白な、明確な、
確かな、確実な、鮮明な、明らかな、彩やかな、顕著な、色が原色
に近い、鮮やかな、意識がハッキリしている、意識が明瞭である　［文
頭純詞］確かに（～かもしれないが）：se mon（確かに）と異なり、含
みのある言い方で、talと呼応する。口語の場合、monを強く言うこ
とで文頭純詞になって talと呼応するが、弱く発音されると seがなく
てもただの副詞の倒置になり、talと呼応しない。　［音楽］マルカート
　［反意語］nem　［レベル］２　13:制 :語源不詳　［語法］　monは明らかで曖
昧さがないさま。証拠が明白、意識が明瞭、合格が確実、判断が明白、
態度が明瞭など、全て monである。態度がはっきりしているとは主
張を曖昧でなく述べるさまである。喋り方が明瞭で聞き取りやすい
場合も monである。また、色が原色という意味もある。　【成句】　mon 
yun faal et firt 太陽が明るいくらい明らかな：火を見るより明らか、
火を見るよりも明らか　【用例】　tu et mon xel la til kahi. 彼に罪があ
るのは明らかだ。
mon(2)  ［文末純詞］［rente］［幼児］～だもの、～だもん。主張の断定　［レベル］
１　21:ridia:mon<non<nonno　［語法］　下から上への主張。同等から同
等への主張。論理的な主張というより感情を優先した子供じみた印
象がある。　【用例】　tu te yam mon. これが悪いんじゃないもん。　
non te evit mon. 私が悪いんじゃないもん。
mont  ［動詞］yulを浮かせる、浮かせる、浮かぶ、浮く　［普通動名詞］［再帰動名詞］
浮遊　［類義語］lute、eyut　［レベル］３　古　［語法］　montは水に浮かせる。
luteは空中に浮かせる。
montvian  ［物理］浮力　［レベル］４　20

montapl  ［名詞］ホバークラフト、ホーバークラフト　［レベル］５　16:制
monk  ［普通動名詞］［再帰動名詞］移住、転校、転勤、引越し、異動　［動詞］
yulを aに転勤させる、転勤させる、転勤する、引越しさせる、引っ
越す　［言語］転移　［反意語］nemt　［レベル］３　14:制 :古 har:myuke（行っ
てしまい、いなくなってしまう）
monkfelan  ［名詞］留学生　［レベル］４　20:xion

monkast  ［名詞］転校生、転入生、移民、移住者　［レベル］３　19　［語法］　
区別する場合、転校生は leevan、転入生は lunan。　【用例】　xita e mo
nkast et dim al il kalte. 移民の子孫はどこに行っても居場所がない。
mons  ［名詞］浮き袋、浮き輪、うきわ　［レベル］３　13:制 :montmesl（浮く袋）
　【用例】　an axot vol koa al eev kon mons. 浮き輪に捕まって波に乗っ
て遊んだ。
monsanje  ［名詞］根拠　［レベル］４　23:luxia<honosanje:21。23まで honosan
jeだったが 23にルシアが「原因」が「固い」というのは意味が分か
らない。「原因」が「明瞭」なら意味が分かると言い出し、複合語の
honosanjeを monsanjeと言い換えたことから。
monnim  ［色］原色　［レベル］４　14:制 :ハッキリした色
monmon  ［名前］モンモン　20:momon　［文化］　アリス＝アンシャルの飼
いモモン。白くて大人しい。オス。
mona  ［形容詞］既知の　［反意語］nemi　［レベル］３　15:制 :mon

monati  ［芸術］彩度、純度、サチュレーション、クローマ、ｓａｔｕｒ
ａｉｏｎ、ｃｈｒｏｍａ　［反意語］firtati　［レベル］４　21　［文化］　→ xi
stina、verim　色がいかに原色に近いか。より厳密にいえばいかに色
相環の色（純色）に近いか。
monin  ［植物］チューリップ、鬱金香（ウッコンコウ）　［レベル］３　13:
制 :monmina（原色の花）　pappa:pappa
monia  ［名詞］未知の人、知らない人、赤の他人、面識のない人　［形容詞］
未知の、見知らぬ　［類義語］nemi　［反意語］iton　［レベル］２　18:制：me
lidia：moni（未知）　［語法］　制を知らずに monaしか知らない世代は「な
んで未知の人なんだろう？」と思うかもしれない。　【用例】　namt mon
ia. 知らない人には気を付けなさい。

mono  ［動詞］yul（対象）を a（場所）に止める、止める、停める、静
止させる、留める、押さえておく、駐車する、止まる、停車する　［魔
法］モノ（ストップ）。中位時魔法。相手を一時的に停止させる。　［普
通動名詞］一時停止、停止、停車　［動詞］yulを一時停止させる、一時停
止する。機械などを。　［類義語］solk　［反意語］ov、almono　［レベル］２　f;e。
「壁」、「止める」　赤　mono:mono:la mono　［語法］　椅子から立とうと
する人を制するなどの意味でも使う。　【用例】　mono kern a sokl 公園
にバイクを停める
monos  ［法律］勾留　［動詞］yulを aに勾留する、勾留する　［レベル］６　13:
制 :mono
monon  ［生物］鼠蹊部　［レベル］５　19:paal:mono（止まる部分）。（人間一
般でなく、特定の誰かの）血が滞りやすいという意味らしい。
mononavix  ［医療］鼠蹊ヘルニア、脱腸、女児における卵巣のヘルニア　［レ
ベル］６　19:paal

monomono  ti　monoli/monoli

monodoal  ［経済］固定資産　［レベル］５　19

monoriif  ［経済］固定負債　19

monoli,alt  nou　mokulu

mone  ［交通］停留所　［レベル］３　19:mono　【用例】　☆ tu mols 20 fei via 
i ra a mone e sox. 家からバスの停留所まで２０分くらいかかる：本
来は tu mols 20 fei via xel el ke mone e sox i raで、tuを xelが受
けているが、煩雑なので tuを受けない文になっている。つまり tuが
形式主語になっている。
mom  ［植物］根、ルート、根っこ　［動詞］yulの根を aに植え付ける、植
えつける、植え付ける、植える、うえる　［レベル］２　fv;↓　古 :｢ 下
にある ｣　mom:mom:lu moa　【成句】　om mom 本質的に　til{si} mom 安
定している｛不安定だ｝　【用例】　［卑語］baz kui mom tis, beja! 根っこ
まで食うのか、このデブ！：アルバザードでは根っこは貧乏人の食
べ物。　min alxa et mente on mom. 女は本質的に売春婦である。
momkui  ［形容詞］［ネガティブ］（主語が貧乏な場合に）貧しい、極貧の、飢
えに飢えた、甲斐性なしの　［形容詞］［ネガティブ］（主語が金持ちの場合に）
どこまでも強欲な　［類義語］tid　［反意語］gankems　［レベル］３　20:根す
ら食べる。アルバザード人は元々根菜を食べなかったため。
moms  ［名詞］起源、オリジン、発端、由来　［レベル］４　13:制 :mom（根っこ）
momvant  ［法律］憲法　［レベル］４　19:根となる法
momzelo  ［生物］脳幹　［レベル］５　19:脳において、根のような位置と形
状
momarko  ［言語］根ノード　rd:mel;/　23:mel

momo  ［地学］崖、断崖、クリフ、岸　［レベル］３　古 :momo（崖）｢落ち
る落ちる ｣の意。　【用例】　an nat vem yun nos xtames hal momo. 崖の
上に立っているような恐ろしい気分だった。
momo,f  mol　mo/mo

momon  ［魔物］モモン（猫熊）：第八十五天：利の空天　［レベル］４　
19:ridia/seren/mel:鳴き声から　［文化］　妖族。ずんぐりむっくりな猫
のような熊のような姿をしている。大きさは大きめの兎程度。愛ら
しい格好で、ブリードしてペット化されている。「ももん」という変
な鳴き声をする。飼い主に忠実で、よく懐く。　【成句】　momon kaen sa
vel 掃溜に鶴。空天に悪魔が並ぶ中、モモンだけ癒し系でほっとで
きることから。
momoe  ［地名］モモエ、モモエ市、滝水市　［レベル］６　22:momo/e「崖っ
ぷちの水→滝」　［文化］　ファイマン市東部の市。ファイマン線の終着
駅がある市。
mod  ［動詞］yul（場所）を登る、登る、のぼる、昇る　［反意語］mef　［レベル］
２　15:制　hyuk:hyuk:'yuk　【用例】　mod naf 階段を登る
modtood  ［名詞］上り坂　［レベル］３　20:seren/ridia

modteeze  ［気象］上昇気流　［レベル］４　19

modo  ［地学］礁　［レベル］４　15:制 :古 :modol（下の石）
mog  ［電算］ダウンロード　［類義語］mix　［反意語］ned　［レベル］３　vl;teel
　@23　［文化］　ＤＬサイトやリンクなどにコメントがついていること
がある。日本では何もついていないことが多い。アメリカではｅｎ
ｊｏｙと書いてあることが多い。ＤＬリンクなどに何と書くかとい
うのはそれ自体が文化的な事項である。　ときにアルバザードでは
ansilfkekkoないし silfkekkoと書いてあることが一般的である。どうぞ
ご自由にというイメージで、日米双方とも異なる感覚である。
mogl  ［植物］カボチャ、かぼちゃ、南瓜　［レベル］２　zg;fovet　lakta:か
ぼちゃの食感のオノマトペ。　*:mogl
moglmavi  ［化学］ビタミンＡ　［レベル］４　nd;/　23　［文化］　mavi

moglwain  ［ユマナ］ハロウィーン、万聖祭　［レベル］４　16:制 :万聖節の
前夜祭であるが、魔女の変装やかぼちゃのランタンが目を引くこと
から。
moglo  ［被服］オドショース　sm;mogl/yolo　24

mop  ［生物］靭帯、靱帯　［レベル］４　lakta｢ 体のゴム ｣
mops  ［動詞］［武道］yulを a（場所）に組み伏せる、組み伏せる、組みふ
せる　［動詞］yul（事柄）を打ち破る、打ち破る、打ち勝つ。苦難の末
勝つというイメージ。　［レベル］３　20:melidia xier:mono/pov

mopa  ［植物］アサガオ、朝顔、あさがお、モーニンググローリー　［レベル］
３　13:制 :古 :mopamina（朝の花）　ayaka:ayaka:
mopa,f  faar　mo/papalura「低い太陽」
mob  ［動詞］yul（物）を aに埋める、yul（空間）を konで埋める。埋める、
うめる。壁塗り構文同様。　［動詞］yulの間を埋める　［反意語］nev　［レベル］
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２　f;moは「下」　赤　mob:mob
mobkon  ［言語］フィラー　［名詞］埋め立て道具　［レベル］５　19:ridia:arbax
elt
mobet  ［形容詞］潜在的な　［名詞］伏線← mobetgaabe　［レベル］４　rd;mob/
te「埋められている」　22
mobetgaabe  ［名詞］伏線→ mobet　［レベル］４　rd;/　23

moren  ［約物］_記号、_　［レベル］３　21:molrein　［語法］　molrein

moz  ［動詞］yulを aに挿入する、挿入する、挟みこむ、間に入り込む、
割り込む、差し込む、口を挟む、横槍を入れる、横やりを入れる、
口出しする、割り込みする、突っ込む　［レベル］３　13:制 :恣意　［文化］
　横から知らぬ他人が割り込んでくるのは失礼だが、困っている人
を助けるときや文句を言うときはありえる。それ以外は聞こえてい
ても聞こえない振りをして関係ない振りをするのが礼儀。顔見知り
ではあるが会話に入っていない人が近くにいて、自分は別の人と話
している場合、その顔見知りは割り込んでくる確率は低い。割り込
むと多少失礼だが、だからといって無視することもない。心中では
引き気味ではあるが、表向きは何でもないように対応するのが大人
のやり方。割り込まれてむっとするかどうかはそもそも割り込んだ
ときの言葉による。いきなり関係ないことを言われればむっとする
し、関係あることでも悪口めいた内容ならむっとする。一番むっと
しないのは賛辞と質問である。たとえば二人で花の話をしていると
き、他人からいきなりその花について質問された。その人はその花
を育てているので気になったという理由である。こういう場合は快
く教えてやるのが常識。質問者も自分の事情を語るのが礼儀。
moztempera  ［言語］テンペラ、急下降調。文中で使用。　［レベル］３　22

moztemperakuuno  ［言語］意外な驚嘆。文中で使用。　［レベル］３　22

mozkim  ［言語］キム、昇降調。文中で使用。　［レベル］３　22

mozkil  ［言語］キル、中止調。文中で使用。　［レベル］３　22

mozkuuno  ［言語］クーノ、上昇調。文中で使用。　［レベル］３　22

mozsika  ［言語］シカ、平板調。文中で使用。　［レベル］３　22

mozmileej  ［言語］ミレージュ、急上昇調。文中で使用。　［レベル］３　
22
mozpita  ［医療］さしこみぐすり、挿入薬、座薬　［レベル］３　16:制
mozlots  ［電算］インサートキー　［レベル］４　20

mozleis  ［芸術］挿絵、挿し絵　［芸術］口絵→ kitleis　［レベル］３　20

mozaltempera  ［言語］激しい驚嘆。文中で使用。　［レベル］３　22

mozom  ［医療］挿管法。鍼の。　rd;/　24

mozop  ［名詞］割注、分注→ lei　［レベル］６　22

mozol  ［名詞］折り込み、折込、折りこみ、おりこみ、折り込みチラシ
→ lei　［レベル］４　22:moz/ol

mol  ［名詞］下　［形容詞］下の　［格詞］～の下に　［反意語］hal　［レベル］１　古 :
mol,moal（下の部分）。制では中くらいという意味で使っていた。　mo 
momo（下に）:mo momo（下に）　【用例】　fian xa mol zom. 木の下に女
の子がいる。
molt  ［アイテム］装備　［名詞］道具、機材、設備、備え付け、用具→ kon　［電
算］デバイス　［レベル］３　lakta:持って回った言い回しの ｢道具 ｣
moltak  ［生物］下腕、前腕　［レベル］４　19

moltaz  ［生物］下肢　rd;/　24

moltik  ［数学］２７０度　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

molteeze  ［美容］ダウンスタイル　21

molk  ［形容詞］下位の、低位、目下　［反意語］halt　［レベル］３　19:mol

molkskit  ［名詞］下座　［レベル］４　20　［文化］　skitka

molknoie  ［軍事］兵曹長→ noie　［レベル］４　19:ridia

molkvei  ［政治］参議院、上院、貴族院　［レベル］４　19

molkmool  ［軍事］伍長　［レベル］４　19:ridia

molkbenom  ［軍事］少佐　［レベル］４　19:ridia

molkhyuxa  ［軍事］少将　［レベル］４　19:ridia

molkwalt  ［軍事］下級兵　［レベル］４　19:ridia　［文化］　軍隊の階級におけ
る最低の地位。
molkimpis  ［政治］野党、下級の党　［レベル］４　19

molkool  ［電算］下にスクロールする　［レベル］４　vl;/　23

molkem  ［生物］関元　21

molxiyu  ［普通動名詞］下請け、サブコントラクト　［動詞］yulを下請けす
る、下請けする　［レベル］５　rd;/。仕事のワークフローを組んだ際、
発注元から受注先に行き、そこから更に下に別の受注業者へとチャー
トが伸びていくことから。　24
mols  ［動詞］solは yulだけ時間かかる、時間がかかる。定義動詞。　［レ
ベル］２　14:制 :恣意　【用例】　tu mols fil. 時間がかかるな。　tu mols 
to? どれくらいかかりますか。　tu mols ko miv xel el ke seate. デ
パートに行くのに１時間かかる。　tu molsat soot xel an tookik tu lab. 
その仕事をするのに一週間かかった。　tu molsat fil xel an mais lets. 
ピアノを弾けるようになるには時間がかかった。
molsank  ［動詞］yulをうつぶせにする、うつ伏せにする、うつぶせにする、
うつぶせになる　［普通動名詞］うつぶせ、うつ伏せ　［反意語］halsank　［レベル］
２　19
molsaplor  ［生物］下気道。気管、主気管支、肺の総称。　［レベル］５　19

molv  ［普通動名詞］引き分け、ドロー、痛み分け、あいこ　［動詞］solは
yulと引き分けになる、引き分けになる　［レベル］２　16:制 :mol/vas（中
の戦い）　【用例】　arxe molvat sorn im kako ras toto. アルシェはソーン

とカコで何度か痛み分けになった。
molmain  ［生物］下半身　［レベル］３　19

molmainerx  ［名詞］半身浴　［レベル］３　19　【用例】　arban alxa ar molmaine
rx lana xal valn. アルバザード人は健康のために半身浴をする。
mold  ［言語］ムード、法　［レベル］６　rd;molt.k　23

molpesr  ［名詞］ラガー　［レベル］５　rd　22　［文化］　pesr

molrop  ［生物］下まぶた、下眼瞼　［レベル］３　19

molrein  ［約物］下線、アンダーバー　［レベル］４　21　［語法］　morenは
_記号のこと。molreinは語句に直接かかる下線のこと。ＨＴＭＬな
どで強調のために文字に装飾するアンダーバーが molrein。
molzid  ［生物］下顎　［レベル］５　rd;/　24

molzidho  ［生物］下顎骨　rd;/　24

molzelo  ［生物］側頭葉　［レベル］５　19

moljip  ［論理］下位概念　［レベル］５　19

mollooz  ［生物］下端、下縁　rd;/　24

molanoz  ［音楽］ダウンピッキング　21

molin  ［動詞］yulを見下ろす、見下ろす、見おろす　［レベル］３　19:meli
dia axte
molo,f  leit　mo/lo

molet  ［医療］［哲学］臣、相　［反意語］yuxat　szd;「部下」　24

moletgram  ［医療］相火　szl;/「臣下の火」　24　［文化］　felis

moletil  ［医療］臣薬　szl;/　24

moles,szd  his
molen  ［接続詞］mol　［レベル］３　21

moleil  ［被服］ボトムス　［レベル］４　21

molu,alt  mok　<>mo

moa  ［遊離副詞］［形容詞］既に、もう　［反意語］nei　［レベル］２　16:制 :恣意
　:::hau,alt　［語法］　時期が予想より早いとか遅いとか関係なく、ある
時点から見て過去の時点で完了している状態。つまり ｢既に ｣を表
わす。　完了（影響相と言えるかもしれない）の相副詞。　【用例】　tu 
et moa took. それはもう終わったことだ。もう過ぎたことだ。
moa,szd  mom　mom.l

moamals  ［名詞］［形容詞］既婚　［レベル］４　19

moapia  ［言語］象形　［レベル］４　20:形を指す
moi  ［形容詞］薄い。濃いの反対の薄い。色や味に使う。　［反意語］nea　
［レベル］２　＠ 19　nyoe:nyoe

mois  ［電算］リモコン、リモートコントロール、リモートコントロー
ラー、無線コントローラー、ゲームパッド、パッド、コントローラー
　［レベル］２　13:制 :moiyos（離れて使う？）　【用例】　an bikes nelt mois 
kon las. いつもリモコンを持っている。　xite ant anx an lex mois. 家
族にリモコン呼ばわりされている。　an ont aruuj veitat mois i 
xok. 弟とリモコンの奪い合いをした。
moiveld  ［名詞］［形容詞］［ネガティブ］安物買いの銭失いな、うさんくさく安
い　［類義語］fer、xiligart　［レベル］３　20　［語法］　アズゲルの酒売り
がよその酒売りに価格競争で勝つために、水で薄めて量を増やして
安く売ったことから。結果的に客が集まったので売り上げは伸びた
が、後からバレた。
moiaikxiim  ［化学］ぶどう糖果糖液糖、ブドウ糖果糖液糖　［レベル］５　
vl;/　23　［語法］［文化］　aikxiim

moot  ［名詞］蝋、ロウ、ワックス　［レベル］３　tm:tiitel　17:制 :lakta　［文化］
　tmで蜜蝋がティーテルによって作られたのが始まり。
mootdol  ［地学］葉蝋石　19

mootlent  ［名詞］蝋人形　［レベル］４　22

mook  ［名詞］クレヨン　［レベル］２　13:制 :mookaz（ロウのペン）。蝋を含
んだ棒状の絵の具がクレヨンであることから。
moop  ［単位］モープ、カンデラ　［レベル］５　14:制 :古 :moopa（蝋の光）。
カンデラ（蝋燭の光）。キャンドルと同じ語源だろう。
mooze  ［植物］トネリコ　cv;moot/zamo「蝋の木」　23　［文化］　樹皮に付
着しているイボタロウムシが分泌する蝋物質が語源となった。cvで
saalが現 altに赴いた際に見つけた植物である。alt原産。
mool  ［軍事］下士官　［組み数字］６/７　［レベル］３　古 :zana:mol/lantis（下
の人）　［文化］　兵の階級のひとつ。曹長、軍曹、伍長に分かれる。
moe  ［代詞］［yunk］あなた　［レベル］１　21:kmiir:moe,szd（下の兄弟を指す
言葉が二人称としてアルカで採用された）
moe,szd  amel, aruuj　mo/e（下の水＝後に生まれたハラカラ）
moet  ［地学］滝　［形容詞］～の滝。前置。　［レベル］３　21:kmiir<moe:古 :
下に行く水　【用例】　moet dok 大きな滝
moen  ［代詞］［yunk］あなたの　［レベル］１　21:kmiir:moe/en

moel  ［政治］［経済］政府　［レベル］３　19:ilmus:ridia:mol esn（傘の下で）　［文
化］　＜経緯＞　副王アステル以前はアルバ王が全権を握った。セル
メルのイムル 20年に最初のアルバ王政の政府が結成された。就任式
の日が大雨だったため、城外には多数の観客が傘を指して見守った。
そこから「傘の下」や「傘」で政府を指すようになった。　ミロク
革命まで政府の中枢はアルバ城にあった。城の敷地内に政府の建物
があり、そこで政治が行われていた。アルバ城は現在の中央アルナ
のカルテにあったため、現在はそこに政府はない。現在は中央アル
ナ北区に政府中枢が存在する。　　＜現在の体制＞　daiz（王。国
の象徴）　↓　aster（副王。実験者）　↓　arnon（王の６省。うち、
召還省長官 artalesが最高権力者）　↓　lizno（庁。各省下に複数個
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存在）　　このように、４段階から成っている。警察や軍隊といった
機関は各省の下に置かれる。例えば警察も軍隊も軍務省の下にあり、
警察庁や軍務庁といった名で呼ばれる。具体的な機関はほとんど庁
が引き受けており、最も忙しいのが庁である。　日本と異なり省が
少ないが、庁が多い。これはカコにおいて国民が魔法を使えたころ
のシステムを残しているためである。魔法が使える時代は国民も力
があるので、夜警国家や小さい政府を必要としていた。　ミロクは
それに影響を受け、小さい政府の考えを採用している。そのため、
省は少ない。ただ、アレイユでは魔法が使えないため、必然的に国
が管理する仕事が増えた。省が増やせない以上、庁を増やすしかなく、
庁は増加した。　なお、警察や軍隊にはそれぞれ独特の体制があり、
庁ごとに体制は異なっている。
moelaxe  ［政治］政府機関　［レベル］４　22

me  ［遊離副詞］もう一度、また、再度、再び、ふたたび　［類義語］rave　
［レベル］１　14:制 :古 :you(2)　［語法］　→ rave　meは形容詞用法がない
ので、遊離しても melでなく meのままでよい。副詞にしか使わない。
　【用例】　ren luna me. また来てね。
met  ［動詞］yulを aへ落す、落す、落とす、落ちる、落下する、散る　
［普通動名詞］突き落とし　［再帰動名詞］［自然動名詞］落下　［類義語］mim　［レベル］
２　13:制　::mok:yukulu,alt　［語法］　重力を使って自然落下させること
なので、重力の働かない下から上への動作、すなわち反意語は存在
しない。下から上にあげるのは人為的な方法か風などによるもので
分類され、nek, agel, huaなどに分かれる。なお、このうち人為的に
上下に動かすことを nek, mimで表し、これらは互いに反意語である。
　　nek,mimは上げ下ろしに使う。クレーンや腕など道具を使うこと
が多い。投身自殺する場合はフリーダイブなので重力任せで、腕や
クレーンなどに身を預けない。よって投身自殺では metを使う。an 
mim van nos it iklaだと何らかの方法や道具で自分の体を下にやると
いうイメージ。　　人に「危ないから降りろ」という場合は mim。「落
ちて死んでしまえ」という場合はmet。re mim nos! re met nos!の略。 
em met!は「事故って落ちろ」で、met!は「自ら落ちて死ね」の意味。
呪詛で使うのはたいてい後者。　【用例】　tek es met i zom. 木から葉っ
ぱが落ちている。
mettek  ［植物］枯れ葉、かれは、枯葉、落ち葉、おちば、落葉　［レベル］
３　19:ridia:arbaxelt
metx  ［アイテム］鞭、ムチ、ウィップ。metxはムチであってベンは ben。　［類
義語］ben　［レベル］３　fv　13:制 :古 :metxi（鞭）　metxi:metxi　［語法］　
子供のお仕置きの象徴。bolt参照。
metxi  metx　fovet

metsank  ［動詞］yulを寝込ませる、寝込む、倒れ込む　［レベル］３　19　［語法］
　病気とは限らない。倒れるように寝込むこと。下への方向が強調
された言い方。　【用例】　an metsankat a fosk im foni del an koltik. 帰
るや否や、ソファーに倒れ込んだ。
metdok  ［植物］落葉広葉樹林　［レベル］４　19:ridia

metget  ［植物］落葉針葉樹林　［レベル］４　19:ridia

methonz  ［植物］楢、ナラ　［レベル］５　rd;met/honz「樫のような落葉樹」
　23
metis  ［名詞］愛人、二号さん　［レベル］４　rd;mel/lantis「メルのような人」
　24
metin  ［植物］ツバキ、つばき、椿　［レベル］４　18:ridia:落ちる花
metian  ［名詞］メティオ人　［レベル］３　20:metioan:19:ridia:arbaxelt

metian(2)  ［歳時記］啓蟄　［名詞］３時　［組み数字］３／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

metio  ［地名］メティオ。メテの支配地。　［レベル］３　kako

metio(2)  ［アトラスの国家］メティオ　［レベル］２　kako　［文化］　→ istolnim　　・
面積　　3585742.295777 km^2　　・経緯度　　西端：東経 (-90) + ((1835 
/ 4000) * 360) = 75.15　東端：東経 (-90) + ((2153 / 4000) * 360) 
= 103.77 　北端：北緯 90 - ((602 / 2000) * 180) = 35.82　南端：北
緯 90 - ((845 / 2000) * 180) = 13.95
metiokal  ［アイテム］シミター、シャムシール、新月刀、三日月刀　rd;/
　24　［文化］　kkに meで作られた。meは暑いので厚い鎧を着ることが
できない。そのため斬る剣が発達した。
metiosiza  ［地学］メティオプレート　23

metiora  ［地名］メティオラ海　［レベル］５　20:ridia:メティオの海
metioren  ［言語］メティオ語　［レベル］３　21　［文化］　＜歴史＞　　約
６万年前に tmでメディアンができる。ここから cvまでが mdd（古
メディアン語）。　zgの前期・冷戦・後期がそれぞれ mdk,mdv,mds。
これらをまとめて mdl。　　後期 zgの 3619yにシフェランがメティ
オを建国。zgに食い込む形でここから kkまでが mtd（古メティオ
語）。　sm,rdが mtk。nd,rtが mtf。vlが mtv。al,ljが mts。　　＜文字
と音節の変遷＞　　文字はアルハノンを使う。　　約７万年前に音
頭末の子音連続が発音されなくなる。　その後音節末の子音も発音
されなくなる。結果ＣＶｎＣが最長音節となる。　その後母音連続
がＶＶまでとなる。音節はＣＶＣ，ＣＶＶ，ＣＶのみとなる。　約
６５０００前にアルハノンができる。音節に合わせた文字組みがさ
れる。１文字で３音素まで含むことができる。　zgで音節末に来る
音が統廃合され、t,k,p,s,n,l,x,rとなる。これは例えば tagなら［tak］と発
音されるようになったということである。　zgで有声音と無声音の
対立が無気音と有気音の対立となる。アルハノンができた後なので、
かつてディーの音を指した文字は今はティーの無気音として使われ
る。ただし気音の対立になるのは語頭だけで、それ以外の環境では
声の有無の対立のままである。地球だと中国語や韓国語などにも見
られる現象である。　smで x,rが s,lに統合され、音節末は６子音の
みとなる。　　＜類型＞　　kan, dosという能格、絶対格を使用する
能格言語である。

metioetek  ［料理］メティオ茶　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　紅茶を主と
する。
meto  ［アトラスの国家］メト　［レベル］５　19:ridia:メト族の
mete  ［人名］メテ　［地名］しばしば metio（メティオ国）の代わりに使
われる　［組み数字］１４/１５　［レベル］３　kako:語源不詳　［文化］　(yuu
ma 7481)　yuuma 7481 イーファ、息子の meteを授かる 　メテの第
１４使徒であるとともにメテの使徒のルシーラ。生没年不詳。イー
ファ王とルーキーテ皇女の息子。母親を皇帝ウロに倒され、ウロを
仇敵とする。　現実ではウロを破ったのちテームスをも破るが、テー
ムスとの抗争に痛手を負ったため、ウロの後継者となったソーンに
あえなく敗れる。　rdではウロを破った後にテームスを封印したが、
疲弊したせいでソーンに敗れる。　【成句】　sat tel arxe xi mete 勝って
兜の緒を締めよ。ソーンの視点から。　arxe xien mete 前門の虎、
後門の狼
metexisa  ［料理］和三盆　［レベル］４　19:ridia　［文化］　セルメルではメテ
で作られ輸入されており、現在でも輸入に頼っている。黒砂糖に似
ている。
metemem  ［組み数字］メテサークル　［レベル］５　21　［文化］　rapalx

meteharma  ［言語］メテ幼字　21　［文化］　hac

metel  ［名詞］メテル　［レベル］５　19　［文化］　yuuma 7935 メテは魔方戦
争で生き残ったレスタントを集めて metelという新しい団体を設立。
アルシェを右腕とした。メテは自らをルシーラと呼び、メテルのメ
ンバーを使徒と呼んだ 
metelil  ［化学］ノーベリウム　18:制
meteata  ［言語］メテ会談　20　［文化］　hac

mek  ［形容詞］不慣れな　［反意語］not　［レベル］３　＠ 19

meklak  ［普通動名詞］再放送　［レベル］３　19

mekia  ［名詞］道具　［類義語］kon、molt　［レベル］３　f;e　21

mekia,szd  pan　palamekia,fv.xik

mex  ［名詞］他、他人、他者　［反意語］nos　［レベル］１　＠ 19

mext  ［政治］他国、外国、海外、異国　［反意語］nosk　［レベル］２　＠ 19　［文
化］　アルバザード人にとって身近な外国はルティア、メティオのほ
かに、周辺国であるケートイアやヒュート。魔方はアルナから遠い
ので印象が薄く、東方は近くて遠い国なので印象が薄い。　【用例】　an 
en ke siia mexk. 海外に行ったことがない。
mexttuk  ［植物］輸入植物、外来種　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

mextkais  ［経済］外貨　［レベル］４　19:ilmus:ridia

mextkaisev  ［経済］外貨建て→ mexkev　19

mextkeks  ［普通動名詞］国外旅行、外国旅行、海外旅行　［レベル］３　19　【用例】
　tea non et kag, xom non ar sen mextkeks. もし私がお金持ちなら海
外旅行に行けるのに。
mextvet  ［言語］外来語、借用語　［レベル］３　19

mextfel  ［普通動名詞］留学　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

mextfuta  ［経済］外国為替　［レベル］５　22

mextren  ［言語］外国語　［反意語］noskren　［レベル］２　21

mextan  ［名詞］外国人、異人、異民族、外人、ガイジン、よそ者、よそもの、
ヨソ者、ヨソもの　［レベル］２　19:melidia alis

mexte  ［哲学］非我　［反意語］noste　［レベル］５　rd:ryuu;/「他人らしさ」
　23　［文化］　noste

mextev  ［経済］外貨建て　［レベル］６　19

mexfink  ［娯楽］［軍事］敵陣　［レベル］４　22

mexmik  ［名詞］相手から見た右　［反意語］mexlank、nosmik　［レベル］２　
rd;/　24:nosmik
mexprot  ［普通動名詞］商業出版　［レベル］６　22

mexlank  ［名詞］相手から見た左　［反意語］mexmik、noslank　［レベル］２　rd;/
　24:nosmik
mexin  ［形容詞］客観的な　［反意語］nosin　［レベル］３　rd;mex/ins　22　xa
i:xai
mexinkalp  ［言語］客観的把握、最適視点配列、Ｄモード　rd　22　［文化］
　nakleldfel
mexia  ［名詞］郊外、近郊、町外れ、街外れ　［レベル］４　rd;mes/xial「街
の周り」　23　［語法］　都市の外縁部に位置する人口の多い地域のこと。
　【用例】　rapol kaen{e} mexia 郊外の住宅地
mexet  ［代詞］他人の、人の　［反意語］nozet　［レベル］１　21:mel:nos nozet, 
mex mexetというアナロジーから
mes  ［名詞］周り、周囲、周辺　［動詞］yulを囲む、囲む、包囲する、取
り囲む　［名詞］地方　［言語］方言　［形容詞］方言の、地方の　［格詞］～の
周りに、～ぐらい：mesaと区別。　［類義語］hol、menk　［反意語］seel　［類音］
mesa　［レベル］２　sert　13:制 :古 :melmo（周る）。語源不詳　nva, melm
o:nva, melmo:nova　【用例】　mes retl 敵を囲む
mes(2)  ［サール］nermesの略称　［組み数字］４/１２　［レベル］１　22

mest  ［名詞］天秤　［魔法］メスト（ライブラ）。光の多段白魔法。最も簡
単な魔法のひとつ。　［動詞］solは yulに相当する、相当する、当た
る　［動詞］yulを天秤で量る、量る、測る、計る、はかる　［言語］天秤
詞、天秤部　［レベル］３　meltia 98 sen via:lsd;mest,f.k　mest:mest:mist　
16:制 :恣意　［語法］　動詞の語義によって格組が異なる点に注意。文
脈で判断可能。　［文化］　dolmiyu　　・天秤詞とは　　文末に来て、
（笑）などに相当する話者の心情を示すものである。一時期フゥシカ
の提案で文頭に置かれたこともあった。　天秤詞は幼字を使って表
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記する。ワードのように複数のフォントを扱えるソフトなら幻字と
幼字を併用できるが、メモ帳などではそれができない。そこでメモ
帳などでは幼字を幻字に置き換えて表記する。　　・天秤詞は品詞
ではない　　天秤詞は音を持たない上に語ですらないため、品詞の
ひとつではない。しかし古アルカの慣習で天秤詞と呼んでいる。品
詞でないので天秤部という呼び方をすることもある。　古アルカで
は音を持った天秤詞とそうでない天秤詞とがあった。前者は新生に
おいて文末純詞として発達し、後者は天秤詞として幼字のまま生き
延びた。　天秤詞は前期制アルカで滅んだが、後期制アルカの時代
に（笑）に相当する axteや、（恐）に相当する teemsや、♪に相当す
る xanteなどが使われた。　22に天秤詞は拡張され、myuxa, duurga, xa
nte, viine以外の月、axet, myuxet, teemsなどにも意味が付されるよ
うになった。加えて古アルカの４音韻を示す必要がこのころ大文字
の存在によりなくなっていたため、空いた４箇所に arte, haizen, ali
es, selestを加え、これらにも天秤詞を付した。また、これに合わせ
てフォントの yuukoと ayakaがこの順でユーザーの尽力の元に作成さ
れた。　　・書式　　幼字で書く場合は天秤詞の前に半角スペース
を入れる。幼字の実体がアスキー文字なので、天秤詞が単語の一部
として認識されてしまうため。non (xanteを幼字にして繋げて書くと
nonKになってしまい、検索時に nonkでないと引っかからなくなっ
てしまう。コーパス調査がしづらくなるのでスペースを入れること。
直後に約物以外の文字が続く場合もスペースを入れる。　幼字を使
わない場合は括弧の前にスペースを入れたほうが見やすいし、コー
パス調査のときも便利である。　　【成句】　a mest ふざけるな、ふざけ
んな、調子に乗るな、調子のんな、ちょづくな、フザけんな、ざけろ、
ざけてろ：tu et a mest（それは天秤に乗ることだ→まともに判断さ
れるべきことだ）から。den fepより固い。　xal mest 調子に乗るな。
a mestと違い、バランスを取れという意味。過度にやるなという意味。
文字通り調子に乗るなの意味。a mestは叱責、xal mestは注意勧告。そ
んなことしていると危ないぞというようなニュアンス。　【用例】　mest 
kokka{enkokka} 釣り合った {傾いた }天秤　las{hat} e mest 天秤の手 {皿 }
mest,f  ［動詞］yulに横に腕を上げさせる。結果、体がＴ字型になり、
これが天秤の形に似るため、以降 .kが起こる。　e
mestfut  ［普通動名詞］等価交換　［レベル］４　22:天秤交換
mestat  ［名詞］価値　［類義語］xad　［レベル］３　rd;mest/hat「天秤の皿」。天
秤の片方の皿に載せるもので、一定の価値あるものを指した。　23
mesti  ［動詞］yulを観測する、観測する、観察する　［普通動名詞］観測、
観察　［類義語］hoi、vais　［レベル］３　22:mest

mestifa  ［地球の星座］［ユマナ］てんびん座　24　［文化］　ifa

mestia  ［物理］プリズム　［レベル］４　21:光魔法 mestから→ dolmiyu

mesk  ［名詞］鞄、バッグ、カバン　［レベル］２　13:制 :古 :messa（袋）から　【用
例】　tea non til gil tuval, xom non tau sen le mesk. 十分なお金があっ
たらあのバックを買えるのに。
meskad  ［政治］周辺国家　［レベル］４　20

messa,fv  mesl　meは周り。
mesnoskolm  ［政治］地方自治　［レベル］４　19

mesvas  ［政治］［軍事］地域紛争　［レベル］４　19

mesmev  ［言語］接周辞　［レベル］６　19

mesl  ［名詞］袋、パック、バッグ　［レベル］２　13:制 :古 :messa　messa:messa
　【用例】　mesl kai 大きな袋
meslagel  ［政治］地方分権　［レベル］４　19

mesleivatike  ［地学］環レイヴァ海流　23

mesa  ［名詞］環境、状況、形勢、事態、情勢　［格詞］～で、～の状況で、
～の環境で、～の様態で。副詞句なども導ける。漠然と状況を表わ
す：mesと区別。　［類音］mes　［レベル］２　15:制 :mes　:::meli,alt　【成句】　
mesa total どう見ても、どう考えても、どうしても⇔ xalt amtal　haas mesa 
当意即妙、臨機応変　【用例】　mesa emat vist penel. 事態はますます悪
化した。
mesaxe  ［政治］地方公共団体、自治体、地方自治体。通常自治体という
と日本語では地方公共団体を指すため、訳語欄に挙げておく。　［レベ
ル］４　rt;/「地方団体」。地方公共団体をそのまま訳すと冗長なため。
　23
mesadl  ［普通動名詞］再発見、再発明　［レベル］４　22　【成句】　mesadl e nagi 
ナギの再発明：車輪の再発見。同じ発明を自分が最初だと思い込ん
で無駄な舞い上がりをすること。それが何度繰り返されようと、歴
史は前に進まない。
mesayet  ［環境］環境問題　［レベル］４　19

mesalia  ［化学］再結晶　［レベル］４　19

mesaen  ［接続詞］mesa　［レベル］３　21

mesin  ［動詞］yulを見回す、見回す、見まわす　［レベル］２　20:melidia 
xier
mesinnaklan  ［言語］客観的認知主体　rd　22　［文化］　nakleldfel

mesolet  ［普通動名詞］リプレイ　［レベル］３　21

mesen  ［接続詞］mes　［レベル］３　21

mesel  ［動詞］yulをリセットする、リセットする、切り替える、切り
換える、切りかえる、チェンジする、入れ替える、入れかえる、入
れ換える、やり直す、仕切りなおしする、仕切り直しする、水に流
す　［普通動名詞］リセット、やり直し、切り替え、リプレイ、リトラ
イ、仕切りなおし、仕切り直し、やりなおし、やり直し　［レベル］３
　22:me/seles　［語法］　水に流してリフレッシュするという前向きなイ
メージがある。
meselmok  ［再帰動名詞］ふて寝　［動詞］yulをふて寝させる、ふて寝する　［レ
ベル］３　22　［語法］　ややポジティブに使う。

men  ［代詞］［pikko］僕　［レベル］１　21:eketone:molen（下の）　たびたび
meiに変えてはどうかという案が出るが、meidとかぶるので不可能
と否決される。何度も同じ意見が出たので、いい加減どうしてダメ
になるのかここに書いておく。
ment  ［軍事］伍長、メント　［組み数字］１７/２０　［レベル］３　19:ridia:m
olt。nolteと同根。　［語法］［文化］　kana

mente  ［名詞］売春婦　［レベル］４　tm;mempo/teeze（まんこ風な、まん
こ女っぽい）　古
mentes  ［動詞］yul（体を売る人）を a（買う側）に売春する、売春する　［普
通動名詞］［再帰動名詞］売春、援助交際、援交、エンコー、ウリ、売り　［レ
ベル］４　tm;mente/so　23

mentefosk  ［名詞］ピンサロ、ピクサロン　［レベル］５　18　［文化］　アルバ
ザードにはない。
menteerx  ［名詞］ソープ、トルコ風呂　［レベル］５　18　［文化］　menteez
　アルバザードにはない。
menteez  ［名詞］売春宿　［レベル］５　18　［文化］　アルバザードにおける
一般的な売春宿。日本でいうソープだが、風呂はない。本番あり。
日本では風呂がなく個室を使うという意味では本番のないヘルスや
ある赤線などの訳語にあたる。
menk  ［動詞］yulに a{on}の周りを周らせる、周る、回る　［天文］公転　
［類義語］hol、mes、mem　［レベル］４　20:mem/ke（円を描いて行く）　::sai:
vizen,kt　［語法］　hol

menktat  ［天文］公転周期　［レベル］４　20

menkmembaog  ［物理］軌道角運動量　［反意語］holmembaog　vl;/→ holmemb
aog　23
menkel  ［建築］メンケル宮殿　［言語］［文字］オールドフェイス、オールド・
フェイス　21　［文化］　smで建てられたケートの宮殿。オールドフェイ
スが流行った。
menkui  ［卑語］クンニリングス、クンニ、まんなめ　［類義語］xiiasex　［レベル］
４　21:mempo/kui　【用例】　"caca to et kuni a. re ar menkui a noel, 
ocaaaaaaa(ffff" 「何がクニだよ！クンニしろオラァァ！！」（エデンの
檻）
mens  ［普通動名詞］ツッコミ　［動詞］yul（内容）を aにつっこむ、つっこ
む、突っ込む、ツッコむ、ツッコム、突っこむ、つっ込む　［レベル］３
　21:moz/rens
mensa  ［アイテム］メンサ　［レベル］４　ridia:古 :melsabe｢ メルの服 ｣或い
は ｢時間の服 ｣が語源。　［文化］　ヴァストリアの１つ。メルのもつ
魔装。時空を歪めた際の反動から身を守り、かつ時空を歪める能力
を増してくれる服。
menni  ［卑語］まんげ、まん毛　［レベル］４　19:mempo/ini

mend  ［動詞］yulを沈める、沈める、沈む、潜る、潜水する　［運動］スキュー
バダイビング　［再帰動名詞］潜水　［自然動名詞］沈没　［レベル］３　16:制　nu
e:nue
mendkad  ［地球の国名］ツバル　19:低い上に小さい島で、沈みつつある
mendapl  ［軍事］潜水艦　［レベル］３　nd;/　23

menlo  ［卑語］膣　［レベル］４　19:mempo/lo　［語法］　mivlは医療用語で、
子供が出てくるイメージ。menloはセックスに使う淫らなイメージ。
mena  ［名詞］方針、指針　［レベル］３　14:制 :語源不詳。ano（漠然とした計画）
からか？
menal  ［代詞］［pikko］僕の　［レベル］１　21:eketone:men/古 al

menif  ［名詞］留年　［レベル］３　19:melidia

menot  ［医療］リハビリ、リハビリテーション　［レベル］４　19:ridia:arba
xelt
mene,fv  letia　neeme.geks

menet  ［電算］再起動　［レベル］３　20

mev  ［言語］接辞　［レベル］５　19:mes/vet

mevolt  ［普通動名詞］再現、再来、再起　［普通動名詞］リプレイ→ mesolet　
［普通動名詞］復元→ melad, fort　［動詞］yulを再現する、再現する　［レベル］
４　20:再び具象化する　【用例】　sart fonl van mevolt e cavas. 神々は
ラヴァスの再現を避けようとしている。　［語法］　ビデオなどの再生
は kekl。
mef  ［動詞］yul（坂など）を降りる、降りる、おりる、下る、くだる　［反
意語］mod　［レベル］２　16:制　【用例】　mef tood 坂を降りる　mef naf 
階段を下る
meftood  ［名詞］下り坂　［レベル］２　20:seren/ridia

mefteeze  ［気象］下降気流　［レベル］４　19

mem  ［名詞］丸、環、真円　［形容詞］丸い　［数学］円　［動詞］yulを周る、
周る、まわる、回転する。mememの略で yulを丸めるの場合も。　
［類義語］hol　［レベル］２　f;><melmo,f　13:制 :古 :geki。melmo(円 )元は
円周として使われていた　mem, geki:mem, geki　［語法］　正解には○
(mem)。不正解には× (soma)。その中間には＼ (ilak)と /(alef)を付ける。
これは古アルカのオノマトペ tilon(○ )、jan( × )から来ている。こ
れらは正解や不正解を示すオノマトペで、丸やバツといった幻字が
当てられていた。斜め十字を表わし、｢ × ｣ のような形。　［文化］　me
mlas, poit　【成句】　miyu ikal a mem 四角を丸にする：分かりやすくす
る。９８年２月３日のメモに書いてある表現で、当時の古アルカに
あったものと思われる。　【用例】　yun lad mem 円を描くように
memtik  ［数学］３６０度　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

memkoktaxitov  ［物理］等速円運動　［レベル］６　19

memxial  ［名詞］円形都市　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt　［語法］　例えば sal
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ai。
memsex  ［言語］円唇　19

memniatifl  ［医療］円形脱毛症　［レベル］５　19:seren

memnial  ［数学］円柱　［レベル］４　19

memme  ［婉曲］おまんこ、女の子のあそこ　［レベル］２　古
memp  ［卑語］セックス　［レベル］４　古 :mempoから
mempab  ［名詞］回転木馬、メリーゴーランド　［レベル］３　13:制 :丸い
馬　【成句】　yun mempab 走馬灯のように　【用例】　fian le kor a vort 
lond mempab mia? 死にゆく少女は回転木馬の夢を見るか　amalis e le 
sel lunak yun mempab. あの日の思い出が走馬灯のようによぎる。
mempim  ［数学］円錐　［レベル］４　19

mempo  ［卑語］まんこ　［レベル］４　f;mem/ponno　古 :元は memponno。
memは ｢包み込む ｣で、ponnoは元は単独で女性器を指したが、後
に男性器の隠語となった。ponnoは女性器の隠語だったのだが、意
味が逆になり、男性器を指すようになった。女性器の隠語がなくなっ
たため、memponnoが新たに女性器の隠語として造語された。しかし
意味があまりに直接的なので煙たがられ、略されて mempoになった。
しかしそれさえもやがて煙たがられて卑語と化した。
mempon  ［幼児］おまんこ、女の子のあそこ　［レベル］２　古 :mempon,mem
poに指小辞が付いたもの　［語法］　幼児語。卑語ではない。mempoと
いうのが憚られるので大人同士でも memponと言うことがある。こ
うして幼児語にしてしまえばいやらしさを感じないのは制アルカは
特に顕著である。性の禁忌が激しいことで有名な純潔乙女のクミー
ルやフルミネアの口から mempoが出ることはありえなかったが、me
mponなら何度か聞いたことがある。
mempes  ［植物］フリージア　［レベル］４　nd;fleabel語で「女性器」。花
の形が膣口に似ているため。mempoと同根だがこちらは卑語ではな
い。　23　［文化］　フレアベル原産。ndで流入。
membaog  ［物理］角運動量　［レベル］６　19:日本語は英語のａｎｇｕｌａ
ｒを訳しているようだが、「円運動量」という概念は特にないようだ
し、ならば membaogのほうが分かりやすいと判断した。
memlas  ［名詞］グッドサイン　［レベル］３　21　［文化］　左右どちらでもよい
が、親指と人差し指で輪を作る。残りの指は立てておく。日本で「金」
を指すジェスチャーと同じ。　これが memのサインで、「よい」を指
す。英語圏で親指を立てるジェスチャーと同じ意味。　反対のバッ
テンは両手の人差し指を交差させて作る。
memloob  ［被服］ラウンドキャップ　rd;/　24　［文化］　smでできた。
mema  ［名詞］ロータリー、広場、ひろば　［類義語］tuuk　［レベル］３　16:制 :
memkaから
mematan  ［化学］シクロアルカン　19

memapx  ［数学］円グラフ　［レベル］３　19

memarluno  ［化学］環式炭化水素　19

memals  ［普通動名詞］再婚　［レベル］３　20　［文化］　離婚率が低い、再婚も
自ずと少ない。男は再婚できるが、女は原則再婚できない。処女で
あることが結婚の条件のひとつであるため。
memalmi  ［アイテム］ラウンドシールド　rd;/　24

memir  ［形容詞］仲のよい　［動詞］yulを aに馴れ合わせる、慣れ合う、
馴れ合う、なれ合う。emとともに　［反意語］meruj　［物理］波の腹　［レ
ベル］２　19:melidia alis:古 :melmiir（メルとクミールのような）　【用例】
　semaim memir 仲の良い友達
memirvesto  ［言語］母音調和　［レベル］６　19　［文化］　古アルカには存在
した。制のｎ対によって崩れた。新生でも古の名残のあるものは母
音調和しがちなので、間接的に母音調和は残っている。セレン＝ア
ルバザードは姓名ともに母音調和。arnamanaka t'arbazard（アルバ国ア
ルナ大学）など、すべて母音調和。
memirfo  ［音楽］協和音　［レベル］４　22:「仲の良い音」
memirels  ［普通動名詞］馴れ合い、馴れあい、なれあい、妥協、なあなあ、
なぁなぁ、癒着　［レベル］３　rd;/　23　［語法］　良い意味でも癒着のよ
うな悪い意味でも使う。
memok  ［再帰動名詞］二度寝　［レベル］３　19　【用例】　an arat memok. 二度寝
した。
memov  ［普通動名詞］円運動　［レベル］４　19

meme  ［名詞］繭、まゆ　［レベル］３　16:制 :meli

memeda  円環表、丸いリスト、丸い表　［レベル］３　18

memelen  ［名詞］円卓、ラウンドテーブル　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

memeev  ［物理］円形波　19

mediskant  ［交通］南条、南大通り　［名詞］朱雀、メディスカント　［レベル］
３　rd;hy。hyの四方を収める四神の名から　23
media  ［色］黄緑　［レベル］２　19:imel/diia　［文化］　黄色はメルから来て
おり、緑はリディアと関連があるので、黄緑はふたりを象徴する色。
この象徴は、クミールがセレンを揶揄するときに "lu tafat media me 
ter"と言ったことに起因。象徴の作り手がクミールであって、造語
者ではない。造語はそれ以前にセレンが行っている。　【成句】　nab las 
a media 手を黄緑に塗る：両手に花。mediaは何の隠語だろうか。答
え↑
median  ［地名］メディアン　［レベル］４　meltia 95 sen via;「回帰する
土地」　20:ridia:「回帰する土地」　［文化］　古代国家のひとつ。後の
メティオになる広大な国。　約７０００万年前、セルトが生まれる
５００万年前にメティオがアルカット南岸に衝突。アルテ時代の記
憶を連綿と受け継ぐアルミヴァが歴史を人類に伝え、その歴史を元
に人類が命名したもの。「回帰」とはパンゲア時代のように「ほかの

大陸にまとまるようにぶつかった」というところから来ている。
medianren  ［言語］メディアン語　［レベル］５　21　［文化］　metioren

mediennu  ［名詞］メディエンヌ、不親切な真実、親切でない本当　［類
義語］disment　［レベル］４　古 :liiza:dismentと同じく、あえてそれっぽ
いだけの語形を恣意的に作ったもの。　［語法］　嘘ではないが誤解を
招くもの。本当はＡではないがＡだと思わせたいとき、Ａだと嘘を
つくことはないものの、Ａだとわざと相手に誤解させるような言い
方をすること。逆に、Ｂだと思われたくないときに、そのように誘
導することも指す。　嘘は苦手だが何かと隠す必要のあるリディア
やセレンがよくやる。さらっと素で嘘がつけるメルなどは aaloといえ
る。　【用例】　ku(ar) mediennu メディエンヌを言う
meg  ［名詞］レンチ、スパナ　［レベル］３　lakta:回す金属
megand  ［軍事］再征服、レコンキスタ　［レベル］４　20

mep  ［名詞］鏡　［動詞］konを鏡として yulを aに映す、映す、写す　［文字］
レフティ　［化学］反射鏡、光源ランプ　［レベル］２　sorn　中期制アル
カおよび sorn:mep（鏡）｢よく磨いた ｣　参考 :アルシェ :myul,ixirius
　myul:myul:myul
meps  ［普通動名詞］セックス　［動詞］yulとセックスする、セックスする　［類
義語］esse　［反意語］tias　［レベル］４　rd:ridia;mempo/esse　23:ridia:→ ti
as　［語法］［文化］　tias

mepn  ［交通］運河　［レベル］４　13:制 :mobepon（掘った水路）
mepvian  ［物理］偶力　21

mepmo  ［名詞］鏡像　［動詞］yulを鏡像にする　［類義語］ixlem　［レベル］４　
20
mepyuo  ［言語］能格動詞、反使役化動詞　rd;/「鏡の動詞」。自動詞に
も他動詞にもなることから。　24　［語法］　自動詞にも他動詞にもなる
動詞で、他動詞の目的語が自動詞にしたとき主語に来るタイプのも
ので、ｏｐｅｎやヒラクなどがある。反使役化動詞とは「他力また
は自力によって変化する」動詞のことである。他動詞しかないアル
カにはない。　能格動詞を反使役化動詞と同一視したのは影山 (2001)
による。
mepl  ［ポジティブ］［動詞］yulを思いつく、思いつく、思い付く、閃く　
［普通動名詞］ひらめき、閃き、思い付き　［感動詞］あ、そうだ　［レベル］２
　14:制 :古 :melpaal（閃き）｢メルの光 ｣　【用例】　an meplat ano ban e 
kest. 明日の楽しい計画を思いついた。
mepi  ［名詞］レンズ　［名詞］レンズ。カメラの。　［レベル］３　16:制 :mepa

mepit  ［アトラスの国家］メピット　［レベル］５　20:seren:鏡の国
meba  ［名詞］鋤、すき　［レベル］３　15:制 :lakta:meb（掘る）
mebi  ［名詞］シャベル、ショベル、スコップ、パワーショベル、パワー
シャベル　［レベル］３　15:制 :meb（掘る）　【用例】　an sedat sae saen galt 
kon mebi. シャベルで玄関前を雪かきした。
mebo  ［建築］堀　［レベル］３　16:制 :meb（掘る）
mebe  ［名詞］ドリル　［レベル］３　16:制 :meb（掘る）
meyol  ［環境］リサイクル　［レベル］３　制
mec  ［名詞］代、世代　［反意語］sest　［レベル］４　13:制　［語法］　sest

mer  ［形容詞］完全な、完璧な、パーフェクト← merte　［副詞］完全に、すっ
かり　［反意語］gast　［レベル］１　19:mem（円）/制 ar（完全）　【用例】　☆
el took vil tu lab merel ter. その仕事を完璧に終わらせることは不
可能だと聞いた。　jent at mer. 完璧な天気だった。
mert  ［言語］メルト、言葉遊び　［レベル］４　16:制 :milm/ert（踊る言
葉）。古の luuteになぞらえて造語した。　［語法］　kokonと違ってそ
れ単体がユーモアになっているのではない。mertはふつうの言葉が
周りの状況や言い方などによって初めてユーモアになるものである。
kokonと違ってネタを用意していればいつでも言えるものでないため、
mertのほうが高等テクニック。　【用例】　mert melt 心温まる言葉遊び
mertena  ［歴史］メルテナ時代、召喚士時代、夕月の嚆矢、ゆづきのか
ぶらや　［レベル］３　古？ :mel/artena（召喚士の時代）の意味だろう。
「夕月の嚆矢」は月戦争の前であることから夕月、戦争前夜であるこ
とから鏑矢になっている。　［文化］　→ azger　東西の民シフェル（西）
とマレット（東）の戦争アズゲルと、月戦争カコの間の時代。召喚
士が有力になり王となる時代。ラヴァス後、アトラスの地上に残さ
れたのはエルトにもサールにも属さないユーマの一族であった。ユー
マの一族は神聖を失った者同士の交配であったため、神聖を著しく
失っていた。そのためアルテから見放されてアトラスに残されたの
である。そしてこれが人類である。アトラスに残されたユーマの一
族は独自に発展を続けた。このころはまだ神聖を失いきっていなかっ
たので魔法を使うことができた。だが、その力は弱かったため、神
の力を借りざるを得なかった。神はユーマの一族が生成する魔力を
非常に好んだため、これと引き換えに力を貸すことがあった。こう
してユーマの一族の中には魔力と引き換えに強大な神の力を借りる
契約をした者が現れるようになった。これが召喚士である。
merxi  ［格詞］真後ろ　［レベル］２　20

merxien  ［接続詞］merxi　［レベル］３　21

mersa  ［格詞］真前、まん前、まんまえ、真ん前、正面　［レベル］２　20

mersaen  ［接続詞］mersa　［レベル］３　21

mermik  ［格詞］真右　［レベル］２　20

mermiken  ［接続詞］mermik　［レベル］３　21

mermol  ［格詞］真下　［レベル］２　20

mermolen  ［接続詞］mermol　［レベル］３　21

mermem  ［数学］真円　［レベル］６　rd;/　23

merdia  ［アトラスの国家］メルディア　［レベル］５　19:ridia:meltia
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merhal  ［格詞］真上　［レベル］２　20

merhalen  ［接続詞］merhal　［レベル］３　21

merlyudia  ［芸術］リアルファンタジー　rd;/「完全なファンタジー」　
［レベル］６　23　［文化］　lyudia

merlank  ［格詞］真左　［レベル］２　20

merlanken  ［接続詞］merlank　［レベル］３　21

meria  ［ジョブ］メリア、巫女　［名詞］預言者　［レベル］４　20:ridia:min/
eria（水の女。エルテを着る前にみそぎをすることから）　［文化］　召
喚士と対をなすジョブ。神の力を得るのではなく、神との対話をす
るのが仕事。悪魔との対話も可能。神や悪魔には言語能力のないも
のもいるので、これらと意思疎通をすることができる点で特に重宝
される。また、試練を終えて契約を結ばないと神を呼び出せない召
喚士に比べ、簡単に神と対話できる点でも優れている。その代わり
召喚して力を得ることはできない。巫女は対話の際、みそぎをして
エルテを着る。対話はサリュで行う。　宗教的には預言者を指す。
教祖はしばしば預言者も兼ねる。
merens  ［名詞］もう一度言う　［感動詞］もう一度言って？疑問文で使う。
　［レベル］２　19:melidia alis　［文化］　聞きなおす際は一般的に "xante?"
と言う。同じことを何度も言わされるのは心地よくないので、アル
バザード人も何回も聞き取れないと遠慮してそれ以上は聞き返せな
くなる。それが元で誤解が起きることもままあるが、それは恐らく
どの国でも同じことだろう。　【成句】　ret merens a aに聞きなおす、
聞き直す
meruj  ［形容詞］不仲な、仲の悪い、仲が悪い、犬猿の仲　［反意語］
memir　［物理］波の節　［レベル］２　19:melidia alis:古 :melruuj（メルと
ルージュのような）。diamelというのもあったが、ルシアたちの教育
に悪そうなので採用しなかった。
merujfo  ［音楽］不協和音　［レベル］４　22:「不和な音」
mez  ［名詞］噂、噂話、ゴシップ、うわさ話、風評　［動詞］yulという噂
を aに言う、噂する、言う　［レベル］３　lakta　【成句】　lutian mez les ar
ban so. アルバザード人の噂をルティア人がする：悪事千里を走る　
livro e mez et fen nod mok e xeltes 噂の寿命はシェルテスの眠り
より短い：人の噂も七十五日　【用例】　el mez tu lex la leevat a lutia. 
彼がルティアに去ったという噂が流れている。
mezo  ［名詞］からざお、殻竿、さお、竿　［レベル］４　lakta:meは回る。z
は木だろう。
mej  ［サール］メジュ　［動詞］yulを暗殺する、暗殺する　［普通動名詞］暗殺　［レ
ベル］３　gil:古 :ギルの当時の名が語源　［文化］　サール界きってのア
サシン。サール ･エルト ･人間を問わず狙う。
mejtel  ［魔法］メジュテル　［レベル］４　19:「抗暗殺」　［語法］　leinと共
起すること。男でも。　［文化］　ミロクやメテに限らず、偉大な魔導
師は常に暗殺の危険に晒されながらも暗殺を防いできた。実は魔導
師の暗殺は難しい。毒殺は白魔法で治るのでしばしば無意味であり、
攻撃でダメージを与えても白魔法で回復してしまう。しかし睡眠中
は無防備であるため、暗殺する隙ができる。　そこで暗殺を防ぐた
めに、魔導師側は魔力でメジュテルというバリアを張って寝る。も
しメジュテルが破壊されれば物音で気付くため、結局暗殺者はしば
しば対象より武力で勝っている必要がある。このため、偉大な魔導
師が王を務めた古い時代での暗殺は特に難しかった。　なお、戦士
は霊力でメジュテルを張る。性質は異なるが機能は同じ。　【成句】　
lein mejtel ぐっすり寝る、熟睡する、快眠、枕を高くして寝る、安
心して寝る、安眠する　lein mejtel メジュテルの魔法を張る　【用例】
　lad mejtel 魔導師がパーティのためにメジュテルの結界を作る。　
an lein lax mejtel. ぐっすり眠りたい。　el lein xir mejtel ol xal 
lax valn. 熟眠は健康の基本だ。
mel  ［名詞］時　［言語］時制→ melvet　［類義語］im、halis、fimel　［レベル］１　f;e
　古 :使徒 melが語源　mel:mel:lu mel:yumi,alt　【成句】　mel sed emt. 時
間が経てば悲しみも癒される。　ok mel = haas mel 時間とともに、
時代が進むにつれて　tel mel 時間の流れに逆らって、時が進むほど
逆に～　fax mel ka dia 壁に耳あり障子に目あり：夢で時を抱く。隠
語になっており、diaは ridiaのことで、melは人名のほう。使徒が
セレンを揶揄したもの。　tau mel 時間を稼ぐ、時間をかせぐ　mel 
lef yun far 光陰矢のごとし　mel vat elf lan 歳月人を待たず　【用
例】　an yolat fonl mel bebelel. 時間を無駄に使うべきではなかった。
　☆ kag{tid} on mel 時間に余裕がある {ない }　til{si} mel 時間が
ある {ない }　den yol mel bebelel. = mel et tam. 時間がもったいな
い。　［俗語］［言葉遊び］mel sed emt:19:zana:リディアがセレンにメルとの
浮気を理由に別れる宣言をした際、ザナがリディアに「そんなこと
をしたら余計メルに取られるだけだ」との意味を込めて言ったセリ
フ。言葉通りの意味は「時が悲しみを取り去る」、つまり「時間が経
てば悲しみは消える」というもの。ここでは慣用句を元に言外の意
味「メルが（セレンの）悲しみを取り除く」を導いている。　☆ an 
til mel kin im tur. 今苦しい時期にある。　sed mel fiina スケジュー
ルから外す　ev mel fiina スケジュールに組み入れる　set mel 時
間をつぶす、時間を潰す。melsetが暇つぶしなので必ず set。sedと似
るので注意。　［文化］　arnamel

mel(2)  ［人名］mel keetoia→ mel silf caifa keetoia　［レベル］１　古
mel(3)  ［組み数字］７/２８　［交通］メル通り　［名詞］メル組。アルナ大の
クラス。　［レベル］２　22

melt  ［形容詞］暖かい、ぬるい、温かい　［形容詞］感じのよい、いい感じな、
好印象を持てる、感じがよい、気持ちのよい　［動詞］yul（物質）を温
める、温める、暖める、チンする、レンジでチンする　［動詞］yul（人
など）を慰める、慰める　［動詞］yul（死者など）を鎮魂する、鎮魂す
る、慰霊する　［反意語］diit　［レベル］１　19:imelteeze黄色い風　:::ne
kolu,alt　［語法］　hart　【成句】　soonoyun melt ke doova melt. 気持ちのよ

いおはようは気持ちのよいさようならにつながる：一事が万事　【用
例】　non nat nau xanel mil non koltik ra i tant le sae xa. 雪の降る外
から帰ってきて暖かかったのでとても幸せだった。　non emat miox 
mil rens melt laat. 彼の温かい言葉が私の気分を良くしてくれた。
meltxier  ［歳時記］暖冬の日　［レベル］３　21　［文化］　lis lisの休日。１月
末から２月上旬（クリスの月ごろ）はアルバザードでも一年のうち
で最も冷える時期で、一番人間の体がこたえる時期である。そこに
休日を入れて体を暖め休ませることで風邪等の罹患率を下げようと
いう目的で、ミロクが制定した。クリスの月の雨は寒いというだけ
あって、この時期は特に寒い。その上この月のアルバザードは日本
の１月末より雨が多く、体調を崩しやすい。
meltsatii  ［気象］スコール。日本でいう「強いにわか雨」の意味ではない。
　［類義語］vena e kleevel　［レベル］３　19

meltsab  ［被服］厚着　［レベル］３　rd;/　23

meltnoa  ［生物］曲骨　21

meltfatil  ［形容詞］けなげな、健気な　［レベル］３　rd;「温かい気持ちを
引き出すような」　22
meltdilfai  ［医療］温灸　rd;/　24

meltpol  ［地学］温帯　［レベル］４　19

meltbakm  ［料理］ホットミルク　［レベル］２　rd;/　23

meltar  ［名詞］暖房、ヒーター　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　熱く
してはかなわないので、hartarはない。　【用例】　an arat meltar man na 
sort tinka. あまりにも寒かったのでヒーターを入れた。
melti  ［名詞］ぬいぐるみ、縫いぐるみ、縫い包み　［レベル］２　14:制 :
古 meltxil（メルが持つ）。メルは小さい頃ぬいぐるみが好きだった。
使徒の中で当時１人だけ幼かったからそういうアイデンティティを
持っているように我々は思ったのだろうが。（21追記：今となっては
ぬいぐるみの代わりにマウスを握り締め、ＰＣとニコ動を見てうへ
うへ言っている姿に哀愁すら覚える）
meltia  ［悪魔］メルティア　［レベル］３　meltia 0:meltia;mel/tiia「時を愛
する」　ridia:seren:古 ｢時を愛する ｣　［文化］　時空間を操る悪魔。
時空間を司る。長髪、白黄混血系、美青年。自由意志がない。ベル
トと同じく異世界への行き来ができる。アシェットのメルの父。テー
ムスは霊界の歪みとして生まれたが、それでもエルトの予想に反し
て霊界が滅びなかったのはテームスが滅ぶのを拒んで悪魔メルティ
アを生んだため。メルティアは時空間を自由に操り、霊界を秩序立
てている存在で、その意味では最も強力な存在。力自体は大したこ
とないが、霊界の支えになっているのでテームスでさえメルティア
には手出しをできない。メルティア自身も霊界を存続させるのに精
一杯で、自由意志など少しも持てない。そんなメルティアが唯一自
由意志を持ったのが、アシェットのメルの母となるある少女を見つ
けたとき。メルティアと少女は恋に落ちメルが生まれるが、メルが
生まれたことでメルティアの力はメルに奪われてしまい、霊界の秩
序が乱れかけてしまう。案じたメルティアは妻子を捨て、二度と自
由意志を持たないと誓った。メルティアは娘に力のこもった腕輪の
秩序メルティアを託すが、戦火で紛失してしまう。しかしやがて秩
序メルティアは成長したメルの元へ帰る。ベルトは異世界からの断
絶を行い、メルティアは異世界からの流入を行うといわれている。
　『紫苑の書』では、口数が少ないものの、やけに親切な悪魔として
描かれている。　普段は青い目だが、戦闘時には黄色い目になる。
このことから fvでは imelで明るい黄色の意味になり、後にアルカ
で黄色として受け入れられる。　金星を司る。
meltian  ［企業］メルティアン　［レベル］４　21　［文化］　セイコーに相当す
る企業。
meltiapalt  ［歴史］メルティア暦　［レベル］５　19:ilmus:ridia　［文化］　palt

meltialiifa  ［天文］アンタレス　［レベル］６　19:ridia/seren/mel　［文化］　
黄道を通る４つの一等星のひとつ。メルの父メルティアの星。
meltion  ［動物］マルチーズ　［レベル］６　21:ぬいぐるみ犬
melton  ［形容詞］メルの望むような　［反意語］almelton　［レベル］４　rd:mel;
mel/te/on「メル風なものに関するような→メルの好みに沿うような」
　24:mel　［文化］　yutia

meltool  ［筐堺］メルトール　［レベル］５　rd;mel/tool「メルの支配するトー
ル人の地」　22　［文化］　筐堺司：mel keetoia　筐堺国：keetoia, dimin
ion
melte  ［被服］ワンピース　［レベル］２　14:制 :lakta:melteeze｢ メルの風 ｣。
セレンの造語。子供の頃のメルがよくワンピース（ドレスも多かっ
たが）を着ていて、風に靡いて美しかったことから。アルカではよ
く服に ｢風に靡く ｣という意味で teezeをつける。
meltem  ［環境］地球温暖化、温暖化　［レベル］４　19

meltelen  ［名詞］こたつ、コタツ、炬燵　［レベル］３　19

melk  ［名詞］時計　［レベル］２　rd;mel/kip　13←古 :mello　mello:mello　［語
法］　→ tit tot　［文化］　最初の時計は meltia 4にメルティアが作った日
時計で、アルミヴァを用いて２４時間法を採用していた。　機械仕
掛けが登場したのはセルメルでナユがアルバ王に献上したとき。そ
の後セルメルでねじ巻きの懐中時計ができ、rdでリュウがクリスの
発言を受けて腕時計を開発。ナディアで電池式のものができ、ヴェ
レイでは太陽電池のものができ、アンセに組み込まれ、事実上アン
セに機能が吸収された。腕時計はアンセにほぼ吸収されたが、みや
すさの都合で置時計や掛け時計は現代でも残っている。　【用例】　☆ tu 
melk et ses{sil} du 3 fei. この時計は３分遅れている {進んでいる }。
　melk es avix. 時計が狂っている。
melkmenk  ［名詞］時計回り　［類義語］mikmenk　［反意語］almelkmenk　［レベル］
３　20　【用例】　melkmenkel 時計回りで
melka  ［感動詞］あけましておめでとう　［レベル］２　古 :melkai,melkaid。い
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ずれも｢メルが成長した｣の意味で、オヴィとリディアが言い出した。
メル暦の新年がメルの誕生日と共に訪れるため、メルの誕生日を祝
う言葉がそのまま年始の挨拶になった（なったといっても新年の挨
拶として正式に認識されたのは 11年ごろのことにすぎない）。尚、対
語に diakaがあるので参照。　【用例】　melka! an filia salt fiiyu! あけ
ましておめでとうございます。来年も良い年でありますように。
melkas  ［被服］ブリーチズ　sm;melkaという貴族の sabe　24

melkantfian  ［人名］時詠みの少女　22　［文化］　rdの２０年間と ljの２０
年間を、２０年かけて観測する少女。世界の終焉の原因がこの４０
年間の間にあると見て、同時並行で２０年かけてふたつの時代を観
測している。世界の終焉の原因を探っており、観測者効果により世
界の結末を変えようとしている。
melkand  ［魔法］魔法鏡、メルカンド　［レベル］５　ard;mel/kandi。最初時
魔法だと思われていたため。　21　［文化］　dolmiyu

melkad  ［地球の国名］アイルランド　［レベル］５　19:アイルランド島のイギ
リス領にメルが住んでいたことから
melkart  ［名詞］メルセルカード　［レベル］２　rd;/　24　［文化］　新年の祝
いにプレゼントと一緒に送るカードのこと。年賀状のように知人全
員にカードだけ送るという習慣はない。　【用例】　xant melkart a tian 恋
人にメルセルカードを送る。
melkifa  ［地球の星座］［ユマナ］とけい座　24　［文化］　ifa

melkeks  ［名詞］時間旅行、タイムトラベル、タイムスリップ　［レベル］３
　21
melkei  ［言語］線条性　19:時間を追う
mel keetoia  ［人名］メル＝ケートイア　lj　［レベル］３　22　［文化］　(400_)
　ljの登場人物。
mel keetoia(2)  → mel silf caifa keetoia　［レベル］１　22

melx  ［名詞］刺繍　［レベル］３　13:制 :melixak

melxant  ［歳時記］メルシャント　［レベル］２　rd;/　24:登録漏れ　［文化］　
メルセルにあげるプレゼント。現金だったり物だったりサービスだっ
たりする。　　・現実　　2133：年末に来るはずが来れなくなったの
で遅れ、この日紫亞に『カードキャプターさくら』フランス語版全
巻セットをプレゼント。ユルトにはこの前後に合気道の子供用道着
を。リディアには慣例として何も与えず、メルには例年通り日本で
のデート権を贈呈。子供たちに melxantや diaxantをあげたのはこれが
初めて。diaxantはまだあげたことがない。紫亞に最初にあげたプレ
ゼントは４歳のとき新宿の京王ビルで買ったサイズの大きな服（も
う少し大きくなったら着れるように）とのプリキュアの服で、これ
が３度目。
melxaz  ［名詞］タイムリミット、時間制限、タイムアップ、時間切れ、
制限時間、タイムオーバー　［レベル］３　rd;mel/xaz　22　【用例】　im mel
xaz ik rak タイムリミットを越えたとき
melxiilas  ［普通動名詞］猫可愛がり、猫かわいがり　［動詞］yulを猫可愛が
りする、猫可愛がりする　［レベル］３　rd;/「セレンがメルを可愛がる
ように可愛がる」　23
melxe  ［名詞］勾玉や宝石など、特別な玉　［丁寧］玉、球　［文字］ケルン　
［類義語］gek　［類音］milxe　［レベル］３　20:mem/xelt（丸い月）
melxelt  ［歳時記］メルシェルト、月燈、スカイランタン　［レベル］３　
19:melはメルの意味ではなく、ランタンを表わす melsexの意。xeltは月。
　［文化］　メルの月ルージュの日（５月３０日ごろ）に行われる伝統
的な祭り。ランタンの中に火を灯し、熱気球と同じ要領で空に飛ばす。
月（夜空）に舞うランタンということでメルシェルトと名付けられ
た。　rdにおいてクミールがアルシェを離脱した際、空に舞い上がっ
たクミールが無数の灯りをともし、ソーンへの合図としたことから、
この日はソーンの日とされる。ソーンの日は記念日のひとつで、月
燈祭が行われる。祭りではこのように無数のランタンをクミールの
ヴィルに見立てて空に上げる。この日はカルテも賑わう。　室内で
行う場合は飛ぶと危険なので飛ばないように作る。そもそも飛ばす
ことのほうが難しいので、ふつうに紙袋などで作ればむやみに飛ん
で危険ということはない。飛ばす場合は上部ほど大きめに作る。材
質はふつう紙。　現実にはクミールがアンティーク好きでランタン
などを多数コレクトしていることから、このような設定が生まれた。
ランタンの設定はミールの書にも出てくる古いものである。　地球
にも同じようなものがあり、天灯というらしい。
melxeltan  ［名詞］月燈師　［レベル］４　19　［文化］　月燈祭に使うランタン
を製造する職人。日本の花火職人のようなポジションにいる。
mels  ［被服］フリル　［レベル］３　13:制 :古 :melsabe（メルの服）。幼女だっ
たメルに女子がフリルのついた服をよく着せて遊んでいたことから。
melsanti  ［名詞］タイムスケール　［レベル］５　21　［文化］　→ yunis　　ア
トラスは複数の暦を使い、人類の寿命も地球と異なる。そのため発
達を地球と比較するのに便利なスケールが必要となる。メル 400年
は西暦２１００年ごろの科学力を想定している。（ただしメル 400
年は魔法の力がよみがえっているため、純粋には比較できない）　
　一方、ユーマの一族の寿命はイムル 1200年ごろから地球の水準
になっている。仮にメル 400年を 2000imとすると、1200imは西暦
１３００水準、1500imは西暦１６００水準となる。　　これは科学
史を考える上でしばしば便利なスケールとなる。　　　一方、言語
の変化については寿命や飛行能力や通信技術との兼ね合いで科学と
は別のタイムスケールを利用するのが合理的である。　　zg～ kkの
８０００年間は８００年に相当し、smの 1200imまでは４００年に相
当し、アルカができるまでの４００年間は４００年に相当し、合計
９６００年間で１６００年相当となる。　　アルカができてからメ
ル 400年までおよそ４００年とすると、アトラスの歴史の最後から
見て人代の始めの zgは２０００年前ということになる。地球では
ローマ帝国のころ、まだラテン語が現役だったころからアトラスで
は言語の変化が激化したということになる。　　そしてこちらは言

語のタイムスケールとして用いる。
melsir  ［医療］貧血　［レベル］３　19:melidia alis:メルの肌。貧血でメル
がよく青白くなっていることから　【用例】　non na melis mil til mels
ir. 貧血で気持ちが悪いわ。
mel silf caifa keetoia  ［人名］メル＝シルフ＝ライファ＝ケートイア　
［ユマナ］［人名］メル＝シルフ＝ライファ＝ケートイア　［組み数字］７/２８
　［レベル］１　0:alvano;meltia　古 :メルは語源不詳。古アルカでの意味
は無し。古の古くは melUuと呼ばれていた。なお、役所に登録して
ある名前はまったく melとは異なるもの。一方、シルフは ｢軽やか
な ｣という意味で、最年少だったメルの幼さを表現した名で、6年に
セレンがつけた。ライファはイーファ王を表わす名 (ca ifa)で、これ
はセレンが 5年のメルの誕生日に与えた。ケートイアは『カコ』か
ら。　［文化］　(0 dia dia_)　神話 rdの登場人物の一人。アシェット
の第７使徒。女性。yunk。１７０ｃｍ、４８ｋｇ。髪は黄色で腰ま
であり、直毛。青の瞳。肌は白：黄＝８：２。　ユルトとルシアの
養母。ジョブは時魔導師。ケートイア人。メルティアの娘。　　・
『ミールの書』より　　彼女は年の頃は 12ほどで、体格もミールと酷
似していた。小さくて少し痩せ気味の身体。大人っぽい体つきでは
なく、むしろ年より幼く見える。だが、対照的に顔だけは大人びて
いる。彼女は白いワンピースを着ていて、胸には青い結び目がつい
ている。靴下は薄いピンク色で、靴は赤い。机の上には彼女のもの
であろう可愛らしい帽子が乗っていた。　　少女の桃色の唇が言葉
を紡ぎ出す。少女の顔立ちは繊細で美しいが、まだ年が年なので可
愛らしいといった感じだ。肌は白いが、微かに他の人種の血も混ざっ
ている様だ。彼女はどちらかというと高低よりも強弱のついたアク
セントで言葉を発した。　　・声　　不思議の国のアリスの３Ｄ映
画の吹き替えやってた安藤瞳という人の声がくりそつで、メルが喋っ
てるかと思った。特に最初のプロポーズのくだりらへん。　　・顔
　　大学のころよくセレンは「メルは仲間由紀恵に顔が酷似してい
る。金髪青い目にした仲間由紀恵だ」と言っていた。　　●現実　
　(0 dia dia)第４期４代アルシェ第７使徒。女性。Ｂ型。アノ座。
白人だが黄色人種が混じっている。　メル暦の発明者。メルテーブル、
メルフィ、メルバなど、単位系に関わっていることが多い。　日本
語名は愛（める）。愛をメデルと読ませ、そこから取った。　アシェッ
トでは比較的年が若い。アルシェの補佐的なブレインとして働く。
知能が極めて高い。　　・来歴　　0 dia diaに生まれる。兄弟は無
し。　4に第４期４代アルシェ第７使徒に就任。　17年からルティ
ア家に居候をし、セレンとリディアの子供であるユルトとルシアの
乳母となる。　名にライファが入っているものの、ライファの魔法
と無縁だったため、19に設定が加わった。ラスティアディンをライ
ファで封印したエピソードが加わった。　　・dalha　　dalhaは１０
歳のもので、「雪苺（ゆきいちご）」。雪で作った兎と、蔓から伸びる
苺の絵柄。　　●０７年のブログより抜粋　　メル＝ケートイア　* 
2007/07/16 03:03　ディアセル企画として、リディアとメルの年表を
作ることになった。公開可能。　また、肖像画を描くよう依頼され、
受諾した。　今回はメルにした。全面的な協力を得た。　メル＝ケー
トイア　ウクライナ生まれの混血児。外見上、白人の割合が 7/8程
度の様子。　薄い黄色の長髪に、碧い瞳、白い肌。少し長い丸顔で
顎が細く、猫顔＋狐顔。　身長 1.34メルフィ (167.5cm)、体重 39メル
バ (48.75kg)、BMI=17.4（判定：痩せすぎ）　痩せが腕と脚に出るタイ
プ。顔はそれほど影響されていない様子。　リディアほどではない
にせよ、少女体型で、手足が棒のよう。体毛は薄く、体臭も弱い体
質。全体的に無機質な印象。　知能が極めて高い。特に理数系が得意。
右脳も左脳も良い。ギャグセンス溢れる人で、女の知り合いでは最
も面白い。ダーク＆ゲスネタが多いが。　性格は内向的で引き篭も
り。倫理観、社会性が欠如していた。　冷え性で貧血気味で生理痛
が酷い。体力がなく、運動神経も悪い。　短気で癇癪持ち。気分屋。
肺、肝臓、腎臓を傷めるタイプ。ヴィル気質。　日本語堪能。昔は
コード混合が酷かった。ちなみに、元ねらー。　メル 0年リディア
の月リディアの日（1988年 11月 30日）誕生。　メル 4年秋、アルシェ
第 7使徒に就任。セレンとリディアとクリスに懐く。　メル 5年？、
遊びに来ていた来日先の横浜の公園トイレでレイプ未遂。セレンに
救助される。鍵にトラウマができ、怖がりになり、チック症を発症。
　メル 5年末、アルシェを離反したセレンに付いた。舌足らずなア
ルカが少しマシになってきたころ。　メル 6年冬、母アルヴァノを
火事で失う。焼け跡にオルゴール。これが形見となる。気分屋で抑
鬱傾向を見せ始める。　メル 7年、クミールに会い、初の親友と出
会う。　メル 7,8年、天才の素質を開花させたころ。性格が捻じ曲が
りだし、セレンとリディアを除く使徒と険悪に徐々になりはじめる。
仕事を単独で任されるようになる。また、シェルトをクミールと作っ
たのも 8,9年ごろ。　メル 9年、当時の埼玉県上福岡市にあった下宿
先でセレンと男女関係を持つ。セレンにとっても初めての女性。　
メル 10年？、初潮。　メル 10～ 14年、リディアと恋愛を巡って争
い続ける。過激な発言と捻くれた性格と性的な好奇心の強さと残酷
な言動により、アルシェで完全に孤立。日本でも嫌われ、悪魔呼ば
わりされるも、本人は悦に入っている。ソーンとはグレーゾーンの
関係だが、エケトネ、エンナとは年が近いからか、比較的仲が良い。
　基本的にクミールとセレンのみ心を通わす状態。メル・アルカの
創始者で、ソーンとアルシェのアルカを知っている唯一の人物だっ
たため、仕事上は重宝される。抗争時は事実上通訳兼人質としてセ
レンの代わりに犠牲となった。　確かこのころ、アルヴァノの死の
真相をリディアから知らされる。リディアが口を滑らせたのをきっ
かけに、リュウにカマをかけ、吐露させた。セレンも同じ手に引っ
かかり、泣きはらすメルに心中を要求された。セレンは受け入れた
が、結局実行されなかった。　メル 14年初春、セレンがリディアと
別れた前後に事実上の恋人に。ところがセレン側がその関係を拒ん
だので曖昧な関係に。　メル 14年初夏～ 17年初頭、セレンとエスタ
の恋愛に衝撃を受ける。リディアの後釜としてのポジションに慣れ
ていたため、新参に持っていかれたことで再起不能に。セレンとの
関係さえ断って完全に引き篭もる。鬱状態で躁が来ず、一日中寝て、
どこにもいかず何もせず、犬の散歩もロクにせず病気で犬を死なせ、
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食事もろくに取らず、生理用品も変えず、風呂にも入らない生活と
いう。その後、エスタの妊娠を知り、殺意が湧く。リディアと共感し、
犬猿の仲だったものが回復する。　メル 17年、セレンがエスタと破
局したことで少し気力を取り戻す。しかし夏にリディアが妊娠する
と、ふたたび塞ぎこむ。だが、このころには心労ゆえに成長したのか、
持ち前の毒々しさが消え、大人しい幼女時代の性格に浄化されてい
たのが救い。　来日時、セレンが浮気を持ちかけるが、寸前でメル
が拒む。それが原因でセレンと二人で会いたがらないようになった。
リディアへの恐怖心があるため。リディアの妊娠中、ルティア家へ
の居候が決まる。セレンの子供を産めない代わりに育てたいという
発想で、子供の乳母として居候することに。　現在メル 18年、ユル
トとルシア誕生。予定通り乳母に。丸くなった性格と適応力の高さで、
ストレスを溜めながらもルティア家で忙しく働いている。　セレン
は近年、メルがわがままを見せるのは自分にだけだったということ
を知った。懐いているからこそわがままだったようだ。今現在、メ
ルはよそよそしい。先日のゴールデンウィークも結局ドタキャンと
なった。リディアの目がないとまだこちらのことが好きだというが、
リディアと争うのを恐れて浮気心は抑えている様子。　こう見ると、
彼女の人生は人付き合いが少ないからか、ほとんどセレンとクミー
ルとリディアとの人間関係で成り立っているようだ。　メルの肖像
画を描いたことは数度。イメージイラストに始まり、簡単なスケッ
チまで行った。　ここに肖像画を掲載。　鉛筆画。画用紙、モデル、ポー
ズモデル使用。グレースケール、300dpi　【成句】　mel em kant xed rs
iil 親はなくとも子は育つ　mel fiim em kant a beema 怠け者のメル
はババアになるまで生き残る：君子危うきに近寄らず。ややネガティ
ブな意味で使う。　mel rek mil ano メルが作戦のせいで失敗する：
策士策に溺れる　liiz mel et lexe nod etto sein ちびっ子メルちゃ
んはお兄さんたちより頭が良い：山椒は小粒でもぴりりと辛い　mel 
fel xed fellei メルは教科書なしでも学ぶ：門前の小僧習わぬ経を
読む　mel de axk a frei メルも剣は苦手：天は二物を与えず
melso  ［動詞］yulを紡ぐ、紡ぐ、紬ぐ、つむぐ　［普通動名詞］紡績　［レベル］
４　21:miilya:meli/so
melset  ［普通動名詞］暇つぶし、ひまつぶし、時間つぶし、時間をつぶす、
時間を潰す　［レベル］３　20　【成句】　melset e nayu 「ナユの暇つぶし」：
将棋類のこと
melsex  ［名詞］ランプ、ランタン、メルセシュ。区別はない。　［レベル］
３　19:（メルの唇）rdで、時魔法で大人の姿に変身したメルにセレ
ンが一目ぼれし、手に持っていたランタンの灯りでその唇を見つめ
ていた神話上のエピソードから　【用例】　seren siina ez alvelt, son lu 
axt klel kon melsex im durne. セレンは薄暗い部屋が好きで、夜はラ
ンプの灯りで辞書を書いている。
melsextilan  ［ジョブ］提灯持ち　rd;/　24

melsexen  ［料理］ランパンテバージンオリーブオイル　21:「ランプ用オ
リーブ油」　［文化］　ndまでは主に南方でランプの油に用いた。
melser  ［普通動名詞］相互依存　［レベル］３　22:seren/mel

melsel  ［歳時記］メルセル、メルの日、新年、元旦、元日　［レベル］２　16:制 :
メルの日　［文化］　メル暦の年始日で、メル暦で１番始めにくる祝日。
メルセルの前日は夜中まで起き、メルセルを起きて迎える。そのま
ま夜通しで遊ぶかそこで一旦寝る。起きてからは仕事を休んで仲間
と遊び、恋人同士でプレゼントを交換したりする。或いは大人が子
供にプレゼントを与えることもある。尚、これらのプレゼントは mel
xantと呼ばれる。また、この日はアンシャンテを広げてみんなで祝う
ため、精度調整のため鏡を使った。この伝統を引き継いでアンシャ
ンテがないときでもメルセルには鏡を飾ったり贈ったりする。尚、
この鏡は melmepという。　メルセルとは元日のことである。アルバ
ザードではこの日に新年を祝う。誕生日と違って主役がいないので、
みんな公平に祝い合う。家族や友人などと集まり、自宅で祝う。飲
食店は休業なので使えない。また、この日は親が子供にプレゼント
を挙げたり恋人同士でプレゼントを交換したりする。このプレゼン
トは melxantと呼ばれ、現金でも構わないが、大抵は予め欲しいもの
を相手に聞いておく。また、メルシャントは祝いに出席したもの全
員にあげる義務はない。親から子などの一方的なものを除けば、メ
ルシャントはあげた相手からもメルシャントをもらうという相互的
なものである。従って、恋人や特別な友人同士の間だけで行われる
のが常である。尚、親から子へ与えるメルシャントは親子だけの間
であり、叔父や叔母などがあげることはない。叔父・叔母・祖父母・
近所の大人などが子供にメルシャントをあげる場合は一方的なメル
シャントでなく、もらった子供は相手にメルシャントを返す。一方
的なメルシャントは親子の間だけであり、それ以外は相手が親戚の
子供でも相互的なものである。メルセルには鏡を飾る習慣がある。
誕生日に飾るものと同じだが、こちらの鏡は透明な水に漬けておき、
水鏡にするといった違いがある。メルセルには melkaといって祝いあ
うが、この言葉はメルセルにだけ使える。その日を逃すと使えない。
あけましておめでとうは元日以降も数日の範囲なら使えるが、melka
はそうはいかない。　＜メルセルごろのスケジュール＞　学生を例
に取る。社会人はテストの部分が決算処理になるだけで、後は同じ。
なお、ほとんどのサラリーマンにとって決算処理よりも前の作業の
ほうがメインになるので、忙しいのはむしろ月の前半。　ruj pin:
期末試験１日目（最終学年の場合、入試）　ruj mat:期末試験２日目
　ruj kun:結果発表（最終学年は合否の発表）　ruj mir:文化祭前
夜祭（文化祭スタート。まだ不燃焼気味）　axet:文化祭後夜祭（街の
祭りが始まり、文化祭と合同して大騒ぎに。最後は徹夜してメルセ
ルを待つ）　teems:文化祭最終祭（４年に一度。狂喜乱舞。これがあ
る年はディアセル＜メルセルとなる。また、このテームスの日に徹
夜をすることになる）　dia dia:メルセル（一気に正月気分でしめや
かな空気に）　dia vio:休日１日目（無理が祟って寝込む）　dia lis:
休日２日目（動けない）　dia gil:休日３日目（ゆったり回復）　dia 
ful:休日４日目（明日から学校だ）
melselsa  ［歳時記］メルセルの前日　［レベル］２　19:xion

melselnian  ［歳時記］メルセル休み　［レベル］２　19:xion

melna  ［名詞］［形容詞］暖かい、感動的な、好奇心旺盛な、子供っぽい、
わくわくする、ワクワク。名詞の場合は tilとともに。　［レベル］３　
19:imel/na　【用例】　an til melna im ke yes xep vein miskanel. より難
しいコースに挑戦するのはワクワクする。　an tilat melna im fis. わ
くわくした一日だった。
melnian  ［歳時記］メルセル休み　［類義語］melniansel　［レベル］２　21　［語法］［文
化］　melnianは ruj mir_dia fulまでの期間。melnianselは dia lis_
dia fulまでの期間。
melniansel  ［歳時記］メルセル休み　［類義語］melnian　［レベル］２　21　［語法］
［文化］　melnian

melvat  ［料理］ポトフ　［レベル］３　古 sorn。「メルが食べたがって待つ」
の意味ではない。このころの vatは古 sornで「到着」であり、クミー
ルから見て「メルが遊びに来たら振舞うもの」という意味。ポトフ
が当時クミールの得意料理で、スープが主体なので食事嫌いなメル
でも比較的食べやすかったことから。
melvi,szd  ifi
melvigard  ［軍事］老兵、メルヴィガルド　［レベル］５　mt;melvi/gard　22
　【成句】　hao melvigard et yuner, tal ser il kos. 老兵は動けはしない
が、方法は知っている：老いたる馬は道を忘れず、亀の甲より年の
功　melvigard xike ax edgard 老兵は新兵の後ろを行け：老いては子
に従え　alx melvigard 老兵を含めて軍隊を数える：枯れ木も山の賑
わい　melvigard tels 海千山千、百戦錬磨（悪い意味で）
melvet  ［言語］時制、テンス　［レベル］４　19:melidia alis　［語法］　テン
ス：http://constructed-language.org/arka/study_yuli_11.html
　従属節の時制：http://constructed-language.org/arka/study_
mav_7.html　時制の一致：http://constructed-language.org/arka/
study_yulf_27.html　「アルカの認知言語学的考察」の物語中の時制：
http://leviantarka.web.fc2.com/study_yulf_147.html
melvend  ［地学］アメトリン。シトリンとアメシストを混ぜたもの　
19:melflia/vendiil
melverant  ［医療］統合失調質パーソナリティ、統合失調質人格障害、
スキゾイドパーソナリティ障害、スキゾイド人格障害　［類義語］ralv
erant　vl;mel/verant　［レベル］５　23:seren/mel　［語法］［文化］　ralverant
の類似概念。基本的にはスキゾイドだが、快楽を求め、快楽に関し
ては感情的になって喜び追い求めはしゃぐという幼稚な性格を伴う。
最も優先される価値観が自分にとっての快楽で、行動の原動力は面
白いか楽しいである。　おしなべて善悪や正義感などの価値観は持
たず、ただ自分にとって面白いか楽しいかだけで物事を判断する。
不謹慎などと周りが怒っても気にしないし、そもそも他人からの評
価を気にしない。一般にこの人格障害の持ち主は使命感を持って行
動せず、理念やポリシーや意義などについても考えない。　典型的
なスキゾイドは性体験を忌避する傾向にあるが、このタイプはセッ
クスが自分にとって快楽であれば激しく求める傾向にある。ただこ
のタイプは通常のスキゾイドと同様、他人との関わりを避ける傾向
にあるため、性の対象が限られるか二次元などの非現実に向けられ
ることが多い。　このタイプは喜怒哀楽の楽以外についてはほとん
ど感情を持たない。特に喜については皆と一緒に何かを達成して感
動して達成感を感じて喜ぶといったような団体行動や協調による喜
びをほとんど感じることができない。自分で成し遂げた業績につい
てすらただ過程が面白かったからやっただけという場合がほとんど
で、完成時の歓喜などを感じたり自尊心を感じたりすることも少な
い。そもそもコンテンツの創造より消費に楽を見出すことが多い。
　典型的なスキゾイドと同様、コミュニケーションが苦手で、特に
言語による自己の表現が苦手である。文理なら圧倒的に理系に多く、
理数系の科目が得意なことが多い。詩歌や芸術などの美しさに感動
する心もまず持たない。綺麗な景色は綺麗だと理解できても、繊細
な感情など情緒に関するものはなかなか理解できない。要するに綺
麗な心を持たない。機械のような心を持つ。　この人格障害は alで
急激に増えた。一般に、平和だが閉塞感のある国家でゆとり教育を
行うと、このタイプの人間が増えるとアルバザードでは分析されて
いる。　　現実ではメルがこの人格障害で、とりわけ思春期以降に
形成された。少女時代はまだ癇癪持ちだったりと喜怒哀楽の怒が激
しい部分があったのに、思春期以降はひょうひょうとしてほとんど
楽以外の感情を見せなくなった。
melf  ［動詞］yulに抱き付く、抱きつく、抱き付く、抱き着く。faxから
来ているので、格組が faxと同じな点に注意。抱きつかせるの意味で
はない。　［婉曲］［動詞］yulとセックスする、セックスする　［反意語］fax　［レ
ベル］２　19:制 :melfax（メルがするように抱く）　［語法］　ぴとっと抱き
付く感じ。抱くだと抱く方が大きいイメージがある。melfは逆。　セッ
クスの婉曲用法は、通常 solは女で、yulが男になる。faxは solが能
動的に yulと寝る行為だが、melfは「私を抱いて」とばかりに誘い
はするものの、あくまで主導は相手に任せるというイメージである。
したがって、通常 melfの solは女になる。faxと melfの根本的な語法
の差が、婉曲用法でも継承されている。気の強い女は faxするが、萌
えるのは melf。　【用例】　la bente, melfat altian notte! あの泥棒猫が、
私のカレを寝取ったのよ！
melflia  ［地学］シトリン、黄水晶　［レベル］６　19:imel/flia　［文化］　rd
まで imprafliaと呼ばれていた魔石。敵の弱点をその水晶に映し出す
効果がある。ヴァステでニムラを倒したときにインプラから切り崩
したことから来ている。
melfi  ［単位］メルフィ　［レベル］２　古 :メルの長さ　［語法］　単位記号
は m。　１メルフィは１．２５メートル。固有の単位をと始めに提唱
したのはリュウ。しかしできたのはメートルを単に４分の１にした
もので、メートルを意識しているので意味がないとして却下された。
次にできたのはメートルの１．５４８３～倍という割り切れない長さ
のものだった。これはメートルを綺麗に直せないという点で実用的
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でなく、却下された。因みにこれはリュウの案で、7年時のリディ
アの身長を厳密に測ったものだった。そして最後に目を付けられた
のが使徒全員の身長だった。全員の身長を厳密に測ってみたところ、
メルが１２５ｃｍきっかりだということが分かった。１２５ならメー
トルとも変換しやすい。そこでリュウは即座にこれを新単位とした。
名前は melfi。メルの長さという意味である。尚、melfiは 8|gilに
決められたもので、メルは当時 8歳。
melfiol  ［名詞］(til)おませな、おしゃまな、ませている　［反意語］diaf
iol　［レベル］３　古 :メルの手足。メルが早熟でアシェット女子にし
ては背が高く育ったため、メル 14年ごろに早熟という意味で使われ
た。性的にも早熟だったため、すぐその意味で使われるようになった。
　［語法］　子供が大人びているさま。特に女の子が性的に。　【用例】　til 
melfiol おませな
melfot  ［娯楽］綾取り　［レベル］２　14:制 :メルの紐。セレンが教え、メ
ルが好んで遊んだことから。
melm  ［名詞］天才　［反意語］diak　［レベル］３　13:制 :古 :melmiva（メルの
ような子供が原義）　【用例】　melm vart yunen mel メルのようなずば
抜けた天才
melma  ［数学］円周率、パイ、π　［レベル］３　古 :melma。元は melmopalala（円
周の数字）
melmit  ［名詞］側室、愛人、二号さん、二号、三号さん、三号。以下何
号でも。　［類義語］aldaiz　［反意語］diamit　［レベル］４　rd;mel/minti　24

melmo  ［天文］メルモ、土星、衛天　［数学］円周：古アルカで「周り」と
いう意味だった名残でそう呼んでいるらしい。　［魔法］土のクリスタ
ル　［組み数字］６/９　［レベル］３　古 :melmo,melmon,melmoだと周ると誤
解される恐れがあったので melmonというのもできた。
melmo,f  mes
melmoslot  ［数学］円周角　［レベル］４　20

melmoa  ［地名］メルモア　［レベル］５　meltia 95 sen via;「囲む土地」　
20:ridia:「囲む土地」　［文化］　古代国家のひとつ。ケヴェアをぐるっ
と一周する国家。ただし北東部は独立してフッカになっている。
melmep  ［名詞］メルの鏡。メルセルに飾る鏡　［レベル］２　19

meld  ［動詞］yulを aに連れてくる、持ってくる、連れてくる、もちよる、
持ち寄る、持ちよる　［動詞］yulを aにもたらす、もたらす、齎す、授ける、
さずける　［反意語］pio　［レベル］２　14:制　【用例】　ren meld miik du 
ko. りんごをひとつ持ってきて。
meldi  ［色］明るいピンク　［レベル］３　19:melidia axte:制 :meldif（メル
ピンク）
meldit  ［魔法］［ジョブ］時魔導師、時魔術師（正式）　［レベル］４　19:ridia:
meldis　【成句】　mel a meldit メルを時魔導師として配置する：適材適
所
meldixiv  嬌声、喘ぎ声　［レベル］４　21　［文化］　叫ぶような感じの演
技がかったものは馴染みなく、自然な嬌声。どうも女性によると膣
内を突かれた際にお腹が押し上げられるような感じになるそうで、
結果的に「うっ」と息が漏れるそうだ。ただしそれは全女性がそう
かどうか分からないし、男性側の長さにもよるだろう。　いずれに
せよこれは物理的には気持ちいいから声が出るのではなくて、お腹
を押されて息が漏れるということではないか。それを男側が勝手に
気持ちいいと判断し、女もそれに迎合する形で誇張されていって最
終的に地球のポルノの嬌声になったのではないか。　アルバザード
では演技がかった嬌声はなく、自然と発せられる声となる。突かれ
て漏れる声だけでなく、前戯などで漏れる気持ちよさそうな、ある
いは若干くすぐったいような声なども含む。　素人の女性、特にポ
ルノを見たことがないという女性は特にだと思うが、幻日の作者が
そういう控えめなタイプが好きなこともあって、自然な声を出す女
しか知らないし、そちらのほうが違和感がないということで、アル
バザードでもこうなった。　アルバザードでもポルノや風俗街では
演技がかった嬌声が聞けるかもしれない。ただ素人はしないと思う。
素人の女性は十数人しか知らないが、あそこまでうるさい嬌声はま
ず聞かないので、恐らくアルバザード人もそうだろう。　彼女たち
を観察して分かったことは、どうやら気持ちよくて声が出ること自
体はあるようだ。これは日本人外国人を問わず。ただし、ポルノの
ような声になることは自然にはありえないと思う。　たまにＡＶか
何かに明らかに影響を受けている人もいるが、ＡＶなど見たことも
ないという層の子で、そういう喘ぎ声は聞いたことがないことも傍
証だ。　房事は隠れているのでどうしても手に入りやすいポルノな
どを参考にしてしまいがちだが、それでは現実的ではなく、アルバ
ザードの房事を作る上で参考にならない。こちらのポルノをアルバ
ザードの素人の房事に引っ張るわけにはいかないだろう。こちらの
素人と比較せねばなるまい。　なお、嬌声の表現は a...とかu...とか篭っ
た音が多い気がする。a...aa...unとか。あまり声になっていない感じが
する。
meldis  ［魔法］時魔法、時魔術（正式）、時空魔法、時空魔道　［レベル］
４　19:ridia:mel/rudis　［文化］　rudisの一種。時や空間を操る。メル
が遣い手。
meldin  ［形容詞］楽観的な、オプティミスティック、ポジティブな　［反
意語］elna　［名詞］楽天的な心配がない感情、気楽、楽天、心の余裕　［感
動詞］気楽に行こうぜ。特に文字通りの意味は無い只の挨拶。アンティ
スは肩肘張って頑張ることを嫌い、気楽に行うのをよしとするため、
こういう挨拶が生まれた　［レベル］３　19:ridia:meldi。ストレスがな
く気楽だと血色が良くなって頬が紅潮してみえることから。制では
didnで、13:didna（軽い心）からだった。気楽な感じがしない音な
ので滅んだ。　［語法］　アルカにとって重みとは負担を指す。それが
軽いということは、心配がないという意味になる。尻軽という意味
ではないので注意。
meldia  ［アイテム］秩序メルディア、メルディア　［レベル］４　17:制 :ridia:

古 :悪魔メルティア　［文化］　ヴァストリアの１つ。メルのもつ腕輪。
細く綺麗な腕輪で、ビーズのように透き通っている。悪魔メルティ
アの力を得た腕輪で、これを付けると時空間を自由に操れるように
なる。但し時空間の秩序を破壊するようなことは不可能という制約
が付いていて、制約以上の力は出ないようになっている。メルの父
である悪魔メルティアが娘のメルに託したもの。
meldias  ［動詞］yulを iから寝取る、寝取る、寝とる、ＮＴＲ　［レベル］
４　rd;mel/dia/so「メルがリディアにすること」　23:zana　【用例】　laabe 
meldiasat altian i non sin! あの女にカレを寝どられたのよ！
meldoya  ［魔法］メルドーヤ　［アクセント］meldo'ya　［レベル］５　20:mel/dolu
ya　［文化］　arveete　時間を止める時魔動機。食料品の貯蔵に利用さ
れた。4142以降は商工会の地下に作られた。
meldoi  ［魔法］メルドイ（ストップ）　［レベル］５　20:meldoya→ meldoy→
meldoi　［文化］　arveete

melp  ［動詞］yulを縫う、縫う、ぬう　［普通動名詞］裁縫　［レベル］３　13:制 :
meliから　［文化］　趣味や主婦のパートとして行われる。アルバザー
ド人は服を大切に着る。売られている服はどれも丈夫で、学生服と
同じくらいの強度がある。少しほつれたくらいでは裁縫できる人に
頼んで直してもらう。放置したまま傷を広げてそのうち捨てるとい
うことはない。また、そもそもアルバザードでは服は買う物とは限
らない。わりと多くの人が服を自分で作る。その方がサイズもデザ
インも機能も好きに選べるからである。ミシンは高機能なものが普
及しているので服作りはそんなに困難ではない。編み物も同様であ
る。セーターやマフラーや手袋くらいなら家族の誰かが編んだ物で
間に合わせることが多い。　【成句】　el mez van olta ti melp kuo laates 
人の口を縫おうと噂は止められぬ：人の口に戸は立てられぬ
melpax  ［歴史］年表　［レベル］３　tm;mel/pax　23

melpant  ［名詞］理系、理系科目、理系人間　［反意語］serpant　［レベル］３　
rd;mel/pant。アルナ大の文系クラス特進が mel組であることから、理
系の代表とされた。　22　［文化］　felpant

melpar  ［被服］ミシン　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

melpalt  ［歴史］メル暦　［レベル］３　14:制 :メルの暦　［文化］　→ palt, gals
alt　制アルカ固有の暦。古アルカには旧メル暦があり、今のと大差
なかった。これはそれを更改したもので、アシェットの第７使徒メ
ルが生み出した。但しメル暦という名は本人のネーミングではない。
メル暦はメルの誕生日である 0 dia diaを起源とする太陽暦で、閏
年は４年に１回。１ヶ月は２８日で、１年は１３ヶ月と１～２日の
特殊日からなる。特殊日はアシェットの日とテームスの日である。
２８日はそれぞれに使徒の名前がついている。週は７日からなり、
曜日は７匹の悪魔ソームの名で呼ばれる。たとえば１日目はリディ
アの日でヴェルムの曜日である。尚、特殊日は曜日がない。グレゴ
リオ暦と違って何日が何曜日に当たるかが不動なので、自分の誕生
日の悪魔は常に一定である。これによって曜日占いが可能になって
いる。　　＜メル暦の西暦換算＞　　分からなくなるのはいつも下
ひと桁なのだが、ここは西暦に１を足せばいい。２００８年はメル
１９年。ただしグレゴリオと元日が異なるため、１２月にはズレが
あるので注意。　　＜歴史ではイムル暦を＞　　主に歴史などの分
野では年号だけ alでもイムル暦を継続して使用する。西暦と元号を
併用している日本には馴染みやすいと思う。例えばイムルが西暦で
メルが平成のような元号のようなものだ。　　＜年号の使徒表記＞
　　メル年を２８周期の使徒幼字で示すことは可能だが、２８年で
一周してしまうのであまり一般的でない。なお、この表記だとメル 0
年は誰の年でもないので使徒幼字による表記は不可能である。
melpoit  ［地学］経度　［レベル］４　20

melba  ［単位］メルバ、１．２５ｋｇ　［レベル］２　16:制 :古 :melba（メルバ）
← melbyu（メルの重さ）が２５ｋｇだったが、数が大きすぎて使わ
れなくなり、それの２０分の１である melbaが台頭した。　［語法］　単
位記号は b。
melhadis  ［魔物］メルハディス（邪骸）：第七十五天：邪の幻天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:imel/haadis（黄色いガイコツ）　［文化］　霊族。
死体の骨に乗り移る。いわゆるスケルトン。痛んで黄ばんだ骨をし
ている。旅人のものが多いため、軽装備の鎧や魔法使いのローブな
どをまとっている。剣や魔法使いの杖を持っており、力は生前の能
力にある程度比例する。聖水に弱く、かけるとただの骨に戻る。
melcaifa  ［天文］回転花火星雲　［レベル］６　19:ridia/seren/mel　［文化］　
メルがラスティアディンに放ったライファの星雲。
melrein  ［地学］経線　［レベル］４　19:時の線。これが１５度横にずれる
ごとに、１時間アルバザードからずれるため。北極と南極をつなぐ
縦線
melz  ［普通動名詞］子守　［動詞］yulを子守する、子守する　［レベル］３　13:制 :
古 :kliiz:mels｢ メルをする ｣　【用例】　xel les ser vetmoms e melz, an na 
lol a sodn del tu mel melz yuli a. 語源を知っているものとしては、
そのメルが誰かを子守しているのは面白いな。
melzkant  ［音楽］子守唄、子守歌、子守り歌、子守り唄　［レベル］２　22

melzet  ［数学］そろばん、ソロバン、算盤、アバカス、珠算　［レベル］５
　20:melxe/zep/te（珠計算の）　［文化］　meltia 98'2684にカルテ神がレ
スティルで発明。砂に線を引いて丸い石を置いて計算した。　meltia 
98'3542にルカリア人に伝来。このとき既に板に溝があり、そこに石
を置く仕組みになっていた。　アズゲルでは yuuma 63年に石ではな
く丸い木の球を棒に通した日本でも見られるような算盤がレスティ
リアで発明された。それが同盟関係にあったギルケート族に伝来す
る。後にギルケートを征服したハクシウスに伝来し、飛竜での交易
に利用されるようになり、ルカリア・レスティルに広まる。　この
算盤は以降この地域を治めたシフェランの東方遠征に呼応するよう
に広まり、最終的にはサヴィア大陸にまで渡った。シフェランの征
服した領土が広大だったため、算盤のデザインはこの木製のまま伝
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来していった。　算盤は電卓などの登場で翳ったものの、ヴェレイ
では脳トレなどと称して生き続けた。
melji  ［普通動名詞］人前での隠れたオナニー　［レベル］６　18:ridia:ji e 
mel. rask, im fian, mel arat tu neltel yun serpo.
meljien  ［音楽］メトロノーム　［レベル］３　19:melidia alis:時の針（実
際にはテンポの針のことだが）
melje  ［被服］フィレット、カチューシャ　sm;「メルジェ婦人の」　24　［文
化］　smでできた。貴族の女性用のヘッドバンド。現代でも古風な女
性は身に付ける。
mellab  ［経済］アルバイト、パート、バイト　［レベル］３　20　［語法］　時
間給の労働のこと。時間給なら正社員でも派遣でも契約でも含める
ことができる。　アルバザードでは月法に一日８時間の労働を奨励
しているので、正社員でも８時間までと決まっているため、一職場
につき８時間未満の労働に対してしか意識しない言葉。
melliifa  ［天文］アルデバラン　［レベル］６　19:ridia/seren/mel　［文化］
　メル暦元日の零時にアルバザード国アシェルフィ市天体観測所か
ら見てちょうど南中する星で、アデルの封印の起点となる星。メル
が生まれたとき、ちょうど輝いていた星で、メルの星とされ、非常
に珍重される。同時にアルデバランは黄道を通る４つしかない一等
星のひとつであるため、メルはどこまでも奇跡的な生まれ方をした
使徒と考えられている。後世、メルの誕生日があまりに出来過ぎて
いることに疑問を持ったアルティス教徒は、メルティアが未来を予
知してメルの生まれる日を特別にしたのではないかと考えるように
なった。　黄道を通る４つの星はアルデバラン、フォーマルハウト、
レグルス、アンタレスであり、すべてメルにゆかりのある名がつい
ている。
melloki  ［名詞］一を聞いて十を知る。tilとともに。　［レベル］３　22:「メ
ルのような理解」
melleft  ［普通動名詞］タイムリープ、時間跳躍、タイムトラベル、時間
旅行　［レベル］４　rd;/　24　【用例】　non hatia tyu i nan at lif ento 
nan lut aaj axon o lein le tyu siina. tyu oktat hatia a non nekkul, see 
lu hatia et min lant o hasm xan. son non koltat lemel im tyu in non 
siina, kokko melleft. non koltat daksel ses tat le sel lunak lana rakm lfis 
nil, ento na noan em gins ont almans. 小さい頃から君が好きで、好
かれるよう趣味や服を合わせてきた。そんな君がこっそり教えてく
れた好きな人は、年上の素敵なひと。だから私は過去へと跳んで、
君がまだ私を見てくれていたあの頃に帰った。あの日が来るたび私
は過去へ跳んで、幸せな時代を繰り返した。心が擦り切れ、枯れて
しまうまで（seren arbazard）
mela  ［単位］メラ　［レベル］２　14:制 :古 :melmain｢ メルの体 ｣ここでの
体は体積を示す　［語法］　制アルカ固有の体積単位。１．９５３１２５
リットル＝１メラであるから、おそよリットルの倍に当たる。
melata  ［歳時記］新年会議、メラタ　［レベル］４　14:制 :melの日の会議　［文化］
　diaata　アシェットが毎年メルの誕生日の後、即ち年始に行う中程
度の会議。元は大会議から次の大会議まで１年もあり、その間に大
きな会議がないために行われたのが始めで、それから慣例としてメ
ルの誕生日ごろにほぼ毎年行われた。制アルカではこれを新年の会
議と具体的に定めるので、以降は年末に行うことを避ける。　補足：
実際 22年ごろの実情は、特に年末を避けるということはなく、年末
ごろの都合の良い日に行うことが多く、少なくとも何年もこの状態
が続いている。
melanver  ［名詞］時差ボケ、時差ぼけ、時差呆け　［レベル］４　rd;melen
di/anver　24
melad  ［経済］再生産、再建　［普通動名詞］復元　［レベル］３　19:ilmus:ridia

melar  ［名詞］タイマー、ストップウォッチ、ストップウオッチ、目覚
まし時計、めざまし時計、目覚まし、めざまし　［レベル］３　rd;/　24

melal  ［名詞］時刻、時分秒、何時、いつ　［レベル］２　19　［語法］　数字を
使う場合、miv 12 fei 34 jin 56 t'eram（午前１２時３４分５６秒）
のように並べる。時分秒をすべて述べるときは数字を使うほうが多
い。ただし時分秒を大雑把に表す場合はアルミヴァを使うこともあ
る。例えば午前１２時３４分５６秒の場合は konoote varfant nebra
と言える。いずれにせよ、時分秒をいうときにはアルミヴァと数字
は混ぜない。　２４時間制の場合、組み数字を使うなら anxianmem
（二十四節気）を用いる。１３時は gardianと呼ぶ。組み数字を使わ
ない場合は miv 13のように数字で述べる。　【用例】　an akt ke van la 
im tu melal e kest. 明日のこの時間に彼に会いに行く予定だ。
meli  ［名詞］糸　［名詞］フロス　［名詞］デンタルフロス→ diomeli　［レベル］
２　fv;e　古　meli:meli:la meli（紐状）:meli,alt　【用例】　melso meli 
糸を紡ぐ　meli lixa 細い糸
meli,alt  xalte, mesa, soa　meli.k

melit  ［名詞］１０歳代の女　［反意語］almelit　［レベル］２　rd:mel;melik/te「苺
のような」　23:mel
melitanx  ［料理］そうめん、素麺　［レベル］３　13:制 :糸の麺
melital  ［名詞］１０歳代の男女　［レベル］２　rd:mel;/　23:mel

melitus  ［医療］糸状　rd;/　24

melik  ［植物］苺、イチゴ、いちご、ストロベリー、草イチゴ、草いち
ご、草苺　［婉曲］妊娠 :iidisから　［魔法］メリック。風の中位白魔法。
排卵を誘発する。子どもを作りたいときに使う。不妊治療として使う。
苺に魔法を封じ込める方法がカコで確立した。　［レベル］２　13:制 :me
lvankメルの果物（食べることが嫌いな使徒メルが珍しく好む果物で
あることから）　【用例】　melik tur xai man tur et xante. イチゴが旬な
ので甘い。
meliktaf  ［普通動名詞］いちご狩り　［レベル］３　rd;/　24

meliktoa  ［生物］苺鼻。苺のようにぶつぶつの多い鼻。毛穴パックとか
を使ってとる人のような鼻　［レベル］４　19

melis  ［形容詞］気持ち悪い、不快な、きもい、キモイ、キモい　［類義語］
bekam、gaiz　［反意語］diite　［レベル］２　14:制 :melou　［語法］　esil　【用例】
　la et melis. あの人気持ち悪い。　jent at melis. うっとうしい天気
だった。
melisapil  ［気象］不快指数　［レベル］５　19　［文化］　計算式は地球と同じ。
ただし、アルバザードではまったく知名度がないため、一般人はこ
の単語を口にしない。　【用例】　fis, melisapil at tin. 今日は不快指数
が高かった。
melins  ［地学］トルコ石　［レベル］５　16:制 :メルの眼　［文化］　ハイフを
撃つことのできる魔石。
meliml  ［化学］再生繊維　［レベル］４　rt;/　23

melidia  メリディア、夢織　18:seren:古 :meli（糸）/dia（夢幻）。ま
た melと ridiaの掛け言葉。　［文化］　セレンによるサスペンスファン
タジー小説。死神を題材とする。舞台はアレイユのアルバザード国
首都アルナにある中央アルナ大学。
melihen  ［料理］納豆　［レベル］３　rd;melihen,alt＜ meli/hen「糸を引
く大豆」　22　［文化］　rdでカレンシアから流入。南部でよく食べられ、
北部ではさほど好まれない。alで健康ブームになり、北部でも認知度
が高まった。
melil  ［俗語］キモオタ、キモヲタ、ギーク、メリル　［レベル］４　al;mel
is/lulian　23　［語法］　たいていの場合、無知な一般人によるオタクへ
の非難か、オタクがオタクを罵るための自己紹介に使われる言葉。
　【用例】　vort,! melil! 死ね、キモヲタ！
melia  ［生物］原生生物　［レベル］５　19:ridia:melis（気持ち悪い）　［文化］
　rdでは、リュウの魔動顕微鏡で原生生物を見たリディアが、総毛
立って「気持ち悪い！」と言ったことから名付けられている。
melial  ［形容詞］複雑な、難儀な、ややこしい　［類義語］xon　［レベル］３　
20:古 sokukamelial　（絡まる）の後方部分のみを切り取ったもの　【用例】
　yet melial ややこしい問題　"a ya. fie samp et melial tinka, ento 
les ladat tuus fie xiel jins vil em wel et rul. 「そうだね。たくさ
んの嘘はややこしいんだ。きっと、ついた本人も分からなくなって
しまうほどに。
melius  ［サール］メリウス　［魔法］召喚魔法メリウス（シヴァ）。吹雪で
敵を攻撃。　［レベル］３　古 :lakta　［文化］　裸の女の姿をした生きた氷の
彫像。雪の塊が材料になっている。雪や氷を司る。
meliusen  ［アトラスの国家］メリウセン　［レベル］５　23:ridia

meliusel  ［人名］メリウセル　［レベル］５　20:melius　［文化］　(yuuma 
5541:5973(5709:5973))メルテナ後期のレスティル王。女のように美し
い容姿を持っていたため、メリウスの名が冠された。その見かけと
は裏腹に強大な魔力を持った魔導師で、頭脳明晰で、性格は極めて
冷徹であった。　5565にわずか２５歳でペティ関白となる。5709に
はペティを廃位し、王となる。後にペティを妻にし、息子イヴィル
を設ける。　【成句】　xilius e meliusel 鬼の目にも涙
melo  ［動詞］yulを考え直す、考え直す、再考する　［普通動名詞］再考　［レ
ベル］３　19:melidia axte

melor,szd  vano　< melmo.k

melou  ［サール］メロウ　［アクセント］melOu　［レベル］５　ridia:古　［文化］　
呪われた青年メロウ。青い顔をしていて不気味な風貌をしている。
melet  ［被服］フレア、フレアスカート　［類義語］luumens　［レベル］３　
21:mel/te
melexia  ［名詞］綿菓子、綿飴、綿あめ、わたあめ、わた飴　［類義語］flu
nyet　［レベル］２　23

meles  ［エルト］メレス　［音楽］楽曲　［レベル］３　古 :ridia　［文化］　音楽の
得意なエルト。若い女性の姿をしている。声が出ないという病気を
持っているので、楽曲しか作らない。
melent  ［名詞］だるま、ダルマ、達磨　［卑語］かたわ。五体不満足を意
味する。使わないこと。　［アイテム］メレント、ユニコーンの角　［レベ
ル］３　20:mem/lent（丸い人形）　［文化］　手足をもいだ人形。だるまの
ような形をしている。布で形を作って綿を詰め、中に使用者の髪の
毛を一本入れておく。だるまと違うのは胴体がある点。これを持っ
ていると、ニクルの魔法をかけられた際、身代わりとなってくれる。
ニクルにかけられると手足がしびれることから、手足をあらかじめ
もいだ人形が用いられた。一度使うと人形の胴体がもげて燃え、頭
だけが残る。
melendi  ［名詞］時差　［レベル］４　rd;/　21:24に登録
melej  ［俗語］変態、異常者、ヘンタイ、パーブ、パーヴ　［類義語］him
wenz　［レベル］３　20:melez:古 :kliiz:melez（変態）← melteeze（メ
ル風の）。melesと音を離した。　［語法］［文化］　性的倒錯度の強いこと。
一般に凪人＞アルバザード人＞ルティア人の順で強い。幼少期から
palntxut, exltxutなどを経て、覗き、露出狂、女児に悪戯、痴漢などに
発展していく。　　地球ではアシェットは男子のほうが口だけで実
際には女子のほうが思春期の頃は特に性的倒錯度が高かったように
思える。セレンは笛なめの知識はあったが実行しようとは思わなかっ
た→ palntxut。セレンは妹がいなかったので好奇心で女性器を見てみ
たいとは思っていたが、見れるのは温泉の子連れや小さかったメル
の世話をしたときなどに限られていた。満足に見れない環境だった
し当時はネットもなかったので見たい気持ちが強かったが、変態力
が足りなかったせいで「あ、そうだ、女子トイレを覗けば見れるじゃ
ん」という発明には至らなかった。そのことに気付いたのは大学の
ころで、そのころにはとっくに小中学校を卒業していたので全てが
手遅れだったし、そもそも童貞を卒業していたので何ら意味を成さ
なかった。　ネットもない時代でエロ本にもモザイクがかかってい
る時代だったので、百科事典で女性器について調べるほど見たがっ
ていたわりに、どうして覗くという発想が出てこなかったのか謎で
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ある。思っているより自分にはエロパワーも発想力もなかったのか、
いずれにせよ不思議である。　思えば小学校までは女子とばかり遊
んでいたのに、エロいほうのお医者さんごっこなどはしたこともな
い。なにチャンスを無駄にしてるんだ、俺。むしろ好きな女子が人
形遊びで「ヘンなおじさん役やって脱がせて」と言ってきたときに
はドン引きして帰ってしまった。小３のころは彼女ができて Bまで
持っていったのに、マンガの再放送が見たいという理由で途中で追
い返してしまったし、全く何をしていたのだろう。実際は変態度が
弱かったんじゃないのか。
melelis  ［言語］拝復　21　［語法］　閉じ方は lelisと同じ。早々では閉じな
いので注意。
melei  ［政治］（行政単位としての）区→ salai　［レベル］２　19:ridia:melmo
（囲む）。主にサライ９市を指すことが多いため。
meleel  ［名詞］人面獣心　［レベル］３　22:mel/eel

meakt  ［普通動名詞］再会　［動詞］yulに再会する、再会する　［レベル］３　
19:ilmus:ridia　［文化］　久しぶりを表わす語は fiima。敬度による区別
はない。誰にでも使える。fiimaと互いに言い合えば、後は本題に入
る。会わない間に何をしてたかを問うたりする。相手に家族がいれ
ばそれを話題にしても良い。　【用例】　an nat nau man meakt hacn fiim
al. 久々に友達と会って嬉しかった。
meas  mas　><mas

mei  ［名詞］システムの構成要素、項、項目、事項、チームメンバー、要素、
会員、部員、一員、クラスメート、同級生、成員、構成員　［化学］成分、
物質の成分、組成　［類義語］meit　［反意語］seim　［レベル］２　13:制 :古 :m
eik（システム）。語源不詳。造語者メルに問い合わせたら ｢忘れた ｣
と言われた。melと似るのでメルという名が何らか関係しているので
はないかと思うが。
meit  ［名詞］要素、項、項目　［類義語］mei　［レベル］３　20:mei

meikl  ［建築］再建、リフォーム、改装、改築　［レベル］３　19:ilmus:rid
ia
meisan  ［化学］組成式　［レベル］５　19

mein  ［単位］キロ　［レベル］３　21:metian

meinmelfi  ［単位］キロメルフィ。１．２５ｋｍ→ mm　［レベル］３　22

meif  ［動詞］yulの量を aまで増やす、増やす、増える、培養する　［普
通動名詞］増加、増量、増殖、培養　［反意語］kork　［レベル］２　19:恣意　［語
法］　diemは多くすること。結果的に yulの量が多くならなければな
らない。meifは増加分がたとえ１であっても構わない。１から２に
なった場合、２という数自体は決して多くはないので、diemにはな
らないが、meifにはなる。減るについても同様。
meifvoar  ［物理］［化学］増殖炉　［レベル］６　vl;/　24　［語法］　消費する核
燃料よりも新たに生成する核燃料のほうが多くなる、つまり転換比
が 1を超える原子炉のこと。
meifdu  ［名詞］増加量　［レベル］３　21

meifhat  ［化学］シャーレ、ペトリ皿　［レベル］４　rd;/「培養皿」　24

meid  ［代詞］［女性］私。女性敬体。　［レベル］２　古 sorn:meid（自分（男
女兼用））<main
meiden  ［代詞］［女性］私の。女性敬体。　［レベル］２　21:kmiir:meid/属
格 en
meibyu  ［化学］組成式量　19

meiya  ［魔法］［哲学］密教　alt　24

meiyu  ［人名］メイユ　［レベル］６　mel:月　［文化］　ラプレムとユーレの
娘。ラプレムはユーレの父親。したがってメイユはラプレムの娘で
ありと同時に孫である。また、ユーレには娘であると同時に妹である。
meiz  ［植物］ドングリ、団栗　［レベル］３　lakta

meil  ［形容詞］無関係な、関わらない、関係のない、なんでもないよ、
関係ない　［格詞］～と無関係に　［反意語］on　［レベル］２　22:vit.恣意。
vid（使わずに）と vit（無関係 )が似すぎるため、vit→ meil、vid
→ vitに＜ 19:恣意　【用例】　tee, ti et meil merel. いや、君は全然関
係ないよ。　et meil on{xalt} ～と関係がない
meilen  ［接続詞］meil。～に関しない。　［レベル］３　rd;/　23

meilen(2)  ［名詞］無関係者、非関係者　［反意語］onen　［レベル］３　rd;/
　23
meev  ［気象］雹、霰、霰、ひょう、あられ　［レベル］３　19:制 metveh　
gein:gein:la geene（水）:klianxe,rk(hy)
meeverdo  ［地学］［魔法］菱沸石　［レベル］６　21:形が霰に似ている沸石　
［文化］　dolmiyu

meer  ［名詞］出産未経験の女性やメス　［反意語］manda　［レベル］４　20:fal
fania語で、limeerと同根。
meel  ［言語］方言、個人語、なまり、訛り、訛　［レベル］３　20:meseld:1
9:ridia:arbaxelt:アルバザードから見て周囲の国の言語　［語法］　アル
ナ方言以外のすべての言語。　［文化］　はじめに　　クミール＝メテ
はメティオ人だが、アルバザードのカンタルで育った。　クミール
は伝統の国ルティアの文化に傾倒しており、ルティア調のユンク語
を好んだ。　一方ルティアの姫であるリディアはアルダとサプリで
育ち、ルティアにはあまり興味を示さなかった。　よってクミール
の言葉はルティアの特徴を持ち、リディアの言葉はアルバザードの
特徴を持つ。　　rdで新生が広まっても、特に音については完全な
一致が見られず、方言として特徴が残った。　例えばルティアの特
徴は古だろうが新生だろうが残り続けた。　ミロクがアルカ遵守法
を作っても、音声的な特徴は残り続けた。　　一般にアトラスでは
アルバザード方言が標準とされる。また、アルバザードでもアルナ
方言が正式とされる。　アルナ人はプライドが高く、方言を馬鹿に

している。が、表向きには方言を笑うのは下品とされるため、自重
される。　　カテージュ　　特徴　　・アクセントが置かれる母音
がやや伸びる。maltは「マールト」。二重母音や rの場合は伸びない。
arbaは「アールバ」にならない。xionは「シーオン」にならない。　・
最後の子音の後にシュワーが入る。eldは「エール・ドゥ」。最後が
nの場合はシュワーが入らない。　・硬口蓋に音を響かせる。明る
く軽く高い声になり、日本人と似た声になる。　・アクセントが優
先的に後ろよりになる。vastriaは tが vasに入るか riaに入るか解釈
が揺れるが、このような場合に優先的に後ろに回す。vastrIa～のよ
うになる。　・最後の母音はアルナより長い。tiaはもともと「ティ
アー」だが、カテージュだと「ティアア」という感じ。　　印象　
　おっとりしてのんびりして明るく聞こえる。　元々カテージュ人
はアルナ人よりゆっくり喋るので、ぼーっとした印象が大きい。　
アルナ人は、プラスは「優しい」「おっとりしている」、マイナスは「の
ろま」「ばか」「まぬけ」というイメージを持っている。　　ワッカ
　　カテージュと同じ南部方言だが、ややぶっきらぼうに聞こえる。 
　　イルケア　　　南部と北部が混じっている。 　南方系の商人は
カテージュ人とはまるで違い、意地汚い。 　彼らの話し方は素早く
抑揚が高く、うるさがられる。 　　ルークス　　アルナ方言と同じ。
特に違いはない。 　　ルティアとアルシア　　特徴　　・イントネー
ションとアクセントはアルバザードと同じだが、抑揚が少ない。　・
語末が下がらない。平坦に終わる。　　ふつうに話してもユンクに
聞こえてしまうので、ルティア人の男は「なよなよしている」とい
う印象を持たれる。　ただしユンクと異なり、イントネーションの
多重連結はない。　　アルシアは魔法の国ルティアに傾倒している
ので、ルティアと同じ。　アルシア人は人口が少ない上に移住する
人が少ないため、よくルティア人に間違われる。　　アルティア　
　モーラ言語。arbazardを a rq ba za rq dqと発音する。　アルバ
ザード語と違い、シュワーにもアクセントを置く。　altiaは a lq ti a
で、lqにアクセント。　　母音＋閉鎖音の場合、重子音になる。aste
notは a sq te no t tq。　この重子音も 1モーラと数えるので、アク
セントは noにかかる。　　ようするに日本語。　　メティオ　　声
調言語。
meelfel  ［言語］社会言語学、方言学　［レベル］６　20　［文化］　制アルカ
前の自然言語研究、および新生流布語の社会におけるアルカのあり
かたの研究。セレンが大成。
mu,f  muo　e

muto,f  ～の状態でという前置詞　e　赤
muton  ［人名］ムトン　［組み数字］１２/１３　［天文］ムトン座　［レベル］３
　先 :ano:nt　［文化］　第４期３代ソーン第１２使徒。アノが付けた使徒
としてのコードネームで、本名は不明。
mum,f  tuk　muは動物の対で「動かないもの」
mummu,f  nem
mugit  ［音楽］ルンバ　enegaia;「楽しい」　［レベル］６　21

mul  ［南方］［格詞］it, rot　［レベル］３　古
mulg,fv  kook
mulu,f  ［格詞］i　［アクセント］mulU　elt;luは「物」。muは不明。ただ、恐
らく「～から出てくる物」のような原義を持つものと思われる。　
赤
mulu,alt  i, it　mul

muo  ［名詞］［形容詞］酸味、すっぱい、酸っぱい　sert　［レベル］２　17:制 :mue
　mu:mu::massi,alt　【用例】　miik muo 酸っぱいりんご
muomiik  ［名詞］酸っぱいぶどう、負け犬、負け惜しみ、意地っ張り、
石に漱ぎ流れに枕す　［レベル］３　17:制 :古の直訳　［文化］　ある日のこ
と、ソームがアルバザードで巡遊してると、一本のリンゴの木がなっ
ていた。そのリンゴはとてもおいしそうだった。しかもおあつらえ
むきにリンゴは七つある。ソームは喜び、平等に分けるとひとつず
つ手に取った。確かにそのリンゴはとてもおいしかったが、火の悪
魔であるベーゼルだけはリンゴを持った途端、不用意で自分の火を
燃え移らせてしまい、リンゴを燃やしてしまった。するとベーゼル
は意地を張り、｢俺は元々そんな酸っぱいリンゴなどいらん。焼きリ
ンゴのほうが上手いに決まってるんだ ｣と言い張った。そこから mu
omiikは酸っぱいぶどうの意味を表わし、faimiikは本当は良く思っ
ていないのに良いといってしまった手前覆せなくなってしまったも
のを指す。
mue  ［料理］酢、ビネガー、食用酢　［レベル］２　lakta:｢ すっぱい水 ｣
muepaf  ［化学］酢酸エステル、アセテート　19

mueasl  ［化学］酢酸（通用名）　［レベル］４　19

muu,alt  bak　fovet

muub  ［料理］ピクルス、野菜の酢漬け　［レベル］３　20:mue/bax　［文化］　
bax

d
d  dist
dk  → diaklel

dya  ［文末純詞］［老人］da　［レベル］３　21:daのリムレット
dye  ［文末純詞］［老人］de　［レベル］３　21:deのリムレット
dyu  ［人名］リュウの略称　［組み数字］６/２８　［レベル］１　古 :seren

dyukils  ［名詞］懇切丁寧　［レベル］３　22:「リュウのように丁寧に」
dyussou  ［名詞］～様。男性の敬称。dyussou単体で名前を付けなくても
使える。　［形容詞］～様。前置すると「～様」。後置すると「～どの、
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～さん」程度。　［婉曲］男性器　［名詞］だんな様、旦那様、ご主人様（hacma
とも）　［類義語］san、sou　saal;e　［レベル］２　古 :古アルカで女が男を指
すときに使う２人称が dyussou。デュッソウには前期アルカの時代か
ら敬称としての用法があったが、長いので souという略形になった。
souが現われても dyussouが絶えることはなく、むしろ souは dyuss
ouより軽い意味で、dyussouは souより敬度が高いのだという風に
分化していった。　dyussou:dyussou　［語法］　→ apt, est　○名　×姓　
○前置（丁寧）　○後置（並）　○男　○単体使用 /名詞用法　【成句】　
dyussou m ter ti. Ｍ氏が聞いてるぞ：厳格で地獄耳なミロクが聞い
ているかもしれないので口を慎めという意味。壁に耳あり障子に目
あり（fax mel ka dia)と類似。　et dyussou ne? 何様？、何さまの
つもり？。言葉通り「どちらさま？」という意味もある。
dyussou yulg  ［娯楽］ユルグの考察　21　［文化］　『レイトン教授』に相当
するゲーム。
dyussou rsiila  ［人名］リーダーさん、セレン。ミルフの個人語。セレ
ンを呼ぶときに使う。　［レベル］６　古
dyunakea  ［企業］デュナケア　［レベル］５　21　［文化］　野村證券に相当す
る企業。
dyunamis  ［魔法］デュナミス　［レベル］２　lj;dyunamis < dinamiz,eniik 
< diminaz < diminion/liiz dinamizをエニーク語読みするとデュ
ナミスになるところから。　22　［文化］　ディミニオンの雑魚版。
dyuma  ［格詞］～ずつ、ずつ　［レベル］２　21:kliiz:emoと衝突、amma位相
と衝突。よって du/emaに <ema:14:制 :古 :sems(集団を作る、集団にな
る )　［語法］　「３個ずつ食べる」のように、１回における量を示す。｢
彼はいろんなことが少しずつできる ｣という場合は、１件ごとので
きる量を示す。このように、回数だけでなく場合やケースも表せる。
　【用例】　kui dyuma vi ３個ずつ食べる
dyumaen  ［接続詞］dyuma　［レベル］３　21

dyuhaf  ［数学］フェルマーの最終定理、フェルマーの定理、フェルマー
　［レベル］５　rd　22　［文化］　リュウが出した数学の問題。フェルマー
の最終定理に当たる。自然数 lを使った問題。alで証明された。
dyuran  ［宗教］レリクス、聖遺物　［類義語］radl　zg;「神の雫」　24

dyurens  ［名詞］手練手管　［レベル］３　22:「リュウの言葉」
dyuan  ［名詞］浮浪者、ホームレス、流れ者、ルンペン、乞食　［ユマナ］
脱北者、脱走者　［ユマナ］ジプシー　［レベル］３　22:adyu/an　［文化］　rd
で解放されたアデュ及びその周囲の人々が行き場を失って浮浪者と
して各地に流れ込んできたことから。ケートイアより経済が発展し
ていたアルバザードに多く流入し、ドフレットを経由して中央部へ
入っていった。多くは職を得られず浮浪者と化したため、このよう
に呼ばれた。その後浮浪者一般を指す言葉となる。　ユマナの場合
は脱北者やジプシーなどの意味があるので、安易に浮浪者と訳して
は誤訳。
dyuet  ［物理］［化学］［生物］理科。教科名。　［レベル］２　rd;dyu/te　22:　［文化］［語
法］　物理 (tulo)、化学 (mail)、生物 (ruma)の総称。smの錬金術師が do
lmiyuの研究の過程で隆盛させていったが、特に rdのリュウが隆盛
させた。しかも彼は魔法抜きでの理科を始めた最初の人物でもある。
rdは魔法科学から魔法を使わない現代科学への移行がゆっくりと開
始された時代でもある。
dyueks  ［名詞］意味深長　［レベル］３　22

dzi,f  zid　e

dziho,f  zio　「顎の骨」
dziin,f  dio　<>dziho

dzul,f  rig
da  ［文末純詞］dacの標準形　［レベル］１　［類義語］dac、dec、de、deel、
deeln、mon、e、a、eu、au　19:teolon　:::ta,alt　【用例】　an et tia da. 私
が正しいのだ。
dak  ［形容詞］張りがある。ピーンとした状態。　［類義語］dakknak　［反意語］
git　［動詞］yulを aに張る、張る　［レベル］３　14:制 :恣意　【用例】　dak 
abe a bal ranel. 壁に布をしっかり張った。
dakt  ［動詞］yulを aにぶつける、ぶつける、ぶつかる、衝突　［動詞］yul
（車）を a（人や物）に当てる、aを轢く、轢く、引く、ぶつかる、追
突する　［レベル］２　14:制　【用例】　an at dakt a jiki mexet. ほかのそり
にぶつかってしまった。
daktvix  ［医療］打ち身、打撲。衝撃でできた傷やあざ　［レベル］２　19　【用
例】　tilat daktvix on nast 肘を打撲した
daktgek  ［野球］デッドボール、死球　［レベル］３　24

daktji  ［医療］突き指、つき指　［レベル］２　19:seren

daktelf  ［交通］轢き逃げ→ elf　［レベル］３　22

dakknak  ［形容詞］ピンとした、ピーンとしてまっすぐな、ピシャっとした、
ピシっとした　［類義語］dak、knak　［レベル］３　20

daks  ［普通動名詞］繰り返し、反復、リフレイン　［動詞］yulを ras回 aにな
るまで繰り返す、繰り返す　［形容詞］繰り返した、繰り返された、何
度も、何度も何度も　［音楽］レープリカ、レプリカ、ビス、テル、クォー
ター。頭に taを付けるとビス、ヴィだとテル、valを付けるとクォー
ター。　［反意語］prie　［レベル］２　14:制 :daso（多くする）　iz:iz　［文
化］　アルカは日本語や英語に比べて同じ内容が短くいえることが多
い。日英では随分長くいうところを短く伝えられることが多い。そ
のため、聞き漏らしたら何がなんだか分からない。それに短すぎて
印象に残りにくいゆえに、アルカでは短い文であるほど二度同じも
のを繰り返す傾向が強い。一語文は最も繰り返しやすい。ax, axや kek
ko, kekkoなどがそうである。日本語では「はいはい」は無礼とされるが、
ax, axはむしろ丁寧である。　また、短い文も繰り返しやすい。長く

なって文が複雑になると、全文を覚えづらいということと時間と労
力がかかるということがあって繰り返しは少なくなる。アルカの場
合、繰り返しは強調で使われる。賛成や賛辞などは繰り返すことに
よって強調され、敬度も高まる。非難や愚弄は逆に強調することに
よって敬度がより下がる。公的私的の違いはないが、論文のように
あまり強調する必要がないものは繰り返しが少ない。ただ、論文に
も強調される箇所は当然あるわけで、そういう部分は繰り返される
ことがある。だが、論文の強調される部分はえてしてそれなりに長
い文なので、繰り返されないことも多い。
dakstulf  ［医療］回帰熱　19

daksnif  ［言語］反復相　［レベル］４　20　［語法］　定動詞しかない動詞の非
単位動詞が持つ非単位相。 　例えば定動詞「叩く」の非単位動詞「乱
打」の非単位相「乱打中」のこと。 　動詞 andで示される。 　例：
badand
daksvet  ［言語］畳語　［レベル］５　rd;/　23　［文化］　aは fの時代から畳語
を作る場合、最初の形態素が接頭辞の alに変化することが多い。こ
れは現実の古アルカの性質によるものである。ただしオノマトペは
しばしばこの限りでない。
daksmold  ［言語］畳語法　［レベル］５　rd;/　23

daksgel  ［軍事］連続銃　［普通動名詞］連射　［動詞］yulを連射する、連射す
る　［レベル］３　rd;/　24　［文化］　gel

daksyuo  ［言語］反復動詞　［レベル］５　20　［語法］　非単位動詞のうち、定
動詞からできた動詞。「乱打する」など。
dakn  ［名詞］はたき　［動詞］yulをはたきではたく、はたく　［レベル］３　
14:制
dax  ［形容詞］氷などがカキ氷状でガリガリしている、ガラスの破片が
ジャギジャギな、髪がツンツンしている　［レベル］３　古 :カキ氷を削
るときのオノマトペに由来
daxxa  ［文末純詞］［alben］kok　［レベル］１　21:mat:da. ax,ya?「～だ。そうだろうな？」
の語彙化。
daxm  ［名詞］タオル　［レベル］２　13:制 :dixmele（ザラザラな綿織物）　【用例】
　an sedat er kon daxm. タオルで水気を取った。　an fipat main kon 
daxm. タオルで体を拭いた。
das  ［普通動名詞］提案、勧告、勧誘、推薦　［動詞］yulを aに提案する、提
案する、提言する　［法副詞］～したらどうですか。勧誘の副詞　［反意語］
noas、gix　［レベル］１　f;e　赤 :威厳のある勧告　das:das　［語法］　anが
主語だと「～しましょうか？」。ansが主語だと「～しましょうよ」。
相手が主語だと「～したらどうですか？」。通常クーノを伴う。　［文化］
　勧めるときは相手にとっておせっかいにならないようにする。さ
も自分が親切であるかのように気取るのは非常識。勧めるときはさ
らっと勧め、相手が関心なさそうならすぐに引き下げる。推薦され
たほうは素直に seereというか、あるいは teereという。　アルティ
ス教が何が善で何が悪かを決めてくれているので、何が良いことか
分かっている社会なので、良いと思うことは比較的さくさく推薦し
てくる。赤の他人でも親切に薦めてくるので、現在の東京人にはや
やおせっかいに映る。　【用例】　ti ke das? 行ったらどうですか？
dast  ［動詞］yulの値段を aソルトまで値切る、値切る　［普通動名詞］値切
り　［レベル］３　13:制 :paal:古 :dastexia, dastixia　［文化］　値切る文化はな
い。高く売りつける人もいないので。
dask  ［動詞］yulを砕く、砕く　［魔法］ダスク。土の低位白魔法。岩など
の障害物を砕いてトンネルを掘り進んだり、道を進めるようにする
　［レベル］２　14:制 :sorn:dao　［語法］　daskはいくつかの破片にすること。
dorはそれが別物である程度に破壊すること。daskは物を変えないが、
dorは変える。砂糖を daskしてもまだそれは砂糖だが、窓を dorし
たらもはやそれは窓ではなくガラスの集まりである。窓を daskしたと
いったら、窓を丁寧に後からでも使えるように切り分けたといった
意味になる。
dan  ［形容詞］深い　［反意語］gim　［レベル］１　13:制 :古 :den ien（見えない）
　【用例】　erei dan 深い河　belt dan 深い鍋
dant  ［形容詞］私の、公私の私、民間の、わたくしの、私立　［反意語］sakt　［レ
ベル］３　19:kadan/antなどの t

dantkaxu  ［法律］私法　［レベル］５　20

dantvai  ［軍事］私兵　［レベル］４　22

dantvent  ［経済］私企業、民間企業　［レベル］４　19

dantveit  ［動詞］yulを私掠する、私掠する　［普通動名詞］私掠　［レベル］６
　rd;/　24
dantveitapl  ［名詞］私掠船　nd;/　24

dantfelka  ［名詞］私立校　［レベル］３　20

dantgana  ［政治］私領　rd;/　24

dantlop  ［交通］私鉄　［レベル］４　22

dantavom  ［ポジティブ］私兵。勇猛果敢なイメージ→ dantvai　［レベル］４　
22
dantaver  ［名詞］民間資格　［レベル］５　rd;/　23

dantier  ［地学］超深海層。海の垂直区分。　［レベル］６　vl;/　24　［語法］
　tier
dante  ［遊離副詞］［形容詞］～したばかり　［類義語］sesil、zokdante　［反意語］
malis　［レベル］１　20:古 :dadasteeze　［語法］　laiza

dantemive  ［動物］初生雛　rd;/「生まれたばかりの雛」　23

dank  ［法律］弁護　［レベル］３　古
dankan  ［政治］［法律］弁護士　［レベル］３　19

dankad  ［地球の国名］ホンジュラス　19:国名が「深さ」
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dans  ［動詞］yulを孕ませる、yulに a（子供）を妊娠させる、孕む、妊
娠する　［反意語］dins　［レベル］３　14:制 :iidisから　【用例】　ardes dan
sat tyua a val tikn. アルデス王はテュアに４匹の竜を妊娠させた。　la 
es dans a miva. 彼女は娘を妊娠している（おなかに娘がいる）
dansfava  ［被服］マタニティドレス　［レベル］６　21

dansol  ［医療］妊婦→ livlan　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［語法］　「孕ま
された」という意味で、セックスを強く連想させるため、dinsan, liv
lanのほうが雅。
dansen  ［音楽］マンボ　enegaia;「寄り添う」　21

danl  ［形容詞］分別のある、思慮深い、思慮分別のある　［反意語］aldanl　［レ
ベル］３　13:制　【用例】　an kalt alser et danl. 私は兄ほど思慮深くない。
danleep  ［言語］深層構造　［レベル］６　19

danati  ［名詞］深さ、水深　rd;/　24

danakon  ［医療］［植物］土壌のＢ層　19:ridia　［語法］　Ａ層の下。土壌の最
下層。腐植が少なく褐色の層。
daft  ［動詞］yulをかつぐ、かつぐ、担ぐ　［レベル］３　15:制 :古 :dadfuto
（重いものを取る）
dafta  ［医療］担架　［レベル］３　15:制 :dafsから
daftom  ［名詞］持ち方、担ぎ方　［レベル］３　21

dafa  ［名詞］マッチ　［レベル］３　16:制 :dakm/fai（ぶつかる火）　【用例】　ar 
dafa マッチを擦る
dafin  ［動物］ウズラ　［レベル］４　lakta

damb  ［形容詞］時間が多くかかる、時間がかかる、長ったらしい、時間
がかかって面倒な、冗長な　［類義語］fixk　［反意語］aldamb　［レベル］２　
15:制 :dab。damb（面倒な）と fist（冗長な）を統合し、dimb（時間
が早くてすむ）と fast（簡潔な）を統合した。
dame  ［形容詞］都合の悪い、不都合な、景気の悪い、調子の悪い、（儲
け話が）しょっぱい話、自分のスケジュールの予定にあってない、
採算の取れない、予算に合ってない、不利な、適切でない、だめ、
ダメ、駄目、マズイ、まずい、マズい、ヤバイ、やばい、ヤバい　［反
意語］xilf　［レベル］２　16:制 :dam（適切）
dad  ［形容詞］重い　［形容詞］体がだるい、けだるい　［形容詞］胃が重い、
胃もたれがする　［音楽］ラルガンド　［反意語］silf　rd;> szl　先 :dad（重
い）。ソーンでは dadas。　［レベル］１　byu:byu:dad:dadas,fgn　［語法］　
重量のあることを指す。プレッシャーや精神的圧力が大きいことも
指す。　ヴィードによる威嚇の強さが強いことを指す。敵と対峙し
たとき、ヴィードを強く燃やすと、こちらのヴィードの圧力が敵に
かかる。このとき、圧力が強いと敵は肩がぐっと重くなったような
圧力を感じる。そのため、それを viid et dadと表現する。　また、
dadは太っているの婉曲用法。silfは痩せているの婉曲用法。　【成句】
　na dad on noa 気が重い、気が重くなる　【用例】　an na dad mil jent 
melt. 暖かい陽気は私をけだるくさせた。
dad,szl  dad　> pr

dadkem  ［医療］胃もたれ　［経済］弱含み　［レベル］４　22

dadvantis  ［軍事］重装兵　［レベル］４　19:ridia

dadyai  ［生物］［医療］体重節痛　rd;/　24

dadluteakm  ［化学］重質ナフサ　19

dadakm  ［化学］重油　［レベル］５　19

dadas  ［名詞］重り、重し　［化学］分銅　［レベル］３　古 sorn:dadas（重い）
dadas,fgn  dad　dad,pr.l

dadanfa  ［軍事］重火器、ヘビーウェポン　［類義語］kaianfa　rd;/　24　［文化］
　gel
dadal  ［形容詞］色が濃厚な、濃い　［反意語］silfen　［レベル］３　21:dadas

dadi  ［名詞］重さ→ dud　［レベル］３　19:mel

dagd  ［名詞］いらいら、イライラ、焦燥、焦燥感、焦り、イラ立ち、苛
立ち、いら立ち　［形容詞］イラついた、苛立った、イライラした　［レベ
ル］３　古　［語法］　アルカは余裕の文化を持つため、アルバザード人
は焦るほどユーモアを出そうとする。ここは日本人とまるで逆。イ
ライラは恥ずべきことで、そのような状況にこそユーモアを出せる
かが男気になる。男気といったのは、実はアルバザード人の女はイ
ライラするからである。イライラやヒステリーは女のものという常
識があって、女ならイライラしていても多少は多めに見られる。　【用例】
　an nat dagd mil hart kin. ひどい暑さでいらいらしていた。　la na 
nelt dagd a total fol ort. 彼女は生理中は何にでもイライラする。　
an nat dagd mil rib. 蚊のせいでイライラした。
dage  ［植物］キウイフルーツ、キウイ　［レベル］３　16:制 :dafgek（茶色い玉）
から。
dagenia  ［美容］ボウズ、坊主、坊主ヘッド、ボウズヘッド。スキンで
はなくボウズヘッド。かなり短い　［レベル］４　19

dap  ［生物］額　［レベル］１　13:制
dapt  ［動詞］yulをしかめさせる、しかめる、顰める　［レベル］３　13:制 :d
apni/古 :ketta（眉毛が行く）　【用例】　la daptat. 彼女は顔を顰めた。
daplooz  ［生物］額角髪際　rd;/　24

daploozmyut  ［生物］両額角髪際間　rd;/　24

dapini  ［生物］眉、眉毛　［レベル］１　19　【用例】　frem dapini a xok 眉
をひそめる
dapop  ［名詞］頭注→ lei　［レベル］６　22

dab  ［形容詞］面倒な、面倒くさい、面倒臭い、面倒、わずらわしい、
煩わしい、厄介な　［レベル］２　14:制 :dalab（仕事が多い）　【用例】　tu et 

dab kinel xel an pia nelt harx tat sel. 毎日お弁当を持って行くのは煩
わしい。　an tilat mesa{xalt} dab sin. 厄介な立場に立たされた：mesa
だと環境、xaltだと立場。例えば死体片付け役のような「ポスト」の
場合、立場なので xalt。　☆ rom, yet dab tin lunak flel ant. 突然厄
介な出来事が私に降りかかった。
dac  ［文末純詞］～だ。断定の純詞を a系感動詞の応用で強くしたもの　［レ
ベル］１　19　［語法］　dec　【用例】　fie dac! 嘘だッ！（竜宮レナ）
dacma  ［感動詞］はじめまして、初めまして→ hadhacma　［類義語］hadhacma　［レ
ベル］２　古 :a'dacma←は had'hacma（使徒になった）　［語法］　→ hadhacma
　dacmaのほうが hachacmaよりくだけている。　× andacma
dar  ［形容詞］自動の、機械仕掛けの、オート　［反意語］lal　［レベル］２　14:
制 :sorn:tloint（自動ドア）　tloi:tloi:tloint
dart  ［形容詞］メジャーな、大多数の　［名詞］多数派、マジョリティ　［反意語］
girk　［レベル］３　19:制 da/luute(az teeze)

dartjal  ［名詞］多数決　［レベル］２　19　【成句】　haas dartjal 多数決により、
多数決で決める、多数決に従う
darkes  ［エルト］ダルケス　mt100'8000(vs):konoote;　［レベル］４　古　［文化］
　コノーテとカルザスの息子。光を司る。フェルデンと駆け落ちし、
アルデスに殺される。黒髪の白人美青年。ルフェルと違って長身。
帯剣し、アルデスと同じようなアーマーを身につけている。実直で
豪快で、敵となるアルデスに似ているが、アルデスのほうが男気が
ある。ルフェルよりはカルザスに似ている。
dargel  ［軍事］フルオートマチック、フルオート、全自動　［レベル］５　
rd;/　24　［文化］　gel

darlanta  ［娯楽］ＢＯＴ、ボット　［レベル］４　22　【用例】　reians ant emor 
tuus e darlanta e yolova im tuo in. 最近、私のＴＬが例文ｂｏｔの
ＴＬのように見えてきた。
darlisgel  ［軍事］自動小銃　vl;/　24　［文化］　gel

darlent  ［電算］オートマトン　［レベル］６　rd:ryuu;/「自動人形」受け
た情報を自動で機械的に解釈するというところからこのように命名
された。　23
daramo  ［交通］オートマ車、オートマ　［レベル］４　21

darark  ［電算］ハイパーリンク　［レベル］３　19

daz  ［形容詞］～に当然あたる、～に値する、～する価値がある、ふさ
わしい、相応しい、相応な、似合う、にあう、～が所有する物とし
てふさわしい、当然な、フェアな、納得がいく、仕方ない、しかた
のない、しようのない、しょうがない、もっともな、尤もな、適応
する、適切な、しっくりくる、サイズが合う、フィットする、ぴっ
たりな、タイトな、適合する、適応する　［格詞］～に当然あたる、～
にふさわしい、～にふさわしく　［動詞］yulを aに適応させる、適応する、
適応させる、適する、合す、合わす、合わせる　［反意語］dim　［接尾辞］
～にふさわしい。ｔｒｕｓｔｗｏｒｔｈｙなどのｗｏｒｔｈｙに相
当：setdaz（死に値する）、hakdaz（称賛に値する） 　［レベル］２　tm;da
zet,f.l　13:制 :ridia:英語のｄｅｓｅｒｖｅから来た dizaavというの
があったが、dazはこれからではなく、古アルカの ｢相当 ｣を意味す
る dazettから。　dazet:daz:dazett　【成句】　de daz a 柄じゃない、柄で
はない、ガラじゃない、ガラではない、がらじゃない、がらではな
い　【用例】　lan daz 適任者　［メタファー］daz yun lasl skol 履き慣れた靴の
ようにしっくりくる　［メタファー］［卑語］daz yun minti 嫁のようにしっ
くりくる：元々嫁の性器のように使い慣れたという意味から来てい
るので、［卑語］タグ。　fis at daz a tolx. 今日はトレーニング日和だった。
daztab  ［普通動名詞］照合　［動詞］yulが aに適切か照合する　［レベル］４　
19:ridia:arbaxelt　［語法］　koktabと区別。アンセの本人照合はＩＤと本
人の照合なので koktabでもいいし、本人が買い物に適切かの照合なの
で daztabでもいい。
dazvok  ［言語］文法的に正しい文　［反意語］dimvok　［レベル］６　22　［語法］
　dimvok
dazjig  ［動詞］yulを見計らう、見計らう、見はからう、見繕う、見つ
くろう　［レベル］４　rd;/「適切に選ぶ」　23　［語法］　見て、適当なもの
を選ぶ。みつくろう。何かする時期を選ぶの「見計らう」は jig。
dazet  ［名詞］義理、道理、道義、義理人情、正義感　［レベル］３　tm:tikn
o;dazet,f.k　21　dazet:dazet:lu dazett
dazet,f  daz　elt;e「ふさわしい」
dazett  ［組み数字］４/１０　［哲学］義　［医療］小腸　［歳時記］庚、かのえ　［レ
ベル］４　rd;dazett,szl　21　::lu dazett

dazett,szl  dazet　dazet,f.l

dazettkan  ［生物］［医療］小腸経　szl;/　24

dazen  ［接続詞］daz　［レベル］３　21

dazem  ［天文］テラフォーミング　［名詞］適応化、適応　［レベル］５　21

daj  ［形容詞］親切な　［反意語］vanda　［レベル］２　古　［語法］　daj（＋干
渉）,aldaj（＋不干渉）,vanda（－干渉）,alvanda（－不干渉）の４点セッ
トで覚えるとよい。
dajna  ［名詞］親切心、計らい、はからい、配慮、思慮　［レベル］３　
19:melidia axte　【用例】　fit dajna 気を利かせる、気遣う　gok dajna 
ご厚意に甘える。丁寧用法の gokでない場合は「親切心を請う」の
意味だが、通例それで使われることはないし、文脈で分かる。　tu 
et dajna duen hokn lis deel. それはほんの一匙の親切心。
daji,f  alk　jiは指
dalt  ［政治］官僚　［レベル］４　sorn:古 :lalt, dalt。アルシェでは laltだった
が、クミールにこの語を教えたセレンの発音のせいで彼女は daltと覚
えた。　［文化］　→ lestimiir

dalttonk  ［政治］官僚　［レベル］４　19　［文化］　事実上の身分の１つ。地位
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のほうが適切。
dalk  ［形容詞］尊大な、傲慢な　［反意語］list　［レベル］３　13:制
dalko  ［地学］地盤　rt;dalm/ako「支える地面」　［レベル］３　23

dalkomim  ［地学］地盤沈下　［レベル］４　vl;/　23

dals  ［形容詞］動的な、動きの多い、アクティブな、活動的な、活発な、
行動的　［反意語］yuner　［化学］［電算］活性　［レベル］３　13:制 :daluu（動
きが多い）。luuは古アルカで「動く」。　【成句】　ovi dals nod seren 
danl 考えるセレンより動くオヴィ：案ずるより生むが易し。dalsと
danlで口の端に乗せやすく工夫してある。　［メタファー］dals yun luxia 
lij 幼い頃のルシアのようにやんちゃな：子供以外に使うと悪口。　【用
例】　an em dals im flea nod arxiel alt. 夏はほかの季節より活動的に
なる。
dalstantoa  ［魔法］動殻　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

dalsvemv  ［娯楽］アクティブモンスター　［レベル］５　22

dalsfreyu  ［言語］遊離副詞　［レベル］４　21　［語法］　freyu

dalsdoa  ［経済］動産　［レベル］４　21

daln  ［地学］琥珀、アンバー　［レベル］３　lakta　［文化］　土の魔石。
dalnkip  ［魔法］琥珀測定　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

dalf  ［エルト］ダルフ　［政治］クーデター　［レベル］４　古 :ryuu　［文化］　クー
デターを起こしたエルト。
dalm  ［動詞］yulを支える、支える、支持する　［普通動名詞］支持　［名詞］～
立て、立てるもの、立て、支えるもの　［反意語］dips　［レベル］２　14:
制 :dalmain（体を助ける）
dalmka  ［物理］支点　［レベル］４　19

dalha  ［名詞］ダルハ、印章、印影　［名詞］スティグマ、聖痕　［名詞］バッ
ジなどに書き込まれている身分を示す記号のこと　［レベル］４　19:ilm
us:ridia:dap（額）/paal（古 :光）/hara（痣）。今まで特に名前がなく
紋章としていたので命名。アシェットが特別であることを示すもの。
アシェットだけが唯一テームスを倒したラシェットであることから、
特別な設定が付けられている。シェルトができるまではダルハは使
徒記号という別の形をしていたが、シェルト以後はダルハはシェル
トで使う幻字になった。だから本来使徒の額に浮かんでいたのは使
徒記号なのだが、ややこしいので始めから現在のダルハが浮かんで
いたことになっている。　［文化］　神代に神々が書簡などの個人認証に
作った紋章。確かにその人のものであるというのを示すための道具
で、家紋という概念がなかったころに作られた。　自らの名を示す
幻字ではサインとして単純すぎで、容易に捏造できた。そのため複
雑なデザイン文様として作られた。家紋はこれを真似て後に作られ
た。植物や動物などを象ることが多い。　身体に描くとヴィードの
流れをよくする。額なら vir、手なら yuno、腹なら noaという具合
に。　神々は式典などの際、額に描くことがあり、これが元で dalha
と呼ばれるようになった。普段から額に描くのではなく、神祇の一環。
　額に浮かぶ紋章ということでは後述のアシェットの紋章もそうで、
その紋章も dalhaと呼ばれるようになった。が、両者の dalhaはあくま
で別々のものである。　　dalhaは神代のうちに人類に伝わった。人
類の特徴は、一生涯で複数の dalhaを使い分ける点である。　例えば
14歳のセレン少年は「氷晶躯龍」を dalhaにした。氷の結晶に封じ込
められた龍の躯という意味で、当時彼が格好いいと思っていたもの
を集めたもので、強そうなものやカッコいいものにあこがれるとい
う少年期の幼稚さと純粋さが現れている。要は中二病である。　28
歳のセレン青年は「風柳」を dalhaにした。当時青年は人間とは、男
とは、強さとは、正義とは、などといったことに悩んでいた。　幼
少期は強さとは硬く頑強なことだと考えていた。しかし硬く強いも
のはしばしば猛攻を受けると防ぎきれずにつぶれる。つまり、もろい。
筋肉も硬いと一見強いが、損傷しやすくもろい。　一方、柔軟でし
なやかな筋肉は丈夫で強い。植物も同じで、風の強い土地の植物は
しばしば風に立ち向かうための太い幹を持つのではなく、風を受け
流すススキのような構造をしている。力を受け流し、損傷を少なく
する。柔軟なほうが実は強い。　では、柔軟で受け流されるだけで
よいのか。それでは単に強いものに巻かれるだけで、自分というも
のがない。　しかしススキはどうだろう。ススキは東西南北に風の
向くまま流されるが、けして根の位置だけは変わらない。根だけは
動かない。　自分の根っこの部分だけゆるぎないものを持っている。
そしてそれは根という場所にあるため、これ見よがしに他人に見せ
びらかすものでもない。それが本当の強さなのではないか、と青年
は考えた。　そこで青年は dalhaに靡芒（風に靡くススキ）を選んだが、
ススキは外来種で、当時のアルバザードにはまだ入っていなかった。
　そのため周囲の仲間から「独りよがりにならないでほしい」とい
われ、同じ外来種でも既に輸入されていたヤナギを選び、「風柳（か
ぜやなぎ）」を dalhaにした。　　このように、人間は神と違って成長
が遅く寿命が短く精神的に脆く迷いやすい。　したがって自分を表
す象徴も経年変化し、dalhaを生涯に複数持つことになる。　しかし
複数の dalhaを見ていくことでその人がどういう成長や人生を送って
きたかがわかるため、しばしば貴重な史料となる。　　sm以降は次
のような習慣ができた。dalhaは最初に親が与え、10歳まで使用する。
その後自分で変更する場合は変更する。　タイミングとしては伝統
的に 10,14,20,28,37…という数字が一般的であり、これはおおむね人間
性が変化し落ち着く時期に一致している。　　ただし、一般に女子
は男子より変更が少ない傾向にある。女子は１０歳までに人格が出
来上がり、その後は男子ほど成長しないため、少女期に作った dalha
を使い続けることが多い。　男子は思春期を通して哲学的な問題に
悩み、考え抜き、大人になっても社会的な試練が多い。また、少年
期は女子より幼稚で成長が遅い。このことから、dalhaの変更が女子
より多い。　女子は身の回りの人間関係や自分の容姿など、地を這
うような次元では悩むが、人間とは何か、正義とは何かなど哲学的
な問題を高尚に考えることは稀である。また、人に叱られても反省
せず、「あたしかわいそー」の発想なので進歩がない。学問や理念よ

りも今日の食事と明日のスイーツなので、発展性がない。そのため、
身近なものを dalhaにし、可愛いと思うものを選ぶ。哲学的な意図は
なく、単に「好きだから、可愛いから」という理由で dalhaを選ぶ。
dalhaを変更する場合はたいてい新しい可愛いものを見つけたときで
ある。ただし、躾の行き届いた一部の家庭の女子はこの限りでない。
　　＜アシェットの dalha＞　アシェット２８人の額に浮かぶ紋章で、
ほかのラシェットにはない。人によって浮かぶ文様は異なる。いず
れも意味のない幾何でなく、古アルカの幻字である。セレンはルシー
ラ、メルはハルマ、リディアはディアに似たリディア独自の文字と
いうように。ダルハが浮かぶと急激にヴィードが高まり、気分が高
揚し、強くなる。クミールだけはダルハが出ても高揚せず、冷徹に
敵を切り刻んだため、アルシェから畏怖された。大人になるにつれ
ダルハは出なくなっていった。
dalhas  ［普通動名詞］覚醒　［動詞］yulを覚醒させる、覚醒する　［レベル］４
　22:dalha/so
dalhamel  ［名詞］［形容詞］フルパワー、本気、全身全霊　［レベル］４　21:ダ
ルハ顕現中
dala  ［被服］ブーツ　［レベル］３　16:制 :dan/lasl（深い靴）　:::beletta,kt　［文化］
　くるぶしが見える浅い靴が可愛いという習慣があるので、ブーツ
はあまり好まれない。くるぶしはむき出しでなく、白い靴下を履く。
ブーツは山、雪山、雨天などに使う。日々履くものではない。　【用例】
　non leinat dala len xier. 冬用のブーツを履いた。
dalaz  ［普通動名詞］イヤボーン、ダラズ　［動詞］yulをイヤボーンする、イ
ヤボーンする　fv;dalha/addzu（ダルハで破壊）　［レベル］４　23　［語法］［文
化］　潜在能力を秘めた弱者が窮地に追い詰められたときに力を解放
して敵を倒したり吹き飛ばしたりすること。たいてい隠された力の
解放とともに dalhaが浮かぶので、このようにいう。
daat  ［形容詞］かっこいい、カッコいい、カッコイイ、格好いい、格好
良い、格好イイ、かっこイイ、素敵、素敵な、すてき、ステキ　［類義
語］farm、varma、adiiyu、erde　［反意語］giik　［レベル］２　14:制　［語法］
　顔ではなく見た目全体がいいこと。見栄えが良い、身なりが良い、
体型がいい。男女ともに。
daak  ［動詞］yulを繁栄させる、繁栄する、栄える、栄えさせる　［普通動名詞］
繁栄　［反意語］giit　［レベル］３　13:制 :daiz　【用例】　tu kad es daak. その
国は繁栄している。
daakgiit  ［名詞］栄枯盛衰　［レベル］４　22

daakrens  ［名詞］［ネガティブ］御託、御託宣　［レベル］５　rd;/「尊大な言葉」
　24　【用例】　ku{ham} dalkrens 御託を並べる
daas  ［形容詞］たくましい、逞しい　［形容詞］男が筋骨隆々な、女の胸が
豊満な　［反意語］giix　［レベル］３　13:制　［語法］　肉体が強靭であるさま、
精神が強靭であるさま。その両方を主に指す。女には「胸が大きい」
の意味になるので、使うときには注意。マユなら笑ってすませてく
れそうだが、ユンクに言うとたいてい嫌な顔をされる。なお、rdの
時代のように女性が戦っていた時代においては、クリスのような戦
士系の女性の筋力を褒めて daasと言える。
daana  ［文末純詞］［arden］sei　［レベル］１　21:ovi:da/古 no（疑問）「だろうか」
daap  ［軍事］勲章　［レベル］３　13:制 :daaapa（偉い印）
daajil  ［医療］佐薬　szl;daaj/il「助ける薬」　24

daajopet  ［医療］佐使薬　szl;/　24

dai  ［代詞］［alben］オレ　［レベル］１　20:der

dait  ［形容詞］偉大な、偉い、えらい、立派な、壮大な　［反意語］veigl　
［レベル］２　20:dai:古　［語法］　地位が高い、功績が大きい、能力が高い、
徳が高いなどを指す。子供に「よくできたね、えらいね」というと
きに使えないこともないが、日本語でいうところの「あなたは偉大
だね」に相当する大げさな言い方。子供を褒めるときは "fian rat"な
どがふつう。　【用例】　freman et dait. sil firt, taik eket art.　soa vik 
kut a der yul atte ter.　hqn? dis at fiim xalt misala? ol dis asm, son 
bewik van a?　隣人は立派　将来有望　才能人　そんな奴がさぁ　頑
張れってさぁ　怠けて見えたかい　そう聞いたら頷くかい　（ＢＵＭ
Ｐ ｏｆ ＣＨＩＣＫＥＮ『才悩人応援歌』）
daitfas  ［名詞］偉業、快挙　［レベル］４　rd;/「偉大な仕事」　23

daiten  ［名詞］偉人、立派な人、お偉いさん　［レベル］３　rd;/　23

dain  ［名詞］共性の敬称、～さま、～様　［形容詞］～様。前置。　［レベル］
２　古 :dain← daizlanから。元は偉いということを表わす敬称。　［語
法］　→ apt, est　×名　○姓　○前置　×後置　○男女
daim  ［動詞］yulを止める、止める、中断する、辞める、辞職する。永
遠にやめる。再開の見込みの有無は区別しない。　［法副詞］～をやめ
る。中断。単位動詞では準完了相。非単位動詞では準終了相。　［動詞］
yulを中退する、中退する　［普通動名詞］中止、停止、中退　［反意語］mak、
onk　［レベル］１　19:恣意　［語法］　mak

daimen  ［俗語］嫌な女、クソ女、ビッチ、バイタ、売女、スイーツ、
性格の悪い女　［類義語］sofom　［レベル］３　19:lei e lein:daiz mempo（王
様気取りの女）。daimだと dainとかぶる
daid  ［代詞］［alben］オレの　［レベル］１　20:dai

daig  ［経済］税、税金、年貢、国税　［類義語］xiling　［レベル］３　zg;d
aiz/gil　19:dag:13:制 :古 :daizgil(税金 )王の金が原義。dagだった
が、短すぎたので長くした。　［文化］　→ xiling, ditdaig　＜税金と
寄付金＞　税金は日本より高い。消費税は変動制で、贅沢品ほど高
い。酒など嗜好品にはさらに別途酒税などがかかる。　税金の使途
は完全に透明で、唯一国防や軍事に関する機密費のみが不透明であ
る。この点で北欧同様政府の信用力が高い。　　年収は日本円にし
て１０００万以上は非課税となるが、代わりに寄付金として徴収さ
れる。寄付者は寄付する公共団体を選択することができるため、あ
る程度自分の意思を活かせる。例えば玩具会社の経営者なら子供の
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福祉団体に寄付をするだろう。→ xiling　公共団体内部での寄付金
の使途は透明であるため、寄付者自身にキックバックさせるなどの
不正は防止される。日本の納税者の長者番付と違って頻繁に大々的
に公開され、国民の関心も高い。褒めるべきところはきちんと褒め
るというアルバザード人の国民性がよく表れている。納税でなく寄
付となっているため、払った分がそのまま名誉に直結しやすい。た
いてい寄付は低所得者のために使われるか、治安維持や社会福祉の
維持に使われる。　　アルバザードは下を作らず出る杭を打たない
ことを目標としている。上は下を助け喜捨し、中（中流）に引っ張
り上げる。中となった人々は寄付者など上の人間に直接助けられて
おり、素直に感謝しやすい。下は見返りに上の足を引っ張らないこ
とが期待される。いかに下を作らず出る杭を打たないようにするか
がポイントである。そのためにも寄付金制度がある。　北欧社会の
ように強い平等性があるとヤンテのルールのようなものができてし
まう。国力も世界一になれない。かといってアメリカのような競争
社会では底辺が増えてしまう。そこで例えば９５％が中流で５％が
上流というようなシステムがよいのではと考えられている。人間自
分が底辺でなければ上がいてもそんなにひがまないもので、その心
理をうまく利用している。　　なぜ日本でこれができないか。８０
年代はわりと一億総中流が保たれていたのでできなくはない。ただ
日本の場合はそれを目指したというより結果そうなったというだけ
なので、アルバザード型の社会を意識的に作るのは難しい。恐らく
国民性もあるだろう。金持ちへの税率が一般人の予想に反して高い
というのもあるが、喜捨したところでありがたがられるどころか売
名行為とそしられる風土では喜捨の文化は育たない。アルバザード
人は素直で十徳の信を意識した教育と生活をしているため、素直に
相手の厚意を受け取りやすい。うがった考え方を基本的に嫌う傾向
にある。また、「すみません」より「ありがとう」の文化なので、善
意の循環が良いというのもあるだろう。　　寄付額が多いとそれだ
け人を助けたことになり、聖人としてアルティス教からノミネート
される。これは非常に名誉であるが、この点も日本にはない。金持
ちは貧乏人を助けてくれる良い人たちだという認識がアルバザード
にはある。　寄付額ランキングに入る人は非常に有名である。日本
だと芸能人くらいしかランキング内の人物は有名でないことが多い
が、アルバザードだと一般人でもランキング内の人物のことはきち
んと知っている。顔と名前も一致しているため、寄付者は行く先々
で羨望と好意の眼差しを受け、何かと人々に親切にされる。日本だ
と金持ちは一歩引いて傍観され、汚い守銭奴だとか派遣労働者から
搾取して儲けた金のくせになどと思われたりすることがあるあたり、
アルバザードとかなり対照的である。　　既得権益者を打ち倒すミ
ロク革命が起きない限りどの国もこうはならないだろう。革命後、
新政府軍が腐敗に陥らない強い精神力と徳を兼ね揃えていなければ
ならない。ミロクのような強い個人がいない限りなかなか難しいだ
ろう。実際アルバザードの長い歴史でもクリーンな政治が行われた
のは alしかない。
daigtwaayu  ［経済］タックスヘイブン、タックスヘブン　［レベル］４　22

daigtix  ［経済］税抜き　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

daigkav  ［経済］税込　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

daigxili  ［経済］免税　［レベル］４　zg;/　23　［語法］　daigsed

daigxiliate  ［経済］免税店　［レベル］４　zg;/　23

daigsed  ［経済］非課税　［レベル］４　ly;/　23　［語法］　・免税とは　　例
えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービス
の提供などのいわゆる輸出類似取引などのこと。　ただし、輸入取
引は免税にはならない。外国貨物を受け取った際に通関で消費税の
課税がされる。　また、外国への送金手数料は非課税となる。　免
税の場合、原則としてその取引のための仕入の消費税を控除できる
という点が特徴。例えば１０５万円（内消費税５万円）で仕入れた
車を海外へ１２６万円で輸出した場合。１２６万円の売上は免税取
引になるので、仕入にかかった５万円の消費税の控除ができる。　
　・非課税とは　　非課税の取引は該当する取引が法律で明記され
ており、具体的には「土地の譲渡及び貸付け」、「有価証券等の譲
渡」、「預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等」などが
主なものになります。　ただし、１ヶ月未満の土地の貸付けや駐車
場という施設としての貸付けなどは非課税とはならない。　　非課
税が免税と違うところは、原則としてその取引に対する仕入の税額
が控除できないところ。　例えば、１００万円の株を購入して手数
料１０５００円（内消費税５００円）を支払ったのち、その株を
１５０万円で売ったとしても、仕入にかかった５００円の消費税の
控除が受けられません。　　・不課税とは　　例えば、国外取引、
対価を得て行うことに当たらない寄付や単なる贈与、出資に対する
配当などがこれに当たる。　消費税の課税の対象は、国内において
事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引。つま
り、これに当たらない取引を不課税取引という。　不課税取引は免
税や非課税と違い、そもそも消費税という世界に足を踏み入れてい
ない取引である。そのため、課税売上割合の計算をする場合に分母
にも分子にも含めないということになる。
daigfonl  ［経済］脱税　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

daiglizno  ［政治］税務庁　［レベル］４　19:ridia:ilmus　［文化］　財務省下。
税金を徴収し、計算し、配分する。
daigev  ［経済］課税　rd;/　［レベル］４　23

daigevanda  ［経済］課税標準　rd;/　［レベル］６　23

daiz  ［政治］王、君主、キング　［形容詞］～王。敬称。　［類義語］ilkant　［反意語］
istir　fv;daiz < kaiz < kaizamo（大木）　［レベル］２　赤　daiz:daiz　
［語法］　→ apt, est　○名（後置）　○姓（前置）　○男女　○単体使用 /
名詞用法
daiztats  ［政治］王族（daizernより狭い）　［レベル］４　19

daiztonk  ［政治］王族、王位　［レベル］４　19　［文化］　カコ～現在までの
身分の１つ。アルバ王とその一族。

daizkad  ［政治］王国　［レベル］３　23

daizkolm  ［政治］王制、王政、君主制　［レベル］４　19

daizxite  ［政治］王族、皇族　［レベル］４　19

daizminti  ［名詞］王妃　［レベル］４　22

daizdail  ［名詞］王冠　［美容］クラウン　13:制
daizra  ［建築］宮殿、殿堂、パレス、王宮　［類義語］falxi　［レベル］３　13:制 :
王の家　［語法］　falxi

daizlagel  ［政治］絶対王政、絶対君主制　［レベル］４　19　［文化］　セルメ
ルで起こった。rdでも残存したが、ランティスの即位とともに無く
なる。
daizliifa  ［天文］アケルナル　19:ridia/seren/mel　［文化］　ダイズアイ
ライの星。強力な繁殖力と力を持つダイズアイライは封印後、早く
も封印を破ろうとした。接している１階の魔族である venzomを腐
食させ、アケルナルを拠点に乗っ取りを開始した。これに気づいた
セレンはダイズアイライをアケルナルに突き刺し、動けないよう固
めた。
daizasl  ［化学］王水　［レベル］４　19:「王水」の訳語では無論なく、魔族
daizailaiの出す強力な酸であることから。
daiz adiiyu  ［人名］アディーユ王、ユルト、ユルト＝ルティア　［レベル］
５　22
daizailai  ［魔物］ダイズアイライ（巨粘蟲）：第九十九天：害の氷天　［名詞］
疫病、凶悪な伝染病、疫病、プレイグ　［レベル］４　古 :ridia:daizailai
（王様スライム）　［文化］　疫病を振りまく異常発生したスライム。rd
でセレンは一度これに殺される。このスライムが疫病の元とされる。
daizというから ailaiの亜種のように感じられるが、ailaiに疫病を振
りまく力はないため、あくまで亜種でなく別種。酸で敵を溶かす場合、
王水を放つ。
daizern  ［政治］王族（広義の）、王族、王家　［レベル］４　19　【用例】　dai
zern t'arba アルバ王家
dail  ［被服］冠、かんむり、クラウン　［レベル］３　13:制 :古 :daizlosabe（王
の帽子）
dailkad  ［地球の国名］ハンガリー　［レベル］６　19:国章に王冠
dailseet  ［地球の国名］リヒテンシュタイン　［レベル］６　19:スイスの保護
国で、国旗が冠
dailifa  ［地球の星座］［ユマナ］かんむり座　24　［文化］　ifa

daial  ［政治］（都市の規模としての）王都、首都→ salai　［レベル］３　
19:ridia:daiz/kal
daialpol  ［地学］狭義の都心。アルナ９市のこと。　［地学］都心、首都圏　［レ
ベル］３　22

dae  ［経済］損失、損害　［レベル］３　＠ 19:daeという音が汚いが、gio
は古なので動かせない。なら覚えやすく daeのままでもよいと判断。
dae自体悪い意味だし、汚い音ならかえって好都合と判断。　【用例】　
til dae du 1000 solt 千ソルトの損失が出る
daesika  ［経済］ナンピン買い、難平買い　［レベル］６　22

daefalti  ［経済］割高　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

daefidn  ［経済］逆ざや、逆ザヤ、逆鞘　［レベル］５　22

daedae  ［形容詞］ルーズルーズな、ルーズ＝ルーズな、ｌｏｓｅ－ｌｏ
ｓｅな　［類義語］giodae　［反意語］giogio　［レベル］５　20

daepax  ［経済］損益計算書のうち、損失が出ているもの　19

daeyuv  ［経済］損切り　［レベル］６　22

di  ［形容詞］多い、たくさんの、多くの　［反意語］kalo　［レベル］１　19:制 :d
a:14:taと聞きわけがしづらいため、diにした。　kama:kama::kamalu,alt　［語法］
　du diは言いづらく、diは聞き取りづらいので、ati diでよく使
われる。　【用例】　lan di 大勢の人
dit  ［普通動名詞］収入、所得　［動詞］yulの金を受け取る、yulを稼ぐ、
受け取る、稼ぐ　［経済］収益。財務諸表上の収益。　［反意語］gak　［レベ
ル］２　＠ 19　［文化］　収入は多くなく、支出も多くない。たくさん収
入してたくさん支出するには時間を労働力に変えて金を得るしかな
いが、アルバザードはそのような生き方を嫌う。ゆえに収支は総じ
て少ない。大家族が多いため、一人当たりの収入が少なくても食う
には困らない。収入は働き手が稼いで家に入れる。夫婦がどちらも
外で働くことは少ない。特に子供がいればどちらかは家にいて子供
を育てる。仮に外で働いても短時間である。たとえば夫が働く場合、
妻は家で家事や育児をしたりする。
dit(2)  ［名詞］多さ→ du　［レベル］２　19

ditta  ［料理］寿司、すし　［レベル］３　alt　21　［文化］　smで altから伝来し
たが、生食をしないアルバザード人にはあまり受け入れられなかっ
た。現代でも腸炎ビブリオやアキサニスなど衛生の問題とアルティ
ス教が調理に火を使うよう推奨していることから、寿司はアルバザー
ド人の間で一般的ではない。ただし lt人の一部や altの多くは食す。
アメリカの寿司ブームや和食ブームと異なり、生食を避けるアルバ
ザード人の間では寿司は少なくとも広まっていない。刺身も同様で
ある。　元は altでファーストフードとして確立したもので、徐々に
高級食へと変貌していった。　　・現実　　リディアが生魚を食べ
る習慣がなく（サーモンは除くらしい）、セレンが日本で寿司に誘っ
ても「お腹を壊すから嫌」と言って一度も来なかった。そのまま生
食禁止がアルティス教の教えになり、一般化したもの。23年夏にセ
レンが宅配寿司で食中毒になって以来、セレンもこの考えに賛同す
るようになり、文化が確定した。
ditte  ［形容詞］名目の、名目上の、名ばかりの、形だけの、形式上の　［反
意語］fitte　rd;dia/te　23

dittesoi  ［言語］形式主語、仮主語　［レベル］４　rd;/　24　［文化］　アル
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カでは tu et toto xel toto構文などの tuがそうである。
ditteomit  ［言語］形式目的語、仮目的語　［レベル］６　rd;/　24

ditnian  ［名詞］有給、有給休暇　［レベル］４　20:払われる休み
ditmas  ［経済］領収書、レシート　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　
アンセに自動登録されるので、紙ベースでは出てこない。ヴェレイ
では出てきた。　【用例】　an bas ditmas. レシートはいいです：en xir
のほうが丁寧。
ditdaig  ［経済］所得税　［レベル］５　rt;/　23　［文化］　→ xiling　rtのア
ルバザード発祥の税。国税のひとつ。収入に応じた額を支払う。　
制定当初は現在でいう超高額所得者にしか課されなかったが、民衆
が経済力をつけていくに従って、一般人からも徴収するようになっ
ていった。　累進課税であり、高額所得者ほど多く支払う。そのパー
センテージは時代によって異なる。　旧革命では１２年現在の日本
円にして１０００万以上の年収があれば全額徴収され、どれだけ稼
いでも１０００万の手取りしかもらえなかった。こんなことをすれ
ば富裕層は外国に逃げてしまう。そこでミロクはこの課税方式を世
界中で同時に制定させ、富裕層の海外脱出を阻止した。　旧革命後
はパーセンテージが下がり、高額所得者の手取りは年々増える一方
であった。　革命直前にはミロクのとき以上の格差社会になってい
たため、セレンはミロクと同じ方式を取り、世界中で同じ法律を制
定させ、富裕層の海外脱出を防ぐとともに税金の徴収を行った。　
旧革命では所得税は国税として徴収され、その使途は政府が決めた。
一方革命では日本円にして１０００万を超える分の所得税について
は、支払う個人が任意の団体に寄付できるというシステムになって
いた。つまり年収３０００万の人間が国に払うのは額面１０００万
分の所得税であり、額面２０００万にかかる所得税は納税者が任意
の団体に寄付するという形で納税先を決めることができた。→ xili
ng　つまり革命では中世のパトロン制が復活したようなものである。
当然高額所得者に対して団体からの接待や賄賂が横行することが予
想されたので、セレンは公平を期すため、団体からの接待や賄賂な
どは違法として厳しく取り締まった。　何に使われるか分からない
国税としての徴収だと高額所得者はただただ不満であるが、この方
法なら自分の伸ばしたい分野や産業に直接投資できるため、自分の
意思と資産を社会に反映できるというのがセレンの狙いであった。
　なお、民衆やマスコミの目は高額納税者がどの団体にどれだけ寄
付したかに向いているため、あまり俗悪なものにばかりパトロンし
ていると、モラルがないとして非難を受けることがあった。そのため、
高額納税者は必然的に公共の福祉となるような団体を優先して寄付
することがあった。市民の目があるおかげで、納税者個人の好みだ
けを考えて金を寄付するわけにはいかないという状況ができ、公共
の福祉に貢献させながら、各分野の発展にも貢献させるというシス
テムができあがった。　　この制度の肝は全世界で足並みを揃えて
制度化したことである。日本やフランスやアメリカはこれができな
いため、高額所得者はシンガポールなどに逃げてしまうのが現状で
ある。　自国で養ってきたのに、成功した途端自国を裏切ってシン
ガポールなど税金の安いところに逃げるのはモラルのない裏切り者
のすることだが、富裕層は恥じずにこれを行う。国民はそのような
企業の製品は買わないという不買運動でも起こせば良いが、マスコ
ミが扇動しないこともあって、ほとんどの国民は高額所得者が海外
脱出をしていることすら知らない。　自国で上手くいかなければ自
国にタカり、上手くいけば税金を払って貢献せずに海外逃亡するな
ど、モラル的に許されないことである。これがまかり通っているの
が現状の地球であるが、アトラスでは革命を世界規模で行ったため、
逃亡先をなくすという方法を使い、脱出先を潰すことで逃げ道をな
くしたのが肝である。　　このシステムのメリットは具体的に何か
というと、例えばベストセラー作家の場合、短い期間に大きな額を
得ることになり、税金でほとんど持っていかれることになるが、そ
の持っていかれる分の大半を物書きを支援する団体に寄付すること
で、食えずに喘いでいる売れない作家や未来の自分などを擁立し、
パトロンとして支えになることができる点である。つまり大衆に迎
合して金を稼いだ人間が大衆に迎合しないでニッチな小説を書いて
いる貧しい人間の支えとなることで、文学の生態系を保持するわけ
である。　ニッチな分野は常に弱小生物と同じく絶滅の危機にある。
大衆に受けるものだけが生き残る世の中だったら、俗物的な作品し
か世の中に生き残れなくなり、文学上の生態系が淘汰されて狭まる。
文学の生態系を広く保持するためには大衆迎合がニッチを支えると
いう構図を作る必要がある。　これはスポーツでも音楽でも芸術で
も同じである。これらの分野においては日本同様勝ち組と負け組の
所得格差が半端ない。大半の人間は食えずに喘いでいる。そのまま
放置していたら大衆に迎合した内容のものしか生き残れなくなり、
ジャンルの幅が狭まってしまう。それを防ぐために各分野には支援
団体があり、ニッチな作品を作っている作者などを保護する。売れ
た物書きは売れない物書きを支援する義務があると考えるのがアル
バザード人のモラルであり、従ってベストセラー作家は納税先に物
書き団体を選び、ミリオンヒットの音楽家は音楽業界を納税先に選
ぶわけである。　むろんそれだけでは民衆は納得しない。勝ち組は
公共の福祉に役立つような団体にも寄付納税をすべきと考えられて
いる。　これらの行為をしない人間はアルバザードでは民衆によっ
てことごとく叩かれる。日本と違って即不買運動が起こり、すぐに
やっていけなくなるようになっている。制度自体の良さと民衆のモ
ラルの高さと行動力の高さが革命では良い結果を招いている。
diti  ［名詞］多さ→ du　［レベル］２　22　［語法］　通常この語は使わず、du
を使う。
ditik  ［芸術］文様　［レベル］３　22:ditinik

ditinik  ［アイテム］ディティニック　［レベル］４　古 :ridia　［文化］　ヴァ
ストリアのひとつ。ファーヴァのもつ魔布。美しい模様の書いてあ
る風呂敷のような絹で、封印された呪術を使うために必要なアイテ
ム。
ditos  ［生物］フェロモン　［レベル］４　19:dia/tos　【用例】　ridia et liito 
vit towa as man kamil la til ditos rat. 香水をつけなくてもリディアは

フェロモンのせいか、良い匂いがする。
dite  ［名詞］多様性　［形容詞］多様性のある、多様な　［反意語］kote　［レベル］
４　20:di/teeze
dix  ［形容詞］なめらかな、円滑な、ぎこちなくない、すべらかな　［形容
詞］つるつるの、つやつやの、なめらかな、滑らかな。平面上に凹凸
がないということを意味する　［形容詞］自然な、まともな、すらすら、
スラスラ　［反意語］iks　［音楽］レガート　［レベル］２　lakta

dixt  ［動詞］yulを威嚇する、威嚇する　［普通動名詞］威嚇　［レベル］３　15:
制 :disxiv（警告の声）　【用例】　lu delt dixtat lan kon gaax. その熊は怒
鳴って人間を威嚇した。
dixm  ［化学］ヌクレオシド、ヌクレオチド　［レベル］５　19:seren:dilf/
xiim
dixlus  ［被服］タイトスカート　［レベル］４　20:ridia:mirok

dixalten  ［哲学］［言語］ハイコンテクスト、高コンテクスト　rd;/「多く
の文脈情報（に依存する）」　23　［語法］［文化］　→ xalten　rdで様々な文
化圏を見聞したセレンが提唱した概念。国によって多くの文脈情報
に依存して相手の言いたいことを察する凪紗のような民族もいれば、
少しの文脈情報にしか依存せずに相手の言いたいことを察する代わ
りに相手のパロールをそのまま受け取るアルバザード人のような民
族もいる。セレンはそのことを知り、多民族国家では一般的にロー
コンテクストになり、逆の場合はハイコンテクストになりがちであ
ることを地球に先駆けて発見した。
dixite  ［親族］大家族　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

dixirius  ［アトラスの国家］ディシリウス　［レベル］５　19:ridia:di/ixirius

dixiim  ［化学］多糖類　［レベル］５　19

dixent  ［魔法］ディシェント、秘術　［レベル］４　19:ridia:disment　［文化］
　東洋魔法 armaletの一種。アシェットでは、マレットの末裔である
パールのみが使える。魔法陣を使わず、それでいてアルトにないよ
うな特殊な魔法を使うことができる。　その不可思議さから正体不
明と捉えられ、rdの時代にアシェットは dismentを元に造語して di
xentと呼び直した。
dixend  ［魔法］秘術師　［レベル］４　19:ridia:そのまま anにしたら異国
情緒が出ないとかで、通常アルカでは避けられる清濁の違いで表現。
　【成句】　asm dixent a dixend 秘術のことは秘術師に聞け：蛇の道は
へび
dis  ［代詞］［arden］お前　［レベル］１　20:古 :tis

dist  ［動詞］yulを aに捧げる、捧げる　［婉曲］［動詞］sol（女性）が a（男性）
に純潔を捧げる。再帰。　［丁寧］fit。与えるに相当。ごちそうする、
御馳走する、ふるまう、あげる、振舞う　［レベル］３　f;e　sorn　［語法］
　大切なものを目上や愛するものに提供するという意味。ものは抽
象物でもよいので、la distat limeer nozet a lu（彼女は彼に処女を捧
げた）のような例も可能。　mirok distat ak esto lana sols tu so eyo. 
そのために神さまはどれだけの犠牲を払ったのかしら。
dist(2)  ［化学］アクリル　［レベル］５　19:des

dist(3)  ［形容詞］［ポジティブ］古き良き　［レベル］３　?

dist,szd  sid
distnab  ［化学］アクリル絵の具　［レベル］４　19

distgen  ［化学］アクリル樹脂　19

distrens  ［名詞］献辞→ lei　［レベル］６　22

distliml  ［化学］アクリル繊維　［レベル］６　19

dista  ［化学］アクリル基　19

distasl  ［化学］アクリル酸　19

distima  ［魔法］ヴィードピラミッド　［アクセント］distimA　［レベル］６　lss;d
istima,szl(doluuya)　21　［文化］　dolmiyu

distiiyu  ［形容詞］情に篤い、情にあつい、情に厚い　［反意語］sorter　［レ
ベル］３　20:dist/adiiyu　［語法］　代表的な良い性格のひとつ。特にア
ルデンやアンマに期待される性格。
disto  ［娯楽］グッズ、商品、作品、コンテンツ。コンテンツの場合、
有形コンテンツ。　［レベル］２　sm;adist.k。もとは adistの副産物という
意味だが、rtごろからグッズの意味で使われだした。　23
distel  ［人名］ディステル　［組み数字］１４/１６　［レベル］４　meltia 
48:ardu/esta;e　古　［文化］　esta　エスタの第１４子。女。
disk  ［動詞］yulを真っ二つに割る、まっぷたつに割る、割る　［形容詞］
割れた　［魔法］ディスク。雷の中位黒魔法。雷の刃で敵単体を一刀両
断する。　［音楽］スタッカート　［レベル］３　16:制 :dask。ｎ対かと思っ
て分解しようとしたが、ｎ対でないアプラウトだった様子。意味は
daskとの区別に注意。　［語法］　三等分のときは vidisk。
diskrein  ［数学］二等分線　［レベル］３　19

diskalx  ［形容詞］数字などが区切りの良い、区切りの良い、区切りのいい、
区切りのよい　［レベル］３　22

dismain  ［医療］依存、中毒、アディクション　［医療］依存症　［類義語］
niak, pitl　［レベル］４　21:古ソーン dis（相手を打ち倒すこと。転じて
「害する」で使われた）/main（体）「身を滅ぼす」　［語法］　pitl　【成句】
　vort dismain 依存は身を滅ぼす (seren arbazard)　【用例】　☆ la vort
at dismain e veld. 彼は酒で身を滅ぼした。
disment  ［名詞］ディスメント、意図的な嘘の記録、騙しの記録、秘匿
の記録　［類義語］mediennu　［レベル］４　古 :liiza:恣意 :この語が表わ
す内容と同じく、いかにもアルカにありそうでなさそうな無意味の
音を並べて作った語で、まったくの無語源。　［文化］　照合できない
ようにした記録のことで、その内容を盗み見た他人が誤って情報を



211 diminion(2)disment
得るようにした罠。アルシェ ･ソーンのころは特にアディアは情報
の秘匿に気を配っていた。ところが隠しても漏れるものは漏れる。
そこで仮に漏れても相手を混乱させて正しい情報を隠そうとしたの
がディスメントである。例えばアンクノットには正しい情報のほか
にそれと矛盾するような、或いはよく似て区別ができないような情
報を載せていた。ありもしなかったことを書いたり、起こったこと
の日付を偽ったりした。紙やペンを使って日付を偽るためにわざと
古い紙を取っておいたり、加工して昔のものであるように偽装した
りした。また ,実際の出来事を物語風に書き換えて読み手に何のこと
だか分からなくさせる技法もあった。これは特に小説版アンクノッ
トによく見られる。自然言語から間違って語意を推測させるために
語源記述を偽って自然言語由来としたものもある。そういった語は
実際は自然言語とは関係なく、アルカの音象徴からきているが、一
見自然言語の語に似ているので騙される。しかもそれらの語は始め
からある自然言語の語に似せようとして作るのではなく、既にでき
たアルカの語に似た音の自然言語を引っ張ってくるやり方であった。
ディスメントは和平の後、急速に減っていき、メル 16年現在ではあ
まり見られなくなった。
disgaiz  ［名詞］深刻な不安、不安と絶望の混じった気持ち、不安　［類義語］
naver　［レベル］３　古 :disment/gaiz→ disgaiz　［語法］　naver

dispel  ［筐堺］ディスペル　rd;despa/al.l（前舌化）　［レベル］５　22　［文化］
　筐堺司：lina vix　筐堺国：despana, seleena
dislot  ［数学］多角形。通常５以上。　［レベル］３　20

disletto  ［アトラスの国家］ディスレット　［レベル］５　20:seren:ユトともメ
トとも異なる地
disidia  ［地名］ディシディア　［レベル］５　20:古ルティア語で「谷間の
土地」　［文化］　ルティア南西部の大都市。アルティアに征服されたこ
とがあるため、インサール寄りの文化を持っている。
disiinel  ［名詞］（tilで）選り好みの激しい、好き嫌いの多い　［反意語］
yuusiinel　［レベル］３　rd;/　24　［語法］　yuusiinel

din  ［人名］リナの略称　［組み数字］２０/２８　［レベル］１　古？ :セレン
が初対面で dinaと呼んでしまってから dinaとあだ名が付いた。そこ
からメルが母音を落としたもの。
din(2)  ［代詞］［arden］お前の　［レベル］１　20:disと tuanなどの組み合わ
せから
dint  ［形容詞］陰気な、根暗な、暗い　［反意語］belfa　［レベル］２　14:制　［語
法］　嫌われる性格だが、アルバザード人全体にある程度いえること。
belfaに比べると無害なのでそれほど嫌われない。扱いに困るだけ。
夢織の紗枝などが例。
dins  ［動詞］solは yulを身ごもる、身ごもる、身篭る、孕む、妊娠する　［反
意語］livl、dans　［レベル］３　20:dansのアプラウト。孕ますと孕むの両
方あったほうがよく、特に孕むがあると産科系の複合語が作りやす
い。　［文化］　アルバザードやルティアの女性は妊娠している姿を夫
に見せない。立会い出産は日本では最近普及してきたが、アルバザー
ドでは女性自身が拒む。アルバザードの女性にとって妊娠している
姿を見られることは恐怖とともに恥であり、化粧をしていない顔は
おろか排泄を見られるより恥ずかしいと考えられている。
dinstabzon  ［医療］妊娠検査薬　vl;/　［レベル］５　23　［文化］　クリアブルー
やドゥーテストのような商品のこと。熱計りのような形をしており、
尿をかけると妊娠しているかどうかが分かる。
dinsnent  ［生物］妊娠率　rd　23

dinsmelis  ［医療］妊娠悪阻、つわり　［レベル］４　20:妊婦の不快感
dinslkeamel  ［医療］産褥　20

dinsan  ［医療］妊婦。dansolより一般的。　［レベル］３　20

dina  ［文頭純詞］それより、てゆうか、ていうか、むしろ、もしくは、
あるいは、或いは、てゆーか、ていうより、てゆうより、つーか、っ
つーか、それにしても、ともあれ　［レベル］１　古 :dina（それより）
← diin（とにかく）/na（心）。とにかくというときの焦った気持ち
があるというのが原義で、相手の意見を否定はしないものの、焦っ
ているので自分の意見を通してしまうというニュアンスから生まれ
た。　［語法］　前件を否定しないまでも後件のほうが肯定されるとい
うことを表わす。
dinim  ［形容詞］カラフルな　［形容詞］さまざまな、様々な、色々な、多
種多様な→ dipit　［レベル］２　14:制 :多い色
divn  ［化学］キシリトール　［名詞］キシリトールガム　［レベル］４　13:制 :
diovin（歯を守る）　［文化］　歯を守るガムとしてヴェレイで有名に
なったが、実際に守る効果はなかった。害のない甘味料としてアレ
イユでも多少は使われる。多用すると下痢になるのでやや避けられ
る。
diva  ［言語］レトリック、修辞　［レベル］４　15:制 :divt（言葉を飾る）
divaik  ［名詞］大部分　［レベル］２　19:ilmus:ridia　【用例】　ti et xafal ati 
divaik. 責任の大部分は君にある。
diver  ［動詞］yulに失望する、失望する、絶望する、見損なう、がっ
かりする、事態に絶望する、夢が崩れる、夢を失って　［普通動名詞］失
望、絶望、落胆　［経済］嫌気　［反意語］land　［レベル］２　19:dia/vern（夢
が崩れる）　【用例】　til diver 落胆する、絶望する　diver dan 激し
い絶望　an diver ti. 君には失望したよ。　an diverat tu vert. そ
のニュースに失望した。　an diverat hacn man la veig an. 友達が約
束を破ったので失望した。
diverdaz  ［形容詞］絶望的な　［レベル］３　19　【用例】　mesa diverdaz 絶
望的な状況
divelanx  ［天文］緑の月、死神の月、ディヴェランシュ　［象徴］死神　［経
済］第二四半期→ velkxelt　［類義語］xelt　［レベル］３　21:diia/avelant/xelt　
［語法］　緑がかった不思議な色の月。死神を象徴する。

dif  ［形容詞］仮想の　［電算］仮想、サイバー　［類義語］dia、diana　［反意語］
xafil　［レベル］３　vl;dia/pafi「幻の橋に架かった」を人為的に大幅に
詰めたもの。造語力が高いと予想されたため、最初から大幅に短縮
された。　22
difvand  ［電算］サイバー攻撃　［レベル］４　al;/　23　【用例】　slai tur demi 
mil difvand. サイバー攻撃のせいでページが重い。
diffia  ［電算］サイバースペース　［レベル］４　al;dif/fia　22

difmesa  ［電算］仮想化環境　vl;/　23　【用例】　sat difmesa. 仮想化環境を
整える。
difi  ［植物］なでしこ、ナデシコ、撫子　［レベル］３　16:制 :dif（ピンク）
　［文化］　ルティア王室の家紋は踊り撫子。風に舞う撫子の紋章。
difem  ［電算］仮想化　［レベル］４　vl;/　23

dim  ［形容詞］不適切な、似合わない、不適当、不当な、理不尽な、不
条理な、不適合な、不適応な、不合理な、だめ、ダメ、駄目、マズイ、
まずい、マズい、ヤバイ、やばい、ヤバい　［副詞］べつに、別に、べ
つにいいよ。dimelの形で tu et dim sent（礼には及ばない）の意味。
　［類義語］valent　［反意語］daz　［格詞］～に似合わず　［レベル］２　13:制　【用例】
　son xiki tilik esilkaam dim main luut del fian. すると詩姫は少女
の体には似つかわしくない恍惚とした表情を浮かべた。
dimna  ［名詞］違和感　［レベル］３　21

dimvok  ［言語］非文　［反意語］dazvok　［レベル］６　22　［語法］　完全に自然
で文法的にも正しい文が dazvok、やや不自然だが十分許容できる文
が senvok、不自然だが間違いではない文が yuvvok、非文が dimvok。
言語学の論文などでは dazは無標、senは ?、yuvは ??、dimは *で
示す。
dimyukale  ［名詞］多神教　［反意語］iliamyukale　［レベル］３　20

dima  ［生物］頷厭　21:diom

diman  ［名詞］残党　［レベル］３　初 :枯草？水を失ったという意味だそ
うだ。manの部分が semaimに関連か。
dimanx  ［形容詞］セレンの望まぬような　［反意語］serest　［レベル］４　rd:d
im/anx「（彼女をリディアだと）呼ぶには不似合いな」。リディアが als
erestと造語した翌日にセレンが「この概念はよく使うので」と言っ
て新たに造語したもの。　24　［文化］　yutia

dimalia  ［人名］ディマリア　20　［文化］　(yuuma 4298:5109(4404:5109))メ
ルテナ中期のレスティル女王。
dimitoria  ［企業］ディミトリア精霊家具店　vx;dimitori/al。分かりや
すく言うと、ｗｅｎｄｙだからｗｅｎｄｙʼｓというようなネーミ
ング。　［レベル］４　21　［文化］　→ velxion、vernsaal　精霊族は人間と
サイズが同じなので家具を共有できる。すなわち家具の輸出入が可
能である。精霊族の家具はデザインが洗練されており、材質も良く、
強度も高いため、人気がある。　ineaato北部で家具店を営んでいた
dimitori ineaatoは vernsaalの食糧危機でアルバザードに移住。その
後戦争が起こると戦災で家具が燃えたため、家具の需要が生まれた。
しかし精霊の家具は高く、戦災で経済が悪化している上にいつまた
焼かれるか分らない状況では売れない。そこで安くて最悪燃えても
良い低価格の家具に転向した。鉄の家具なら燃えないのではと思う
かもしれないが、重すぎて運べない。また原価が高すぎる。その上
戦時中は鉄が高騰するので話にならない。　dimitoriはエルトアの
材木を安価で大量に買い取り、デザインを画一化した。これにより
作業員の覚える内容が減り、作業工程もカットされ、人件費がカッ
トできた。また作業工程が減ったことで製造も早くなり、大量生産
が可能になった。戦争時は魔族は打ちこわしにあったが、この安い
家具が民衆の助けとなったことで dimitoriは打ちこわしや追放を免
れた。　戦争時は家も燃えるため、次に dimitoriは大量に輸入した
材木を活かして建築業を始めた。こうして経営は拡大し、財を蓄える。
　rdになると時の当主 asbelは建築業に力を入れていた。アシェット
の前身アルシェは最初旅先の村や町を守ることで名を馳せたが、復
興支援をしたことでも名を馳せていた。このときアルシェはディミ
トリア社の厚意を受けている。アルシェがアルバ王の寵愛を受ける
と復興の公共事業の委託権を得るようになる。こうすると立場が逆
転するが、アルシェは少年期に受けた恩を忘れずディミトリア社に
優先的に仕事を発注。こうして癒着の構造ができる。　アシェット
による貴族解体でも asbelは商人だったため、直撃は避けられた。さ
らに癒着があったため、厚遇を受けた。貴族が解体されたため、asbel
の地位は相対的に向上。政治にも口を出すようになる。　nd以降、
時代のニーズに合わせた商売を営み、rtでは紡績や食品にも手を出
しコングロマリット化を果たす。vl後期で経営を縮小するも、alの革
命を堅実に生き伸び、現在では原点に戻って伝統家具を中心に展開
している。　イネアート家の当主は予見の力があるため、その力を
利用して政治にも口を出している。革命後の当主は女性で、greiv 
ineaato。子供は娘ばかりで、alia ineaatoや eria ineaatoなど。greiv
は現在ディミトリア社のＣＥＯを勤めている。
dimitori ineaato  ［人名］ディミトリ＝イネアート　vx　21　［文化］　dim
itoria　魔族。精霊族。liervaの母と人間の父による交配種。男性。
alia ineaatoの祖先で、ゆえに aliaの selesは水属性を持っている。
diminion  ［アトラスの国家］ディミニオン、柩国　［レベル］３　古 :小説版ア
ンクノットに記載　［文化］　面積：345905.109993 km^2　訳語は ljの出
来事から。訳語なのでそれ自体を smに使うことは歴史的な矛盾を呼
ばない。
diminion(2)  ［軍事］ディミニオン、祠徒、しと、シト、柩　［レベル］３
　20:diminion。ディミニオン上空から降ってきたことから。最初は
deem e diminionと呼ばれたが、同国がこの魔物によって滅ぼされ
たため、この名で呼ばれるようになった。歴史的記述ではディミニ
オン国の意味もあるので注意すること。　［文化］　dyunamis　メル 408
年クリスの月パールの日午後７時３１分にディミニオン国の首都ユ
リウスに降ってきた巨人。lamvortを引き起こし、lanjの引き金となっ
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た。
dimiyu  ［形容詞］変化に富む、移ろいやすい　［レベル］３　19　【用例】　
jent at dimiyu. 天気が変わりやすかった。天気が不安定だった。
dimiyuna  ［名詞］うつろいやすい心、移り気、気分屋　［レベル］３　19　【用例】
　la til dimiyuna. 彼は気分屋だ。気持ちの変化が大きいことを指す。
dimiyugin  ［経済］水商売　［類義語］imprengin　［レベル］６　rd;/　24　［語
法］　dimiyuginは先の見通しが立ちにくく、世間の人気や嗜好に大
きく依存し、収入が不確定な業種や職業を指す。必ずしもソープな
どの風俗店がこの業種に入るとは限らない。何年にもわたって安定
して経営している場合は、先の見通しが立ちやすいためである。む
しろアルバザードで dimiyuginというと、音楽家や小説家や投機家
などのほうをイメージしやすい。　imprenginは風俗業という意味
での水商売。
dimirok  ［名詞］多神　［反意語］iliamirok　［レベル］３　20

dimo  ［植物］ライム　［レベル］２　lakta:緑のレモン
dimen  ［接続詞］dim　［レベル］３　21

didia  ［筐堺］ディディア　［レベル］５　rd;古代国家 ridiaの midiit南
部での発音　22　［文化］　筐堺司：ruuj midiit　筐堺国：midiit, mal
enalt xiar, valenan xiar
digl  ［被服］ビーズ　［レベル］３　13:制 :古 :diageki（リディアの玉）。彼
女がビーズのアクセサリーも愛用していたことから。
dip  ［経済］掛け　［レベル］５　19:dia/pina

dipt  ［名詞］歯磨き粉、洗口液　［レベル］２　13:制 :diopita　【用例】　an 
evat dipt a dioexl. 歯ブラシに歯磨き粉をかけた。　xe kut al an yul 
el bik xin vaik hal e lor e dipt. 歯磨き粉の上の部分を握ってはい
けないと言われた。
dipxiln  ［経済］売掛金　［レベル］５　19

dips  ［動詞］yulを支持しない、不賛同の、反対票を投じるような　［反意語］
dalm　［レベル］２　20:dapt/so（顔をしかめる）→ daps→ dips（dalmの da
と離した）
dipsarm  ［経済］買掛金　［レベル］５　19

dipit  ［形容詞］様々な、あれこれ　［反意語］kalopit　［レベル］２　14:制 :多
い種の　【用例】　stek dipit 様々な野菜
dihink  ［医療］多汗症　［レベル］４　19

diria  ［地名］ディリア海　20:ridia:adento/eria　［文化］　アデント～ア
ディリック間の海。
dire  ［気象］露、ツユ、デュー　［レベル］２　13:制 :古 :dialudoe（ガラ
スの水）　:::ama,alt　【用例】　sed dire 露を払う
diret  ［法律］犯罪、クライム　［類音］dire　rd;↓　［レベル］２　20:daz 
tre（刑に値する）→ datre→ daret（trが言いにくいので位置を交換）
→ diret（後続の eに押されて母音が前寄りに）　参考 :kaxe:16:制 :kaxo:
古 :kaxu（法）。犯罪が kaxeだと法の kaxuと近すぎるため。　【用例】　ar 
diret 罪を犯す
diretnent  ［法律］犯罪率　［レベル］４　20:19:ridia:arbaxelt:これは犯罪の
起こる確率や頻度のことなので、普及率 hanxajaとは異なる命名
diretvant  ［法律］刑法　［レベル］４　20:19:犯罪法
diretdil  ［法律］防犯　［レベル］３　20:19:ridia:arbaxelt　［文化］　犯罪者を
重く裁くことや被害者を守ることよりも重要なのが、そもそもの犯
罪防止である。アルバザードでは街の至るところに監視カメラがし
かけてある。また、見回りも非常に頻繁である。見回りは警察だけ
が行うのではない。街には通りごとや集合住宅ごとに自衛団があり、
彼らも見回りに参加している。
diretan  ［法律］犯罪者、罪人、犯人　［レベル］２　20

direi  ［名詞］境界、境界線、境界点、しきり、仕切り　［経済］気配　［レ
ベル］２　19:despa/rein。despaと音を離すため、最初の母音を iに　【成
句】　ev direi a vant emisel 自分勝手に法に線を引く：我田引水　
leis direi a{sov} on onについて aとの間を区切る、境界線を引く、
制限する　【用例】　leis direi sov ta kad ２つの国の間に境界線を引く
　el lufa sen jan tea alan leis elf direi on tolis a. 社会が線引きな
んかしなければ、人はいくつになったって空も飛べるんだ (seren ar
bazard)社会が年齢に応じた役割を押し付けなければ、人は年齢ほど
には年を取らない。年を取らせているのは社会の制約だという意味。
direin  ［生物］至陽　21：direi

direipol  ［地名］境方　［レベル］４　20　［文化］　メティオ、ソーナ、カル
カヒの地方。　アルバザードとルティアは言葉が異なるものの、変
異が少ないのでまったく問題なく意思疎通できる。　しかしメティ
オはそうではない。そこで、有史以来、常にメティオはどことなく
空気の違う強国として、アルバザードやルティアから遠目に見られ
てきた。
diz  ［法律］罪、咎、とが　［類義語］kahi　［反意語］tren　［レベル］２　
20:dis:19:古 :despa（禁じられた）　［語法］　kahi　【成句】　lein diz 罪を
かぶる、罪を背負う　【用例】　til diz 罪を犯す　× na diz 罪を感じ
る→ kahi
dizmal  ［文末純詞］［arden］tisee　［レベル］１　21:mat:diz mal「お前覚えろよ？」
dizia  ［医療］病原菌　［類義語］vain、liik、izal　［レベル］３　20:daiz/
liiz/lia（小さき者の王）　［文化］　yuuma 6839 ユクレシアがダイズア
イライの二次感染が魔族 aldilikや arvainによる疫病と類似している
ことに気付き、dizia（病原菌）の存在を仮説として立てる。dizia
の駆除は清潔にすることであると説き、実証のため、比較的人口が
少なくかつ症状の出ていた地方都市アルシアに出張する 
dil  ［動詞］yulの邪魔をする、邪魔をする、邪魔する、妨害する、立ち
ふさがる、立ち塞がる、横槍を入れる、とめる、止める、くいとめる、

食い止める、くい止める、食いとめる　［反意語］alk　［レベル］２　rd　13:
制　【用例】　den dil an! 邪魔するな！
dilt  ［植物］ホウレンソウ、ほうれんそう、ほうれん草　［レベル］２　lakta:
（緑の？）
diltvils  ［化学］メチオニン　［レベル］６　19　［文化］　ホウレンソウに多く
含まれる必須アミノ酸。rdではアシェットの食卓に並ぶもののうち、
一番身近でメチオニンを豊富に含んだものがホウレンソウだったた
め、この名がついた。
dilk  ［動詞］yulをふさぐ、ふさぐ、塞ぐ、塞がる　［レベル］２　19:ridia:
arbaxelt:dilkon　【用例】　dilk kuo kon las 手で口を塞ぐ
dilkon  ［名詞］障害物、堤防　［レベル］２　19:melidia alis

dilx  ［動詞］yulを切望する、切望する、懇請する、請願する、～しま
すように、追求する、追い求める　［類義語］fillax　［レベル］２　19:ilmus:
ridia:dialax（夢を願う）　［語法］　dilxは強く願うこと。fillaxは長い間
願うこと。
dils  ［形容詞］事後の、アフターの　［反意語］por　［レベル］２　19:ridia恣
意
dilskart  ［経済］［ユマナ］クレジットカード　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用
例】　gak sifetel kokko dilskart　クレジット一括払いで
dilsnif  ［言語］事後段階、事後相、anis相　［レベル］６　20　［語法］　単位
動詞の３分割のうち、中間の区間。継続～影響の区間のこと。
dilsfel  ［名詞］復習　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

dilsbag  ［医療］後揉法、後揉撚　rd;/　24

dilslas  ［普通動名詞］後戯　［動詞］yulに後戯する　［レベル］４　22　【用例】　di
lslas et volx nod porlas xalt alem. 後戯は気持ちの上では前戯より大切
だ。
dilvix  ［医療］障害　［レベル］３　19:ilmus:ridia　［語法］　機能不全という
意味合いの障害ではない。怪我的な意味の障害。ただし、体だけで
なく内臓や精神の障害も含む。vixはむしろ aavixの vixと考えた方
が分かりやすい。
dilf  ［化学］アルカリ、塩基　［形容詞］アルカリ性の　［反意語］asl　［レベル］
３　19:ridia:dofl
dilflil  ［化学］アルカリ金属　［レベル］５　19

dilfai  ［医療］灸、お灸　［レベル］３　19:dilin/fai　［文化］　→ olivian, ol
iviant　ヨモギを材料とする。血行促進などを目的として行う。　【用
例】　ev dilfai al aplejior 隔兪にお灸をすえる
dilfaiolivian  ［医療］灸頭針、灸頭鍼　rd;/　24

dilm  ［名詞］イーゼル、画架　［レベル］５　rd;dalm.k　24

dilmifa  ［地球の星座］［ユマナ］がか座　24　［文化］　ifa

dildox  ［感動詞］すみません、通ります、道を開けてください　［感動詞］
お話中すみませんが、話に割り込んですまないのだけど　［レベル］３　
制 :邪魔を許す。制で定着したのでこのままの語形とした。　［語法］　
道を空けてもらうときだけでなく、話に割り込む際にも使うことが
できる。　また、相手との会話を一時中断するときや、人の目のあ
るところで作業を一時中断して他のことをするときにも使う。
dilze,szd  sooj、xal、fidn　<>dazet

dilan  ［名詞］たくさんの人、多くの人　［レベル］２　22

dilanta  ［医療］多重人格　［レベル］４　19　［語法］　アルカでは病気という
よりは症状として扱われる。
dilis main  ［人名］ディリス＝マイン　20　［文化］　(imul 1270:1341)ラグ
ナロク工科大学の研究員。最終職位は学長。1348年、akinas親子の才
能を妬んで国家反逆の罪を着せ、処刑させる。本人に目立った功績
はなし。
dilin  ［植物］ヨモギ、よもぎ、もぐさ、モグサ　［レベル］３　19:邪魔を
する花。アレロパシーを起こす植物であることから。アワダチソウ
も類似。アルバザード人はヨモギの周りはヨモギばかりが群生する
ことから、他の植物を邪魔するものと名付けた。　［文化］　アルバザー
ドでは食用もするが、灸の材料として有名。
dileim  ［卑語］オナペット　［反意語］leebel　［レベル］４　8:dileim← dialem
（夢の歌）。ザナがミルフに抱いた気持ちを男子がからかったもの。
dia  ［名詞］まぼろし、夢幻　［名詞］（稀）夢→ lond　［人名］リディアの
略称　［組み数字］１/２８　［形容詞］無形の、虚構の　［法副詞］［rente］das：
19:ridia:dasは威厳のある勧誘なのでユンクに向かない。勧誘とはま
だ行われていない架空の行為を想定したものであるため、diaが副詞
として選ばれた。　［類義語］lond、dif、diana、dif　［反意語］fia　［レベル］
１　f;e　古 :dia（夢幻）。diaの幻字の形はゆりかごに人が寝ている
象形文字が段々書いていくうちに傾きが書きやすくするために縦に
なっていったもの。２は元は『小説版アンクノット』中のリディア
の名。万一この本が誰かに読まれてもリディアの名が知られないよ
うにとの配慮でセレンが作った語。実際、使徒はこの名でリディア
を呼ばなかったが、やがてできた ridiaを短縮した名前である diaと
偶々同一だったため、使われるようになった。　dia:dia:la kardina:yu
una,alt　【用例】　xa dia 幻の中にいる、夢を見ている　til dia del toto 
～の幻を見る　"tet non te dia tis le tyu ladat e" 「でもね、私は貴
方の創りだした幻なんかじゃないんだよ」　ridia xa dia. リディアは
夢の中にいた。　tyu ser xir le dia mil lu ena. 貴方はあの夢のこ
とを知らなければならない。なぜならあの人が泣いているから。ア
ナグラム。konen est t'arbazard家。例文は「seren ridia mel luxia 
yult」を並び替えたもの。
dia,szd  kalte、tier　<dia,pr

diat  ［形容詞］ロマンチックな、幻想的な、うっとりするような、洗練
された雰囲気の、大人な雰囲気の、ファンタジー風な　［rente］［形容詞］
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rat。素敵な、良い。　［レベル］３　16:制 :dia　【用例】　non nat nau i rul
na mil yu xant diat. 素敵なプレゼントをもらって本当に嬉しかった。
diatatak,ard  tatak　dia/tatak

diatau  ［経済］信用買い　22

diatid  ［形容詞］清貧な、慎ましい、つつましい　［名詞］清貧　rd;/「リディ
アのようにつつましやかな」　［レベル］３　23　［語法］　金はあるが規則
正しく慎ましやかな生活を続ける様。
diate  スーパーマーケット、食料品店　19

diatex  ［電算］電子情報、電子データ　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

diak  ［名詞］秀才　［反意語］melm　［レベル］３　rd;dia/ku「リディアのよう
に口が回る→リディアのように知識がある→秀才」　23
diakyo  ［名詞］大根役者、下手な演技　［レベル］３　古 :メル 13年頃にオ
リジナルコメディの台本を古アルカで書いてリディアに演技をさせ
たところ、学芸会以下の悲惨な演技であったことで使徒が大笑いし
たことから。
diaklit  ［名詞］信賞必罰　［名詞］勧善懲悪→ diaelem　［レベル］３　22:「リディ
アの評価」
diaklel  ［言語］ディアクレール、ディア・クレール。　［ユマナ］幻日辞典。
ディアクレールでなくこちらを意味するケースもある。ユマナでこ
れを使うときは原則として「アトラスにおけるアルカの辞書」とい
う意味合いが強い。　［レベル］３　19:seren/ridia:幻（アルカ）辞典　［文化］
　アトラスではセレンが興し、ljまで引き継がれた国定辞書のこと。
　現実では、一時期作られていた幻幻辞典をもともと指していたが、
幻幻辞典が廃案になり幻日辞典が最も公的な辞書となってからはこ
れを指すようになっていった。
diaka  ［感動詞］ディアカ　［レベル］２　ovi:melkaに対応する言葉。やはり
オヴィが作った。　［語法］　ディアセルを祝う言葉。
diakacte  ［ランドマーク］ディアカルテ　［名詞］理想郷、ユートピア、桃源郷、
楽園、パラダイス　［ユマナ］ディズニーランド　［レベル］２　21　［文化］　
北ルークス市北部にある市。市全体がディアカルテという同名のテー
マパークになっている。面積は山手線の内側より広く、アメリカの
ウォルトディズニーに匹敵する。つまりアトラス版ディズニーラン
ド。rdで imul 1594(1595?)にアルバ王が建てた遊園地がその始まり。
遊園地の周りが自然公園になっていた。現在ではこの庭園エリアも
すべてテーマパークとなっている。開園時にアルシェがメルを連れ
て遊びに行き、そこで異性魔王ジールとの戦闘になったことがある。
このときジールはメルの haifで撃退された。　【用例】　diin ans xar 
fia milen mirokizm et diakacte. sol an siil van fia le ridia landi 
aata. いずれにせよ僕たちはミロク革命による世の中を理想郷と信じま
すし、僕自身はリディアの望む世界を守りたいのです。
diakart  ［名詞］ディアセルカード　［レベル］２　rd;/　34　［文化］　→ melkart
　melkartのディアセル版。
diakaltis  ［娯楽］［芸術］人工世界創造者、ディアカルティス　［反意語］levia
nt　［レベル］４　rd;diakalte/lantis　23

diakalte  ［名詞］人工世界、ディアカルテ　［名詞］幻想の箱庭、幻の場所　［反
意語］levian　［レベル］４　21:dia/古 kalte「幻想の箱庭」　［語法］　arxidia　【用
例】　an lad van diakalte, man atu de fia ant. 私は世界を作る、何故な
らここは僕の世界ではないから（ネットユーザー）
diakeian  ［名詞］夢追い人　［レベル］５　22

diax  ［料理］クレープ　［レベル］３　古 :diax。リディアがよく食べる甘い
ものの意。　［文化］　日本では生クリームたっぷりのものを想像する
が、アルバザードで最も一般的なのはクレープ生地に砂糖をまぶし
ただけの甘い薄皮。皮が日本のものより薄く、卵焼きのように見え
る。匂いはホットケーキに近い。日本には通常見られないが、フラ
ンスでは一般的に見られる。オルセー美術館を出て右手にあるキオ
スクなどで食べられる。　リディアが語源になっているが、実際彼
女は日本のクレープではなくフランスのＣＲＥＰＥ　ＳＵＣＲＥ（お
菓子系クレープ）の中でも上述の砂糖をまぶしたＣＲＥＰＥ　ＡＵ
　ＳＵＣＲＥ（シュガークレープ）を意図している。日本のクレー
プが好きなのはメル。
diaxate  ［料理］クレープ屋　［レベル］３　rd;/　23

diaxant  ［歳時記］ディアシャント　［レベル］２　rd;/　24:登録漏れ　［文化］
　ディアセルにあげるプレゼント。現金だったり物だったりサービ
スだったりする。
diaxalt  ［経済］発生主義　19

diaxer  ［歳時記］冬、幻冬（げんとう）、ディアシェール。穏やかな冬　［形
容詞］冬の　［人名］ディアシェール　［類義語］islier、flanfler、livrer　［ア
クセント］diaxEr　［レベル］４　20:dia/xier。lt　［語法］［文化］　日本語の青春、
朱夏、白秋、玄冬に相当するもの。アルカのほうは穏やかな四季を
示すため、意味合いは異なる。　青春などはすべて色で、五行説か
ら来ていると思われる。　玄は黒のことで、アルカ訳の幻冬という
訳語はむろん diaの訳出であるものの、この「玄冬」にかけてもいる。
diaxer(2)  ［美容］薄化粧　［レベル］４　21:ridia/xer

diaxelk  ［医療］夢遊病　［レベル］５　21:「夢散歩」
dias  ［動詞］yulをはしゃがせる、はしゃぐ、楽しそうに声を上げる　
［レベル］２　13:制 :古 :diaso　【用例】　an en nat nos dias van. はしゃぐ気
になれなかった。
diasapia  ［医療］誇大妄想　［レベル］４　vl;ridia/sapia　22

diasir  ［美容］肌理、きめ、きめ肌　［レベル］３　21:ridia/sir

diasomt  ［生物］［死神］夢織種　［形容詞］夢織の～　［レベル］４　18:制　［文化］
　魂科死神属夢織種。sae satis（夢織の紗枝）など。絶望した人を言
いくるめ、獲物に理想郷を見させる代わりにセレスを固化させ、廃
人と化させる。やがて獲物が生物的に死亡した際、そのセレスを奪

うことで生活を営んでいる。死神属の中で極めて稀少な種。
diaset  ［生物］［死神］夢喰種　［形容詞］夢喰いの～　［レベル］４　18　［語法］　
魂科死神属夢喰種。miina, homis, lenなど。人のセレスを喰らう怪物。
夢喰が好むのは絶望に突き落とされた人間のセレス。従って、わざ
と獲物を絶望させるため、しばしば夢喰は獲物とラポールを築き、
後で裏切る。
diasex  ［名詞］(til)正直な　［反意語］fiesex　［レベル］２　19:melidia axte:リ
ディアの唇　【用例】　la til diasex. 彼は正直だ。
diaser  ［名詞］幼馴染、幼なじみ、おなささなじみ　［類義語］altis　［レベル］
３　古 :diaser, diaovi｢ リディアとセレン ｣｢ リディアとオヴィ ｣で
幼馴染の意味。　［語法］　hacn

diasel  ［歳時記］ディアセル　［レベル］２　16:制 :リディアの日　［文化］　リ
ディアの誕生日。メル暦でザナの月ラルドゥラの日のこと。グレゴ
リオ暦でいうと７月１９日ごろを指す。アシェットでは慣例として
毎年ディアセル付近になると大会議を催している。ディアセルには
一年で最大の祝いを行う。メルセルと同じく飲食店が休業なので自
宅で祝い、diaxantと呼ばれるプレゼントを交換する。ディアシャン
トは melxantと同じである。即ち、親から子以外は相互的で、現金は
無礼でない。メルシャントと違うのはディアセルが年で一番の祝い
であることから、高価なものも取り扱うということである。ディア
セルには透明な水の入った器を月の下に晒しておくという習慣があ
る。尚、器にはその日の月相（８組数字のいずれか）を書いた鏡を
沈めておく。これは天候に関わらず行われる。また、ディアセルに
は桃を食べる習慣がある。この桃は生で食べても良いし、調理に使っ
ても良い。この習慣は、ディアセルの語源であるリディアを象徴す
る果物が桃であるということと、この時期辺りから実際に桃の身が
成熟することから生まれたものである。また、桃は ipsenというエ
ルトが司るものだが、イプセンは桃と共に長寿も司る。そしてこの
日に桃を食べるのは非常に縁起が良いと考えられている。ディアセ
ルには皆で diakaと言って祝いあう。melkaと同じく当日にしか使えな
い。　尚、メルセルとディアセルには前夜祭がある。luumelと luvia
である。前夜祭といってもその日の朝から終日行われる。だからふ
つうはこの日は休みにして働かずに遊ぶ。前夜祭は深夜でも自由に
外に出れる。街は祭りで大騒ぎとなり、パレードや花火が行われ、
出店も多く出る。店で働く人も警備員も医者も軽犯罪の囚人も一日
中は働かず、何交代かで店番する。空いた時間は遊んで回り、楽し
む。この日に終日働かされる人はまずいない。そして深夜十二時前
に前夜祭は終わる。十二時を迎える直前にカウントダウンが始まり、
十二時になって当日を迎えたら melka, diakaと言い合う。そして祭り
は完全にお開きになってそぞろに皆帰っていく。まったく一人で何
事もなく年を越していたレイン＝ユティアは極めてレアな引きこも
り。当日は好きなもの同士や家族で過ごす時間である。誰も働かな
いので祭りすらできない。病気や怪我で倒れても病院も殆どやって
いない。救急や消防や警察も殆ど機能しない。だから体調を崩さな
いよう、気を張り詰める。タクシーや電車も動かないのでひたすら
街は静かである。当日は仲間内や家族で宴会を開く。タクシーなど
がないので車や自転車などで仲間の元へ向かうことになる。ただ、
一般に、当日の宴会は家族と祝う。交通の不便さも原因の一つだが、
恋人や仲間より家族の方が結び付きが強い。だから仲間や恋人との
宴会は前夜祭に済ませておくことが多い。同時に、プレゼントを渡
す場合、当日会わない仲間や恋人には十二時を回った時点で渡して
おくことが多い。　＜ディアセルごろのスケジュール＞　学生を例
に取る。社会人はテストの部分が決算処理になるだけで、後は同じ。
なお、ほとんどのサラリーマンにとって決算処理よりも前の作業の
ほうがメインになるので、忙しいのはむしろラルドゥラの月。　zan 
lis:中間試験１日目（最終学年の場合、卒業試験）　zan gil:中間試験
２日目　zan ful:結果発表（最終学年は卒業式。落ちると参加できな
い）　zan dyu:文化祭前夜祭（文化祭スタート。まだ不燃焼気味）　
zan mel:文化祭後夜祭（街の祭りが始まり、文化祭と合同して大騒ぎ
に。最後は徹夜してディアセルを待つ）　zan ral:ディアセル（一気
にしめやかな空気に）　zan zan:休日１日目（無理が祟って寝込む）　
zan pal:休日２日目（動けない）　zan mik:休日３日目（ゆったり回復）
　zan fav:休日４日目（明日から学校だ）
diaselot  ［電算］バーチャルキーボード　［レベル］３　20

dian  ［動詞］yulを演じる、演じる、yulのふりをする　［普通動名詞］演技　［レ
ベル］２　19:dia/na（虚構の心）　［語法］　kyoは演技として、周りも自分
もそれが虚構と分かっている状態。dianは相手に気付かれないよう、
装うさま。demと違って金をだまし取ったりといった犯罪目的では
ない。従って例えば自分を可愛く見せたりといった実際とは違う自
分を演じることである。　【用例】　dian en ser とぼける、しらばっく
れる、白を切る、トボける、シラばっくれる
diana  ［形容詞］虚構の、架空の、非現実な、非現実的な　［名詞］虚構、架空、
フィクション、非現実、非現実的　［数学］虚数← dianaalx　［類義語］dif
　［反意語］fiana（発音混同注意）：逆に、音が似ているのでよく韻に使
われる。　［類音］fiana　［レベル］２　rd;dia/na　19:夢心地　【用例】　fiana 
l'el in elf et diana kont diana l'el in fan et fiana. 見えないほんと
うはつくりもの。見えるうそはそこにある (ridia lutia)
dianakl  ［医療］幻の知覚　［レベル］６　19　［語法］　実際に存在しないもの
を知覚すること。視覚では蜃気楼など。触覚ではそこにリンゴがな
いのにリンゴを触っているような錯覚を覚えることなど。結局知覚
は脳に電気信号を送ることで実現するため、実体がなくてもその信
号を送ればその人間にとっては存在するものとして認知される。　
なお、アルカの実在論では、存在は認知的なものとされている。
dianaalx  ［数学］虚数→ diana　［レベル］５　23

dianian  ［歳時記］ディアセル休み　［類義語］dianiansel　［レベル］２　21　［語法］
［文化］　dianianは zan dyu_zan favまでの期間。dianianselは zan mik
と zan favの休日。
dianiansel  ［歳時記］ディアセル休み　［類義語］dianian　［レベル］２　21　［語



214 dialiifadianiansel
法］［文化］　dianian

diane  ［形容詞］ジューシーな、つゆだくな　［レベル］３　rd;/　24

diav  ［形容詞］嫡出の　［反意語］aldiav　［レベル］４　13:制 :古 diazmiva（王
の子）
diavox  ［名詞］初志貫徹　［レベル］３　22

diavena  ［医療］ＰＴＳＤ、心的外傷後ストレス障害　［レベル］４　19:rid
ia kalma vena im dunex fuol kont ku nos vort ris mil cajik le la xi
mat im fian.
diavern  ［歳時記］夢の終わりに、ディアヴェルン　［経済］弁済。信用
買などの決済を行うことを「夢が覚める」と表現している。　［レベ
ル］３　21:dia/vern「夢幻の崩壊」　［文化］　アシェットがテームスを
倒した日。この後残った悪魔らを倒していく。日付は zan tan。　　
小説版アンクノット第三巻によると、２０００・７・２９の記述で、
２０００・７・２７にテームスを倒した夢を見たとある。この日は 11 
zan tanである。
diaverant  ［医療］強迫性パーソナリティ障害、強迫性人格障害　［レベル］
５　vl;ridia/verant　23:mel
dia veer  ［娯楽］ディア＝ヴェール　［レベル］２　19:unilei　［文化］　ア
ルティアが４年に１回発売するＲＰＧゲーム。世界中で発売され、
アルバザードでも売られる。最も人気の高いゲームで、国民的ＲＰ
Ｇかつ世界的ＲＰＧ。オタクでなくともディア＝ヴェールはたいて
いやったことがある。要するにＦＦとドラクエっぽいもの。　シリー
ズは連続物ではなく、基本的に１話完結。世界観は原則アティーリ。
タイトルによってメインとなる時代が違うので、新作はどの時代だ
というのが頻繁に話題に上る。一番人気が出るのは kk_rdの時代。
diaf  ［普通動名詞］編集　［動詞］yulを編集して aにする、編集する　［レベル］
４　rd;↓　13:制 :diafas（リディアの仕事）
diafan  ［言語］編集者　［レベル］４　rd;/　23

diafab  ［医療］おたふく風邪　［レベル］３　14:制 :dia/fab　［文化］　大人に
なってからかかると被害が大きい。
diafalis  ［形容詞］［ネガティブ］独善的な、押し付けがましい　［類義語］falis　［レ
ベル］４　20:ovi:dia/falis

diafia  ［電算］バーチャルリアリティ、ＶＲ　［反意語］apfia　［レベル］３　
21:diana/fiana　［語法］　apfiaは現実を拡張したもので、あくまで現実
ベース。diafiaは逆に仮想ベース。
diafiol  ［名詞］奥手、おくて、きむすめ（処女という意味ではなく）　［形
容詞］うぶな、奥手な　［反意語］melfiol　［レベル］３　古 :melfiolに対し
てできた
diafut  ［経済］信用取引　［レベル］５　22

diam  ［名詞］偶像、像、銅像。銅でなくてもよい。　［レベル］４　13:制 :
古 :diamain（夢幻の体）
diamams  ［被服］スポーツブラ　rd;リディアが貧乳で、ふつうのブラ
ジャーだと緩く、パールが肩からかけられるスポーツブラを作った
ことから。ちなみにこのことに言及すると死を見る。　［レベル］３　21

diamit  ［名詞］正室　［類義語］diaz　［反意語］melmit　［レベル］４　rd;ridia/
minti　24
diamik  ［名詞］大同小異　［レベル］４　22:リディアとミルフが、ミルフが
中学だったころよく似ていたことから。
diamin  ［名詞］ヤンデレ　［レベル］４　rd;/「リディアのような女」　23

diamir  ［名詞］遠距離における実質機能していない恋人、恋人　［レベル］
４　19:ridia:古 :夢の中の夫　［語法］　片方が別の恋人を作っても仕方
なく、しかも別の恋人ができても関係が壊れない仲。そういう意味
では友人にも近い。が、あくまで会えば抱くので恋人。抱くだけで
もないので、セフレとも違う。
diamiir  ［名詞］机上の空論　［レベル］４　rd;/「夢幻の理論」　23

diamonodoal  ［経済］無形固定資産　［レベル］６　19

diamempo  ［卑語］人工まんこ　［レベル］６　19　［語法］　dianaklを使って女
性器を再現したもの。
diamej  ［天文］ベガ　［類義語］kalki、firia　［レベル］４　19:ridia/seren/
mel:リディア殺し　［文化］　イムル 1591年、ソーンの残党はアデルに
サプリの村を襲わせた。この際カイラなどの軍勢を率いて組織した
のがファルアモン。７歳の幼いリディアの息の根を止めようと近付
いたが、ダルハを額に浮かべた少年セレンがカイラをユノで殺した。
その上リーザがサプリに到着し、魔物を殺しはじめた。ファルアモ
ンは撤退したが、プライドを傷つけられ、リディアを虎視眈々と狙っ
た。　その後セレンに封印されたあとも、リディアの星であるアル
タイルを狙い続けた。現在では天の川を挟んだリディア星を毎年毎
年ディアセルごろになると襲っている。その間に入ってリディアを
守ろうとする星がセレンであり、はくちょう座のアルビレオである。
diamel  ［軍事］ディアメル、心経　［レベル］６　20:dia/nameli（架空の神経）
　［文化］　アンジェリカとパイロットを繋ぐ架空の神経。心の中の神
経という意味で心経と訳している。触手のような形をしており、先
端に吸盤のようなものが付いている。パイロットの四肢や頭部など
にこの吸盤が装着される。
diad  ［名詞］ガラス、硝子　［レベル］２　15:制← 2, 3:ridia:dialudo（夢の
宝石）　［文化］　アルテムで神が作った。当時は陶磁器と混ぜて使って
いた。　【用例】　diad e tems at rig mil cate. 窓ガラスが嵐で壊れた。
diadkotan  ［農耕］水晶農園　rt　22

diadol  ［地学］軟玉、ネフライト　［レベル］６　19:翡翠石
diag  ［名詞］ビー玉　［レベル］３　16:制 :リディアの球。語源は diad参
照
diagil  ［経済］現金や金券以外の金。電子マネーのように形のない数値

上のもの。　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

diagio  ［経済］機会費用　19

diapaf  ［化学］ギ酸エチル、蟻酸エチル。通称　［レベル］６　19:seren　［文
化］　rdでエステルを合成していたリュウは、いくつかのエステルの
芳香性を発見したが、それが何の匂いか今ひとつ分からず、鼻の良
いセレンに嗅がせた。セレンは酢酸エチルはリンゴ、酪酸エチルは
パイナップル、酢酸オクチルはオレンジと言ったが、ギ酸エチルは
リディアの息と答えた。そのため、diapafだけは luoikや lisikと違っ
て ikを付けない。つまりここの diaは diaik以前に ridiaを指す。
diapo  ［名詞］頑固一徹　［レベル］４　22:リディアの首。一度駄目だといっ
たら頷かない。
diahadir  ［歳時記］寒露　［名詞］１７時　［組み数字］１７／２４　［レベル］３
　20:→ anxian　［文化］　anxian

diayulm  ［電算］メガネ型ＨＭＤ、電脳メガネ　［レベル］３　20:仮想眼鏡
diayui  ［天文］［歳時記］ほしあい、星合い、星会い、星逢い、星探し、
ほしさがし、星さがし、ディアユイ　［レベル］３　21　［文化］　rdで 21
の luviaにセレンがルティアに出張していたリディアに「明日の誕
生日のプレゼントは何がいい」と聞いた。するとリディアは「夜空
で私を見つけて。後から追いかけて同じ星空を見るから」と答えた。
これに感動したセレンが毎年ディアセルに ridia（アルタイル）を探
すようになった。「追いかけて」とは、時差を利用して後から同じ夜
空を別の場所で見るということを指す。　　このストーリーを受け、
ディアセルには夜空を見てアルタイルを探す風習がある。一年で最
も夜空を見る日で、この日はほぼ常に晴れていることから天体観測
がしやすい日でもある。　やり方は大抵決まっている。まず夏の大
三角 (fleakozet)を見つける。一番明るいのがベガ (kalki)になる。この
三角形は細長いので、細長い部分の頂点はすぐにそれと分かる。そ
の部分がアルタイル (fialis)である。残ったひとつがデネブ (defans)
で、そこから十字に星が並んでいる (defansten)。十字のうち、デネ
ブと逆の端点がアルビレオ (xiialiifa)であり、これにてリディアと
セレンが揃うこととなる。大抵ここまで観測して終える。　　現実
には、このときの luviaにこの通りのイベントがあったことから。　
　追記　1231　セレン「ごめん、曇ってたｗ　duurgatuvanが見えたり
見えなかったりって感じで」　リディア「うあーん、私も曇ってた！」
　メル大爆笑。　「１９日は見れたんだけどな」　「私もー……。luvia
の風習にする？」　「いや、地球の天気に合わせる必要はないよ。向
こうは晴れてたってことで」　「そだね。ともあれ私たち、ある意味
同じ空を見たよね（苦笑」
diar  ［エルト］ディアル　［レベル］２　古 :diar← dia/arte　［語法］　夢を司る。
転じて睡眠、眠り、覚醒を司る。眠りから転じて更には休息、休暇、
休養、休みも司る。
diariuseev  ［魔法］虚電磁波　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

diaren  ［地学］硬玉、ジェダイト　［レベル］５　19:翡翠宝石　［文化］　魔
石になるのはジェダイト。ネフライトは魔石でないので石。
diarens  ［名詞］(til)口数の多い、お喋りな、おしゃべりな　［類義語］pi
yorens　［反意語］ralrens　［レベル］３　20:melidia xier:dia/rens

diaz  ［親族］正妻、正夫、本妻、本夫　［類義語］diamit　［反意語］aldiaz　［レ
ベル］４　rd;<>ridia　古
diazon  ［名詞］文武両道　［レベル］３　22:リディアは杖術も得意。
dial  ［被服］アクセサリー　［レベル］２　古 :「リディアのもの」
dialtuk  ［名詞］［形容詞］豊作　［反意語］kaloaltuk　［レベル］３　20

dials  ［被服］サンダル、突っかけ、つっかけ　［レベル］３　13:制 :dialasl（リ
ディアの靴）
dialyudia  ［言語］ハイファンタジー　［レベル］４　rd　22　［文化］　lyudia

dialas  ［魔法］神話　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:リディアの手 :mirokklo
では長く発音もしづらい。リディアの手には２つの意味がある。１
つはアティーリを書いた手。１つは神アルデを描いた手。
dialiiva  ［天文］赤い月　［経済］第四四半期→ velkxelt　［ユマナ］Ｌｅ　ｄ
ｉａｂｌｅ　ｒｏｕｇｅ。アルバムのひとつ。ロック中心。ｄｉａ
ｂｌｅとdialiivaの頭韻を踏んでいる。ロック系であることから赤で、
dialiivaの禍々しい炎とロックのハードさから悪魔が来ている。　［魔
法］ディアリーヴァ（フレア）。火の高位黒魔法。月に向けて放たれ
た太陽熱を反射することで敵を焼く。月に魔法鏡を張り、太陽熱を
凝縮して敵へと跳ね返す。　［組み数字］７/１１　［レベル］３　古 :リディ
アがメルとクミールに呼びかけて 9年に作った一言（詩のような格
言のようなもの）から。その詩とはこうである。"ca fai le ca vii
ne le hoora tu fail il pas livrol dia e yunk～ "｢ 赤い月の炎が全
てを燃やし、少女たちに幻を作る｣。ここから fai le livrol dia tu（幻
を生む炎）が抜き出され、更に複合語になり、dialivfaになり、音便
化して、dialiivaとしたものが、この一言のタイトルであった。タイ
トルを訳すと即ち、『夢幻を生む月』。だが、リディアは別に『月の炎』
と呼んでいた。ルーキーテよりも火の色に近い。　［語法］　火のよう
に赤い月。cuukiiteよりも火の色に近い。
dialiifa  ［天文］シリウス、天狼　［名詞］大スター、国民的スター、国民
的アイドル　［レベル］３　19:ディアセルの星。ディアセルごろ。７～
８月に太陽とともに現われ　る星であることから。dialiivaと区別。
　［文化］　アルバザードを０時に南中するのはオヴィの月（１月）。最
も明るい星なので、古アルカから既に命名されていた。古アルカの
段階ではアルバザードで０時に南中するかということが問題視され
ていないため、太陽とともに現れることが語源になっている。その
ためアルバザード人はシリウスがアルデバランのように夏、特に名
前からしてディアセルごろに南中する星だと勘違いしていることが
多い。レインほどの優等生になると正確に知っているが、夢織のア
リスあたりは知らなそうだ。　紫苑はレインの家の南の窓から身を
乗り出して星の観察をしている。紫苑はこのときの空でカペラを発
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見している。カペラは南東にあるが、紫苑は南の窓から身を乗り出
して観察しているので真東は物理的に見えず、南東を東と表現した。
カペラは南東の高いところにある。また、シリウスは見えないと言っ
ているが、南南東の低いところに出ている。ただしレインの家から
は低すぎて遮蔽物が邪魔で見えない。レインの家は２階建てだが、
南南東にはネルメス通りのモールやクレーヴェル通りのモールがあ
り、そのビルが邪魔で見ることができない。また、紫苑はアルデバ
ランは見つけているが、このとき南東の仰角５０°のところに確かに
出ていた。　なお、アルバザードは地球に投影するとフランスにあ
るが、日本との時差は７時間ある。しかし紫苑は自分の時計で午後
１０時に空を見上げ、時差はないと言っている。これはメルティア
が時差ボケを気遣って時間をずらして召喚したため。日本のほうが
時間が早いため、実は紫苑は来る時に７時間人生を損している。紫
苑にとっての午後１０時から次の日の朝５時までの時間が切り取ら
れ、アルバザードの午後１０時に飛ばされているからだ。
dialet  ［歳時記］春分　［名詞］４時　［組み数字］４／２４　［アクセント］dialEt、
dIalet　［レベル］３　20:→ anxian　［語法］　veflir　［文化］　anxian

dialevl  ［医療］更年期障害　［レベル］４　19:古でも同じ「夢の障害」と
いう発想だった
dialemi  ［料理］ミネストローネ　［レベル］２　19

dialeev  ［医療］［魔法］失魔症、失晄症　［レベル］４　lj:seren　22:「夢去りぬ」
　［文化］　naayu　ヴィード、とりわけヴィルを使えなくなる症状。太
古よりあったが、3,2遺伝子の普及により一般化した。ljの現代魔法
学でようやくこの症状の原因がヴィードあるいは魔法のクオリアの
消失であることが判明した。
dialu,alt  siina, tiia, hatia　tiia.l

diaatm  ［経済］信用売り、空売り　［レベル］５　22

diaata  ［名詞］大会議　［レベル］５　14?→ melata　［文化］　melata　アシェット
がディアセルごろに行う会議のこと。メルセルの melataより規模が大
きい。しかし企画の締切り上、あるいは造語年を同年内にまとめた
いなどの事情があるときは、翌年を跨ぎたくないので melataのほうが
diaataより盛り上がることがある。メル暦の浸透に比例して駆け込み
需要で決定される事項が多くなり、diaataの規模は相対的に低下して
いった。　大体皆の都合の良い日に行われ、大抵セレンの都合は無
視される。日本はアシェット内では時差的にマイナーな位置だから
だろう。ディアセル前後はたいてい忙しく、ここ１０年以上健康だっ
た試しがない。その上早くとも夜に開かれるものだから、残った記
憶は大概が「眠いし胃が痛い」である。この補足を書いている 22年
は特にここ２０年で最大の忙しさで、状況は最悪である。
diaakn  ［哲学］理想主義　［反意語］fiaakn　［レベル］５　rd;/　24　［語法］　fia
akn
diaaknan  ［哲学］理想主義者　［反意語］fiaaknan　［レベル］５　rd;/　24

diaavl  ［経済］マネー経済　［レベル］５　22

diaalx  ［数学］架空数　［反意語］fiaalx　［レベル］５　rd:seren;「架空数」　
［文化］　rdでセレンが提唱した概念。現実には存在しないが数学など
学問の世界では存在する概念のこと。例えば無限や虚数などのこと
を指す。反対語は現実数。  　例えば数学の世界では０．９９９．．．
＝１であるが、これは無限を導入しなければ真といえない。しかし
現実の世界には無限は存在しない。左辺０．９９９．．．は架空である
が、右辺１は現実である。与式０．９９９．．．＝１は左辺が非現実で
右辺が現実となる。非現実＝現実は矛盾するので、与式は現実世界
では真でない。  　与式は数学世界では真だが、現実世界では偽で
ある。一方１＋１＝２は数学世界でも現実世界でも真である。現実
数を用いた真な数式は、現実世界でも真となる。  　　算術的には
ｘ＝０．９９９．．．とし、１０ｘ＝９．９９９．．．なので、９ｘ＝９
となり、ｘ＝１となる。これは無限があるため立証できることであ
る。  　しかし現実には０．９９９．．．９しか存在しない。よって
ｘ＝０．９９９．．．９で１０ｘ＝０．９９９．．．９０であるから、９
ｘ＝９−０．０００．．．９であり、Ｘ＝１−０．０００．．．１であり、
ｘ＜１である。  　　数学世界は現実には存在しない無限や虚数な
どを導入して成り立っている。原始の数学は現実世界を観測して現
実世界を写し取って構築された。しかし数学が発達していく過程で
現実にない概念を導入する必要が出てきた。その結果、数学世界と
現実世界の間に乖離が生じた。  　その乖離による影響は極小なの
で、日常生活では現実世界とは異なる数学世界を応用しても何ら支
障がない。例えば虚数を用いて信号機を作ってもむしろ便利なだけ
で、一切日常生活に支障をきたさない。  　　両世界の乖離が日常
的に大きな問題にならないため、両世界の乖離は日常生活において
無視されている。  　しかし我々が数学世界を用いて現実世界を見
るときには微小な誤差が生じている。そして我々はその誤差に気付
かず生活している。これは哲学的な問題である。  　セレンは両世
界は乖離していて、等しくないと述べた。数学世界の理論は数学世
界では真でありうるが、そこに架空数が入ると、現実世界では真で
ありえなくなりうると述べた。  　　数学は発展の過程で数学世界
を構築する方向性に進化していったため、架空数という概念は rd以
降ピックアップされることはなかった。  　数学世界と現実世界が
乖離していること、無限などの概念が数学世界を成立させるために
導入されたご都合主義の概念であることなどは意識されなかった。  
　　セレンは数学は数学語という人工言語であり、言語である以上
は他の言語に翻訳できるはずだと述べた。  　０．９９９．．．＝１
は「０．９９９において９が無限に続く場合、その目的地が１であり、
左辺はその目標値１に等しい」と日常言語に翻訳される。このセン
テンスの中には「無限」という架空数の概念が含まれるため、セレ
ンはこの翻訳文（センテンス）は数学世界では真だが現実世界では
偽だと述べた。  　　・認知世界における真偽  　　さらに認知言
語学を時代に先駆けて創始した rdのセレンは、現実世界と数学世界
のほかに認知世界という概念も導入した。  　認知世界は人間が認
知・認識する世界のことである。人間が認知したものが真になるの
で、現実が真かどうかは関係ない。蜃気楼でも本物に見えればその

人の認知世界においては真になる。  　無限は幼児にとっては認識
できない偽の概念であるが、数学を学んだ大人にとっては認識でき
る真な概念である。現実の真偽とは関係がない。  　　現実は我々
の認知を通さないありのままの世界のことである。認知世界は今我々
が自らの身体を使って認識している世界のことである。  　現実世
界はぶれないが、認知世界は移ろいやすい。現実には月は１つだが、
近眼乱視の人が月を裸眼で見ると複数に見える。見る人の認知によっ
て認知世界の内容や真偽はすぐ移ろう。  　　・世界の乖離  　　
セレンは現実世界と認知世界と数学世界はすべて乖離していると述
べた。  　我々は現実世界を見ようとするが、それは認知世界でし
かない。  　我々は現実世界から数学世界を構築しようとするが、
それは数学世界でしかない。  　これらの世界は乖離している。そ
れらの世界が異なっているのに同じものと扱っているのは、それで
大した不都合が日常生活において起こらないためである。  　　セ
レンは事実は事実と認めた上で対処しなければならないという理念
のもと、これらの世界が乖離している事実を認めた上で現実と向き
合うべきだと主張した。  　しかしその乖離は日常生活で問題にな
るような程度ではなかったため、耳を貸す者はほとんどいなかった。  
　rd以降においてもセレンの考えは無視され続けており、時折哲学
の世界で思い出したように触れられるだけである。  　　セレンは
架空数が非現実だから悪いとか導入するなと言っているわけではな
い。単に架空数は現実世界と数学世界の間に乖離を生じさせると述
べているだけである。  　実際、彼は数学世界においては無限も肯
定したし、０！＝１も０．９９９．．．＝１も肯定していた。だがそれ
は現実世界では成立しない等式だと主張した。  　しかしそれを等
式として成立させたところで日常生活において不都合がないから、
両世界の乖離が無視されており、そこに気付かないことが問題なの
だと主張した。  　要するに彼の主張は哲学的なものであり、しか
も実用的でない。乖離を認めたところで生活に支障はなく、なんら
問題は起きない。よってその主張は数学界から無視された。しかし
哲学的には意味のある問いである。  　　・２＾１０００は現実数
か  　　２＾１０００のような数はたとえ alの科学力を以てしても
現実中に見つけることはできない。宇宙の体積をプランク長＾３で
割っても届かないためである。  　rdにおいてもあまりに巨大な数
は現実には存在しないのではないかとセレンは考えていた。現実の
個物と一対一の対応がない限り現実数とは呼べないとすると、「すべ
ての自然数は現実数である」は偽になる。しかしこの命題が偽なの
は直感に反する。  　そこでセレンは現実数を「現実に存在してい
る数」ではなく「現実に存在しうる数」と定義した。２＾１０００
は現実に存在していない数だが、存在することはできる。例えば al
の科学力でいうと、宇宙が更に膨大し、プランク長よりももっともっ
と短いものが見つかれば、２＾１０００は存在しうる。  　しかし
どこまで宇宙を膨大化させても無限の空間にはならないし、物質を
構成する最小単位も無限まで小さくはならない。つまり無限の器も
ないし無限に小さい個物も存在しない。ゆえに無限は現実数ではな
いが、２＾１０００のような巨大な自然数は現実数といえる。  　
　ただし現実には後述するように物質を構成する最小単位が存在し、
それはそれ以上分割できず、宇宙の体積もまた無限ではないので、
２＾１０００の個数を持つ物質は現実世界に存在しない。 　よって
２＾１０００は認知世界や数学世界には存在するが、現実世界には
事実上存在しない数といえる。 　　・世界の価値  　　なお、セレ
ンは認知世界が最も実生活に即した世界だと主張した。事実がどう
あれ、我々個人の世界観は我々が見たようにしか感じられないため
である。たとえ蜃気楼が偽物であろうと、その人にとっては本物な
のである。その人にとって見えている限り、その人の認知世界では
それが事実なのである。  　また、セレンは人間にとって大事で価
値があるのは現実世界ではなく認知世界ではないかと述べた。現実
に希望が持てなくても、心の持ちようで認知世界においては幸せに
なれる。優しい嘘と冷たい本当なら前者のほうが救いがあるのでは
ないか、価値があるのではないかと考えた。  　　・現実数はどこ
の世界に存在するか 　　現実数は現実世界、認知世界、数学世界の
いずれにも存在する。 　　我々人間は自らの身体を通してしか現実
世界を認識できない。現実世界に存在しながらも、現実世界をあり
のまま知ることができない。 　我々が見ているものは常に認知世界
か、認知世界という色眼鏡を通して見た数学世界などであり、現実
世界を直視することはできない。 　　ここに瓶が一本あるとする。
どこからどこまでが瓶の境界線かというのは――言語的には――瓶
という語で瓶以外のものを区切ることにより可能になる。 　認知主
体の人間が瓶を瓶という個物だと認識するから、瓶は瓶という個物
でいられる。認知主体がいない現実世界では瓶は瓶を構成する分子
の集まりでしかなく、接地している地面や周りの空気の分子と境界
線がない。 　現実世界において瓶という個物は存在せず、瓶を構成
している分子が空気中や机上に集中しているだけにすぎない。 　
よって現実世界で瓶という個物の存在を認めることはできない。現
実世界では物質を構成する要素が連続して広がっているだけである。 
　従って現実世界では数を数えることができないように思える。す
べてが連続体だからである。 　　では現実世界における現実数はど
のようになっているだろうか。現実世界には本当に数がないのだろ
うか。 　否。そうではない。 　現実世界には物質を構成する物理
的な最小単位が存在する。それを最小単位の１として使える。その
単位を２つ使えば２の存在を実証できる。 　従って少なくとも自然
数は現実世界において物理的に定義することができる。よって現実
世界における現実数は空集合でない。 　　しかし現実世界において
０．５のような小数を表すことは難しい。物質の最小単位を分割する
ことは定義上できないためである。 　ただ、マイナスの数について
は「最小単位がある数からいくつ足りない」と表現することができ
るので、現実世界にも存在するといえよう。 　いずれにせよ、現実
世界における現実数は範囲が狭い。 　　一方、認知世界における現
実数は数学世界における現実数と同じかそれ以上の広さを持ちうる。 
　我々は瓶が一本あるなら瓶を１と認識できる。りんごが１つあれ
ばそこにも１を認識できる。りんごを半分に割れば０．５も認識でき
る。 　我々は無限という概念も認識できる。しかし無限が現実に存
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在しないことも知っているので、それは現実数でなく架空数として
認識される。 　　なお、人によっては無限が現実に存在すると思っ
ている場合があるので、その人の認知世界においては無限が現実数
になることもありえる。 　この意味で、認知世界における現実数は
数学世界におけるそれより広い場合がある。 　つまり認知世界にお
いては認知主体によって現実数の外延がバラバラなのである。 　　
他方、数学世界における現実数は認知世界のそれと違って認知主体
による揺れがないため、厳密であるといえる。 　数学世界は認知世
界という色眼鏡から見た現実世界を数学仕様に拡張した世界である。 
　その世界では無限や虚数の存在もその世界における現実として肯
定されるため、あらゆる数が現実数といえる。 　　・現実数の外延 
　　現実数の外延は以上で見たように、どの世界で見るかによって
異なる。 　しかし一般に、日常的にアルカで現実数・架空数と述べ
る場合は、「科学を十分に知った理想的認知主体による認知世界にお
ける現実数と架空数」のことを指す。 　この理想的認知主体にとっ
て無限や虚数は現実にないものなので架空数であり、自然数や整数
や有限小数などは現実に存在するので現実数と振り分けられる。 　
現実数は世界ごとに異なる外延を持つが、一般的にはこのような外
延を持つ。つまり無限や虚数は架空数だが、整数や自然数などは現
実数である。 　　科学を十分に知った理想的認知主体にとって無限
や虚数は既知の概念である。 　しかし彼は同時に無限や虚数が自分
の見えている現実世界に存在しないこともまた知っている。 　例え
ば無限に広がる宇宙がないことも知っているし、無限に続く宇宙が
ないことも知っているし、無限に分割できる物質が存在しないこと
も知っている。 　また、二回かけてマイナスになる数が実在しない
ことも知っている。 　よって無限や虚数など一部の数を架空数に篩
う。 　　このように「科学を十分に知った理想的認知主体による認
知世界における現実数と架空数」を提唱する背景には、上記で述べ
たように rdのセレンが認知主義者で、人間の認知を現実や学問体系
より重く見たという事情がある。 
diaik  ［植物］桃、ピーチ、もも　［レベル］２　14:制 :diavank（リディアの
香りの果物）　ipsen:ipsen:la lavand:pupu,alt　［文化］　ディアセルに食べ
る果物。rdで定められたアルバザードの国花。
diaiktaf  ［普通動名詞］もも狩り　［レベル］３　rd;/　24

diain  ［植物］コスモス　［花言葉］あいしています。　［レベル］２　rd　19:
リディアの花。リディアのように綺麗で可愛い花であることから。
　salmin:salmin:la kardinal:ankozue,alt　［文化］　秋に咲く美しい花で、ア
ルバザードでは非常に人気が高く、いたるところに植えられている。
ルティアの国花。
diains  ［地学］翡翠、ヒスイ　［レベル］３　16:制 :リディアの眼のような
宝石。　［文化］　実際には赤のものもあるが、魔石になるのは緑。風
の魔石。rdまでは teezerenと呼ばれた。
diaer  ［名詞］スカトロ、スカトロジー　［類義語］benzen　［レベル］４　
rd;dia/er。セレンがヴィード死状態になった際、死の前に誤ってリ
ディアの採尿をジュースと間違えて飲んでしまっており、そのおか
げで現世との繋がりができ、fortの魔法が効いて蘇生できたことか
ら。　19:dia/eria　［語法］　benzen

diaelem  ［名詞］勧善懲悪← diaklit　［レベル］４　22:リディアの審判
diaeet  ［経済］信用取引の株　22

diit  ［形容詞］涼しい、ちょこ冷たい、冷たい、ぬるい、ひやっこい、ひゃっ
こい　［形容詞］颯爽としている、すがすがしい、かっこいい、クール
な　［動詞］yulを冷やす、冷やす、冷却する、冷ます、クールダウン
する　［反意語］melt　［レベル］１　19:緑の風　［語法］　hart　【用例】　fis nod 
toxel et diit. 今日は昨日より涼しい。　tu emat diit kal mil esk. 雨
が降って少し涼しくなった。　an lax tu em diit mil esk. 雨でも降っ
て涼しくなればいいのに。　tu at diit tin. とても涼しかった。
diittemk  ［名詞］冷蔵庫　［レベル］２　19:xion

diitsab  ［被服］薄着、クールビズ　［レベル］３　rd;/　23

diitpol  ［地学］冷帯　［レベル］４　19

diitloob  ［被服］探検帽　rt;/　24　［文化］　通気性がよく涼しい。南方
を探検する際に使われた。
diitar  ［名詞］冷房、クーラー　［レベル］２　19:ridia:arbaxel　［文化］　寒く
するのは教義に反するので、sortarは存在しない。
diitoa  ［人名］ディートア　［アクセント］diitoA　20　［文化］　(yuuma 
4781:5199)メルテナ中期のサルト教皇。
diite  ［形容詞］心地よい、精神的に気持ち良い　［副詞］すっきりと　［類
義語］esil　［反意語］melis、gaiz　［レベル］２　20:diiateeze（緑風）　［語法］
　esil
diin  ［文頭純詞］とにかく、いずれにせよ、ともあれ、どうしたって　［名詞］
どの道そうならざるをえないこと。必然のような意味で使う。　［レベル］
１　古 :sorn:アルシェでは非アンクノット登録語（とにかく＝ illo（全
ての考え。"an den il illo（私は全ての考えを見ないで）"が元になっ
ている。
diina  ［名詞］［形容詞］平和的な、穏やかな、落ち着いた、心地よい、リ
ラックスした。名詞の場合は tilとともに。　［レベル］２　19:diia/na　【用
例】　jent at diina. 穏やかな天気だった：例えばカテージュの海辺で
風もなく暑くも寒くもなく日差しも強くないような天気。
diino  ［アイテム］神爪ディーノ、ディーノ　［レベル］４　ridia:古 :daizgi
no（王の爪）　［文化］　ヴァストリアのひとつ。クリスの持つ神爪。ケッ
トの魔力のこもった最強の爪。風を操ることができる。
diiva  ［普通動名詞］抗争　［動詞］yulと抗争する、抗争する、争う　［類義語］
vas　［レベル］３　20:古 liizvasの音変　［語法］　主に軍隊でない集団が争
うこと。暴力によるものが多い。
diim  ［被服］フェルト、フエルト、不織布　zg;.selan　24

diimloob  ［被服］フェルト帽　rd;/　24　［文化］　smでできた。農民の一
般的な帽子。
diida  ［地球の国名］インド　［レベル］４　古？
diidarefia  ［ユマナ］ヨガ、ヨーガ　［レベル］４　20:インドのレフィア
diig  ［工学］合金　［レベル］４　lss;diona,szl/gi　21　::lu diona

diigel  ［アトラスの国家］ディーゲル　［レベル］５　19:ridia

diiyu  ［魔法］ディーユ、虚質量　［レベル］４　lss;dia/byu　21:ridia/
seren　::　［文化］　dolmiyu, yuno　虚質量は条件付で質量を得るも
のである。例えばユノについては体内の閉を体外に出して凸にする
と質量を持つようになる。　凸は出したそばから質量を失っていく。
質量を失う際、電磁波（光）を放射する。ユノの場合は青の波長で
ある。　ヴィルとノアについては閉を体外に出した際に質量を持
ち、出したそばから失っていく。ヴィルの場合は赤の波長の光を出
し、ノアの場合は緑である。アルマについては３色の合成であるた
め、白である。　質量の減少が電磁波を生じるのはＥ＝ｍｃ２を想
起するが、何もないところにポッと質量が生まれるところが虚質量
の特徴である。また、Ｅ＝ｍｃ２の場合は少しの質量でとんでもな
いエネルギーが生まれるが、ヴィードの場合は定数ｃに相当する部
分が微小であるため、蛍の光のように淡い光が発せられる。このこ
とからヴィードはミンコフスキー空間と別離しながら３次元空間に
存在するか、あるいはＥ＝ｍｃ２における定数ｃに何らかの補正が
掛かっているかのどちらかであると考えられる。　なお、虚質量が
生まれるとその空間を占める空気中の分子は外に追いやられるので、
中心ほど低気圧になる。すなわち風が吹く。しかしヴィードの体積、
すなわち動いた空気の分子量は一般的に少ないため、実際に風を感
じることはない。コップを真空にして蓋を取ったところで風は感じ
ないのと同様である。　　本来ヴィードは質量を持つかという疑問
においては、「持たない」が適切である。　天文学的にはアトラスは
地球とほぼ同じ環境であるため、重力加速度ｇはＧ・Ｍ／Ｒ２で計
算される。この際すべてのヴィードが質量を持つとＭの値が劇的に
変わり、重力加速度が変わってしまう。極端な話、数値にもよるが、
紫苑がレインと出会った瞬間に潰れてしまうということが起こる。
レインが人間の形をしている以上、ｇの値も等しいはずである。　
ゆえにヴィードは質量を持たない。すなわちヒッグス場からの抵抗
を受けない。しかしそれならどうやってユノで飛ぶのだろうか。ユ
ノが何らかの仕掛けで空気中の分子を加速させその反力で飛ぶ場合、
空気自体が微少な宇宙空間では難しい。　そこでロケットと同じく
質量を後方に噴射し、その反力で飛ぶと考える。しかしそれにはユ
ノが質量を持たねばならない。そこで虚質量という概念が生まれた。
　　質量を持ったヴィードは密度によって空気より重くなったり軽
くなったりする。　ユノを燃やすと気体のようにしゅわしゅわと青
いオーラが出て見える。その一方で弾にすると密度が増し、重くなる。
　密度次第では鉄球よりも重くなる。戦闘時にはこれを放って攻撃
できるので、原理的には銃や大砲と変わらない。また、銃と同じく撃っ
たときには反動が来ることになる。　飛んで行ったユノの弾は外側
から随時溶けて青い光になって質量を失う。つまり徐々に小さくなっ
ていく。なくなる前に相手に当たれば、その分の質量＊加速度で力
をダメージとして与えられる。　従ってユノ弾は青い光の弾に見え、
消えると靄のようになくなってしまうのである。　なお、実際には
tilmaでかき消されるため、そのままの質量を相手に衝突させること
はかなわない。むろん tilmaも milxeもなければ素で食らうので、nd
以前の人間によるものなら、生身の人間は簡単に殺傷できる。現代
においてもミロクのような能力者は強力なユノを放つことができる。
　　ユノを使って飛ぶ際は見かけ上青い光の飛行機雲が発生するこ
とになる。　ユノを燃やしているので体の周りも青い光が取り囲む
ことになる。　　なお、ヴォードは基本的に低密度である。光って
いる中の人が見えるということは、気体化したヴィードの密度が低
いということである。　　歴史的には kkでアルシアが虚質量という
概念を考案したのが最初である。むろん考案と同時に実験的に観測
されたわけではない。　最初は「なんだか分からないが、そのよう
な物を仮定すると説明が付く」というものでしかなかった。やがて
中世に入ってその存在が確認された。　　ユノは密度を高めて弾と
して使えるが、これは volkのことである。vontの場合、質量を光と
ともに熱に変える。すなわち熱波である。ゆえに広範囲を焼き払う
ことができる。avonのように直接相手にＦを叩き込むこともできる。
　　ヴィルの場合、質量を持っても質量自体を鉄球のように使うこ
とはない。例えば電磁波を吸収する闇の魔法、電磁波を発生させる
光の魔法、分子の運動を高めて発火させる火の魔法、電流を発生さ
せる雷の魔法など、何らかの科学的現象として利用する。　　ノア
の場合、筋肉や腱や関節や皮膚にまとわりついてこれらの代わりを
務める。殴るや飛ぶという行為は筋肉が収縮して伸びることで実現
される。人間の筋肉は実は伸びない。縮んだ状態から復元するだけ
である。また筋肉の素材からして、岩を割るほどの大きな力は出な
い。もし出た場合、今度は反作用に体が耐えられない。　そこでノ
アは筋肉等にまとわりついて代理となることで、これらを強化する。
つまりノアを帯びて殴れば岩を砕く筋力と、それに耐える骨と皮膚
を手に入れられる。また、関節の代わりもするのでアクロバットな
開脚なども可能になる。　ノアを筋肉や骨などに馴染ませるコツは
普段から体を動かし、そこにノアを満たしていく以外にない。すな
わち運動家や格闘家などが地道な練習とともに鍛え上げていくもの
であり、ユノやヴィルよりも先天性に左右されにくい。ユノの場合、
生まれもって多いというだけで強大な tilma等を持つこともありえる
が、ノアは比較的そういうことが起きにくい。
diir  ［形容詞］無害な　［反意語］gaal　［レベル］３　＠ 20

diire  ［物理］回折　［レベル］４　19:ridia:diires　［文化］　氷天の魔族
ディーレスの放つヴィルは、魔法の防壁を回りこんでその後ろ側に
まで侵入する。それは回折現象を利用した攻撃で、アシェットなら
ずとも非常に苦戦した。ディーレスが語源となり、物理で回折を
diireと呼ぶようになった。
diires  ［魔物］ディーレス（獅狼）：第五十四天：雷の氷天　［レベル］５
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　19:ridia/seren/mel:daiz/iire　［文化］　精族。獅子の鬣、狼の牙、
山猫の爪、狐の尻尾を持った人型の精霊。知能は精霊クラスで、非
常に高く、魔力も強い。口から咆哮とともにヴィルを照射する。こ
のヴィルは回折を利用し、魔法の防壁を回りこんでくる。多彩な白
黒魔法を操る。格闘技にも長け、丈夫なノアを持つ。ユノ・ヴィル・
ノアどれを取っても強力なバランスタイプ。そのうえ体力・攻撃力・
防御力ともに優良。万能戦士の魔物。
diize  ［丁寧］紳士、男性、殿方、ジェントルマン　［類義語］vik　［反意語］
lestir　［レベル］３　20:daiz→ diiz（母音調和）→ diize（母音付加）
　［語法］　lestir

diizel,szl  dolf　dilze.k

diil  ［形容詞］新鮮な　［反意語］gaar　［レベル］２　19:diia/tul（緑色のもの（ま
だ青い果実））　【用例】　［メタファー］［ポジティブ］diil yun diiamiik 青リンゴ
のように新鮮な、みずみずしい：韻を踏んでいる　× sap diil → sap 
siit 新鮮な空気
diilyunk  ［法律］活魚刑　［レベル］６　19:新鮮な鳥籠姫　［文化］　アルバ
ザードが認めていない私刑。少女を活造りにして食べる。私刑でな
く単に好みとして行われることもある。むろん、殺人罪。
diia  ［色］緑、ディーア　［形容詞］緑の　［レベル］１　19;ins e ridia　19:
リディアの目　tek:tekra:lu klen:lan,alt:mazel,dm
diiateeze  ［気象］そよかぜ、そよ風　［レベル］２　19:古 :kliiz:tekteeze
（そよかぜ。直訳は緑風）　【用例】　tu at faar esil mil diiateeze. そよ
風が吹いて気持ちの良い朝だった。　diiateeze t'axte et fiiyu. 春
のそよ風は最高だ。　an laap diiateeze t'axea. 浜辺のそよ風が恋しい。
　an siina diiateeze le lef sov zepl. 木々の間を吹き抜けるそよ風
が好きだ。
diiakad  ［地球の国名］リビア　［レベル］６　19:国旗が緑
diiakilp  ［地学］緑閃石　19

diiaver  ［地球の国名］ナイジェリア　［レベル］６　19:意味は黒人の国。国
旗の緑を足した
diiamiik  ［植物］青りんご　［メタファー］性的に未熟な年頃の少女　［レベル］
２　19
diiagek  ［運動］テニス　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　野球などよ
りはまだ人気がある。プロの選手もいる。ルールも日本とほぼ同じ。
細かい異同はある。卓球はテニスを小さくしたようなもので、ほぼ
日本のものと同じ。　【用例】　an ar van diiagek ok la. 彼とテニスをす
るつもりだ。
diiabecs  ［経済］第三国と先進国の経済格差　［反意語］imelbecs　vl;/↓
　［レベル］４　19:古の「緑のバナナ」と同じ。リディアによる概念。
バナナは緑のうちに収穫して先進国に出荷する。そこの子供はバナ
ナと言えば緑のものだというイメージを持つ。先進国の子供にはバ
ナナは黄色いが、貧乏な国の子供にとっては緑の果物であるという
ことから経済格差を指す代表的な言葉になった。とはいえ、実際第
三国にそういう子供がいるのかは分からない。
diiahakt  ［地球の国名］カーボベルデ　19:国名が緑の岬
diiarei  ［料理］白ワイン　［レベル］３　21:こちらは液でなく実の色から
diiarein  ［交通］普通電車、各駅停車　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:車
体に緑のライン（日暮里から乗る山手線の印象が強かったのだろう
か？）　［文化］　アルバザードを走る各駅電車。各都市のアルミヴァ通
り沿いに１２本の各駅電車が走っている。各駅電車は銀色のボディ
に緑の横線が引いてある。かつての山手線に似ている。電車の正面
には何線か書いてある。
diialiifa  ［地球の国名］セネガル　［レベル］６　19:国旗に緑の星
diiains  ［生物］緑色の眼　［レベル］３　19

diiaetek  ［料理］緑茶　［レベル］２　19:lein　:::lansa,alt, sa,alt

dio  ［生物］歯　［動詞］yulを aになるまで噛む、噛む、咬む、かむ、咀
嚼する　［レベル］１　13:制 :古 :dziho（牙）　dziin:dziin　【成句】　dio 
po トドメを刺す、とどめを刺す：猛獣が獲物をしとめるときに首
を噛むことから。　【用例】　exl dio 歯を磨く　non na nau mil lu en 
til dio alsenk. 歯並びが悪くなくて良かったわ。　dio ivn 弱い歯 :
虫歯になりやすい歯のこと。噛む力が強い丈夫な歯というのは dio 
fan。　kea dio 歯列矯正をする。虫歯を治すという意味ではないの
で注意。その場合は kea yamdio。　an exl nelt dio xi kuil. 毎食後、
歯磨きをする。　an exlat dio xi faax. 朝ご飯の後、歯磨きをした。
　an exlat dio vol ov dioexl kor xtar o sanl. 歯ブラシを上下左右に
動かして磨いた。　an exl dio miskanel vol ov dioexl kor xtar hot. 
歯ブラシを上下に動かすだけで歯を磨こうとしている。
diot  ［植物］シソ、紫蘇　［レベル］２　13:制 :古 :dzihoto（歯、匂い）。
歯は紫蘇の葉の形をいい、匂いは紫蘇が強い匂いを持つところから
付けられたもの。
dioklis  ［医療］はぎしり、歯軋り、歯ぎしり　［レベル］３　19　［擬声］　glol（寝
ているときのゴリゴリという鈍い歯軋り。歯と歯が滑らかに伸びる
ように接しあい、鈍く岩のように軋みあう）　【用例】　dioklis e papa at 
lav tinka fo glolglol ento non xidia vil qqn. パパの歯軋りがゴリ
ゴリうるさくて、眠れなかったのよ。　kakka ar dioklis var mok. お父
さんは寝ているときに歯ぎしりをする。　 
diosort  ［形容詞］歯がカチカチいうほど寒い　［レベル］３　19

dion  ［形容詞］ギザギザな　［反意語］aldion　［レベル］２　13:制 :古 :dzihona
（歯）　diol le til kil dion 刃がギザギザな鋸
dionkad  ［地球の国名］バーレーン　［レベル］６　19:国旗がギザギザ
dionhac  ［言語］歯状体　［レベル］６　19　［文化］　taphacを元に作った書体。
驚きや怒りなど、激しさを表す。
diona  ［魔法］ホワイトゴールド　［レベル］５　lss;diona,szl　21　::lu diona

　［文化］　金と銀が７５０：２５０の合金で、最低魔圧で virを蓄える。
diona,szl  diig
dionakx  ［動詞］yulの歯を見せて苦笑いする、苦笑いする　［再帰動名詞］
苦笑い　［レベル］４　19:melidia axte　［語法］　気まずいときにごまかす
ように使う。　【用例】　la arat dionakx al an man na iks. 彼は気まずくて
歯を見せて苦笑いした。
dionax  ［動詞］yulに歯を見せて笑わせる、大笑いさせる、大笑いする　［再
帰動名詞］大笑い　［レベル］３　22

diovano  ［生物］天容　21

diovals  ［医療］歯科医　［レベル］２　22

diovala  ［医療］歯医者　［レベル］２　22　【用例】　an ket diovala im fis lana 
kea dio. 今日は歯の矯正に行った。
diofo  ［言語］唇歯音　［レベル］６　19

diom  ［生物］こめかみ　［レベル］２　14:制 :古 :dzihomain（物をかむと
動く部分）の意　【用例】　diom em ov im el dio fi. 物をかむとこめ
かみが動く。
diomat  ［動詞］yulを a（場所など）に噛み散らかす、噛みちぎる　［レベル］
３　19:lein　【用例】　avom diomatat yek al ako. 狼が肉を地面に食い散ら
かした。
diomante  ［人名］ディオマンテ　20　［文化］　(yuuma 6472:6880(6573:6880))
カコ前期のヴェマの女王。　yuuma 6472 イーハル、娘の diomanteを
産む 　yuuma 6880 ディオマンテが戦死。イクスタンが即位 
diomi  ［魔物］ディオミ（咬扉）：第七十四天：邪の陽天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:dio/omi（咬む扉）　［文化］　憑族。扉や壁に憑依し
た魔物。開けようとするとカブっと噛みつき、気付いたら手から先
がなくなっていたということも。
diomikozet  ［天文］アンカ　19:ridia/seren/mel　［文化］　winzの魔法で
空間を歪めたメルは、ディオミを扉の中に封じ込めた。扉を、扉の
中に封じ込めたのである。そしてメルはその扉が開かないよう、鍵
を放り捨てた。その鍵は光となり、アンカになった。
diomeli  ［名詞］デンタルフロス、糸ようじ、糸楊枝← meli　［レベル］２
　vl;/　23　【用例】　an nat em dioexl de tuval man es not a diomeli. 
フロスに慣れると歯磨きだけでは気持ち悪くなってしまった。
diodol  ［医療］歯石　rd;dioextdol「歯垢でできた石のようなもの」　［レ
ベル］３　23　【用例】　an sesil ke ax diovala lana sols vals sed diodol. そ
ろそろ歯石を取りに歯医者へいかなければ。
diopit  ［医療］歯科　［レベル］２　19

diorel  ［人名］ディオレール　20　［文化］　yuuma 5708 国王派の過激派
diorelがメリウセルの暗殺を企てるが、強力な mejtelにより失敗 
　同月 メリウセルが報復でじきじきにディオレールを暗殺。国王派
との内乱が勃発する 
diol  ［名詞］のこぎり、鋸　［動詞］yulを鋸で切る、切る　［レベル］２　13:
制
diolaxea  ［地学］リアス式海岸　［レベル］４　19

dioleev  ［物理］ノコギリ波、鋸波　21

dioasex  ［動詞］［非言語］yulの歯を見せて笑顔を見せる、微笑む　［レベル］
３　20:melidia xier
dioext  ［医療］歯垢、歯糞、歯屎、歯滓、歯クソ、プラーク　［類音］di
oexl　rd;/「歯の汚れ」　［レベル］３　23　【用例】　sed dioext lana en til 
diodol 歯垢がたまらないように気をつける＝歯石にならないよう歯
垢を取り除く。
dioexl  ［名詞］歯ブラシ　［類音］dioext　［レベル］２　19　［文化］　歯磨きは
朝起きたとき、寝る前、食事の後に行う。最高六回だが、磨きすぎ
は歯に毒なので実際はそんなに磨かない。電動は普及していない。
　【用例】　an evat er a dioexl du kal. 歯ブラシに水を少しかけた。
die  ［料理］シチュー　［レベル］２　14:制 :古 :diaeリディアの水。リディ
アはシチューが好物で、そこから取った。
dieks  ［名詞］多意、多義、多解釈　［形容詞］多意的な、多義的な、多解
釈を許すような　［反意語］koeks　［レベル］５　rd:mel;/　24:mel

dien  ［魔法］ディエン　［レベル］６　lss;diona,szl　21:ridia　［文化］　１立
方 fainyudisが蓄えることのできる virの量。
dienhac  ［言語］平滑体　［レベル］６　19　［文化］　ビットマップを含まな
いフォントは、小さいサイズだと画面に表示したときにギザギザに
見えてしまう。それが見づらいため、telahacのように縦線と横線だ
けでなるべく文字を表現した。縦横だけでアウトラインを組むと、
小さいサイズで表現されたときもそこまで汚く見えない。カクカク
したアウトラインなのに平滑と名付けられているのは、画面での見
え方を根拠に命名してあるため。メル 14年ごろに使われていたが、
ビットマップフォントができてから使用されなくなった。
dier  ［名詞］洪水　［動詞］yulを浸水させる、浸水する　［レベル］３　19　【用
例】　eskat fol fil tin ento tu esk dierik xial. 雨が長い間降り続いた
せいで、街が浸水した。　font emat dier. 道が洪水した。
dierdil  ［建築］堤防　［レベル］３　19:melidia alis

diergix  ［気象］洪水警報　［レベル］４　19　【用例】　im tu faar, diergix 
at klak. 今朝、洪水警報が発令された。
diel  ［単位］メガ　［レベル］３　21:dialet

dot  ［形容詞］激しい　［反意語］liv　［音楽］スフォルツァンド、フォルツァ
ンド、リンフォルツァンド　［レベル］２　13:制 :古 :dod（水流の激しい音）
から。以前は神無アルカの detoloidoから detを作っていたが、deto
loidoを消したため、古の dodから改めて dotを作り直した。
dottxa  ［経済］特需　［レベル］４　19:「どっちゃ」という発音はアルカに
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は珍しい。
dotnox  ［動詞］yulを aに殺到させる、殺到する、群がる　［レベル］３　
20:激しく集まる　【用例】　tauan at dotnox al ate. 客が店に殺到した。
dothart  ［形容詞］焼けるように暑い　［レベル］３　19　【用例】　fis at dotha
rt. 今日は焼けるように暑かった。
dotluko  ［交通］硬着陸　rd;/　23

dotatm  ［経済］セール、商戦　［レベル］３　19

dok  ［形容詞］幅広い　［反意語］get　［レベル］２　13:制 :daka（場所が多い）
dokflox  ［動詞］yul（選択肢など）の幅を広げる　［反意語］getmet　［レベル］
３　20　【用例】　xom non kor flen im beezel ont ilva hot? ren do
kflox ziko e. じゃあ私が出ていいのはベーゼルとイルヴァの曜日だ
け？もっと選択肢をちょうだいよ。
dox  ［化学］発酵　［動詞］yulを発酵させる、発酵させる、発酵する　［反意語］
ges　［レベル］３　＠ 22

doxkulala  ［料理］発酵食品　［レベル］３　rd;/　23　【用例】　an kui doxkulala 
im lox et avix. お腹の調子が悪い時は発酵食品を食べる。
dos  ［格詞］メティオ語の絶対格を示す格詞。　［反意語］kan　rd;<me　24

dossame  ［言語］絶対格　［反意語］kansame　rd;/　24　［語法］　自動詞の主語
と他動詞の目的語が同じように標示される場合、その格を絶対格と
呼ぶ。
dosm  ［名詞］中身、内容、内面、精神　［名詞］内容、本文、辞書の本文　［電
算］［名詞］本文　［反意語］olma　［レベル］２　14:制 :制アルカ由来なので do
s,desが pot,petの代わりになっている。中の体 dosmai（｢内容 ｣を体
（身）と捉える点が日本語と同じ発想法）　【用例】　la til dosm rat. 彼は
中身が良い＝性格が良い、徳が高い。
dosmsev  ［言語］本文。手紙の本文も。　［レベル］３　20

dosmdolk  ［建築］内装　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　壁には壁紙
を貼る。外界からの隔絶のため、窓にカーテンはかける。朝昼用の
薄いカーテンと夜用の濃いカーテンの二枚がふつう付いている。カー
ペットは少ない。ダニの温床となるからである。特に猫や犬がいる
と毛が溜まって不衛生になりやすい。アルバザードは大抵犬猫を飼
うので、アレルゲンを溜めやすいカーペットは好まれない。床はフ
ローリングが好まれる。床暖房などの装置を付けて暖かくすること
もある。
dosmyui  ［電算］［言語］本文検索、全文検索　［レベル］４　rd;/　20

dont  ［名詞］うずき、疼痛　［動詞］sol（炎症など）が yul（患者、部位な
ど）を疼かせる、疼く、しみる、沁みる、うずく　［医療］疼痛　［レベ
ル］３　13:制 :恣意　［語法］　ふつう na型で使う。　【用例】　an nat dont 
on jam mil tu sod. 胸の痛む出来事だった。　tu vix kaen tak dontand 
jam tan. この腕の傷のせいで胸まで疼く。
donton san  ［娯楽］どんとんさん　21:dontonは altの擬態語　［文化］　『と
なりのトトロ』に相当するアニメ。
donx  ［工学］鋳型、何かの型、パターン、型紙、雛型　［動詞］yulを aに
あてはめる、あてはめる、当てはめる、当てはまる、あてはまる、
はまる、ハマる、嵌る、はめる、嵌める、ハメる　［数学］代入する。
当てはめるという意味。　［レベル］４　14:制 :古 :dolmain（石の形）　【成
句】　rok, son el em donx. 押せば嵌る：ある程度無理強いすれば、矯
正できるという意味。無理なことでも無理に通せばどうにかなると
いう意味。
donxe  ［料理］パテ　［レベル］３　16:制 :donx

dons  ［動詞］yulを aに分解する、分解する　［化学］［普通動名詞］分解、化
学分解　［反意語］kop　［レベル］４　20:dins:19:ridia:恣意
donsan  ［生物］分解者。生態学における。　［レベル］５　nd;/　23

donso  ［工学］［普通動名詞］鋳造　［動詞］yulを鋳造する、鋳造する　［レベル］
５　rd;donx/so　22
donsol  ［工学］鋳物　［レベル］５　rd　22

dong  ［擬音］ドン、どん、ゴン、ごん、ガン、がん、がっ、ガッ　［レベル］
２　19　［語法］　物が乗り上げたり、ぶつかったり、衝撃が加わったと
きの音。　【用例】　nee lua, saa dong luna van ti antisee. はいお客さん、
ドンッてなりますよ：人力車の運転手が境界を乗り上げるときに言
う文句。
dona  ［名詞］挫折　［動詞］yulをくじかせる、くじける、挫ける　［レベル］
３　19:domna（折れる心）　【用例】　an tilat dona man nos reg vil manaka. 
大学を卒業できなくて挫折した。
donet  ［論理］外延　［反意語］otil　［レベル］５　20:donx/te（鋳型に嵌った）
dov  ［名詞］勢い、勢力　［レベル］３　21:dot/envi

dofl  ［名詞］燃え残り、灰　［レベル］３　13:制　【用例】　ketta, avelant. der 
set van dis a dofl. 来いよ死神。灰にしてやらぁ。
doflhos  ［名詞］灰皿　［レベル］３　rd;/　24

doflakon  ［地学］［植物］黒ボク土　［レベル］６　19:ridia　［語法］　火山灰に
よる土壌。
doflet  ［地名］ドフレット　［レベル］５　19:リディアの書 :灰の街　［文化］
　アルバザード北東部の都市。アルシアよりは南だが、山が＼状に
なっているため、東部の最北はドフレット。ここを越えるとケート
イアのアデュに入る。魔列車の通過地点。
dom  ［動詞］yulを a（完成品、二つ折りなど）に折る、折る、折れる　
［動詞］yul（再帰）をかがませる、屈む、前かがみになる→ kolj　［レベル］
２　14:制 :sorn:doi　【用例】　dom mas a jamp 紙を折って飛行機を作る
　lu domik nos. 彼女は前かがみになった：kor xiとあれば反り返っ
た。
domt  ［形容詞］典型的な、代表的な、プロトタイプの　［反意語］aldomt　［レ

ベル］３　14:制 :donk（恐らく当時の「鋳型」という単語ではないか）
dog  ［動詞］yulをかじる、かじる、齧る　［レベル］２　13:制 :古 dzihogas　【成
句】　dog toa 鼻をかじる：甘える、じゃれる：ルシアが０歳のころ、
同じ籠に寝る兄ユルトの鼻をかじっていて、どうもそれが本人とし
ては歯がかゆいのか知らないがじゃれているように大人たちに見え
たことから。　【用例】　le de tov. tio, laas dog toa e xok. あれはケン
カじゃないよ。単にお互いじゃれてるだけ。
dogma  ［アトラスの国家］ドグマ　［レベル］５　23:ridia

dopm  ［名詞］チケット、切符、切手、入場券、乗車券、許可証、券、
１枚のクーポン券、クーポン券、クーポン　［レベル］２　14:制 :dopmas（許
可の紙）
dor  ［動詞］yulを a（状態）に割る、割る　［動詞］yulを割り引く、割
り引く← gartdor　［魔法］ドル。土の高位黒魔法。対象を石にしたの
ち、粉砕する。　［レベル］２　古 :sorn　［語法］　dask　【用例】　ren dor tu 
feim du 1000 solt. このスピーカー、１０００ソルト負けてくれな
いか。
dorm  ［芸術］折り紙、折紙、おりがみ　［レベル］２　rd;dor/mas.k　24登
録だが造語年は 21ごろ　［文化］　smで凪人がもたらした。
dormas  ［経済］割引券、クーポン← gartdormas　［レベル］３　22　【用例】　im 
durne, laal retat kokko kap yul non meld dormas kaen ra. 夜、母から電
話で割引券を家に忘れたので持ってきて欲しいと言われた。
dormages  ［植物］アケビ、あけび、木通　［レベル］４　22:「割れた花の腐っ
たような」
dormiik  ［植物］花梨、かりん、カリン　［レベル］３　nd;miik dor. var 
altia.　22
dol  ［地学］石、岩石　［地学］renに対して一般的な鉱物を指す　［魔法］
ドル（ブレイク）。土の中位黒魔法。相手を徐々に石化させる。ラル
トやハプスクレアで解除できる。　［レベル］１　f;e　古 :dolは 4年ご
ろで、ludo（宝石）を読み替えたもの　dol, hosu:dol:lu gaato:hono,alt
dolt  ［名詞］印、紋章、マーク、目印、マーカー　［音楽］セーニョ　［類義
語］apa　［レベル］２　古 :dol（石）から。セレンとリディアが 2年ごろ
遊んでいて石を目印に使ったことから。この時点では ｢石 ｣と ｢目
印 ｣は同形で、共に kibi。kibiは 4年に dolができると消えた。dol
には目印の意味もあったが、やがて目印は doltという語形で分離し
た。その後、18年に atapと分別が難しいため、紋章や腕章などの印と
いう意味に変えられた。　［語法］　apa

doltrein  ［音楽］フレット　［レベル］４　21

dolte  ［アイテム］ドルテ　［レベル］４　ridia:古 dolteeze（風の石）から。
　［語法］　ヴァストリアのひとつ。クノンのもつ封石。弱い敵を一斉
に吸い込んだり、強い敵からヴィードを大量に吸い込む力がある。
dolk  ［名詞］飾り、かざり、飾り物、飾りつけ、粉飾 ,装飾品、置物、
つま（けんつまなど）、付け合せ、観賞用、鑑賞用、形骸　［動詞］yul
を aに飾る、飾る　［建築］内装、外装　［副詞］形式的には　［言語］修飾する、
修飾語　［数学］係数← dolkalx　［レベル］２　13:制 :dol(石 ),ludo(宝石 )か
ら　:::temalu,alt aholu,alt　［文化］　ミロクは装飾には寛大であった。服で
規制をした分、装飾には甘かった。だが実際はアルティスが装飾品
にはヴィードが宿ると考えていることが甘かった理由である。装飾
品には身に付けた人のヴィードが宿る。服にはあまり宿らないとさ
れている。これはなぜか。服はサイズによって着回しが利く利かな
いが、装飾品は誰のものでも着けられる。この汎用性の無さが原因
で服にはヴィードが宿らないと考えられた。特に神話に登場するキャ
ラクターと同じ名前やそれに関連する名前を持つ者にとってエース
テというアクセサリーは意味が大きい。エーステは古アルカの幻字
を象ったアクセサリーである。たとえばミールやクミールといった
名前の人間には古アルカの「Ъ」の字を象ったアクセサリーが生ま
れたときに与えられ、生涯大事にされる。学校や職場でも装飾は許
される。全く注意されることはない。首飾りを着けようと指輪を嵌
めようと全く問題ない。但し、食品関係は衛生上問題があれば外す
ことが義務付けられる場合がある。ところで、装飾の中でピアスな
ど体に穴を空ける類の物は特別な意味合いを持つ。本来、穴を空け
ることは痛みを伴う。一種の自傷行為である。自傷行為はアルティ
スによって禁止されている。ゆえにピアス類は反アルティスの表わ
れと取られることがある。ところがこれと全く逆で、ピアス類がア
ルティスの敬虔な証とされることもある。神を表わすものや神の力
が宿るピアス類を付ける場合、体に穴を空けることが神との強い交
信を表わすことになる。これは敬虔な信者の証である。ただしピア
スを開ける場所は耳のみ。神の声を感知しやすくするために耳に着
けるからである。　【用例】　im kest, an dolk ke xaf waim antes ka temk al
nod tikno. 明日は９時から�蔵へ�飾りをしに行かねばならない。
dolkvet  ［言語］修飾語← dolk　［レベル］４　?

dolkalx  ［数学］係数→ dolk　［レベル］４　19

dolken  ［美容］カチューシャ　［レベル］４　21:dolk/en

dolkern  ［魔物］ドルケルン（石鳥）：第二十三天：風の巨天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:石の翼　［文化］　大型の鳥で、嘴で突かれると
石になってしまう。風の魔法を使って風を操ってくるため、弱点で
ある風の魔法で攻撃しようにも相殺されて巧くいかない。翼をはた
めかせると無数の羽を弾雨のように降らせてくる。それに当たると
体が徐々に石化する。高山によく棲息する。　【成句】　dolkern em dol 
mil kern nozet ミイラとりがミイラになる。早口言葉でもある。
dols  ［普通動名詞］しつけ、躾　［動詞］yulを onに関してしつける、しつ
ける、躾ける　［レベル］２　20:daz/tolx→ dolx→ dols（tolxと似るため）
　［文化］　子供の躾は厳しい。奔放に育てて才能の芽を伸ばそうとい
うアメリカ的な発想ではなく、規範的で大人しく思慮に富んだ人間
にしようというフランス式に近い。じっとしている訓練を子供のこ
ろからさせ、騒いだりすることを抑制させる。下らないことを言え
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ば無視して受け入れられないことを示し、人と話しているときに割
り込めば無視してこれを制す。　子供が言うことを聞かない場合は
なぜいけないかの理屈を提示し、「いいからやるな」という態度を取
らない。この点では日本と異なる。また、なぜいけないかだけでなく、
それをやった場合にどういう報いが訪れるかを提示して警告する。
子供は理屈を介さない動物と考えているため、罰則で縛ることを良
しとする。理由を言っておくのは、今やめさせるためでなく、後に
なって分かるようにするため。従って、理由＋罰則の二段構えで叱
る。　体罰は日本やフランス同様公然と行われ、人前でもはたかれる。
日本の場合、人前だと避ける傾向にあるが、アルバザードは正義を
貫くことを優先するため、むしろ自分の家がしっかり躾をしている
ことを示す機会になると考え、あえて人前でも叩く。なお、体罰といっ
ても虐待するわけではなく、絶妙な加減で叩く。虐待は即座に民衆
によって止められる。　なお、体罰は原則的に母親によって行われ、
父親はいくつかの例を除いて子供を叩かない。ただし、格闘訓練を
息子に行う場合は当然のことながら打突する。　＜典型的な躾の例
＞　母「ニンジンを食べなさい（←アルバザードのニンジンは栄養
重視で品種改良されてきたため、味にクセがあるから子供はたいて
いニンジンが嫌い。しかしニンジンは体を温める効果があり、アル
ティス教で最も重要とされる野菜のひとつなので、親は食べさせよ
うとする）」　娘「いや！」　母「ニンジンは体にいいの。体を温め、
栄養も多いのよ。食べないとお尻叩くわよ」　娘「いや！」　母、娘
のパンツを引きずりおろし、尻を叩く。娘、激しく泣く。母、力ず
くで食べさせる。娘、吐く。母、頭を殴る。見かねた父親が来て止
める。父親は食べたらおやつをあげるという「プラスの条件」を提
示し、母は「食べるまでテーブルを去らせない」と「マイナスの条
件」を提示する。娘、我慢して食べる。　＜女子の年齢と躾＞　女
子は１０歳までに人格が固まり、それ以降男子と違って矯正するこ
とがほとんどできないと考えられている。女子は叱られても反省せ
ず、怒られた私可哀想という発想をする。また、客観的に物事を見
ることができず、論理的であることはむしろ拒む。それゆえ反省し
ない生き物と考えられ、猫のような生き物と見なされている。　男
子は上下関係を重んじ、力関係を意識する。典型的な犬型の生き物
なので、矯正が効く。むしろ男子は少年期はやんちゃくらいなほう
が後から大成する。一方女子は１０歳までにギャルだった子がマザー
テレサのようになることはなく、水商売、ソープへとどんどん落ち
ていく。　そのため、アルバザードの親は女子の幼児教育を重要視
し、特に躾を厳しくする。また、伝統的に魔導師が女だったことから、
学問も男子より積極的に教える。よって、特に上流階級の女子は躾
が行き届き、知能も高いという構図が生まれる。
dolna  ［形容詞］荒廃した、無機質な、機械的な　［レベル］３　19:灰色の
心
dolf  ［色］灰色、ドルフ　［形容詞］灰色の、灰色い、はいろい　［レベル］
２　19:制 :dof　::lu la diizel（luは濃い灰。laは明るい灰）
dolfkano  ［地球の国名］ヨルダン　［レベル］６　19:国章に灰色の鷲
dolfmel  ［名詞］灰色時代、暗黒時代、黒歴史　［類義語］verseta　［レベル］
４　rd;/　23　［語法］［文化］　duurmel

dolfart  ［魔法］灰魔法　［ユマナ］赤魔法。ファイナルファンタジーの。　
［レベル］３　rd;/「黒と白の間だから灰色」　23　［文化］　黒魔法と白魔法
の総称。実際には低位黒魔法と低位白魔法の総称であることが多い。
dolfartan  ［魔法］灰魔導師、灰魔道士　［ユマナ］赤魔道士、赤魔導師。ファ
イナルファンタジーの。　［レベル］３　rd;/　23　［文化］　黒魔法と白魔
法両方を使える魔法のエキスパートだが、人は黒か白どちらかに適
正があることが多いので、灰魔導師の数は少ない。両利きやバイリ
ンガルのようなものである。　日英のバイリンガルが結局日英とも
に満足に喋れないことがありがちなように、灰魔導師もたいていは
低位の黒魔法と白魔法しか使えないことが多い。　あの史上最強の
大魔導師リディアですら黒魔法に特化しており、白魔法は苦手とし
ていた。
dolfins  ［生物］灰色の眼　［レベル］４　19

dolfen  ［医療］ドルフェン　［レベル］５　21:dolf属格　［文化］　kamelia

dolfelen  ［法律］議定書　rd;/「灰色のテーブル」　［レベル］４　23　［文化］
　国家間で結ばれる国際法上の成文法（広義の条約）に対して付け
られる名称のひとつ。rdでアルバザードのファルシアン宮殿の一室
が会議室になっており、そこに灰色のテーブルが置かれており、そ
こで制定されることが多かったため、このように呼ばれるようになっ
た。
dolm  ［地学］化石　［レベル］３　13:制 :dolkum（石に入った動植物）
dolmiyu  ［魔法］ヴィード論、ドルミーユ、魔法学、魔法理論（正確に
は魔法だけでなく霊力なども含むが、魔法で代表される）　［類義語］ar
vina　［アクセント］dolmIyu　［レベル］３　20:doluuya/miir（館の理論）館
の字 doluuyaが三角錐で、ヴィードを構成するユノ・ヴィル・ノア・
アルマがアルマを頂点とする三角錐をモデルとすることから。irの
音が yuに聞こえて変化したもの。アクセントは miにある。　［文化］
　→ galet, yuno, artfrim, diiyu, seles, naayu, knoosenviほか多数　
＜魔法学と科学＞　　ヴィードに関する学問を dolmiyu（ヴィード論、
広義の魔法学）とし、それ以外 (alved)に関するものを kamiとする。
この分類は kkでアルシアが始めた。　dolmiyuと kamiは互いに独立
しつつも関連しあって発達した。両者は tmの時代に萌芽があるが、
どちらも経験的知識にすぎなかった。　　上代では磁石や静電気が
知られ、琥珀が薄い紙を吸い寄せる現象などが認知されていたが、
経験的知識にすぎなかった。　kkでは envelenができ、kk後期ではア
ルシアが魔法の分類を行う。　中世になると魔法工学や錬金術といっ
た分野が登場する。錬金術は医学の発展を、魔法工学は工学の発展
を促した。　近世になるとほとんどの人が viidを使えなくなり、魔
法学は衰退し、科学が独走する。魔法を研究してもそれを再現でき
ないのであれば役に立たないため、研究費が割かれなくなった。　
　革命後はミロクが召喚省下に魔法研究所を置いたため、多少持ち

直した。rdでリディアが書いた魔法学の集大成 artklelに研究所が出
した成果を加えて再編集した。しかし税金の無駄遣いと非難される
こともあった。一方科学はこの間も幅を利かせていく。　ljになる
とクリスタルにより人自体がヴィードを失ってもその力を利用でき
る時代となった。この結果魔法学は再発見され、現代科学と融合し
て実用されていった。　　＜魔法学史概説＞　　・フィアル　　fl
では既にヴィードが存在したが、言語自体が存在しなかった。　　・
アルテム　　tmで初めて言語 (f)ができると、エルトとサールは
viid, yuno, vir, noa, armaを命名した。　体内の閉晄を体外に出す
ことでヴィードが光を発するため、彼らはそれを意識することがで
き、命名につながった。　ユノやヴィルといった種類を細かく命名
できたのは光の色が違い、主観的に識別できるためである。　　・ヴァ
ステ～ラヴァス　　vsで神と悪魔が戦うと、ヴィードに軍事的な利
用価値が生まれるが、言語的な概念が細分化されるには至らなかっ
た。　むろん神々は経験的に hanonとしての yunoなどの存在を知っ
てはいたものの、それらを細分化して命名する必要性を感じておら
ず、ユノで攻撃する力というような句で表現していた。　この傾向
は戦間期の srはもとより、cvまで続く。　　・アズゲル　　zgに
なると人類の時代だが、人類は神に比べてヴィードが弱いため、少
ないヴィードをどう効率的に活かせばよいかと考えた。　その結果、
魔法学が芽生えることとなる。芽生えたのはシージアにおいてであ
る。後に伝統の国ルティアになるシージアだが、zgにおいては最も
栄えた国際都市であり、他民族・多言語・多文化・多変化という激
動の坩堝にあった。　　シージアで芽生えた魔法学は理論よりも実
践重視で、魔法学というよりは実践論であった。　ほとんどが魔法
を強化するための呪文の考案と実践で、いかに効率よく魔法を使う
かが主眼であった。　それゆえ少ない魔力で大きな効果が出ると経
験的に知られていた呪文が注目された。　結果、どうすれば効率よ
く魔法が撃てるかという呪文学が起こり、魔法学の源流となった。
　　また、呪文以外に宝石などが魔法を強化することも知られてい
たため、etanを利用して魔法を強めるための学問も生まれた。これ
を魔石学という。　魔石学は後の錬金術につながる。また、鉱物だ
けでなく植物も使うことがあったため、lukletia（漢方医学）の発展
にも寄与した。　実際 zg後期の魔石学者は同時に医師でもあった。
後に魔石学は錬金術や漢方に本格的に分化していく。　　なお、ユ
ノやノアについては出して打つなど仕組みが単純で扱いが簡単なこ
ともあって、研究の中心は魔法にあった。　　・メルテナ　　mtで
は召喚士が力を持ったことで召喚学が台頭し、その結果相対的に呪
文学は後退する。　しかし召喚学は結局のところ少ない virで神を
呼ぶための技術であるため、本質的には呪文学や魔石学と変わらな
い。従って、呪文学者や魔石学者が場合に応じて召喚学者を自称した。
　しかし召喚にはサリュなど、呼びやすい空間といった従来の魔法
にはない概念があるため、魔法学全体としてはここで「儀式性」や「契
約」といった要素が新たに加わることになった。　　・呪文学　　
呪文は魔法の効果を高めると考えられ、効果をより高めるための呪
文が開発された。　開発といっても経験に基づくもので、このよう
に読んだら効果が高かったという伝承が形式化したものである。　
呪文の効果については sm以降明らかになる。（後述）　　なお召喚学
は呪文学をベースに儀式性などを加味したものである。　　・カコ（ア
ルシア以前）　　kkで召喚が廃れて魔法の時代が返り咲くと、呪文で
も魔石でも儀式でもない新たな視点に目が向けられるようになった。
人類はますます弱くなったので、virの強化は望めず、呪文や魔石
によるブーストも頭打ちであった。　そこでより無駄なく viidを使
う方法が求められ、ヴィードはそもそも何なのか、どうしてユノな
どの力が作れるのかといった問題と向き合うこととなった。原理を
知ることで効率よく使おうとしたのだ。　研究はルティアから始まっ
た。これが狭義の魔法学の始まりである。（広義の魔法学は dolmiyu）
　今まで大雑把だった yunoなどを用途ごとに hanon、milxeなどと
分類した。そして envelenが生まれる。→ envelenを参照しておく
こと　　・カコ（アルシア以降）　　kk後期になるとアルシアの１１
魔将（ユシフェール）により魔法の分類が行われた。それまで漠然
と火の魔法などと認識されていたものが１１種に分類された。　ま
た、アルシアは魔法だけでなくユノなどの研究にも努めた。この意
味で魔法学はヴィード学ともいえる。両者はしばしば混同されなが
ら rdの artklelや ljの再編集版 artklelに至る。　　・虚質量　　アル
シアは大きな秤の上に乗って自重を保ったままユノを放つという実
験をした。ユノは斜め下に落下しながら当たった先の瓶を破壊した。
ということはユノには何らかの重さがあったはずである。しかしユ
ノを放っても天秤がつりあったままなのはなぜか。　この現象は経
験的に人類も神も知っていたことであったが、学問的に実験された
のはこれが初めてであった。　ここからアルシアはユノは hanonと
して放たれた際に質量を持つようになるのではないかと考え、虚質
量の存在を予言した。また、彼らはこれは vir,noaなどにもいえるだ
ろうと考えた。　　・魔法学と科学　　アルシアはヴィードは虚質
量を持ち、磁石に反応せず、気圧、温度、湿度、電気にも反応しな
いことから、ヴィードとヴィード以外のものを分けて考えるべきと
考えた。　万物を xalulとし、viidと alvedに分け、これらを対象と
する学問を順に dolmiyuと kamiに分けた。　　・セルメル　　smに
なると戦間期となったことで事情が変わる。kkでは主に武器や防具と
なる金属が優先的に採掘されたが、戦間期になると建材や手工業用
途の金属の需要が増した。　その結果、それまでに発見されていな
かった金属や、発見されていても注目されていなかった金属が注目
を浴びるようになった。　さらに戦争の終結は広範囲の貿易を可能
にし、魔導師に多種多様な鉱物や生薬の入手を可能にさせた。　こ
のことは魔石学の発展に大いに貢献するとともに、錬金術への足が
かりともなった。　そして魔法学の発展はヴィードの仕組みを理解
するのに大きく役立つこととなる。　　なお、smでは魔法学の研究
の中心はアルバ一世が建てたルシフェル校に移る。　以降、主に sm
と rdにおける魔法学の発達について述べる。　　・密度　　金は古
くからヴィルを蓄える性質があることが知られていた。この場合、
アテンの体内と同じく質量を持たないという性質がある。　１立方
faineluaの金にヴィルのうちの閉式赫晄を当て続けると、ある時点で
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赤い光を放つ。これは金が蓄えられる閉式の量を超えたため、漏れ
た閉式が虚質量を持ってから開式になったたためと考えられる。　
　一方、金と銀を混ぜた合金（ホワイトゴールドの一種）で同じ体
積の塊を作って閉式を浴びせる。この合金もヴィルを蓄えられるの
で閉式赫晄も蓄えられるが、金よりも早く光が漏れる。なぜ体積が
同じなのに時間が異なるのかが謎であった。　両金属の重さを等し
くしても、やはり合金のほうが早く漏れる。このことから金の中で
は virを圧縮して詰めることができるのではないかと考えられた。
　　ユノを靄のように出すかそれを凝縮して弾のようにするかで密
度が変わる。このことからユノには密度があることが古くから経験
的に知られていたが、virもそうなのではないかと考えた。すなわ
ち金は高密度で virを蓄えられ、ホワイトゴールドはそうではない
ということである。　　・霊圧　　ユノの球を投げると自然と消え
ていくのは虚質量によるものだとしても、徐々に球の直径が大きく
なることは謎であった。　しかしユノに密度があるなら理解できる。
体の中のユノを無理に圧縮して球を作っているので、裏を返せば自
然な状態でのユノの密度はそう大きくないことになる。　そして高
密度のユノは元の自然な密度に戻ることが観測される。そこから霊
圧という概念が生まれた。つまりユノには圧力があり、それと同時
に平衡する性質も持っているということになる。　これは経験的に
古くから知られていたが、smで初めて理論化された。　　・魔圧と
dien　　ユノに圧力があるなら同じヴィードのヴィルにも魔圧があ
るのではないかと考えられ、これが先の合金と金のヴィルを蓄える
量の違いから実験的に示された。　そこで銀の比率を変えていった
結果、どの比率でも合金のほうが低圧になることがわかったが、金
と銀が７５０：２５０の比率のときに最も圧力が低くなることがわ
かった。　　virを蓄えるものは少ないが、ほかのあらゆる金属で
試してもこの合金より圧が低くなることはなかったため、どうやら
この合金は自然状態の魔圧（＝最低魔圧）のまま virを蓄えるので
はないかと推測された。（後にこれが最低でないことがわかり、ホワ
イトゴールドの魔圧は魔圧の基準値として使われるようになる）　そ
して 1立方 faineluaのこの合金が蓄える virの量を合金の名 diona
から取って dienとした。　　・ヴィード粒　　ヴィードは何からで
きているかという考えに対しては、ヴィード粒 (viidliil)の存在が
仮定された。　ユノにはユノ粒という具合に、都合４種類想定された。
　　・レニウム　　zgでレニウムが発見された。　地球より遥かに
発見が早かった理由は、レニウムがヴィードを通さないという性質
を持っていた点にある。　　・ディスティマ　　無色透明のサファ
イアにユノを集めると常態では不可能な量のユノ（後に重合度が大
きいユノのことだと分かる）が得られる。　この際、サファイアが
青い光を放つ。このときレニウム板をサファイアに当てても光は消
えないため、ヴィード粒は光点にはないと判断できる。　一方、光
点からやや離れた位置にレニウム板を当てると急に宝石内の光が消
える。この点を調べた結果、光が消える点はサファイアの周囲に４
箇所あると分かった。　そしてそれらを線で結ぶと正四面体になる
ことが分かり、サファイアを包むように目に見えないピラミッドが
存在していることが明らかになった。　　ユノの重合度を減らすと
消えた光が戻る。レニウム板の位置を変えると再び光が消える箇所
が見つかる。　その位置は正四面体の頂点より内側であり、このこ
とからユノの重合度と正四面体の体積が比例していることが分かっ
た。　ユノの青い光はサファイアではなくその周りの不可視の４点
が作る正四面体が形成していることが分かり、各頂点にあるものが
ヴィード粒ではないかと推測された。つまりこの場合、頂点に１つ
ずつ合計４つのユノ粒があると考えられた。　そしてこのピラミッ
ドは distimaと名付けられた。　　・ガレット　　同じくジルコンは
ノアの重合度を高める性質があり、ジルコンでもサファイアと同じ
ことができる。ただし当然光は緑となる。　ジルコンピラミッドの
distimaを２つ作り、それぞれＡ，Ｂとする。Ａの頂点をひとつ選ん
でＸとし、Ｂの頂点を重ねる。　するとＢの４つの頂点のうちある
一点を重ねると、Ａ，Ｂともに光が消失する。その消失する頂点を
αとする。　Ａの頂点をＸからＹに変更し、再びαを重ねると、今
度は光が消失しなくなる。そしてＢの別の頂点βを重ねると消失す
るようになる。　　実験の結果、消失点は４頂点すべてであり、Ａ
とＢの頂点の組み合わせ次第でどの頂点も消失点となりうることが
分かった。　このことから正四面体の頂点を形成するノア粒は均質
な物ではなく、４種類の別々のものであると結論付けられた。その
４つの粒は次のように名付けられた。　　1:faalet（陽晄）：略称は f
か 1。　2:xeliet（月晄）：略称は xか 2。　3:vialet（雄晄）：略称は v
か 3。　4:minlet（雌晄）：略称は mか 4。　　　これらは総称して
galet（晄基）と呼ばれた。　こうしてヴィード粒、少なくともノア粒
は galetから成るということが明らかになり、ノア粒ひいてはヴィー
ド粒という存在は否定された。　この時点ではノアピラミッドの４
つの頂点にそれぞれ galetが１つずつ配置されていると考えられてい
た。　また１と２、あるいは３と４を組み合わせると光が消えると
考えられた（後にこの数字の組み合わせは見直されることとなる）。
　　・各頂点のガレット数　　サファイアピラミッドを２つ用いた
場合、どの頂点を組み合わせても青い光は消えなかった。　また、ムー
ンストーンはヴィルを重合できるが、ムーンストーンピラミッドの
場合でも赤い光が消える頂点の組み合わせは見つからなかった。　
このことからヴィードを構成する galetは１つの頂点に少なくとも１
つより多く存在することが明らかとなった。　　例えばノアピラミッ
ドの４つの頂点が順に１２３４というガレットからできているとし
よう。この場合、ピラミッドＡの頂点１にピラミッドＢの頂点２を
重ねると緑の光は消失する。(この時点では１の透過値は３でなく２）
　次にユノピラミッドの頂点を同じく４３２１としよう。この際、
ピラミッドＡの４とピラミッドＢの３を重ねれば青い光は消えるは
ずである。　しかし実際にはそうならない。ということは、頂点に
は１つずつガレットがあるのではなく、複数個ずつあると考えられ
る。　　例えばユノが頂点１つあたり４つのガレットを持っていた
場合どうなるか。　１頂点が１２３４という４ガレットでできてお
り、それが４頂点分存在する。例えば　１２３４　１２３４　
１２３４　１２３４　のように１６ガレットでユノは構成されるこ

とになる。　　一方、ノアは　１１１１　２２２２　３３３３　
４４４４　のように構成されていたとしたらどうだろうか。なぜノ
アだけ消失が起こるのかが説明できる。　１しかない頂点に２しか
ない頂点を合わせたから光の消失が起きたと考えることができるた
めである。（再三繰り返すが、この時点での１の透過値は２）　　・
各頂点の入れ子構造　　ところでこのときの問題は４行何列になる
かということであったが、当時最も有力だったのはこの４列説であっ
た。　なぜこの時点で魔法学者たちは４行４列を予想していたのだ
ろうか。なぜ４行２列や３列でなかったのだろうか。無論２列など
の意見も学者内にはあったが、主流となったのが４列であった。な
ぜか。　　頂点が複数のガレットからできていると分かった時点で、
各頂点を構成しているガレットがそれぞれ三次元的な内部構造を
持っていることが分かった。　このとき、最小の多面体は四面体で
あることから、ガレットもまた４つで１組となって四面体を形成す
るのが幾何的に最もミニマルかつ合理的な構成方法である。　ゆえ
に魔法学者はピラミッドの頂点が描く四面体の各頂点がまた四面体
を描くという入れ子構造を想定した。　　・トポロジー　　また、
これに関しては alで魔法研究所が成果を挙げている。　位相幾何学
的に見て四面体はトポロジーをほかに持たない。一般に多面体のト
ポロジーは安定しないが、四面体は常に１つしか存在しない。つま
りあらゆる四面体は正四面体と同相である。　　もし同相でないも
のが存在したらどうなるか。晄基の配列は同じ１２３４，
１２３４，１２３４，１２３４なのに、ある相と別の相を区別しなけ
ればならない。例えば１２３４，１２３４，１２３４，１２３４αと
１２３４，１２３４，１２３４，１２３４βのように。　しかしある魔
法は特定の晄基配列でできていることが alには既にわかっており、
もし異なる相が存在すれば、同じ魔法の配列なのに１２３４，
１２３４，１２３４，１２３４αと１２３４，１２３４，１２３４，
１２３４βは別のものということが起こり、αでは発動するがβで
は発動しないということが起こりえる。　だが四面体なら同相がほ
かにないため、どのような四面体を描こうが、どの辺をどう伸ばそ
うが、それが四面体であるかぎり配列は常に一定の意味を持つ（例
えば１１１１，２２２２，３３３３，４４４４なら常にノアの一種とい
う具合に）。　このためヴィードにおいては４行４列で四面体を描く
のが最も合理的であるということが分かる。これは現代魔法学の数
少ない成果のひとつである。　　・帯晄現象　　ノアピラミッドの
頂点から１を持つ頂点を探す（見つからなくても４回やればよい）。
　バナジウム板を頂点に当ててから引き離すと、緑の光が重心の宝
石の位置からずれていく。　バナジウム板が新たな頂点となり、重
心の位置が板の移動によって変化する。　このことからバナジウム
板に１が帯晄するということが分かる。　　しかし２，３，４につい
ては帯晄現象が見られなかった。　　なお、バナジウム板はカルノー
石から得られ、分布が広いため、容易に入手できた。　　・ガレッ
トの単離　　１を帯晄するものがある以上、２，３，４を帯晄するも
のもあるのではないかという予想の下、様々な鉱物が集められ実験
された。　その結果、ニオブ石から得たニオブ板が２を、ニオブ石
中に存在していた別の物質（タンタル）の板が３を帯晄した。　し
かし４を帯晄する金属（後のドブニウム）はついぞ見つからなかった。
それもそのはず、これは超ウラン元素であり、この時代では作るこ
とができない。　そのため４についてはノアを蓄える鋼（銑鉄を脱
炭したもの。いわゆるはがね）を飽和させてからバナジウム、ニオブ、
タンタルを用いて脱晄して得る。　こうして galetの単離に成功した。
　　なお、このときのバナジウム～タンタルは後に化学において周
期表の発見にいくらか貢献することとなる。　　・ガレットの番号
　　galetの番号は当初暫定的なもので、どれが何番であろうとかま
わなかった。　実験中にある頂点を１としたらその次が２，３と決ま
るだけであった。ある頂点が１ならそれに対応する頂点が翠晄の消
失点となる。　しかし最初に見つかったバナジウムに反応した galet
を１と固定することで、ニオブのが２、タンタルのが３、残ったド
ブニウム（ここでは鋼）のが４と固定された。　　これによりガレッ
トの番号が固定されたが、これに連動して１の透過値は３となった。
同様に２の透過値は４となった。　　・幻晄線　　それぞれの晄基
が蓄えられた板を陽晄板、月晄板、雄晄板、雌晄板と呼ぶ。総称は
晄基板である。　ノアピラミッドを作った後、ノアの出力を切ると
当然光は消える。　出力を切ると同時にそれぞれの頂点が持つガレッ
トに対応した晄基板を置くと、光が一定時間維持される。　しかし
同じ実験で板の配置の組み合わせを変えると光は消えてしまう。　
このことからノアを形成する四面体の各頂点には順序があることが
分かった。つまりどの頂点も同じではなく、１は１の座る場所があ
るということである。　　４つの各頂点にはスタート地点とゴール
地点があり、ノアはスタート地点から見て　２２２２　１１１１　
４４４４　３３３３　のときでないと光らないと分かった。　ノア
は四面体からなるが、３回曲がった直線が四面体の各頂点を通過す
ると考えれば直線なので、スタートとゴールの２端点ができる。　
このスタートとゴールを結ぶ線が４行４列のうち４行の並び方を決
定する。つまりノアの行は２２２２，１１１１，４４４４，３３３３で
並ぶときに光を放ち、そうでないときは光を放たない。　そしてこ
の四面体の各頂点を通過する折れた直線を幻晄線という。　　幻晄
線を仮定することで、それまで四面体という３次元で捉えていたも
のを、　２２２２　１１１１　４４４４　３３３３　のような行列と
いう２次元で捉えることができるようになった。　　本稿ではテキ
ストデータしか扱えないため、もともと行列で表記してきたが、行
列で説明できるようになったのは本来ここからである。　なお、下
記 seeji中の四面体の各ガレットを結ぶ線は晄基線という。　　・
指と握　　こうしてひとつの四面体が４行４列１６ガレットからな
るという予想のもと、この１６ガレットの行列を walkili（握）と呼び、
１行４ガレットを seeji（指）と呼ぶようになった。　つまり幻晄の
各頂点は指から成り、幻晄は握から成る。握がたくさん集まること
を重合といい、重合度が増えるほどピラミッドは大きくなり、重心
の光も大きくなる。　　・アミュレット　　金銀鉄青銅の合金（アミュ
レット）から板を４枚作る。この板をユノピラミッドの任意の頂点
に当てると、seejiが板に保存される。　これはユノだけでなくヴィ
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ルやノアにもいえることがわかった。　４枚の板をそれぞれの頂点
に当てて seejiを保存してから各板の位置を入れ替えると、ノアの
場合は光が消失するが、ユノとヴィルでは保たれた。　このことか
らユノとヴィルの各行は同じ配列であることが分かった。つまりユ
ノのある行が１２３４だとすると、ほかの行すなわちほかの頂点も
みな１２３４になるということである。　　アミュレットは任意の
walkiliから任意の seejiを単離できるものとして重宝された。　　
ところでアミュレットに蓄えられた seejiはどのようになっている
のだろうか。　例えばユノが１２３４，１２３４，１２３４，１２３４
だとすると、そこから１行とって１２３４が seejiである。　しか
しユノピラミッドは重合の結果可視可能な量の光を放つものなので、
アミュレットの各頂点には相当な数のユノ指が含まれていることに
なる。つまり各頂点に［１２３４］ｎと書くべきものが含まれていること
になる。　１つの seeji１２３４はヴィードと同じく四面体を構成
すると予想されていたため、アミュレット中にはガレットからなる
おびただしい数の四面体が蓄えられていると考えられる。　　アミュ
レットに陽晄板～雌晄板をそれぞれ接触させ、元のピラミッドの１/
４の辺の長さで板をそれぞれの頂点に置く。このとき宝石をノア用
のものに変える。　するとユノピラミッドからもともと得られたも
のにもかかわらず、今度は宝石中に緑の光を示すようになる。しか
もその光量はもとのおよそ１/４であった。　このことから seejiが
４ガレットからなることが証明された。また、幾何学上の合理性か
ら四面体を持つことが強く推定された。　　・虚斥力　　陽晄板に
１（陽晄）を急激に蓄えると一時的に高晄圧となる。　同様に雄晄
板に３（雄晄）をためて高晄圧にする。　そしてこれらを近づける
と斥力が生じる。しかし圧力が戻ると斥力は消える。　磁石と違っ
て特定の環境でしか生じないこの斥力を虚斥力 (diatatak,ard)と呼んだ。
　　・偏晄現象　　アミュレットを高晄圧状態にし、陽晄板を近づ
ける。　するとアミュレット中の３が逃げるように偏る。これを偏
晄現象という。　　わかりやすくアミュレットで四面体をつくり、
各頂点に高晄圧の各晄基を近づける。　例えば各頂点に１２３４と
順々に板を近づけた場合、アミュレット内のガレットは偏りあった
結果、３４１２となる。　　・握化　　薄板で作ったアミュレット
でユノピラミッドから任意の seejiを得る。　これを高晄圧化し、
同じく高晄圧化した各晄基板を近づけると、雄晄板でのみ斥力を生
じる。　次に近づける角度を変えてほかの板を試すと、雌晄板で斥
力を生じる。同作業で次は陽晄板、最後は月晄板を。　月晄板をか
ざしたときに全体から斥力が消滅すると同時にアミュレットの薄板
から青い光がもれる。なぜこのような現象が起きるのであろうか。
　　雄晄板を近づけることでアミュレット内のガレットが偏る。無
数の四面体の１の部分が雄晄板から逃げるように向く。　これを４
回繰り返すと、仮にアミュレット内の seejiの集合が［１２３４］ｎだと
すると、外側から３４１２を近づけたことでアミュレット内の seeji
がみな同じ向きになったと考えられる。　そしてこの結果、アミュ
レットの重心に seejiが偏る。その高密度を平衡するために seeji
の集合体が walkiliを再形成した結果、ユノに戻って青い光を放った
と考えられる。　なお、光量は元のユノピラミッドの１/４であった。
　　・開閉の発見　　重要なのは斥力の生じた順序である。最初に
月晄板を近づけても無反応なのに、雄晄板を近づけると斥力が起こ
る。これは４行４列の順に沿っているのではないか。　すなわちユ
ノの seejiが仮に１２３４だとすると、斥力は３４１２を近づけた
順で発生するということである。　裏を返せばユノは斥力が３４１２
の順で生じたため、もともと１２３４の順で並んでいたことがわか
る。　そしてのユノの各行の配列はいずれも同じであるため、ユノ
は――少なくとも青い光を放つ hanonは――１２３４，１２３４，
１２３４，１２３４であることが分かる。（ただし hanonの seejiが
１２３４だと仮定すればの話）　　ちなみに実験の結果、実際の
hanonの配列は１２４３の繰り返しであることが分かった。　これは
アテンの体内で安定するので閉式と名付け、閉式蒼晄とした。また、
ガレットの配列を晄基配列と名付けた。　今までは光るヴィードか
らしか調べられなかったが、斥力を利用することで光を出さない
ヴィードの晄基配列も調べられるようになり、これにより魔法学は
格段に進歩した。　　・握の内部構造　　アミュレットと晄基板と
斥力を用いた実験でユノ・ヴィル・ノア・アルマすべての晄基配列
が判明した。　ヴィードのうち、ヴィルはもっともバリエーション
が多い。　そして１６ガレットが作る組み合わせのうち「ユノ・ノア・
アルマ・ヴィルの開閉」以外がすべて魔法に使うヴィルであり、こ
れが魔法の難しさとバリエーションの多さの原因であることがわ
かった。　　walkiliは１行あたり１～４を１つずつ持つ。ただしノ
アはこの限りでない。　このため、１行中の組み合わせは１２３４
や１３２４など４！＝２４ある。　これを４行繰り返すので、walkili
の種類は４！＾４＝３３１７７６種存在する。（２種のノアを除外し
た計算）　ここからユノなど数種を引いても３３万種以上あり、この
うち一部が魔法として機能する。つまり魔法になりうるヴィルはこ
れだけあるということである。　　・ルビー　　ヴィルピラミッド
の４頂点に４つのアミュレットを当てて調べることで魔法の晄基配
列を調べることができる。　各アミュレット内の seejiについて斥
力を利用して調べることができるためである。　　ルビーはあらゆ
るヴィルを保存することができる。また、蓄えたヴィルを放射する
こともできる（ムーンストーンは重合度の最大値を高めるだけ）　そ
のヴィルが魔法として成立する配列の場合、ルビーから魔法を放つ
ことができる。　しかしそれは戦闘においては手で撃つのと大差な
い上に、ルビー自体が高価なので、これまでは実用されていなかった。
だが、魔法学的には非常に有用であった。　　・コバルト針　　１
と３、２と４を組み合わせると平板ガレットができる。　コバルト
針は平板ガレットを蓄えると、ある時点で平板ガレットが分かれて
２つのゼロガレットができる。　コバルト針は高晄圧で平板ガレッ
トを蓄えるとき、Ｎ極を持つ。しかしゼロガレットに変化するとＳ
極に転じる。　この反応を用いて平板ガレットとゼロガレットの存
在を確認する。　　コバルト針を陽晄板に刺すと、陽晄線が高晄圧
で放射される。　この放射線を空の四面体のアミュレットに当てる
と、１がアミュレットに入る。　アミュレットの４頂点に同時に同

じ操作をすると、４頂点にそれぞれガレットが入り、その瞬間アミュ
レット内で seejiが形成される。　これは人工的に作った seejiに
等しく、１２３４でも３２４１でも好きな配列が作れる。　　・魔
珠　　このアミュレットを任意の配列で４つ作り、四面体の頂点に
それぞれ置き、重心にムーンストーンを置く。　ムーンストーンは
ヴィルを重合する性質がある。このアミュレットの配置はムーンス
トーンにヴィルをためたのと同じ状態を作る。　　その結果、４つ
のアミュレットの間に幻晄線が生じ、ヴィードが作られる。　ムー
ンストーンを置く以上、ユノやノアには反応しないため、ヴィルの
み作られる。　赫晄のうち開閉以外のものを魔晄といい、魔法の材
料となる。　この手法では人工的に赫晄を重合した状態にできる。
　　このムーンストーンにルビーを接触させて両者の位置を取り替
えると、宝石の周囲にあったアミュレットからルビーにヴィルが取
り込まれ、保存される。　これを放射すると魔法が成立している場合、
魔法が発生する。　　こうして魔法を封じ込められたルビーを魔珠
という。くしくも朱という字が入っている。　　・光学異性体　　
ところでルビーに封じ込められた魔法によっては、封じられた瞬間
に魔法が発動してルビーが割れてしまう可能性がある。　　今まで
どうして魔法は唱えている間は regalが現れ、放ってから初めて効果
が出るのかが謎であった。　ある魔法Ａの晄基配列がＸだとしよう。
この際、唱えているときにＸの重合体が形成され、それがレガルを
描く。　ではなぜ放って初めて効果が出るのだろうか。もし放って
も配列がＸのままであったとしたら変化は一切起こらないはずであ
る。にもかかわらずなぜふるまいが発動の前後で変わるのだろうか。
　　そこでこのような予想を立てた。　Ｘは発動するとＹになる。
そしてＹになったことで効果が出る。やがてＹは開式赫晄に変化し
て、効果を失う。　だとしたら人工的に作った魔晄がはじめからＹ
の状態だった場合、ルビーどころかムーンストーンで重合した時点
で発動し、場合によってはムーンストーンが割れてしまう。　この
とき魔晄は相当数重合しているので、人が撃つより遥かに強い力が
出てしまう。それが火の魔法ならたちどころに研究所を吹き飛ばし
てしまいかねない。　アミュレットの配置で作る魔法は突如Ｙを重
合させるという、自然界では起きえない状況を作るため、配置した
瞬間に発動するということがありえる。　　そこで魔封石である琥
珀を用いてケアの配列を分析した。　そしてケアの配列をアミュレッ
トで再現し、ムーンストーンを置いた。　するとその瞬間、周囲数
ｋｍにもわたって結界並みの出力でケアが放たれた。　もしこれが
火の魔法だったら大惨事であった。やはりＹを突如重合するとその
瞬間魔法が発動してしまうという予想は正しかった。　　実験は成
功したが、ルビーに魔法をこめるにはどうすればよいか。　魔封石
はルビーと違い、発動した魔法をためこむ。相手の魔法を封じ、逆
に放つことができる。ただし威力が大きすぎると割れてしまい、封
じられない。　ユノなりを当てることで魔封石に入っていた魔法が
押し出され、出力する。これが魔封石の使い方である。　　つまり
魔封石はＹのまま魔晄を取り込む。　ユノで押し出すと一気に空に
なってしまうのが欠点である。少しずつは使えない。　一方、ルビー
はＸのまま魔晄を取り込む。　　実験の結果、次のことが分かった。
　ケアの配列を鏡像にした配列を作り、ムーンストーンを置いた。
そしてムーンストーンのところにルビーを置いて魔珠を作ってから
この魔珠を発動すると、ケアが放たれた。　このことからＸとＹは
光学異性体の関係にあることが分かった。　　ルビーは魔封石と違っ
て一気に放たず、しかも高魔圧で取り込める。つまり結界並みの総
量の魔法を少しずつ取り出せる。　その上これを利用すればあらゆ
る魔法を魔珠に封じ込めることができる。　これにより、魔法学の
軍事的・政治的・経済的な利益は計り知れないものとなった。　　・
魔法性　　魔法学上の性質のこと。例えばヴィードを通すとか溜め
るとかいった性質のこと。　　導晄体：ヴィードを通すもの。多く
の物質。　　良導体：ヴィードをよく通すもの。鉄は特にユノ、銀
は特にヴィルを通すなど、物質によって性質が異なる。　　半導体：
あまり通さないもの。　　不導体：通さないもの。レニウム。　　
　蓄晄体：ヴィードを溜めるもの。dionaより溜めるものが良で、そ
れ未満が貧。　　良蓄体：よく溜めるもの。　　貧蓄体：あまり溜
めないもの。　　単蓄体：１握のみ溜めるもの。　　不蓄体：溜め
ないもの。上記いずれもヴィードを通すかどうかは別次元の話。　
　　揮発性：蓄えるが放出するもの。銅など。　　保存性：蓄えた
まま放出しないもの。金など。　　放射性：蓄えたものを放出する
性質。有無ではなく難易で示される。魔封石＞ルビー＞金の順で容易。
　　複写性：ゼロガレットをほかの晄基配列に変化させる性質。後述。
　　・放晄傾向　　蓄晄体同士の間に導晄体を接触させた際のガレッ
トの流れやすさのこと。　例えば金＞ルビー。両者の間に銀を入れ
て接触させると金からルビーへガレットが流れる。　　例　アミュ
レット＞ムーンストーン＞単蓄体＞ルビー＞氷晶石　　・脱晄　　
ルビーと氷晶石の間に銀を入れるとガレットがルビーから氷晶石に
流れる。　結果、ルビーはガレットを失う。これを脱晄という。金
とルビーの間でも成り立つ。　金やルビーは一度脱晄すると空気中
からガレットを蓄えないため、空の状態を保つ。　　・魔月館　　
任意のアミュレットを配置し、ムーンストーンを重心に置くと幻晄
線が生じ、ムーンストーンを通して単蓄体に１握溜まる。　単蓄体（後
で詳説する）を動かし、ルビーに接触させるとルビーに握が移る。
単蓄体をピラミッドの重心に戻すと、再び帯握する。　これを繰り
返して次々とルビーに握を入れていく。重心にルビーを戻さなけれ
ば次の握が装填されることはない。　　アミュレットを変えれば違
う握を装填できる。　アミュレットは２４種なので写植のように順
次配置を変えていく。　最大４個同時に同じ種類のアミュレットを
使うので、９６個用意しておけばよい。　　毎回手動で単蓄体を動
かすと大変なので、紐を引いたり鍵を押したりするだけで単蓄体が
動く仕掛けを作り、人では所定のアミュレットを置くだけという作
業ですむようにするのが通常である。　そしてこのようにした機械
を魔月館といい、プログラム機械であり、sorsの前身である。　　・
月光蟲　　生物学や動物学に相当する魔法学の分野である魔物学も
また魔法学の発展に貢献した。　　魔物学者の granbel dainは月光
蟲を生物でなく魔法学的現象ではないかと考えていた。　月光蟲と
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は月の出る晩に山などで起こる現象で、紫などに光る虫のことであ
る。　グランベルは鉱山で広く目撃される点に注目し、光が生物で
なく鉱物から出ていることを突き止めた。　　水晶（石英）を通っ
た月光がニオブ石に当たると、そのニオブ石中に月晄が溜まってい
る場合、青緑色の光を生じる。それとともにニオブ中の月晄が放出
される。　これがカルノー石ならバナジウムによる紫色の光となる。
　たまにしか目撃されないのは、鉱山などで掘り起こされた土から
ニオブ石などが出てきて、その夜以降に月光を浴びるためである。
　こうした環境がそろわないと見られず、また石英を通すという条
件もあり、さらに発光時間が短いことが重なってまるで蛍のように
生き物と誤解されてきた。　　月光蟲は徐々に光が弱くなるのでは
なく、晄基が鉱物からなくなるまで一定の光を出す。　なくなると
同時にぱっと消えるのが特徴で、このため１つずつ晄基が鉱物から
光に変換されると分かる。　体積や表面積がいくつであってもニオ
ブ等の分子が連続している物質からは常に１つずつ晄基が放射され
るのが特徴である。　鉱物中のニオブは通常ほかの物質と交じり合っ
て存在しているため、月光が当たると各個のニオブの塊が光を出し、
小さいものから順に光が尽きていく。　このため、生き物の光が弱
まっているように見え、蛍のような虫と誤解された。　　たとえ晄
基が１つでも（実際は１握４ガレットが月光蟲の最小単位だが）可
視できる程度の明かりを放つこの特徴が魔法学の進展に寄与するこ
ととなる。　　・単蓄体　　バナジウム板にレニウムを混ぜるとレ
ニウムが６２％を超えた時点で不導体となる。ところがこの合金に
は月光蟲現象が見られる。　ここでレニウムの比率を高めて７５％
を超えると、不導体である点は変わらないものの、月光蟲も起きな
くなる。　　このことからこの合金はレニウム比６２～７５％の間
で貧蓄体となることがわかる。　レニウム比に幅があるということ
は、蓄える晄基の量にも幅があると考えられる。　すなわち６２％
の合金は７５％のそれより多くの晄基を蓄えると考えられる。　逆
にレニウム７５％の合金は不蓄体になる寸前なので、ほとんど晄基
を含まないことになる。　７５％が不導体と貧蓄体の境界であると
いえる。これは極限まで晄基を減らしたものといえ、合金内に１つ
しか握が存在しないものと考えられた。　　ところでなぜ１晄基で
なく１握として蓄えると考えられたのだうか。　通常バナジウム板
には陽晄のみがガレットの形で無数に存在する。　もしガレット単
位で光を発するなら、コバルト針などでバナジウム板から陽晄を追
い出した際に、紫の光が出るはずである。　つまり放射線としての
陽晄線は紫色のレーザーになるはずである。だがそのようなことは
起こらない。　そこで月光はバナジウム板のガレットを握化し、そ
れがバナジウムを出るときに光るのではないかと考えられた。　そ
してアミュレットピラミッドで人工的に１１１１，１１１１，
１１１１，１１１１を作ると紫の光を出して消えるのが確認され、こ
の説は肯定された。　　ときにガレットの大きさはあまりに小さい
のではないかと考えられていたため、人間が作れる合金の精度では
たしてたった１握だけ得られるだろうかという疑念が残った。　　・
テンペスト　　この後、チタンとレニウムの合金に月光蟲が起こる
ことが発見された。　光は白であった。バナジウムが紫がかった藍、
ニオブが青緑、タンタルが黄味がかったオレンジときていたことか
ら、虹のような可視光ではないかと考えられており、白は４ガレッ
トすべてを含むのではないかと考えられた。　チタンとレニウムの
合金もまたくだんの６２～７５％という幅を持っていた。レニウム
を７５％にし、これを金などから銀箔を介して帯握させると１握（推
定量）のみ帯握する。　この合金を tempestといい、単蓄体の一種で
ある。　　ときに単蓄体が１握のみを含むというのは、数学的な推
論にすぎなかった。　テンペストが月光蟲を起こす時間をｔとする
と、６２％から７５％に近づくたびにｔは指数関数的に減っていく
ためである。　ただし７５％のときは光が出る時間が肉眼視できな
い短さになるので、光を使っては確認できなくなってしまう。　月
光蟲は握が少なくても光の強さは一定だが、握が少ないと光る時間
は短くなるためである。　　月光が鉱物にあたってすぐ月光蟲が起
こるわけではなく、握の多寡にかかわらず月光蟲が始まるまでに数
秒間の間鉱物に磁力が発生する。　７５％のときは発光が肉眼視で
きない長さなので、砂鉄を使って月光蟲開始前の磁力の有無で晄基
の存在を確認するという手法が取られた。　　なお、テンペストは
１１１１，１１１１，１１１１，１１１１から４４４４，４４４４，
４４４４，４４４４という最低４握を持ったときに白になる。　ただ
し４握では肉眼視できないので、これはあくまで理論上の話。単蓄
のときは１～４のいずれかの晄基色になる。ただしこれも肉眼視は
できない。　　・崩月現象　　月光蟲が起きているときに水晶と鉱
物の間に菱沸石をはさむと、月光蟲が停止する。　間に挟むのが例
えばガラスの場合では月光蟲は停止しない。　この月光蟲が停止す
る現象を崩月（ほうづき）現象という。崩月は握化した合金中の握
をガレットに分解する現象と考えられた。　　・白金橋　　さてこ
こでテンペストの単蓄体に崩月を起こす。テンペストは細長い板に
し、裏側に白金鋲を取り付ける。　このとき白金鋲をテンペストと
ダイアモンドに接する部分以外はレニウムで覆っておく。　崩月の
分解作業は幻晄線と晄基線の崩壊によるものなので、握のうち１行
１列目から始まり、４行４列目で終わる。　しかしその速さは電気
や光並み（このころ光速はまだ科学的に求められてはいないが、圧
倒的に速いことは分かっていた）と考えられており、肉眼で確認で
きるものではない。　だがどんなに短い時間であっても確実に１行
１列目は一番に晄基に戻るため、何より先に白金鋲を通る。　なお、
鋲の先にはダイアモンドが取り付けてある。そしてこの仕組み全体
を白金橋という。　　ダイアモンドは不蓄良導体と考えられてきた
が、白金と接触すると単蓄良導体になることが月光蟲の解明以降明
らかになっていた。　ダイアモンドは白金経由で１ガレットのみた
くわえることができ、単に閉式をためようなどとしても握単位では
大きすぎて蓄えることができない。　蓄えずに通過させるため、ずっ
と不蓄良導体だと考えられてきた。　　ダイアモンドに１ガレット
を白金経由で与えると、晄基色（陽晄なら紫）を約０．７秒の長きに
わたって放つ。　これによって晄基配列を肉眼で確認することがで
きるようになった。それとともにテンペストから送られた握数も把

握できるようになった。　０．７＊１６秒間光れば元データは１握で
あることが分かる。これを使ってレニウム比７５％のテンペストが
数学的推論通り１握を持っていたことが確認された。　また実験の
結果、およそ７３％からすでにテンペストは１握しか持っていなかっ
たことが判明した。つまりレニウムが７３～７５％の間はテンペス
トは単蓄体となる。　　なお、白金鋲中にプールされたガレットは
順次ダイアモンドに送られるが、２５６ガレットをこえるとダイア
モンドの発光が途絶える。　ダイアモンドを砕いてやりなおしても
光は生じない。新しいダイアモンドに交換すると光は生じるように
なる。　これにより、この技術を使って半永久的に使える照明の発
明は失敗に終わった。　　しかし晄基配列が肉眼視できたことと、
何より単蓄体が１握を含むことが確認できたことは大きい。　　・
複写性　　魔月館を用いてルビーに記録された魔晄はもはや魔法で
はなく、データとして機能する。　ゼロガレットを帯びさせたエメ
ラルドとルビーの間に水晶板を置き、ルビー側から光をあてるとエ
メラルドはルビーと同じデータを持つようになる。　これをエメラ
ルドの複写性という。　　・魔動回路　　鉛を２５％含んだ白金板
は放晄傾向を逆転する性質があり、単蓄のテンペストを白金鉛合金
で包んだものにエメラルドを接触させると１握分合金にデータが移
る。　　この合金にレニウムで包んだ白金の針金をつなぐ。針金の
先端にトルマリンをつなぐ。そしてトルマリンの反対側にまた同じ
材質の針金をつなぐ。　ここでテンペストを崩月するとトルマリン
にガレットが流れる。　陽晄ではトルマリンがゼロガレットを２つ
白金に流す。月晄ではゼロを１つ渡してから１つ空気中に放出する。
　雄晄ではゼロを２つ空気中に放出する。雌晄ではゼロを１つ空気
中に放出してから１つ白金に渡す。　この仕組みは後の電気のオン
オフによる回路と同じであり、ゼロガレットの有無で回路が動く。
　これが後のコンピュータにつながる。　　・実践魔法学　　今ま
で見てきた理論魔法学の対。呪文学を前身とし、smで体系化された。
呪文学を前身とする度合いは理論魔法学より大きい。　魔法を使う
行為そのものよりも、魔法を使用する局面に焦点を当てている。理
論魔法学のノウハウを活かしつつ進歩してきた。　ヴィルひいては
ヴィードの仕組みを解明しようとするのが理論魔法学であり、魔法
を使うときの仕組みを解明しようとするのが実践魔法学である。　
　例えば人はなぜ魔法を使えるのか、どのようにユノや faiを撃つの
かといったヴィードを使用する局面に焦点を当てている。　実践魔
法学（より厳密には下記の発動魔法学）は音声学でいうと調音音声
学の局面に相当する。　また、撃った後どうなるかという学問は効
果魔法学であり、音声学でいうと音響音声学と聴覚音声学にあたり、
実践魔法学の下位概念である。　撃つ局面についての学問を特に発
動魔法学といい、効果魔法学の対であり、実践魔法学の無標の下位
概念である。　　理論魔法学は魔珠や魔月館ができるまで大きな軍
事的・経済的利益をあげなかったため、それまでは実践のほうがも
てはやされがちであった。　しかし魔珠や魔月館以降は立場が逆転
する。　　実践は人はなぜ魔法を使えるのかという素朴な疑問から
始まった。その意味では smよりも昔から存在するが、学問体系では
なかった。　　われわれは歩くように自然と魔法を使える。仕組み
が分からずとも子を残せるように、仕組みを知らなくとも魔法が使
える。　幼児は歩行の練習と同じく、体にたまったヴィルを体外に
集中させ、何度も発動しようとする。しかしほとんどは魔法として
成立しない。　幼児を観察していると、誰に教えられたわけでもな
く足を使って歩く。手では歩かない。それと同じくヴィードを集中
するときは手を使い、足を使わない。彼らは本能的に手のアフォー
ダンスを学び取ることができる。　　あるときうまく立てるように
なるのと同様、手に掌紋のような円陣が現れる。レガルである。レ
ガルが出ると同時に魔法の萌芽が手のひらの前に現れる。　たいて
いの場合、最初の言葉がパパかママであるのと同様、最初の魔法は
faiである。おそらく幼児にとって faiの閉配列（閉式魔法について
は後述）が最も自然に出しやすいためであろう。　　あとは同じ配
列を崩さないように集中しながら重合度を高めるが、これは息が途
切れないように風船を膨らませたり、倒れないように自転車をこぎ
続ける感覚によく似ている。　風船を膨らませるとある時点で息を
吸いたくなるのと同様、重合を高める集中力が途切れる。このとき
風船の中の空気を口から吸えば息が肺に戻るのと同じく、重合した
ヴィードを体内に戻せば光などとして消えた分以外は体に戻る。　
一方、息を風船から飲み戻さずに口を離すのと同じく出したヴィー
ドを体内に戻さなければ、風船の空気がぴゅーっと出て行くのと同
様に魔法が発動する。　　幼児は風船に働く科学も faiに働く魔法学
も知らないが、どちらも体得することができる。この意味で魔法現
象は科学現象によく似ている。　仕組みを知っていれば効率よく現
象を起こせるが、知らなくとも現象を起こせないことはない点が共
通している。　例えば力学的にボールは４５度の角度で投げると最
も遠くまで飛ぶが、その仕組みを知っていなくともボールを投げる
ことはできるのと同様である。　　・魔法を使えない人　　rdまで
はユノを撃てない者はほとんどいないが、男性を中心に魔法を撃て
ない者は神代から存在する。　この原因は理論魔法学とのコラボで
分かることだが、魔晄は配列が３０万種以上あり、一方ユノは数種
しかないため、特定の配列を会得するのにコツがいるためである。
そして女性は先天的に自分の体の中のヴィードの配列に敏感である。
　また、lukletiaでは一般的に感受性の強いタイプ、思い込みの激し
いタイプ、知的なタイプ、神経質なタイプはヴィードの配列にも敏
感であることが多いとされている。　　なお、nd以降はほとんどの
人がユノすら撃てない。これは感受性の問題より selesの 3,2遺伝子が
原因と考えられる。　　・改めて重合とは　　１握は正四面体を描く。
光が起こる場合、その重心に光が発生する。　重合しない１握の
ヴィードは光が弱すぎ、知覚できない。知覚するには同じ配列の
ヴィードを集める。　集めることを重合という。重合度を上げると
正四面体の辺が長くなり、光も大きくなり、頂点には多くの seeji
が集まる。　　閉式赫晄は光を出し、閉式魔晄は閉式魔法を出すと
ともに光を屈折させてレガルを生む。　よく現代アルバザードのア
ニメや漫画ではレガルに幻字が書かれるが、あれはファンタジー上
の演出にすぎず、本物のレガルに文字は浮かび上がらない。　　なお、
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重合度はユノ弾や魔法の威力に比例する。　　・魔法光　　faiを重
合している間、レガルとともに炎が手のひらの前で渦巻く。恐れを
知らない幼児が左手をこれにさしこんでも火傷をしないのはなぜだ
ろうか。　これは閉式が効果を持っていないためである。　実はこ
の光は炎と勘違いされやすいが炎ではなく、火属性の魔法であるこ
とを示す光（魔法光）にすぎない。　閉式魔晄は本来体内で安定す
るので、体外に出すと外側からどんどん揮発してヌルになる。この際、
魔法の種類に応じた１１種の魔法光が起こる。　アルシアはこれを
元に魔法を分類したわけである。　　闇：黒　水：青　風：緑　土：
茶　火：赤　雷：黄　光：白　聖：淡い青味がかった銀　邪：黒い
赤みがかった紫　利：淡い水色がかった緑　害：黒い黄味がかった
緑　　聖邪利害は２色が混じってマーブルになる。　このことから
これら４種に比して闇～光が基本属性と呼ばれる。　　・閉式魔法
　　風船を口から放すと自動的にぴゅーっと空気がもれる。魔晄も
同じで、魔圧を平衡するために流れだす。　そして気流が逆方向に
なるのと同じように、魔晄もまた逆方向になる。　何をもって逆方
向というかというと、それは晄基配列である。　配列が光学異性体、
つまり鏡像になることで逆方向になる。すなわち反転する。この反
転によって魔晄の配列が変わり、発動状態となる。　　鏡像反転は
walkiliに起こるので、ミクロにいえばすべての seejiにも起こると
いえる（walkiliは四面体の各頂点がまた四面体をしているという入
れ子構造なので）。　まず seejiの配列が１２３４行の順だったのが
１４３２行の順になる。そして各 seejiの中もまた１４３２となる。
　つまり魔晄が１２３４，２３４１，３４１２，４１２３だった場合、
その異性体はまず２，４行目を入れ替え、次に各行の２，４列目を入
れ替え、１４３２，４３２１，３２１４，２１４３となる。　前者が閉
式魔法だと、後者が開式魔法となる。　開式魔法になると効果を持
つが、時間とともに開式赫晄に変化する。　　・半式魔法　　閉式
魔法から開式魔法になる際、半式魔法という状態を経る。　半式は
閉式の t殻が 0になったものである。　　閉式から開式になる際にガ
レットは所定の位置にワープするのではなく移動するので、移動経
路ごとに渡りの配列がいくつもできていくことになる。　ではもし
この渡りの配列がたまたま別の魔法の配列だったらどうだろう。　
なぜその魔法として発動しないのかという疑問が当然起こる。　そ
れについては魔法学者たちも当然不可解に感じていたが、その答え
がこの半式である。　　閉式が開式になる際に一度閉式の tを 0にし
ておく。　こうすることでガレットの移動中に他の魔法になること
はない。　そして移動が終わったら tを 4に戻し閉式とすることで発
動するというわけである。　まこと自然の仕組みというのは合理的
にできている。　　・半式の特徴　　半式は魔法として半分成立し
た状態であり、開式になった際の形を持っている。　例えば eezな
らつららの形として空気中に現れる。しかしまだ発射されていない
ので飛びはしない。　　半式は虚質量を持ち、eezならつららの重
さとして実現する。　同様に光の魔法なら虚電磁波を持つというこ
とになる。　　半式はアテンに触れた瞬間に開式となる。　例えば
魔導師が何本も eezを出して威嚇しているときに誰かが前方から
eezの一本を触るとたちどころに発射され、少なくとも一本はその
誰かに刺さるということになる。　　・半式の配列　　半式の配列
は閉式を　4kxs　nvfm　dgpb　hycr　とし、開式を　4sxk　hrcy　
dbpg　nmfv　とすると　0sxk　hrcy　dbpg　nmfv　であり、あく
まで開式に近い。　　これらは互いに一瞬で変化する。　その一瞬
であっても配列が別の魔法になってしまわぬよう、半式があるので
ある。　　・持続時間とキャンセル　　術者は半式を任意の時間保っ
ていられる。　従って eezを１０本出す際、できたものから順次撃っ
ていくこともできるし、後からまとめて一気に撃つこともできる。
　　ただし開式にするまでは風船に空気を入れ続けるようなもので、
半式で耐えている間は息こそ吹き込まないものの、風船に口を当て
たまま鼻から空気を吸わないで息を止めた状態と同じである。　従っ
て半式のままずっと止めておくのは不可能で、集中力が持たない。
　開式魔法にしないまま止めると閉式魔法に戻り、さらにそこから
閉式赫晄に戻り、体内に吸収される。　廃棄した分等以外は nalfeが
戻るので、魔法のキャンセルといえる。　なお、キャンセルはユノ
などにもいえることである。　　・廃棄率　　魔力の通りをよくす
る服装やアイテムというのがあるが、あれはどのような仕組みなの
だろうか。　魔法は重合して使うもので、１００握は１０握よりガ
レットの数が１０倍多く、単純計算で１０倍強い。　１００握の魔
法は１６００ガレットからできている。魔法物理的に考えて、この
数をアイテムで増やせるわけではない。　しかしアイテムは確かに
効果があるように感じられる。それはなぜだろうか。　　実は体内
のヴィルを開式魔法に変える際、アナログで配列を作っているので、
少し配列の違う魔晄も作られてしまう。　リコーダーは穴を押さえ
れば決まった周波数の音が出るが、口笛は必ずしも決まった音階が
出せない。その感覚と似ている。口笛だと同じドなのに少しずつ周
波数が異なるのがふつうである。　間違った配列のヴィルは重合に
は寄与しないので、開式赫晄に変化してしまう。つまり１６００ガ
レット集めるのに２０００や３０００もかかっているということで
ある。　言い換えればヴィルを廃棄しているということになる。体
調が優れないときに魔法を使っても効果が低いのは廃棄率が高くな
るためである。　そして一部のアイテムは脳に働きかけて集中力を
高め、廃棄率を低減する。　　なお、魔法の威力を高めるアイテム
もあるが、あれもまた１６００ガレットを３２００に増やすという
ような代物ではない。　単に重合可能な容量を増やすにすぎない。
小さい風船の代わりに大きい風船にするようなもので、膨らませれ
ば大きくはなるがその分使う息の量も増えるのと同様、使う魔力も
増える。　　・連続魔　　大道芸人やサーカスの道化が右手から炎
を出しながら左手から氷を出すのを見たことがあるだろう。　同時
に２つの魔法を出すのを連続魔という。２種類の魔晄を個別に同時
に重合する能力が必要で、ほとんどの人はできない。　まれに右目
と左目を別々の方向に動かせる人がいるように、連続魔を使える人
がいる。　たいていの場合、先天的にできる者がその能力に気づい
て練習し、熟練させていくものである。　ある人の出せる重合度が
１００の場合、連続魔をしても２００は出せない。５０ずつになる

だけであり、戦闘的にはそれほどアドバンテージがない。　よって
現実には大道芸人のパフォーマンスなどとして見られることが多い。
　　・魔法の覚え方と古代魔法　　魔法は一定の配列の魔晄を集め、
それが閉式魔法になるかどうかで魔法として成立するかどうか調べ
る。　この点において魔法は経験的な存在といえる。　　後述の調
合魔晄学は魔法を理論的に作る技術だが、調合魔晄学ができるまで
は人も神も悪魔もこのようにトライアンドエラーの連続の中で魔法
を編み出してきた。　これは要するに慣れと経験とセンスの問題な
ので、寿命の長い生き物のほうが必然的に長けることになる。　よっ
て神や寿命の長い世代の人類にしか使えない魔法があり、古代魔法
と呼ばれた。　　魔法の中には faiのようにアテンの体が配列を作り
やすいものもあれば、fortのようになかなか配列を作れないものも
ある。　これは例えばアテンの指が内側に曲げるのはたやすいが外
側は難しいというのと同じで、身体性によるものである。　従って
同じアテンの中でも身体性やセレスの遺伝子が異なる者の間では、
使いやすい魔法がそれぞれ異なるということが起こりうる。　つま
り極端な話をすれば、ある魔族にとっては人間にとって簡単な faiが
非常に難しく感じられ、fortは容易に感じられるということがあり
うるわけである。　そしてたいてい古代魔法というのは人間にとっ
て難しくて使えなくなった魔法を指すことが多い。　　魔法は出し
てみて成立したらその感覚を忘れないうちに何度も繰り返すことで
習得できる。　感覚を忘れてしまえば忘却となる。　筋肉と同じで
怠けていると力を失うので、魔導師は日々研鑽を重ねる。　　・魔
法の教授法　　魔法は感覚的なものなので人に教えるのが難しい。
　言葉だけで口笛の吹き方や自転車の乗り方を説明するのは難しく、
スポーツもまた口で教えるのには限界がある。　魔法はそれとよく
似ている。身体技能なのでどちらかというとスポーツに近い。　　
結局現場ではスポーツと同じく実際に見せてみて真似させることが
多い。　このとき頼りになるのは目に見える魔法光とレガル、そし
て半式魔法である。　例えば eezならまず水の魔法光を出させ、「そ
したらあとはそのヴィルを練ってつららにするイメージで」などと
いって半式を作らせる。　　スポーツも「こうだよ、こう。つま先
でさ、ほらこんな風に」などと直感的に教えることが多いが、魔法
も調合魔晄学ができるまでは同様であった。　同じ体育の授業をし
ていてもできる子とできない子がいて運動神経の違いとされるが、
魔法も同じで、要するに魔法神経のよしあしがあり、たいてい女性
のほうが魔法神経が良い。　　・消費 nalfeと caspelと熟練度　　人
間は faiを出しやすいが fortは出しにくい。　それは指を内側に曲
げるのは容易いが外側は難しいのと同じで、身体性によるものであ
る。　指を内側に曲げるのも外側に曲げるのも消費カロリーは本来
同じである。しかし指の構造上そうはいかないというだけの話であ
る。　　魔法も同じで、faiも fortも握の数は同じで、最小１握で
ある。しかし faiのほうが消費 nalfeが少ないのはなぜか。　それは
fortのほうが人間にとって難しいせいで廃棄率が高いためである。
　ということは同じだけの nalfeをかければ当然 fortのほうが casple
は少ないことになる。　そして同じ人間でも慣れてくれば同じ魔法
を低 nalfe高 caspelで放つことができるわけで、これが魔法の熟練度
を指すことになる。　　・効果魔法学　　放ったヴィードがどのよ
うに振舞うかについて研究する分野。　　・ユノ (hanon)　　凸式蒼
晄は hanonとして働く。虚質量を持つか (volk)、虚熱量を持つか (von
t,vanos)、何も持たないか (avon)のいずれかである。　閉式蒼晄を体
外に出すと青い光を放って開式になる。閉式は虚質量を持つ。　開
式に変化して消滅するより早く意識を手の前に集中させることで閉
式の重合度が増す。　ある程度重合させ、虚質量に変えると凸になり、
volkになる。同様に虚熱量に変えると凸で vontになる。　avonの場
合は凸になり、虚質量も虚熱量も持たない。この場合、光って見え
るのは閉式だった部分だけである。　　・加速膜　　ユノを放つ際、
手のひらに薄い青い膜が見られる。これは加速膜といい、閉式でで
きている。　手の前の閉の弾を凸に変換すると、膜と凸の間に斥力
が生じる。この斥力をＦとし、凸の虚質量をｍとすると、ｍａ＝Ｆ、
ａ＝Ｆ／ｍ≠０が生じるため、加速度が生まれる。　ユノ弾の質量は
人体よりも圧倒的に軽いため、人間側に生じる反作用は銃を撃った
ときの反動のように小さいものである。すなわち volkを撃ったこと
により反作用で人が怪我をすることはない。　　飛行も同じ原理で、
ユノに虚質量を持たせ、加速膜を利用して斥力を生じさせ、その力
で飛ぶ。　　加速膜を使って相手のユノをはじき返すことは可能だ
ろうか。これは物理的に不可能である。　相手の弾が自分の手に当
たる寸前の速度をＶｔとした場合、ここに反対向きの斥力Ｆを加え
て加速度ａを加えても、Ｖｔがほんの少しだけ低くなる程度であり、
意味がないためである。　手に当たる寸前から実際に当たるまでは
０．１秒もないわけだが、このときの速度の変化は０．１ａ程度であ
るから、Ｖｔ－０．１ａでは現実的にはほとんど意味がない。　　・
ユノ (tilma)　　さて凸式は hanonだが、凹式の tilmaでこれを防ぐ。
tilmaは hanonをヌル化する。　平板ガレットになった hanonと tilma
はすぐに２つの開式蒼晄に分解される。　tilmaを抜けた凸が milxeを
侵食する。　　tilmaは偏晄が容易で、弾の当たる箇所に凝縮するこ
とで、局所的な防御力を高めることができる。その反面、milxeに比
べて総量が少ない。　しかし tilmaはmilxeよりも圧倒的に回復が早く、
ヌル化した先から milxeが tilmaに変換されていく。　tilmaはたとえ
０になっても敵の攻撃が止まれば１秒もせず元に戻る。　つまり人
体は２段階の防御システムを持っているということになる。　　・
ヴィル　　閉式赫晄は赤い光を放ち、虚質量を持つ。光を放つと開
式に変化する。　赫晄のうち、開閉以外を魔晄という。魔晄は虚質
量を持たないが、閉式魔法として成立すると虚質量を持ち、光を歪
めてレガルが生じ、魔法光が手のひらの前に渦巻く。　赤い光でな
く属性ごとの魔法光である点に注意。　　開式魔法は虚質量を持ち、
魔法の内容に応じた魔法学的現象を引き起こす。　この場合も虚質
量は赤い光以外のエネルギーに変換される。　例えば火の魔法は分
子の運動速度を高める。よって厳密には熱の魔法である。　　開式
魔法は開式赫晄になるとともに消えていく。このとき光は生じない
が、魔法の効果によっては魔法自体が光を出すので、光が消えたよ
うに感じられるものもある。　魔晄の重合度を caspelという。その
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魔晄を開式に打ち消すのが pialesで、これは入ってきた魔晄を即座
に分析してその透過値を与えるものである。　pialesを通過した casp
elは milxeを侵食する。　　・ノア　　翠晄は体内で働く。閉式が体
内で筋肉の代わりとなって力を発揮するときが bcainで、関節や腱
などの代わりをして柔軟性を出すときは klenasという。　これらは閉
式が何の身体部位の代理をするかという役割の違いでしかなく、ど
ちらも同じ閉式である。　これが消費されると開式として体外に放
出される。緑の光は体からうっすらともれた閉式よるものである。
　ユノの場合は炎のように青い光がたちこめるが、ノアの場合は体
が緑の薄い膜で覆われたように見える。　　ノアは体外に出すと急
速に開化するため、魔石などを用いない限り、ユノのように弾とし
て取り出すことはできない（実験室では別。ノアピラミッドなどを
作れるため）　翠晄で強化した筋力は敵に物理的なダメージも与える
が、ノアを帯びているためヴィード傷に分類される。　実際のとこ
ろ直接 reevを削らず先に milxeを削ることからもそれは明らかであ
る。　tilmaや pialesのように局所的な盾として使えるノアにはない
ため、milxeを削る割合は大きい。　　ノアで強化された格闘家は目
にも留まらぬ速さで激しい威力の打撃を放つ。一発一発の milxeを削
る割合が効率的なためである。　世界的に有名なのはヴェマの格闘
兵である。肉体を極限まで鍛えた格闘兵による肉弾戦力は絶大であ
る。　欠点はノアがほとんど体外に出せないことによるリーチの短
さである。　接近戦には強いが、魔法兵や弓兵とは相性が悪い。し
かし接近戦は騎兵や剣兵を遥かにしのぐ。　というのも、格闘兵の
速度からすれば剣兵など象が動いているように感じられるためであ
る。　ノアはほとんど金属にも乗らず、乗ってもすぐに減少してし
まうため、爪やグローブのような武器が前提となる。あるいは裸拳
である。そのためリーチはさらに稼げない。　なお金属では青銅、
有機物では牛革がノアをよく通すため、素材として使われる。　　・
アルマ　　アルマは開閉がなく、このまま武器にも防具にもなる。
　強力なヌル化能力を持っているため、武器として使えば効率よく
tilmaや milxeを侵食し、防具として使えば敵のヴィードをヌル化で
きる。　　・幻晄の整理　　ヴィードは yuno（蒼晄）、vir（赫晄）、
noa（翠晄）、arma（輝晄）、の総称である。　armaは yuno, vir, noa
を合成したものである。　　　●凸式蒼晄　　晄基配列　1243　1243
　1243　1243　　効果　hanonとして使われるもの。　凹式蒼晄を侵食
し、ヌル化できる。　凹式蒼晄の分量を越えたものは閉式蒼晄を侵
食し、開式蒼晄に変換する。　すなわち、hanonとして機能し、tilma
を侵食する。tilmaを越えた分は milxeを侵食する。　　●凹式蒼晄
　　晄基配列　2134　2134　2134　2134　　効果　tilmaとして使うもの。
詳細は上記のとおり。　　●開式蒼晄　　晄基配列　1234　1234　1234
　1234　　効果　アテンの体外で安定する。　hanonに侵食された
milxeは開式蒼晄として空気中に放出される。　　●閉式蒼晄　　晄
基配列　2143　2143　2143　2143　　効果　アテンの体内で安定する。
いわゆる milxe。　hanonに侵食されると開式蒼晄になり、体外に流
出する。　　●開式赫晄　　晄基配列　1234　4321　1234　4321　　効
果　ヴィルの無加工形。　アテンの体内では安定しない。人間が体
内で開式赫晄を作って放つのは非常に難しい。　空気中に好んで存
在する。魔導師はこれを体内に取り入れて、閉式赫晄にする。開式
のままだと安定せず、取り込めない。　　●閉式赫晄　　晄基配列
　3412　2143　3412　2143　　効果　配列が開式の透過値になっている。
　開式をヌル化することができる。　アテンの体内に安定して大量
に存在するが、空気中では安定しない。　そのまま放出しようとす
ると無茶苦茶な配列になって放出されるため、魔導師は配列を整え
て放出する。　ルーキーテは閉式をそのまま caspelとして放つ。そ
のまま pialesの透過値なので効率よく pialesを侵食できる。　　閉式
は体内では nalfeと pialesに分配される。　どちらも消費するととも
に減る。nalfeは魔法を使うと減る。pialesは魔法を喰らうと減る。
　nalfeは長期的に回復し、回復には時間を要する。pialesは瞬時に
回復し、敵の魔法を弾いたら、次の魔法を喰らうころには回復して
いる。　生物の赤筋と白筋のように長期的に使うものと短期的に使
うものに分別して保有することで、生存競争力を上げている。　　
●開式翠晄　　晄基配列　1111　2222　3333　4444　　効果　アテンの
体外で安定する。　　●閉式翠晄　　晄基配列　2222　1111　4444　
3333　　効果　アテンの体内で安定する。蒼晄に比べ少量だが、安定
していて流出しづらい。　開式翠晄になるときに生じる物理エネル
ギーを利用して、運動能力を一時的に強化する。　つまり消費する
ことで開式になり、空気中に放出される。しかし休むことで閉式が
ふたたび蓄えられる。　　●輝晄　　晄基配列　1234　4123　3412　
2341　　効果　輝晄は開閉や凹凸がなく、この配列しか持たない。　
アテン体外でも体内でも安定せず、すぐヌルに変化してしまう。　
蒼晄、赫晄、翠晄をバランスよく組み合わせることで作れるが、量
は多くなく、非常に不安定。　　他の幻晄に対する侵食力が極めて
高く、接触した幻晄をヌルに変える強い特性を持っている。　この
ため、攻撃時には相手の tilmaを打ち破り、milxeを侵すことができる。
　逆に防御時には相手の hanonを強力にヌル化することができる。
　　●透晄（ヌル）　　晄基配列　1234　3412　4321　2143　　効果　何
もない空虚な状態。　放置状態での安定性は高いが、同時に加工性
も高い。　アテンの肉体は透晄を吸収し、加工して蒼晄などに変える。
　これは意識的に行うこともできるが、呼吸と同じで必要な分は無
意識で行われる。　休むとヴィードが回復するというのは、ここか
ら来ている。 　　ほかに回復は開式を閉式に変換することでも行わ
れる。　例えば開式蒼晄を吸って閉式にするなど。　透晄は何にで
もなれるが、この場合は蒼晄にしかなりえない。　　1234を並べてい
くと 12341234……となる。　このとき 1から見て常に 3は接しない晄基
である。　同様に 2から見たら 4が接しない。3は 1、4は 2と接しない。
　このような接しない数字のことを透過値と呼ぶ。　　ヌルの配列
では接しない晄基（透過値）同士が次の指と隣接している。　1234に
対し 3412を重ねると、接しない幻基同士が縦方向にぶつかることに
なり、相克が起こる。　1,2指目は相克関係になっており、3,4指目はまっ
たく同じものが逆さまになっている。　このように透晄では相克が
起き、性質的に無色透明化される。　　●魔晄 (vivid)　　上記で挙
げた配列以外の配列がすべて魔晄と呼ばれるもので、いわゆる魔法

のエネルギーである。　上記以外のすべての組み合わせなので、魔
晄の配列の組み合わせが最も多い。　だからこそヴィードの中でヴィ
ルを使う魔法が、最も複雑な体系を持っている。　　　・魔法の持
続時間　　魔法は閉式魔法が開式魔法になると発動し、開式魔法が
開式赫晄になるまで持続する。　銅は一旦魔晄を蓄えゆっくり揮発
させる効果があり、銅に魔法を放つと徐々に魔法を放出する。この
とき単位時間あたりの魔法の威力は持続時間に反比例する。　この
性質を活かし、魔灯などの日用品に役立てる。　　また、ルビーか
ら徐々に魔法を吸い出す方法もあり、これでも魔法の持続時間を長
くすることができる。　　　・回復の原理　　人（より厳密にはア
テン）は閉式を体外に出す一方、開式を体内に取り入れ、閉式に変
換する。　ちょうど二酸化炭素を出して酸素を吸うのと同じである。
　　体内に入る幻晄の量は体全体の体積と単位体積あたりの晄圧に
よる。そして晄圧のほうが通常ものを言う。　金がホワイトゴール
ドよりヴィードを蓄えるよう、人にも蓄えられる密度がある。　こ
の密度すなわち圧力の違いが神と人との違いであり、また古代人と
現代人の違いでもある。　ただし、重合力の違いも力の差の主な原
因である。　　体外からヴィードを取り込んで回復する速度もまた
人によって異なる。疲れてもすぐ元気になる人となかなか回復しな
いで寝込む人がいるのと同じことである。　一般に老人は回復力が
衰えており、幼児は蓄えられるヴィードの総量が少ない。　　回復
とは基本的に減った milxeを戻すことである。keaの魔法の原理は cas
pelが対象の体内に入って milxeに変換されるというものである。　
人は閉式蒼晄を別の人に milxeとして閉式蒼晄の形のままで与えるこ
とはできない。　また、nalfeを milxeにすることもできない。それ
ゆえ白魔導師が存在する。　　ケアはまず nalfeを caspelに変換する。
その caspelは開式魔法になると対象の体内に入り、milxeに変わる。
これが keaの効果である。　自分を対象にすれば自分自身も回復でき
るが、nalfeを milxeに直接変換することはできず、あくまでケアを
自分にかけることで実現する。　　・ヴィード傷とアルヴェド傷　
　milxeは衝撃から体を守る効果があるが、milxeも結局はユノの集
まりなので、ユノ間の隙間を縫っていくらか衝撃が体に到達する。
　したがって痛いとか重いといった主観的ダメージを知覚すること
になる。　このうち敵のヴィードがすり抜けてできた傷をヴィード
傷という。　　なお milxeが減少した分については体に傷がついたわ
けではないので、ダメージとは言っても傷とは言わない。　一方、
そのヴィード傷のせいでよろめいて転倒したとしよう。このときも
milxeによって守られるが、すり抜けた衝撃でカスリ傷などを負うこ
とがある。　こちらの傷はヴィードによるものではなく土と体の接
触や摩擦によるものなので、アルヴェド傷という。　　keaの効果は
milxeの回復だけでなく、ヴィード傷を癒すものでもある。　例えば
敵のユノ弾のすり抜けによってかすり傷ができたとしよう。　keaは
このかすり傷をふさぐ効果がある。というよりも keaはこの傷を通し
て体内に入る。そしてその結果、milxeに変換されて milxeが回復する。
　つまり keaの本来の効果はヴィード傷をふさぐことにある。　だか
らこそヴィード傷のない元気な状態の人間に keaをかけても何も効果
が現れないし、アルヴェド傷を持った人間にかけても意味がないの
である。　もしそうでなければ keaをかけ続けることで際限なく対象
の milxeを増やせてしまう。（もっとも、その場合でも体内の最大晄
圧は超えられないので限界はあるが）　　魔法で通常の物理的な怪我
による人間を救えないのもこれが原因である。　子供のころ誰もが
「keaをかけ続けたら怪我をする前よりも元気になるのではないか」と
一度は考えたものだろう。　それがそうならないことは大人になる
につれ経験的に知っていくが、そのからくりはこのようなものであ
る。　　また誰もが老いて死ぬゆく祖父母に対してどうにもするこ
ともできない魔法医に、心中怨嗟の声を投げかけてきたことだろう。
　これもまた amitiが医学的な病にほとんど効果がないことの結果で
ある。（ただし amitiは体を芯から暖める魔法なので、ある程度健康
にする効果はある）　　・呪文学再考　　実践魔法学の発達により、
sm以前の呪文学に魔法学的根拠がないことが明らかとなった。　魔
法学を紐解いても言葉が関与する部分については学問的に証明され
ないためである。　つまり簡単にいえば、呪文が効果的というのは
思い込みや暗示の類にすぎないということである。　　実践魔法学
が台頭しだしたころは実践魔法学への偏重により、呪文は一切無意
味なものであると断じられた。　しかしその後 smになると学会の実
践魔法学への熱が冷めたこともあり、「そうはいうもののやはり呪文
を唱えたほうが魔法の威力は明らかに強い。事実は事実と認めた上
で対処しなければならないのではないか」という風潮が起こる。　
　これにより呪文は見直され、なぜ効果があるのかが論じられるよ
うになった。　しかしそれは魔法学的な根拠に乏しいため、あくま
で推論の域を出なかった。　　おおむね多くの学者の一致した意見
はこうである。つまり呪文を唱えることで精神が集中するとともに、
呪文と魔晄がセットになってパブロフの犬化するというものである。
　魔晄の重合は目に見えないし触れることもできない。魔法光とレ
ガルしか知覚できるものはない。これでは非常に特定の配列の魔晄
を出しづらい。　そこである魔晄（＝ある配列）を重合するときに
は決まったある文を唱えながら重合するようにする。そうすると呪
文という知覚できる音声が特定の魔晄と関連付けられる。　　われ
われはサイレンが鳴れば火事だと分かるが、サイレンと火事は本来
関係ない。　しかし関連付けられているので、逆に出先でサイレン
を聞くと火事を想起するようになる。　本来は火事があってサイレ
ンを鳴らすのに、誤報でサイレンを聞いた場合、火事を見なくても
慌てるようになる。　ちょうどパブロフの犬と同じ原理である。　
　このパブロフの犬を利用したのが呪文ではないかというのが大方
の一致である。　つまり知覚しにくい魔晄の重合作業を、知覚しや
すい発声という作業で想起させる。　特定の発声（呪文）と特定の
魔晄を関連づけることで、正しい配列の魔晄が得やすくなる。　こ
れにより廃棄率を減らすことができる。その結果、呪文には効果が
あると感じる。　　従って sm以前の「呪文は fvや szのような威厳
のある言語で唱えなければならない」というのは思い込みでしかな
く、逆に呪文が無意味というのも誤りであるといえる。　しかし、
思い込みというのは人の精神に影響を与える。fvや szでなければ駄
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目だと本人が思い込んでいれば地方の言語で唱えても効果は弱くな
る。　それにより「ほらやっぱり」とネガティブに捉え、ジンクス
のように逆説的に古語の品格が上がっていったと考えられる。　　
――つまり、ということは、別にアルカでなくても良いのだ。　（そ
してこのことは現実にはアンティスのアルカに対する優位性の象徴
である）　　・エーステ　　→ eesteの［魔法］の項　　・錬金術　　
魔石学を前身とする学問。smで起こり、rdで大成。　→ yuliant　　・
魔法工学　　1200imごろから起こり、rdで大成。　→ ragnalen　　・
魔晄学　　既存の魔法の晄基配列を解析する解析魔晄学と、魔法と
して成立する晄基配列を人工的に作って調べる調合魔晄学に分かれ
る。　後者は２４種のアミュレットを用いて魔法を調合していくこ
とからそのように呼ばれる。　　・獅晄　　魔晄以外の幻晄を獅晄
という。開閉の赫晄をも含む。　魔法学舎のレリーフが杖で、剣兵
や格闘兵などの養成所のレリーフが獅子だったことから魔法以外を
獅法といい、そこから来ている。　　・解析魔晄学　　ある握が持
つ１６のガレットを smではエスタの子の名で表していたが、より素
早く書けるよう rdでは幻字を使って次のように示した。　tkxs　
nvfm　dgpb　hycr　このとき１つ１つのガレットの入る tなどの位
置をそれぞれ t殻などと呼ぶ。　　さて、これを閉式魔法とすると、
その開式は光学異性体で次のようになる。　tsxk　hrcy　dbpg　
nmfv　　このうち位置が開閉のどちらにおいても変化しないものは t, 
x, d, pである。　１，３行目は動かないガレットがあり、２，４行目
はみな動く。　２，４行目をその位置関係からそれぞれ天行、地行と
いい、１，３行目を頭行、胴行という。　また、t, x, d, p殻を静殻、
それ以外を動殻という。　　このうち tは幻晄線および晄基線の最も
先端にくる殻であり、これを頭殻（トップノート）という。　頭殻
はそのヴィードの顔であり、全体の性質を決定する、ということを
解析魔晄学は明らかにした。　獅晄のトップノートを見てみると、１，
２，３のいずれも現れているが、４だけは現れない。　解析の結果、
魔晄のトップノートは必ず４になることが分かった。すなわちトッ
プノートが４かどうかで魔法になりうるか否かという全体の流れが
定まる。　　残るは x, d, pの３殻であり、ここにそれぞれ１～４の
ガレットが入る。　このうち xと dは魔法の属性を決定する殻で、
属殻という。　　xは 4以外の３種で、dは 1～ 4の４種であり、都
合１２通りとなる。　xが 2のときは相魔法といい、相殺関係にない
魔法である。　xが 1か 3のとき（1と 3は互いに透過値）は、相殺関
係にある克魔法という。　　相殺関係とは火と水のように、打ち消
しあう関係のことである。　火の魔法を打ち消すのには水の魔法を
使うのが効果的であることや、火の属性の魔物に水の属性がよく効
くことは、これらの魔法が相殺関係にあることから来ている。　他方、
ケアを害の魔法でかき消すことができないのを見ると、利と害が相
殺関係にないことが分かる。また、土の魔法を相殺する属性がない
ことも経験的によく知られている。　　解析魔晄学は、xが 1で dが
2の魔法は、xが 3で dが 4という魔法で相殺できることを明らかに
した。　{1,2}と {3,4}はそれぞれの殻同士が透過値であることから属
殻部分がヌル化され、魔法の骨子たる属性を失うために相殺が起こ
るのではないかと考えられた。　他方、xが 2の場合、xが 4になる
ものがあれば理論的に相殺可能だが、魔晄はトップノートが 4で始
まるため、xが 4になることはありえない。　それゆえ相殺関係にな
い魔法が４種存在することになる。それが利、害、土であればこれ
までの経験知に背かない。そしてそこに魔法光のない無属性が加わっ
てちょうど４種となる。　　組み合わせごとの魔法の属性は以下の
とおり。　　x,d属　-----　2,1利　2,2土　2,3害　2,4無　　1,1闇　1,2
水　1,3風　1,4聖　　3,1雷　3,2邪　3,3光　3,4火　　このうち 2,4無以
外は魔法光を放つ。これは可視できるため、kkでアルシアはこの光を
元に魔法を１１種に分類した。　アルシアは１１種に分類できない
魔法を無属性としており、魔法光の出ないことを特徴のひとつとし
ていた。　無属性が事実存在することは誰も否定しなかったが、無
属性というのは他の１１種より広い範囲を持ったものではないかと
考えられていた。　しかし解析魔晄学は無属性が他の属性と同位で
あり、属性のひとつでしかないことを明らかにした。　なぜ 2,4のみ
特殊なのかを推理すると、tと x、xと dがそれぞれ互いに透過値になっ
ており、これは他の組み合わせでは見られないことが何らか関与し
ているのではないかと考えられている。　　・魔法の段位　　さて
残る静殻は p殻であるが、これは何の働きをしているのだろうか。
　p殻は d殻で使ったガレットを除いたものから成る。その出現パ
ターンは 1～ 4の４通りである。　闇の魔法では 1以外の３種、聖で
は 4以外の３種というように、p殻全体の出現パターンが４通りあっ
ても、各属性ごとには常に３種しか存在しえない。　　解析の結果、
p殻は重合、つまり魔法の威力に関与することが明らかとなった。　
我々は faiと聞くと子供でも使える簡単な魔法というイメージを想起
する。その一方で、dialiivaと聞くと極めて強い魔法だと感じる。　
しかしこれはおかしくないだろうか。faiも dialiivaも配列が違うだ
けで、１握の faiは１握の dialiivaと同じ威力のはずである。　だが
日常的には dialiivaのほうが強く感じる。これはなぜかというのが
長年の疑問であった。　　魔法には段位があり、zgの段階で既に経
験的に低位、中位、高位の３段階に分類されていた。　実はこの３
段階という主観は的を射ていたということを解析魔法学は明らかに
した。　　d殻が 2のとき、p殻が透過値の 4の場合、その魔法は低
位となる。　同様に p殻が 3の場合、その魔法は中位となる。　そ
して p殻が 1の場合、その魔法は高位となる。　これ以外に組み合わ
せは存在しないため、３段階分類は魔晄学的に正しかったことにな
る。　　段位の組み合わせは以下の通り。　　d,p段　-----　1,2高
　1,3低　1,4中　　2,1高　2,3中　2,4低　　3,1低　3,2中　3,4高　　4,1
中　4,2低　4,3高　　・経常廃棄率　　ところでこの段位というのは
魔法学的には具体的に何を示すのだろうか。　これは経常廃棄率で
ある。経常廃棄率とは、「重合の際に常に一定の割合のヴィードを廃
棄しますよ」という意味で、これが少ないほど同じ数のヴィードを
消費したときの重合度は高まる。　　廃棄率については前述の通り
で、人は１００のヴィードを使っても１００を重合できるわけでは
ない。個人差が大きいし、その日の体調によっても異なる。　例え
ば１００のうち８０しか重合できないとしよう。ここで魔法の段位

によって経常廃棄率が掛かるので、さらに「高位の場合は７０まで
重合できるけど、低位の場合は５０までしかできないよ」というよ
うなことが起こるわけである。　　廃棄率は間違った晄基配列の握
が捨てられることについての値である。集めた握の配列がすべて間
違っていなければ、廃棄率は理論上ゼロになる。　一方、経常廃棄
率は正しい配列の握のうち捨てられてしまう握の割合を指すので、
原理が全く異なる。　つまり配列は合っていても漏れなく重合でき
るわけではなく、どれだけ効率よく重合できるかは最終的にこの経
常廃棄率にかかっている。　　しかしなぜこのような段位の差が生
まれるのだろうか。それは静殻である dと pの関係による。　d殻
は魔法の属性を決定するが、p殻はそれを補佐して同じ配列を集めて
重合する糊のような役割を果たす。　そして d殻の透過値を p殻が
持つ場合、重合の際に干渉が起こり、重合しにくくなる。　分かり
やすく言うならば上司が dで pが部下だとし、透過値というのは反
りが合わない状態を指すとした場合、dと pが透過値の関係にあれば、
仕事の出来高である重合度は当然悪化する、という話である。　　
一方、中位と高位はどう決まるのだろうか。　　そもそも 1と 3が透
過値になるのは、これらが組み合わさって平板ガレットになるため
である。　魔法学者はガレットには凹凸があり、1と 3、2と 4は互い
に嵌りあうと考えていた。　他方、1と 2、3と 4はそれぞれ同方向の
スピンを持っていると考えていた。ただしガレットを観測するのは
不可能なので、あくまで説のレベルにすぎない。　そして同方向の
スピンを持っているガレットの組み合わせのほうが経常廃棄率が低
い。ゆえに 1,2は高で、1,4は中となる。　先ほどの喩えを借りるなら、
上司と部下が同じ方向性で仕事をしていると仕事の効率がよくなる
のと同じである。　　　ところで、甘く撃った dialiivaより本気の
faiのほうが強いことがあることも我々は知っているが、これはなぜ
だろうか。　これは単にこういう問題だ。先ほどの１００の重合度
を出せる人のケースでは、高位は７０まで、低位は５０まで出せる
とした。　もし低位をマックス５０まで高め、高位を３０に抑えたら、
当然低位のほうが強くなる。これが撃ち方による威力の違いの原因
である。　　なお、ＡさんとＢさんの魔法の威力が異なるのも同じ
理屈である。　そもそも重合できる限界値が１００の人と５００の
人では威力が違う。５００の人の本気の低位は１００の人の本気の
高位より強くて当然である。　　・多段魔法　　faiを前例で出した
が、実は faiや keaなどは低位ではなく多段魔法という。　これは重
合をしていくにつれ、ある時点で段位が変化する魔法のことである。
　多段魔法はその属性の基本的な魔法に多い。　　例えば火の低位
魔法は {x,d,p}={3,4,2}であり、faiの初期の形もこれである。　とこ
ろがこれを重合していくと、ある時点で配列が {3,4,1}になり、中位
になって経常廃棄率が落ちる。　そしてさらに重合を続けると最終
的には {3,4,3}になり、高位となる。　　これは非多段魔法では起こ
らない。低位は低位でしかなく、昇段しえない。　多段魔法のメリッ
トは威力をどんどん高めることができる点である。　（ＦＦでいうな
らファイア、ファイラ、ファイガ、ケアル、ケアルラ、ケアルガを
想像すれば分かりやすいだろう。非多段とはテレポやメテオのよう
に段階がないものと考えればよい）　　しかしその反面、faiなどの
多段魔法を初手から高位として放つこともできないのがデメリット
である。　そのため多段魔法は高位魔法に比べ、やや時間のロスが
ある。　また初期の経常廃棄率が高いため、全体的な廃棄率は高い
傾向にある。　　・セレス　　→ seles　　・調合魔晄学　　ヴィー
ドは３３万種以上も存在するが、解析魔晄学の進歩により、魔法と
して成立しうる組み合わせは激減した。　頭行は tに 4、xにもうひ
とつが入る。この時点で残る k,sは２通りである。胴行も同様に２通
りである。　一方天地行には４！＝２４通りがそれぞれ存在する。
よって全体の順列は２＊２４＊２＊２４＝２３０４である。　　こ
のうち半分は開式魔法になりうるもので、半分は閉式魔法になりう
るものである。　よって魔法として成立するかを調べるには半分の
１１５２でよい。　　この１１５２通りが各１２属性に存在するの
で、都合１３８２４通り調べればよいことになる。　もともと
３３万通り以上あったものが１万程度に収まったことで、それまで
は人間が使える魔法を分析するという帰納的な手法しか使えなかっ
た状況から、今度は人間が知らない魔法をアミュレットの組み合わ
せで演繹的に作ることができるようになった。　３３万通りもあれ
ば人工的な魔法作りは難しいが、１万程度ならばずいぶん手間が省
ける。このことが調合魔晄学の素地を固めた。　とはいえ１万は
１万である。その作業は途方もないものであった。　　・古代魔法
の復古　　調合魔晄学はアミュレットを用いて人工的に魔法を作成
する学問である。　解析魔晄学の成果を受け、rdでは文献にしか残っ
ていなかった古代魔法を復活させることに成功した。　神は一部の
古代魔法を知っているが、自らのアドバンテージを維持するために
人間には使い方を伝授せず、秘密にしてきた。　それを人が自らの
手で復活させたということは、重合力はともかく人間が神の領域に
tm以降初めて再び迫ったことを意味する。　　・そして魔法研究所
へ　　調合魔晄学はそれまでの魔法学の集大成であり、魔法学の分
野の中で最も新しく、すなわち魔法学最後の分野である。　rdで調
合魔晄学が花開いて全盛を極めた魔法学であったが、1600imごろを
境に衰退を見せ始め、ndでは人間の弱化にともなって急激に科学の
独走を許していくことになる。　これが現代の魔法研究所に至るま
での魔法学史である。　　魔法研究所はこれまでの成果をまとめる
ことが実質的な業務である。　魔導師自体がほとんど残っていない
ため研究の進歩は難しく、さらにその学問を軍事的・政治的・経済
的に使うことが難しいことからも、税金の無駄遣いと非難されるこ
とが多い。　そのため alの魔法学は困窮しており、位相幾何学の観
点で見た四面体構造の合理性など、いくつかの発見を除いては成果
を挙げられていない。　　　・魔法意味論　　魔法にはもともと名
前がついているわけではない。　魔導師の立場に立ってリアルに考
えてみよう。新しい魔法というのは開式魔法が発動した結果生じる
ものである。　このとき faiのような見てすぐに意味の分かる魔法な
らよいが、fortのように意味の分からないものもある。fortなど、
目の前にヴィード死体がなければ何にもならない。　　術者は新し
い魔法に対面したときその効果を知らないので、おそるおそる実験
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することになる。　結局のところ何の効果があったのだかわからな
いことも多々ある。そのような魔法を意味が不明瞭な魔法という。
逆に faiなどは明瞭という。　　こうして魔法の意味を解釈し、その
効果や使用法を定めていくのが魔法意味論である。　魔法意味論の
考え方自体は神代からあったが、体系化されたのは実践魔法学の下
位概念としてであるから、sm以降である。　　・意味素性　　魔法
の意味を示すもの。　　魔法は味方にかける白魔法と敵にかける黒
魔法に大別される。　faiは黒魔法であり、これを +verで示すと、
keaは -verで示すことができる。　また faiは火の属性であるから、
+faiで示すことができる。　　こういった verなどを意味素性と呼
び、+-で示すことができる。　これを使えば魔法を意味の集まりで
客観的に示すことができる。　また、faiと keaのようなそれ自体で
は比較できない魔法同士を、素性同士を比較することで結果的に比
較できるようになる。　　faiの意味素性分析は以下のようになる。
　fai={+ver, +fai, +senif}　senifは多段魔法である。　　ある意
味を持つか持たないかを +-で表す方法のほかに、有する意味そのも
のを記す方法もある。　これを併用すると faiは以下のようになる。
　fai={+ver, fai, senif}　+verを二値型の意味素性とすると、fai
や senifは非二値型ないし一値型の意味素性といえる。　　なお、
意味素性は言語学でも使われ、魔法学が言語学に輸出した概念であ
る。　　・魔法実験と魔法倫理学　　魔法の効果を調べるにはまず
エタンとアテンを用意し、両者に対する効き目の違いを調べる。　
最初はエタンで調べる。次はアテンだが、人間を使うのは問題があ
るため、魔物を使う。次に人体実験を行う。　　ただし魔物を使う
のも魔人などから非難を受け、人間を使うのも事実上奴隷を使うこ
とになり、いずれの場合でも倫理的な問題がある。　sm以降、魔法
意味論の整備に伴って、魔法倫理学も発達した。　　・mest　　意味
が不明瞭な魔法はたとえ魔法として成立しても効果が分からないと
いうことで忘れ去られることが多い。　fortのように不明瞭な魔法
の効果が発見されることは稀である。　そんな魔法のひとつに mest
がある。　　mestは光の魔法で、これ自体は人間は faiのごとく簡単
に重合できる。　しかし mestは白い光が直線に飛んでいくだけなの
がまずかった。　光の魔法で白い光が出るものは目新しさがまった
くなく、むしろよくあるパターンである。従って照明魔法の一種程
度にしか捉えられなかった。　また、エタンに当てても何も効果が
ないことも、発見が遅れた理由のひとつであった。　アテンに当て
ると効果が如実に出るが、だからといってその効果を解釈するのは
難しい。それゆえなおさら発見が遅れたと考えられる。　　さて
mestをアテンに当てるとどうなるかだが、まず対象に当たると正面
に跳ね返る。　その後光が８本の柱に分岐する。８本の柱はそれぞ
れ色が異なり、左が赤で右が紫である。　要するにプリズムの分光
なのだが、色の推移がアナログではなく８個に分かれたデジタルで
ある。つまり虹のようなアナログではなく、８色の光の柱に分かれ
るということである。　　これだけ見たら何のことか分からない。
　mest自体をたまたまアテンに当てた人は kk以前にもいたかもしれ
ないが、最初にこの魔法の意味に気付いたのは kkの viizという魔法
学者であった。　　mestを色々なアテンに当てると、個体によって
柱の長さが異なる。女性は赤側が長く、男性は青側が強い。　比較
の結果、ヴィーズは左の赤側がヴィル、中間の緑側がノア、右の青
側がユノの量にそれぞれ対応しているのではないかと考えた。　　
しかし光が３本でなく８本なのが不可解である。　実験の結果、例
えば赤の柱は魔法をどれだけ使えるかを示し、橙の柱は魔法の重合
力を示していることが分かった。　以下分析を続け、ヴィーズはこ
れまで４種しかなかった幻晄を８種に細分化し、envelenと名付けた。
→ envelen　内訳は赤側から順に赤 nalfe, 橙 caspel, 黄 piales, 黄緑
bcain, 青緑 klenas, 青 tilma, 青紫 hanon, 紫 milxeである。　　mestを
使えば対象の強さを調べることができる。戦力分析に役立つことと
なった。　光の柱は個体によって長さがかなり異なる。そこで単位
を決め、lunonを用いて何ルノンのように示した。　これにより
milxe２ルノンは milxe１ルノンより２倍多いというように、ヴィー
ドの多寡を数値で表せるようになった。　　・navi　　→ navi　　・
魔法鏡　　mestは多段魔法で、低位だと反射光が対象の目前まで行く。
中位では中間、高位では術者の目前まで行く。　段位間は狭く、重
合していくとすぐ高位になる。　　光の柱を lunonで測ることにし
たのはよいが、目盛りがない目算なのできちんと測れない。例えば
きっちり２３ルノンなど測りようがない。　そこで開発されたのが
魔法鏡である。　　月晄を浴びた泉の水をガラス板２枚の間に入れ、
ガラス板を閉じ合わせ、水が漏れないようにする。　このガラスに
mestを通すと空気中と同じく光が分散して８本の光の柱が出るが、
このとき柱の長さが空気中より短く表示される。　この現象を利用
して縮尺として使うのである。　　水の量やガラスの厚さなどによ
り、縮尺は変化する。　空気中で実測１ルノンが等倍の１ルノンに
なるように製造したものを低位魔法鏡という。　縦の長さは１ルノ
ン＋上下の余白で、横はその黄金比で、縦より長い。　ガラスの縦
方向に温度計のように目盛りをつけ、１ルノンをさらに１００等分
する。　　縮尺を変えて１/１０にしたものを中位魔法鏡といい、目
盛り１ルノン分で実測の１０ルノン相当（≒１８６ｃｍ）まで測れる。
　１/１００が高位魔法鏡で、１００ルノン（≒１８６０ｃｍ、
１８．６ｍ）まで測れる。　つまり空気中だと１００ルノンにも及ぶ
高い光の柱を魔法鏡だと手のひらサイズで表示でき、しかも目盛り
で数値まで測れるというわけだ。　　やり方としてはこうである。
まず高位の mestを放ち、その反射光を手に持った魔法鏡に映しこむ。
　すると相手の envelenが鏡の中に表示され、目盛りで各要素の値
を調べることができる。　なお魔法鏡はいったん光を受け取ると、
次に使うまで光が残るので便利である。　むろん魔法鏡を使わずと
も mestだけで直感的には相手がどのくらいの強さか判断できる。　
　mestはどんなに重合しても一定以上の重合度では効果が変わらな
い。　重合度を最も上げてもおよそ１１３ルノンまでしか測定でき
ない。　よって魔法鏡は１/１００までのものしか製造されない。　
１００を超えるとカンストであり、高位を使ってもそれ以上は測れ
ない。　　魔法鏡は smでアルバザードの魔法学者の kandiが発明した。
　lunonはおよそ１８．６ｃｍで、これが魔法鏡のゲージの長さとな

る。　ゲージは１００等分されているから、最高が１ルノンで、最
低が０．０１ルノンである。　０．０１ルノンは言いづらいのだが１
センチルノンに相当する言い方が当時なかったため、kandiの名から
取って kandilとした。　つまり１００カンディルで１ルノンである。
　　中位では１ルノンのゲージが実測１０ルノンを指すので、１ゲー
ジで１０００カンディルを示す。高位では同様に１００００カンディ
ルを示す。　つまり１万カンディルで魔法鏡はカンストである。　
　当時は初期 smで、人間には中位が使われた。　rdになると人間に
は低位を使用するようになった。成人男性の平均 milxeは１００カン
ディルで、空気中のルノンに直すと１８．６ｃｍである。　７歳少女
の平均 milxeは３０カンディルで、成人男性の軍人は平均２００カン
ディルである。　　・減算測定　　mestをかけた状態でヴィードを
使うと、リアルタイムでゲージが目減りする。　これを利用して消
費ヴィードを測る。　しかし廃棄率と経常廃棄率があるため、測り
づらい。ではどうすればよいか。　　たとえば魔法の場合、まず消
費 nalfeと caspelの差を比べよう。caspelは重合の限界値である。こ
れを１０とする。　魔法を使うと caspelが減少する。６減れば４残る。
caspelはすぐ nalfeから補充される。例えば nalfeが１００だと６補
充されて９４になる。　caspelを６使ったうち、廃棄と経常廃棄を足
した総合廃棄を調べることはできない。ではどうするか。　　・琥
珀測定　　魔封石の琥珀に魔法を撃ち込む。そこに mestを当てると
最初の魔法が飛び出す。　さらにそこに任意のヴィードを当てると
mestが飛び出す。これを魔法鏡で取り込むと、caspelの部分だけ表示
される。　上のケースでは、その数値が５であれば１が総合廃棄量
である。　　・不可視光線　　解析が発達した rdにおいてセレスの
仕組みが解明されたころ、mestにも新たな動きがあった。　mestで不
思議なのは、arma, seles, galeemを示す光がないことであった。これ
は rdで解明された。　　実は mestの柱は８本というのは誤りで、そ
れは可視光線でしかなかったのだ。　不可視光線も入れるときちん
とほかの要素も分析されていた。　ただよく考えれば当たり前で、
そもそも可視光線の波長域は狭いのだから、人間に都合よく毎度可
視光線なはずがない。むしろ今までの現象が可視光線で助かったと
いってもよい。　なお selesは紫外線で、armaと galeemは赤外線である。
　　このうち前者の発見は低位死神を用いた実験で明らかになった。
　死神は長めの波長の紫外線（紫に近い波長だが人の目には見えな
い）が見えるため、mestを使うと紫の外が見える。　なお、後の学
者はこのことから armaと galeemが逆の赤外線側にあるのではないか
と予想し、科学と魔法学を組み合わせ、これらが近赤外線であるこ
とを明らかにした。　　　・暗領域と arvina　　mestを使うと８本
の柱が現れるが、それぞれの柱は下部が暗く、上部が明るい。　下
部の領域を暗領域、上部を明領域という。　暗領域は圧倒的に短い。
　　smになると暗領域の意味が解釈された。　例えば milxeが 100の
人の暗領域が 3とする。このときに 97kandilのダメージを当てるとそ
の人はヴィード死する。残り 3は削る必要がなく、また削ることもで
きない。　このことから暗領域は生命活動そのものに根ざしており、
戦闘用ではないのではないかと考えられた。　　ユノが多い人は日
常的に活き活きしており、頭を使うとヴィルが減り、気をすり減ら
すとノアが減るなどといった現象は誰もが体感している。　ヴィー
ドは戦闘に使うが、ユノ弾を撃ったからといって活き活きしなくな
るということはない。　ということは日常生活に関与した部分は暗
領域に支配されているのではないかと考えられる。　　そこで神々
と人間を比べてみると、明領域は天地ほどの差があるのに、暗領域
ではほとんど差がないことが分かる。　むしろ人によっては神より
暗領域が多いこともザラである。　　考えてみれば神の高い noaを
もってすれば、神はいくら疲れても鬱にならないはずである。　に
もかかわらず elsのような鬱な神がいる。また、ベーゼルのような肝
を痛めた怒りやすい悪魔もいる。彼らの高い noaを考えればありえな
い話である。　ところが調べてみるとどうも彼らのような神は暗領
域の noaが少ない。　　こういった実例から、暗領域の役割が解明さ
れてきた。　つまり暗領域は生活用で、明領域は戦闘用というわけ
である。　アシェットのフルミネアは yunoが多いが、活き活きとい
うよりは大人しく物静かな女性である。そして調べてみるとやはり
暗領域の yunoが少ないことが分かった。　　明領域は先天性や戦闘
経験や修行によって増減するが、暗領域は主に生活リズム、食餌、
健康状態、運動習慣、呼吸、睡眠などによって増減する。　食餌は
特にユノに効果があり、呼吸は特にノアに効果があるなど、得意分
野はそれぞれ異なる。　　結果、暗領域の増幅と安定は国民のＱＯ
Ｌを下支えするという考え方が起こり、sm後期で lukletiaと魔法学が
合わさって arvinaができる。　arvinaはさらに rdでリディアにより
深められ、一般の国民にも紹介された。　その後 alでミロクにより
推進され、さらにアルバザード全土に広く普及した。　　・自然回
復　　ヴィードは時間とともに回復する。空気中の透晄を取り込ん
で変換するためである。　低位魔法鏡で測れるレベルであれば、
１０分で１％程度回復する。よって１０００分で全回する。　rdの
人間であれば１７時間程度で全快することになる。宿屋に泊まって
翌日にはおおむね回復というイメージに沿う。　　中位では１００
分ごとに１％程度である。１００００分なので、１６６ｈ、６．９ｄ
なのでほぼ１ｗ。　弱い神や魔物や上代の人間がこれに当たる。１
ｗ寝込むので風邪のようなもの。　　高位では１０００分ごとに１％
程度。１０００００分なので１６６６ｈ、６９ｄ、２．３ｍかかる。
　ここまで行くとふつうに回復するのは難しいので aletが必要になっ
てくるわけである。アレットを使えば１０分で１％程度になる。　　・
ヴィード死からの回復　　ヴィード死すると回復には１０～１００
倍程度の時間がかかる。　しかし肉体的な死を迎えないのが特徴で
ある。　例えば神がヴィード死すると１０万分（ふん）の１００倍
で千万分（ふん）だとして、６９４４ｄ、２３１ｍ、１９．２ｙほど
かかる。　　vsのころは神も悪魔も上代よりさらに強かったため、
そもそも１０００分ごとに１％ですらない。　そういった事情もあっ
て cvなどのころは戦争が長引いたのだといえよう。特に人員が少な
い cvではすぐ膠着ということもある。　　上代になると人間は事情
が変わる。　ヴィード死したまま放置すると肉体的な死を迎えるよ
うになる。　期間はヴィードの総量に比例し、rdの人間で数日、上
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代の人間で数週間程度もつ。なお、寒いところのほうが長持ちする。
　これにより古代魔法 fortが作られた。神はもともとヴィード死か
ら肉体的な死に移行しないので fortが必要ない。　　・魔法物理学
　　mestと魔法鏡でヴィードを定量的に捉えることができるように
なり、それによってヴィードの効果を物理的に捉えることができる
ようになった。　科学の物理学と並行して成長した分野で、smで起
こった。　　・ユノに関する諸計算　　http://cid-
dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/yuno3.pdf　
　・加速膜斥力　　アテンが１秒浮くのに使うハノンは個体によっ
て異なる。重い個体ほど大きいエネルギーが必要である。　実験の
結果、65ionの人が１秒浮くのにおよそ 0.1hanon必要と分かった。こ
れは 0.1 kandil e hanonの意味である。　　加速膜斥力は重力をＧと
すると、体重によらず中世の人間がおよそ１．２Ｇ、上代が１．５Ｇ、
神々は２Ｇである。　アルデスは２Ｇまで出力できるので、0.2hanon
で１秒飛べる。130ionの人間は１秒浮くにも 0.2hanon必要になる。
　　65ionの男性が 100milxeで 10hanonの場合、どれくらい飛べるか。
　飛ぶのは hanonを使うが、hanonは消費すると milxeから回復する
ので、結局 100hanon分飛べることになる。　65ionの人が１Ｇ使っ
て浮くと、１０００秒浮ける。同じく１．２Ｇ使って飛ぶと、８３３
秒飛べる。それぞれ約１６分と１３．８分である。　すなわち rdの
人間は全力で１４分飛ぶとヴィード死する。　　１．２Ｇということ
は、荷物を持ったら飛べない。　１．５Ｇでも自重の半分程度しか持
てない。　２Ｇでも体重程度まで。しかも体重まで持つと浮くこと
しかできなくなる。　ゆえに神人貿易が栄えた。　　・斥力の安全
性　　中世の人間の斥力は体重によらず１．２Ｇ程度である。　つま
り 30ionの人も 130ionの人も同じ速度で飛べる。最大速度は同じで
ある。　ただし消費 hanonは軽いほうが少ない。　　なぜ１．２Ｇで
固定かというと、生命の合理性にある。　仮に人類が女性が飛べる
程度のＦを出せるとしよう。　このとき男性は浮けもしなくなるし、
幼児は頭を天井にぶつけて死ぬ。このような生命では早晩滅ぶ。　
　ゆえに体重に比例するＦを出せるようになっている。その比例の
結果、出せる出力は１．２Ｇ程度に固定される。　体重が減ればジャ
ンプ力は増えるかというと、筋肉も細るので飛距離は変わらないと
いうのと似ている。　　自分の質量＊重力加速度９．８の１．２倍ま
で出力でき、これがＦである。Ｆは体重（厳密には質量）に比例する。
　同じ１．２Ｇ出力してもＧの内訳はここではｍａなので、ｍに比例
して大きくなる。　なので 130ionの人が１．２Ｇで飛ぶのは 65ionの
人が１．２Ｇで飛ぶのの倍の hanonがかかる。　　・虚質量とユノの
形　　閉式蒼晄を体外に重合すると、hanonとして出すことになる。
　この hanonは虚質量を持つが、hanonの形によって質量が変化する。
　　虚質量を持つ場合、主に形は２種類ある。　１つは薄い膜状の
もので、飛行に使う。１つは弾状のもので、攻撃に使う。　　膜の
場合、極めて薄いシートになる。　これと加速膜との間に斥力を生
じさせ、足元に噴射する。　この反作用により体が浮き上がる。つ
まりロケットと同じ原理である。　シートの面積は足元に出すなら
自分の肩幅程度で、前に進むなら身体程度である。　　虚質量は膜
状だと消失が早くなる代わりに質量が大きくなる。薄いシートにも
関わらず極めて重い値になる。　６０ｋｇの人間を浮かす場合、
１７０ｔの虚質量を噴射すれば仕事率は１Ｗで済む。１００Ｗでも
１．７ｔである。　浮くだけでそれであるから、いずれにせよシート
は非常に重い。　一方、弾にすると質量は極めて軽くなり、1ion程
度になる。　　・volk　　通常 1ion程度の質量を持ち、1lunon程度
の直径を持つ。　重合度と体積は比例するが、y^2=xのグラフになる
ため、弾の直径は頭打ちである。　つまり人間と悪魔の volkには天
地ほどの hanonの差があっても、弾のサイズは大して変わらないと
いうことである。　　質量には幅があり、人間では 0.25ion～ 2ion
程度である。　直径も同様で、スーパーボール～ボウリングの弾程
度である。　一般的な値は質量が 1ionで直径が 1lunon程度である。
　強力な悪魔の弾は最大バランスボールくらいの大きさになる。　
　弾の時速は５０～２００キロエルア（≒ｋｍ）程度である。　つま
り国道を少し遅めに走る車から、野球選手より何十キロか速い程度、
あるいは新幹線程度である。　すなわち銃より遥かに遅い。目で見
てよけられるレベルである。　（避けるや弾くといった動作がないと、
ファンタジーバトル的にヴィード戦がつまらない）　　　volkにおけ
る hanonの多さは volkの弾数を示す。volk一発一発は人も神もそう
大差ない。　何が違うかというと連打率である。volkは連打してなん
ぼの攻撃なので、神々は大きな一発を放つのではなく、激しく連打
を重ねる力があるといえる。　とはいえ神々の volkは人間に比べて
大きく速く強い。その上弾数も多いので、極めて強力である。　　・
vont　　hanonの重合度に関せず熱は１００度程度で一定。　（あま
り高いと金属を人力で加工したり氷床を溶かしたり鉱山を手で掘れ
たりして便利すぎ、歴史が狂う）　　重合は vontの幅（直径）とす
なわち飛距離に関与する。　光なので直線に飛んでいき、徐々に消
える。（かめはめ波のようなものをイメージすればよい）　人間の
vontはせいぜい懐中電灯の灯りくらいの手のひらサイズの直径だが、
神々の vontは刑務所のサーチライトくらいの直径があり、身体より
直径が大きいこともある。　　・avon　　avonは熱も質量も出さな
いので、純粋に hanonによる tilmaおよび milxeの削りである。　　・
vanos　　vanosは原理は vontと同じである。　周囲に出すことで敵
を一掃できる。周囲を完全に取り囲まれない限り、エネルギー効率
は vontより悪い。　　・tilmaとホメオスタシス　　tilmaは防御以外
に重要な役目を持っている。対アテンよりも対エタンで重要な特徴
を持っている。　tilmaにはエタンから受ける衝撃を緩和する役目が
ある。その緩和率は衝撃の強さに比例する。　従って、軽く触れた
くらいではほとんどそのまま衝撃が tilmaを通過するのに、爆弾並み
の衝撃では高い緩和率が働いて衝撃をほとんど通さない。　銃弾や
爆弾程度なら軽く突き飛ばされるか倒れこむ程度である。　だから
悪魔に銃弾や爆弾は効かず、rdまでは銃火器の発達も遅れた。　そ
してだからミロクやソーンは少なくとも起床時には暗殺することが
できなかった。　　tilmaには衝撃を緩和して平生の自分でいるため
のホメオスタシスの効果があるといえる。　これは宇宙で生まれた
アテンには生きていくために必須の能力であった。　圧力が低すぎ

たり逆に高すぎたりする空間でも生きていくにはこの能力が必要で、
だからこそ能力の高い悪魔や創世記の神は宇宙で暮らすことができ
た。　tm以降の神は宇宙で生きることもできるがアトラスでの生活
を選んでいるあたり、創世記の神より弱いことが伺える。　特に身
体を人間型に固定してからはますますアトラスでの生活に適応した
体を持つため、ホメオスタシスに依存する割合が高まったといえる。
　　　ホメオスタシスは tilmaによるもので、milxeによるものでは
ない。　もし milxeなら無意識でも発動するため、kkで少女リディア
がソーンを暗殺したのは不可能なはずである。　　tilmaは着地時に
も使う。　そもそも空を飛べてもそのまま落ちたら死んでしまう。
　着地時に足に出すことで衝撃を緩和できる。倒れるときは背中に
出せばよい。だから吹き飛んで岩にぶつかっても死ぬことはない。
　しかしヴィード傷を受けたショックで気絶して空から落ちれば死
ぬ。ゆえに戦闘中に飛ぶのはリスクがある。　　tilmaは腹にふっと
力を軽く入れるだけで出すことができる。　着地や受身のような日
常的に慣れたホメオスタシスの場合はほぼ無意識同然、呼吸のよう
に半無意識に行える。　戦闘中で敵のヴィード攻撃を防ぐときに腹
に力を入れればよい。　　・霊力摩擦　　重力と垂直に発生する力で、
加速膜と薄い虚質量膜を使った飛行中に生じる。同じ hanonであっ
ても体でなくユノそのものを投げる volkには生じない。霊力摩擦は
肉体というアテンにしかかからないためである。　（要するにこれは
前向きに進むときに後ろ向きにかかる抵抗力のことで、上下移動に
はかからない。これがないと速度が加速度的に増え、地球上で横向
きにロケットを飛ばすがごとき速度にまでなってしまう）　　およそ
５０ｋｍ／ｈで０．２Ｇ弱の力が生じる。　同２００ｋｍ／ｈで０．
５Ｇ弱、１０００ｋｍ／ｈで１．０Ｇ弱。　この「弱」に空気の摩擦
による抵抗を加えると「弱」が取れておおむねちょうどになる。　
つまり５０ｋｍ／ｈで空気の摩擦を加味してほぼ０．２Ｇの霊力摩擦
が生じる。　　従って rdの人間は５０ｋｍ／ｈまでしか速度が出せ
ないということになる。　１．２Ｇを出して飛ぶと１Ｇ使ってまず浮
かぶ。残り０．２Ｇで前進する。　０．２Ｇだと１秒に２ｍずつ加速
する。速度が５０ｋｍ／ｈ（＝１３．８ｍ／ｓ）に達するのは７秒後。
　100milxeで 65ionの人は８３３秒間１．２Ｇで飛べるので、約
８２５秒ほど時速５０ｋｍ（＝より厳密には５０キロエルア）飛べる。
　つまり原チャで１３分半走るようなものである。　　これは遅く
見えるがそうでもない。本来人はせいぜい１００ｍをせいぜい１０
秒程度で走る。１０ｍ／ｓである。しかも十数秒しか全力で走れない。
その上地面しか走れない。　それに比べれば１３．８ｍ／ｓを１３分
半、しかも空を走れるなら、やはり便利である。　（ある程度便利で
ないと飛ぶ意味がないし、ファンタジー的に見栄えがしない）　　か
といってこれでは長距離移動には馬のほうがよい計算になる。　（馬
より飛ぶほうが便利だったら馬の飼育もしないし、軍も騎兵がいら
ないし、砦もいらない。しかしこれらがないファンタジーは面白味
に欠ける。適度に便利で適度に不便な飛行がちょうどよく、このく
らいのものであろう）　　なお、上代は時速２００キロ、神々は
１０００キロまで出せたことになる。　rdでもアシェットは最終的
に神レベルになるはずだから、１０００キロは出せたことになる。
　アトラスを４０時間、２日以内で一周できる計算だが、こんなも
のだろう。　あまり一瞬で移動できると古代の何年も続く戦争や、
rdでのアシェットの長旅が説明つかなくなってしまう。　　・ヴィー
ドの持続時間　　出した弾や波は虚質量や虚熱量でできている。こ
れらはおよそ４秒前後で消失する。　地面に着く前に消失すること
もある。ヴィル等についても同様である。　　・幻晄武具　　vont
などは４秒で消えてしまい、速度も２００キロ程度までしかでない。
　そこでアテンは武器を使った。　　hanonをそのまま伝えるのは
avonだが、これは人体ｔｏ人体なので効率が悪い。人体自体のユノ
伝導率がよくないからである。　そこで鉄を使う。剣にして相手を
斬る。このときユノが相手に効率よく伝わる。　剣の刃は砥いでおく。
刃が鋭いほうが接触面積が少ない。ということは相手からすれば
tilmaでガードできる割合が減る。結果、大ダメージになるためである。
　　矢の場合は錫を使う。鉄は駄目である。鉄の矢尻はエタンを狩
るときに使う。　鉄はユノを伝えやすいので、手から離れた瞬間は
鉄がユノで満たされても、手を離れるとすぐ空気中へ逃げてしまう。
　そこで錫を使い、ユノを逃がさないようにする。近接武器と遠距
離武器で金属を使い分ける。　　また、木にもある程度ユノが蓄え
られる。なので投擲棒、木のブーメランなども武器として使える。
　投槍の場合は錫を使うが、木でも良い。　　ヴィルの場合、手か
ら魔晄を出すより銀を通したほうが良い。　銀のヴィルの伝導率が
人体よりよいためである。　それゆえ魔導師の杖はたいてい銀製で
ある。　　ノアの場合もともと体内で働くので青銅には大して意味
がないように思われる。　しかし格闘家が相手を打突した際、bcain
が流れ込んで milxeを崩すため、その際は青銅を使う意味がある。　
ゆえに爪などはたいてい青銅で作られる。　　・計量魔法学　　厳
密には計量幻晄学だが、慣例につきこのように呼ぶ。　ヴィードに
よるダメージ等を計算する学問。mest等により実現した。　　・ダメー
ジ算出法（ユノ）　　防御量 (vano):v　防御率 (oksgal):o　防御係数 (do
lkalx):d　　接触した hanon:h　接触した tilma:t　　式１: v = o/100 * 
d　式２: t = h/v　　・防御率　　防御率は０～１００％の変域。　
体のどの部位で防ぐかなどによって値が変化する。　　tilmaに対す
る hanonの割合が大きいほど防御率は高くなる。これは一見逆に見
えるがそうでない。　volkも vontも重合を上げるほど直径は大きく
なるが、その増え方は一次関数的ではない。　悪魔の弾でもせいぜ
いバランスボールくらいである。ということは重合度が増すほど体
積がそれに見合わないので、密度が高くなるわけである。　一方
tilmaは接触面に対して働く。そのため、防御率は接触面の表面積に
比例する。　　ゆえに tilmaと hanonの差が大きいほうが逆に防御率
を高くする。　防御率は弱者に有利な数値である。　　・防御係数
　　hanonに対する tilmaの割合が大きいほど防御係数は高くなる。
これは感覚に沿うだろう。　要するにテームスをただの人間がいく
ら攻撃したところでほとんどダメージを与えられないということで
ある。　これは強者に有利な数値である。これがなければただの平
民でもかき集めればよってたかって悪魔を倒せることになり、歴史
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はアシェットを必要としなくなる。　　防御係数は hanonと tilmaの
比で決まる。　hanonに対して tilmaが１倍程度の場合、d=1である。
以下表。　　比：１倍、１０倍、１００倍、１０００倍、１００００
倍　係数：４、１６、６４、２５６、４０９６　　hanonが１０で
tilmaが１００のとき、攻撃に対して防御力が圧倒的に強いことを意
味する。このとき防御係数は４から１６に上がる。　もっと防御力
が強くて tilmaが１０００もあったら、比は１００倍だから係数は
６４になる。　　・tilmaの凝縮　　防御率が変化するのは tilmaを体
の一部に凝縮できるためである。　tilmaは体全体を覆っているが、
一部に凝縮できる。　　凝縮しやすいのは手で、手は防御率最大
１００％まで高められる。　凝縮した場合、それ以外の部分が tilma
で覆われないため、無防備になる。そこに攻撃が当たると危険である。
　　手は凝縮しない状態で通常２５％程度の防御率を持つ。　体は
着弾を意識すれば１０％程度、そうしなければ５％程度。　無防備
だとむろん０なので、v=0となり、防御量は０となり、すべてが直
接ダメージとなる。　　・例　　平均的な rdの成人男性の envelen
を以下に取る。　milxe:100　hanon:16　tilma:16　　この人間を２人集
め、攻守に分ける。　攻は volkを 16hanonで撃つ。　volkを重合する
のに 4kandil廃棄したとする。残り 12である。　これが４秒間で消え
るとする。２秒後に防に当たったとする。すると 6当たったことにな
る。　　１：防が手でガードした場合　　v=1であり、h=6であるから、
t=6/1=6で、防は 16tilmaから 6だけ搬出する。　　結果　　攻：
-16hanon=-16kandil　防：-6tilma=-6kandil　　防の勝ちとなる。　　２：
防が意識して体でガードした場合　　v=10/100 * 4 = 2/5　h=6　
t=h/v=6 * 5/2=15　　16tilmaから 15だけ搬出する。　　結果　　攻：
-16hanon=-16kandil　防：-15tilma=-15kandil　　防の勝ちとなる。　　
３：防が油断して体でガードした場合　　v=5/100 * 4 = 1/5　h=6
　t=h/v=6 * 5/1=30　　30tilmaあればガードできるが、16しかないの
で防ぎきれない。　そこで 16tilmaで何 hanon防げるか計算すると、　
　16=x * 5/1となり、x=3.2である。　h=6なので、tilmaを抜けた
hanonは 2.8。　　さて、tilmaを抜けた分であるが、これは 1kandilの
攻撃につき 4kandilの milxeを削る。よって 11.2milxe削る。　　結果
　　攻：-16hanon=-16kandil　防：-16tilma, -11.2milxe=-27.2kandil　　
攻の勝ちとなる。　　４：防が無防備だった場合　　h=6で防御がな
いので、6hanonがそのまま 4milxeずつ削る。　　結果　　攻：
-16hanon=-16kandil　防：-24milxe=-24kandil　　攻の勝ちとなる。　
　３のほうが防御しているのにダメージが大きい。　しかし milxeだ
けで見ると４のほうが損失が大きい。　　tilmaの補充は milxeから
されるが、milxeを直接削られると体内の晄圧が落ちる。　晄圧が急
落するとアテンは意識を失う。急落でない場合でもよろめきやくらっ
とするなどの症状が出る。　従っていずれの場合にせよ、milxeを急
激に失うのはリスクが伴う。　４は３に対し、気絶のリスクが２倍
以上高い。　　・ダメージ算出法（ヴィル）　　ユノの計算式と同じ。
　ただし、v = o/100 * d * eとなり、eの要素が増える。　eは
elmetで、属性値。属性値の種類は以下の通り。　　属性名 :倍率（小
数）:倍率（分数）　弱点 :2.0:200/100　克性 :1.5:150/100　異性 :1.0:100/100
　相性 :0.66:100/150　半減 :0.5:50/100　無効 :0:0/100　吸収 :-1.0:-
100/100　　強みと弱みは selesの遺伝子によって決定される。例えば
火の属性の遺伝子は水の属性に弱く、火に強い。　遺伝子が同じ火
でも極めて水を嫌う魔物とそれほどでもない魔物がいるように、同
一遺伝子でも強みや弱みの程度は個体によってあるいは種族によっ
て異なる。　特に弱い場合は弱点でダメージ２倍となり、そうでな
い場合は克性となりダメージ１．５倍である。　　火から見て水が弱
点と克性。火が相性と半減と無効と吸収。それ以外が異性。　しか
しこれはあくまで基本であり、例外が存在する。例えば火の魔物な
のに光を無効にしたり水を吸収したりといった特徴を持つものがい
る。　従って後述の怪獣図鑑を読み込んで、各魔物の特徴をよくよ
く理解しておく必要がある。　　吸収の場合、吸収作用を持つのは
pialesのみ。　pialesを通過した分は吸収されず、ダメージとなる。
　従って火の魔物を火で倒すこともできる。ファンタジーでありが
ちな「吸収させすぎると破裂して死ぬ」とは過程は異なるが結果は
同じ。　　なおヴィルの場合、hanonに当たるのが caspelで、tilmaに
当たるのが pialesとなる。　　魔法の場合、ヴィードのダメージの
ほかに火や氷などの自然現象による追加ダメージがある。　追加ダ
メージはほとんどはアルヴェドのダメージである。これは対エタン
防御で防がれるので、pialesでなく tilmaによってガードされる。　
しかし熱いとか冷たいとか痛いといったダメージがすべて防がれる
わけではないため、攻撃側はアルヴェド傷も期待できる。　これは
reevなどを直接削ったり、士気の低下などの精神的ダメージを与え
ることにも貢献している。　　・ダメージ算出法（ノア）　　tilmaや
pialesに当たるものがないので防御量は存在しない。　じかに milxe
を削る。ダメージは bcain*4で求める。　効率は良いが、ノア自体
量が少なく、素手や爪などで当てねばならないため、難しい。　　
bcainは体の表面からほとんど出ないため、接触時に相手の体に移る。
　この際 bcainを２０％ほど廃棄する。修行によっても異なる。　
ノアは体を訓練すると効率が良くなり量も増えるので、鍛えると廃
棄率は低くなる。鍛えなければ半分以上廃棄してしまう。　なお、
爪などの武器のほうが効率が良く、廃棄率が低い。　　・ダメージ
算出法（アルマ）　　じかに milxeを削る。arma*16で計算する。　逆
に防御側がアルマを使用した場合、自分の tilmaや piales以前に働き、
arma*16分のhanon, caspel, bcainを削り、arma*1分の armaを削る。　従っ
て１アルマの攻撃を１アルマで防ぐと、攻防ともに１アルマずつ失
うことになる。　　　・魔物学　　主に魔物の生態や特徴を調べる
分野で、zgに端を発する。　人間は魔物よりも弱いため、効率よく
戦うためにこれを分析する必要があった。　　kkや smで花咲き、rd
でも華やいだ。　特に学者だけでなく旅人にも広く知られ、非常に
実用的な分野であった。　　selesの遺伝子、月光蟲など、魔法学の
別の分野と組み合わせて論じられることも多い。　　・怪獣図鑑　
　rdでそれまでの魔物学の成果を元に、さらにリュウらが自分たち
の旅で得た成果を加えて図鑑にしたもの。　リュウ編纂で、絵はオ
ヴィ、それとその後に加わったミルフが担当した。　魔物の特徴や
属性、envelenの mest計測値などが書かれている。　　怪獣図鑑は la

nsklelという。主に悪魔が載っているが、神なども載ることがある。
　鋭い人は linsでは？と思われるだろうが、ヒュート語で悪魔が
lans。アルバザード人もよく linsでは？と混同する。　　　・魔法の
種類　　lusia　　・体格と幻晄　　一般に幼児や老人は幻晄が少な
く、若者は多い。子供は未熟なため少なく、老人は老いたため少ない。
　思春期から３０代までが最も強い。およそ体力と同じである。　
　ユノは一般に体格が大きく腕力があるほうが多い。　ただしユノ
はノアと違って体格だけで判断しづらいことがある。というのも、
小柄なのに爆弾のように元気でユノの多い人もいるからだ。　結局
のところユノははつらつとして元気な人に多い。元気な人は一般に
運動が好きで体格も良い確率が高い。それゆえ体格が大きいほうが
ユノを持ちやすいと述べたにすぎない。　性別では男性のほうが多
い。　　ヴィルは知的な人に多い。神経が細やかで几帳面で繊細で
傷つきやすい人に多い。鈍感な人には少ない。　また体格的には痩
せ型で小柄なほど多い傾向にある。　性別では女性のほうが多い。
　　ノアは筋肉がしなやかで引き締まっているほうが多い。これは
ユノと違ってほぼ体の問題である。　一般に bcainは男性に多く、kl
enasは女性に多い。　　アルマは心身ともにバランスの取れた人に
多い。　　ユーマの一族の中にはヴィードの量が非常に多い特異体
質がいる。たいていは神の血が入っていることが多いのだが、彼ら
には身体的な特徴がある。それは華奢で動物としての力が弱い点で
ある。　今までの歴史を振り返ると、筋骨隆々なタイプや太ったタ
イプは特異体質に存在しない。メテ然り、アルシェ然り、ソーン然り、
アシェット然り、ミロク然りである。　その理由は恐らく幻晄の強
さで生きていけるので腕力に頼らなくて済むからではないかと想像
されている。腕力が不要であれば小柄や華奢であるほうが必要なカ
ロリーも少なく、より少ない食糧で生存でき、合理的である。動物
であれば体力的に弱ければ生き残れないのでしばしば大きいほうが
有利である。　また寒い地域のほうが表面積を大きくして体温をで
きるだけ下げないよう体格が大きくなるが、それも強力な幻晄があ
れば生存を脅かさないので必要ない。寒い地域は食糧が乏しいので、
温度の問題をクリアできればむしろ小柄なほうが生存できる。　幻
晄のおかげで外敵や温度からは身を守れても、食糧とカロリー摂取
だけはどうにもならない。ならば強力な幻晄を持っている個体は小
柄なほうが有利であり、そのため歴史上の特異体質は皆華奢だった
のではないかと考えられる。　　・魔法分類学　　zgに萌芽。sm,rd
で大成。　　効果：黒、白……→ elfer　難易：難合、易合、無標は
並合　属性：闇、水……　段位：上位、中位……　　上記の分類項
目に従って分類。　属性、段位、難易、効果の順に付ける。「闇の上
位難合黒魔法」のように。　　＜余禄＞　　・魔法体　　魔法体と
は魔法性を帯びた物質で、ほとんどの物質がこれに当たる。　中で
も特に魔法学で多用されるものを指すことが多い。　主な魔法体は
以下の通り。　　●金属系　　錫：ユノを蓄える　金：ヴィルを蓄
える　鋼：ノアを蓄える　　鉄：ユノをよく通す　銀：ヴィルをよ
く通す　青銅：ノアをよく通す　　銅：魔晄をゆっくり揮発させる
　　ホワイトゴールド：ヴィルを蓄える　　レニウム：ガレットを
遮断する　　バナジウム：１を帯晄　ニオブ：２を帯晄　タンタル：
３を帯晄　ドブニウム：４を帯晄　　金銀鉄青銅（アミュレット）：
seejiを保存　　白金：ヴィルを非常によく通す　　コバルト：平板
ガレットを蓄えてＮ極、ゼロガレットを蓄えてＳ極を持つ　　チタ
ンレニウム合金（テンペスト）：１～４のいずれでも月光蟲を起こせ
る　　鉛：銀などに混ぜることで放晄傾向を逆転　　●鉱物系　　
水晶（石英）：月光蟲を起こす　　氷晶石：放晄傾向が弱く、脱晄に
使う　　菱沸石：崩月を起こす　　蛍石：セレスを単蓄　　●宝石
系　　サファイア：ユノの重合限界値を高める　ムーンストーン：
ヴィルの重合限界値を高める　ジルコン：ノアの重合限界値を高め
る　　ルビー：ヴィルを蓄える。また、放射性を持つ　エメラルド：
複写性を持ったルビー　　ダイアモンド：白金橋に使う　　トルマ
リン：魔動回路に使う。ゼロガレットを白金に渡す　　●動物系　
　牛革：ノアを通す　　●植物系　　琥珀：魔封石　　木：ユノを
やや蓄える。樫などの硬い木のほうが蓄えやすい。　　●自然系　
　月光：月光蟲や崩月を起こす。ヴィルの回復を促進　　日光：ユ
ノの回復を促進　　＜カルディアの魔法と地球の魔法＞　　魔法は
２種類あると思う。　　ひとつは錬金術のような「何と何を混ぜる
とどうなる」といったものや、呪文や魔方陣のように「こういった
言葉や図形を書くとこのような効果がある」といったものである。
　これは経験的、人文、文系、東洋医学的に感じられる。　ほとん
どの魔法の市販書籍はこのタイプに思える。　　そしてひとつは解
析魔晄学のような理論的な分野である。　これは科学、理系、西洋
医学的に感じられる。　恐らくアルカを見て面白いと思うような人
は魔法理論もこちらのほうが好きなのではないか。どちらかという
とセレンに感性が似ているように思える。　　カルディアの場合、
どちらも備えているというのが恐らく特徴だろう。　地球の場合、
だいたい前者しかないものが多いように思われる。　後者の理系的
なほうを備えた魔法学というのは見たことがない。　が、魔法は人
気のある分野なので、ウチが世界初とも思えない。　　ただ、カルディ
アの魔法が世界初な面もあると思う。　それは土台となる歴史、世
界観、言語が詳細にわたって備わっている点である。　　＜魔法学
ができるまで＞　　地球では魔法学は 21年に主にセレンが作った。
　それまでのヴィード論などを統廃合し、設定を大幅に加えた。なお、
それまでのものはリディアが主幹である。　　セレンは子供のころ
から魔法が好きで、機械物には興味がなかった。魔法物のアニメば
かり見ていた。　（今でも機械物は苦手。戦争物も苦手。動物が人間
のように振舞う（ＤＢのウーロンのような）物も不気味に感じてし
まって苦手。だからディズニーが非常に苦手。それゆえrdでも動物っ
ぽい人はあまり出てこない。ただし人に猫耳がついた程度ならなぜ
か逆に好きになる）　ＦＦとＤＱ世代なので、魔法の大まかなイメー
ジはこれらのものである。特にＳＦＣまでのＦＦが幻想の原風景で
ある。　　魔法学自体はアプリオリだが、影響は受けている。影響
と流用の違いは言語論等で述べているので別途参照のこと。　影響
は例えば「ゥリーデャ」という名前の少女がいつの間にやら「リディ
ア」で正式になっている点などに現れている。多段魔法やＭＰの
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nalfeなども影響が色濃い。　ちなみにメルは dolmiyuの草案を読ん
で、ＦＦの影響を残したいのだというセレンの思惑を一瞬で見抜い
た。それくらいセレンはこのゲームに傾倒していたといえる。　し
ばしばアルカは影響すら排他しようとする傾向があるのにここだけ
は残そうとしたのは、きっとそれだけ心の中の思い出を占める割合
が大きいのだと思う。　　セレンの魔法好きは少し異常だった。　
小６のころ、「魔法使いになるために」というような感じのタイトル
の本を読んだが、それを読めば本当になれると思って買ったのがポ
イントだ。　なれると思って期待したが、そのような内容の本でな
くがっかりした。よく覚えていないが小説だったかもしれない。　
子供文庫みたいなもので、新書くらいのサイズで、白い表紙の本だっ
たような気がする。　　中２のころ、「魔術の事典」というような文
言の入った長いタイトルで、オレンジと茶色の間の色の表紙の本を
買った。５０００円くらいして、分厚い本だった。　今の子供はど
うだか知らないが、当時の子供が買うようなものではなかった。　
しかしこれも期待はずれだった。錬金術的なことや呪文的なことし
か書いてなかったからだ（と思う）。　　要するにセレンは魔法の仕
組みを知りたかったのだ。dolmiyuでいうガレットのような量子論
や解析魔晄学のような「魔法の仕組み」そのものを知りたかった。
　経験論でなく自分で仕組みを知って演繹できるようにしたかった
のだ。　また、アイテムというより魔法を撃つほうに興味があった
ことも落胆の原因のひとつだ。　簡単に言えば、「ポーションの作り
方はどうでもいいから、とっととファイアの撃ち方を教えてくれ！」
と思っていたわけだ。　　それ以降、どことなく魔法の本というと
東洋医学的な経験知の集合というイメージを持ってしまった。まぁ
実際書店を見るとそうなのだけれども。　それで、自分で作るとき
は科学のような理論にしたいと思った。　めぐりめぐってそれが今
の魔法学に繋がったような気がする。　　リディアも魔法好きな空
想少女で、だいたいセレンの周りにはこの手のタイプが多い。　だ
が女の子のリディアはセレンほど理論立てて魔法を考えようとはし
なかったので、21年にセレンに主幹を譲った。　　＜魔法は存在す
るか＞　　魔法は残念ながら使えないわけだが、使えないことは存
在しないことの論理的な証明にはならない。　このことを子供のこ
ろ理解していなかった気がする。　　「使えないのは単に地球に使え
る要素がないからではないか？地球でなければ存在するのではない
か？」　そういう考えがヴィード論を生んだ。ヴィードさえあれば、
少なくともその世界では理論に基づいて魔法が使える。　というこ
とは、地球に限定しなければ魔法は存在するのではないか――など
と考えた。　　子供のころの夢を叶えるために人は大人になるのだ
と思っていた。少なくとも年を取るために大人になった人などいな
い。　魔法学を作ってみてカルディアが見えてきた。子供のころの
ぼんやりとした幻想風景が理論だった明瞭なものになり、すっきり
した。
dolme  ［娯楽］ドルメ、囲碁　［レベル］３　20:制　［文化］　ルティア人がセ
ルメルで作り上げたゲーム。発祥は謎で、いつの間にか普及していた。
ナユの将棋などと異なり、民衆から起こったと考えられている。ル
ティアでは盛んで、紗枝のような少女でもプレイするが、アルバザー
ドではレア。
dolmekia  ［工学］石器　［レベル］３　vl;/　23

doldoluuya  ［地球の国名］ジンバブエ　19:ショナ語で石の館
dolpip  ［娯楽］水切り、水きり、石投げ、ストーンスキッピング　rd;/　［レ
ベル］２　23　［文化］　水面に向かって回転をかけた石を投げて、水面で
石を跳ねさせる遊び。
dolhanoi  ［哲学］石の塔、ドルハノイ　［レベル］４　22　［文化］　学問は積
み重ねであるという考え方。先行文献を研究し、今まで先哲が築い
てきた学問の層の上に積み上げよという意味。しょせん人間一人の
力などタカが知れているので、そうしないと意味が無いという意味。
dolhap  ［物理］ドップラー効果。光のドップラー効果も含む。　［レベル］
５　19:ridia
dolhaps  ［魔物］ドルハプス（岩蜥蜴）：第二十八天：土の炎天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel　［文化］　爬族。岩のように固い皮膚を持つ灰
色の大トカゲ。窮地になると丸まって岩に模す。　喉から「ギーゴー」
という気持の悪い音を一定のリズムで出す。獲物はこの音でドルハ
プスと自分の距離を測る。これを逆用し、ドルハプスは周波数や音
量を巧みに操って、獲物に「あ、今ドルハプスが去っていった」と
思わせ、油断させる。そこを強襲し、獲物を狩る。　咬まれると石
化する。アシェットではオヴィが噛まれ、石化しかけた。リュウは
ここからドップラー効果を見つけた。
dollo  ［形容詞］［ネガティブ］頑固な、忠告を聞かない、話が分からない、話
の分からない、意固地な、考えを変えない、偏屈な、頭の硬い　［名詞］
石頭　［類義語］velante　［レベル］３　20:日本語と同じ発想。　【用例】　an 
lut lo mesa total yul "tu et to xalt arka sei. an leixes tu a diaklel sei". 
ladan e klel et soa selan na. yan an siina nos l'et dollo soa da. どんな
状況にあろうと、常に「これアルカで何ていうのかな。これ、幻日
に登録したっけ？」と考える。辞書編集者というのはそういう人種
なのだろう。それで僕はそういう偏屈な自分が好きである（seren ar
bazard）
dola  ［建築］ピラミッド、角錐　［レベル］３　13:制 :古 :doluuya（館）から。
この幻字がピラミッド型。
dolakad  ［地球の国名］エジプト　［レベル］５　19:ピラミッドで有名
dole  ［被服］アビ　rt;コートを意味する民衆の俗語から。　24

dolet  ［ネガティブ］［形容詞］売れない　［類義語］kloxet　［反意語］　［レベル］４　
rd;dol/te「石のように無価値な」　23　［文化］　kloxet

doles  ［普通動名詞］組版　［動詞］yulを組版する、組版する　rd;dolk/sev
　24
doluuya  ［建築］館、屋敷、お屋敷　［レベル］２　f;e　古 :doluuya　［語法］
　大きな個人宅のこと。アルシェの家は集合住宅に近い造りなので、

doluuyaではない。
doa  ［経済］財、財産　［レベル］３　13:制 :sorn:ludoas（経済学の用語での
財産）。ludはアルシェの ludo（宝石）　【成句】　taf doa kolset vernsaal 
ヴェルンサールの悲劇を利用して財産を成す：災いを転じて福とな
す。クルノース家などのこと。 　【用例】　la til akis, alfi til doa. 彼は
土地持ちなので財産があるんだ。
doal  ［経済］資産　［レベル］４　19:doa

doo  ［感動詞］じゃあね　［レベル］２　14:制 :a'doovaの略形　［語法］　doova
よりくだけている。
doova  ［感動詞］さようなら、バイバイ、ばいばい　［レベル］２　f:saal;doo
va.e（次）「また次に（会おう）」の意でサールガ使った。　14:制 :古 :
a'doova（また次に、また今度、また今度会おう）が原義。　doova:do
ova:
doovaxook  ［名詞］別れの挨拶　［レベル］２　19:lein　［語法］　日本人よりア
ルバザード人は会話好きなので、別れは挨拶でなく会話。日本人は
別れのときに皆まで言うな状態になるのを良しとするが、アルバザー
ド人は悔いがないようにすべて話していく。
dooma  ［俗語］まぬけ、間抜け、マヌケ、どじ、ドジ、うすのろ、ウスノロ、
あんぽんたん、ばか、バカ、あほ、アホ、阿呆　［レベル］２　古 :doova
の言い誤りからか。　［語法］　罵倒語にしては好意を込めた言い方で、
ユンクでも時と場合によっては使う。
dooman  ［俗語］アホの子　［レベル］２　20:melidia xier

doolat  ［建築］昇降口　［レベル］２　20:「バイバイする入り口」　［語法］　外
部にキャンパスを持っている建物の出入り口。学校にはあるが、オ
フィスには通常ない。dekoを持っていないと成立しない。マンショ
ンの出入り口は lestlat。
de  ［動詞］yulでない、～でない。否定の繋辞。　［レベル］１　古 :古で
は繋辞だった。繋辞の否定が denaであり、これが短くなって denに
なった。denは繋辞の否定として使われたがやがて本動詞に前置し
て否定の副詞となった。新では denは禁止で使い、etは繋辞として
使う。否定の副詞は enであり、enを否定の繋辞として使うと肯定
の繋辞の etと区別がつかない。かといって denなどは禁止で使って
いる。そこで肯定として使っていた元祖繋辞の deを否定にし、新ア
ルカに甦らせた。
de(2)  ［文末純詞］文末純詞 decの標準形　［レベル］１　19:teolon

de(3)  ［南方］［動詞］et　古
de,f  et　e

det  de/at　19:melidia alis

detes  ［動詞］なっていなかった。過去継続相の否定の繋辞。　［レベル］
２　rd;/　23
dek  de/ik　19

deko  ［名詞］内側、内　［建築］構内、内部、校庭、キャンパス　［反意語］
gote　［レベル］２　13:制 :古 :despakekko（来てはならない）　［語法］　マ
ンションの内部や家の中など、敷地の中であることを示す。建物の
中というより、敷地の中という意味で使われる。ka deko e raと pot 
raでは、敷地を意識しているか空間を意識しているかの違いがある。
ここはウチの家だからよそものが勝手に入るなという場合、前者を
使う。家の中は暑いねという場合は後者を使う。　［文化］　芝生など
が植えられ、憩いの場となる。軒のあるところもある。遊具はない。
昼休みには生徒が校庭に出て、遊んだり寝たりする。
dekotim  ［地学］内核　vl;/　23

dekokap  ［名詞］内線電話　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

dekosevn  ［生物］結合組織、支持組織　rt;/　24

dekomox  ［数学］内接　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

dex  ［動詞］yulを許さない、許さない　［反意語］xilhi　［レベル］２　14:ser
en:klel:dox　［文化］　許さないからといって復讐するという意味では必
ずしもない。日本語にはこれに当たる単語がない。
dexal  ［感動詞］うそーっ！　［アクセント］dexAl　［レベル］２　古 :dexal。元は
denxal（存在しない（存在し得ない））。5年ごろかあるいはそれ以降
にはリディアが使い出していたと思われる古アルカの感動詞。
des  de/es　19

des(2)  ［化学］アシル基を持つ種　19:despa/asl

dest  ［名詞］お布施、布施、おふせ　［動詞］yul（お布施）を aに払う、
払う　［レベル］４　zg;dist.k　23

desk  ［動詞］yulを a（場所）に iしないように乃至 iという場所から出
ないように牽制する、牽制する、けん制する、封じる、制する、封
じ込める　［動詞］抑えておく、押さえておく、仮に予約しておく、仮
にアポっておく。予約の一歩手前。　［普通動名詞］仮押さえ、アポ、ア
ポイントメント、仮予約　［レベル］３　fv;↓　古 :desk← despa（封印）
/ketta（行く）の短縮。　［語法］　yulを aの場所から動けない状態にす
ること。あるいは aに行為を限定させること。つまり、行けるのを a
だけにするという意味。　【用例】　alfi lu deskes la i la rak van tu galt 
xed flen da. 万が一にも彼女が勝手に門を越えないよう、牽制して
いるのだ。
desklox  ［医療］腸閉塞、イレウス、腸捻転　［レベル］５　19

despa  ［名詞］封印　［動詞］yulを aに封じ込める、封じ込める、封印する
　［名詞］栓、バルブ　［名詞］シール、印、印章。ジュースの缶などにつ
いている何かの応募券などではなく、封筒に張られていて破らない
と中身が取れないようになっているシールなどを指す。前者はステッ
カーである。　［エルト］デスパ。デームスを封じ込める魔法を編み出
した。狩と封印を司る。クレーヴェルが狩りを誰かに治めさせよう
と籠から自分で生んだ息子。　［魔法］デスパ。無属性の古代魔法。対
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象を封印する。アルマディオのように複数のリングがⅩ字型になっ
て対象を取り囲む。リングには無数の封印の札が貼られている。ま
た、リングの直径と同じ大きさの透明な球が対象を取り囲み、リン
グを補強する。球の表面にリングの外側が接している位置関係にな
るので、外からはⅩ字のリングの模様のある球に対象が封じられて
いるように見える。リングは常にゆっくり回転しており、凄まじい
アルマを放っている。神々が悪魔テームスを封印したときに使った。
色はクルルグリーン (６ＦＦＦ６Ｆ )。　［組み数字］２/１１　［類義語］
yunl　［レベル］３　vs;defans.k　古　despa:despa:lu despa:hunon,alt　［文化］
　　そしてあるエルトが突然会議場に現れた。彼は青年である。彼
は 2つの籠を持っている。第一は右手にある。第二は左手にある (こ
の当時、2対の組み数字は noa(娘 ), noi(息子 )であった。同様に 4
対は eta(姉 ), eti(妹 ), eto(兄 ), ete(弟 )である )。右手の籠には魚
がいる。左手の籠には鳥がいる。　　tikno"ti et ne? anso ata-i tiz.
son ti dil-ol anso"　ティクノ「汝は誰だ？我らは今会議をしている。
だから汝は我らを邪魔するな」　　despa"xante,sal e saal.an est-e despa.
an et elt.vol an et noi e kleevel"　デスパ「すみません、サールの
長よ。私はデスパと申します。私はエルトです。そして私はクレー
ヴェルの息子です。」　　 vol fa in-i kleevel.lu wik-i,don-i lu　
　そして皆はクレーヴェルをみた。彼はうなづき彼を肯定した。　
　kleevel"ax,lu et noi e an.tal lu et xilaa.an sot-a ves lu"　クレーヴェ
ル「はい、彼は私の息子です。しかし彼は母を持ちません。私は一
人で彼を生みました。」　　despa"ax,lai.an sot-a yu lai zan et rsiila e 
tafl.lai fit-a viid e nan al yuka fent,sot-a an im la na-a nan xat-e rs
iila e tafl"　デスパ「はい、父よ。私は狩りの司となるため父に生み
出されました。父は自らのヴィードを鉄の籠に与え、彼が狩りの司
を必要と感じたとき私を生みました。」　　kleevel"ax,anso tafl-e kam da 
zan xonas kok? vol an os-a anso xat-e rsiila e tafl.son an fit-a viid 
al yuka,sot-a lu.hai,despa,ti ket-in koo zan to?"　クレーヴェル「はい、
私たちは食べるためにたくさんの獣を狩るだろう？そして私は私た
ちは狩りの司が必要だと考えました。だから私は檻にヴィードを与
えて、彼を生みました。ところで、デスパ、お前は何のためにここ
に来たのだ？」　　despa"zan dal-e tiso,lai.an et rsiila e tafl.fa xat-e 
yuka tot tafl.alfi,an axk-e yuka tan"　デスパ「あなた方を助けるため
にです、父よ。私は狩りの司。皆が狩りのための檻を必要としてい
る。つまり、私は檻にもたくみです。」　【成句】　ol despa beezel, son 
al ilva. ベーゼルを封印したならイルヴァまで：毒を食らわば皿まで。
取り越し苦労をするな。橋にさしかかったら渡れ：一度ベーゼルを
封印したアルミヴァは、いまさら退くことができないので、殺され
る前に残るソームを封印しなければならなかった。　ar despa 封印
をする　is despa a yulius ユリウスの封印を解く
despan  ［名詞］電話などのダイアル、ダイヤル　［レベル］３　古 :despania（デ
スパニア）
despana  ［地名］デスパナ。ソーンの使徒ヴァルベスの支配地　［アクセント］
despanA　［レベル］４　15:制 :古 :despa(封印 )から
despana(2)  ［アトラスの国家］デスパナ　［アクセント］despanA　［レベル］４　制　［文
化］　面積：1290935.401114 km^2

despania  ［名詞］デスパニア。ルシーラとハルマが１４人で特定の位置
に座すこと。　［レベル］４　古 :despania（１４人が一定の位置に座し
た形）　［文化］　ルシーラとハルマが１４人で特定の位置に座すこと。
また、その座り方やその図形。　１９９８年６月５日付の『赤アン
クノット』の記述にメテの陣と、それを基にしたデスパニアが描か
れている。　前者は細かく書いてあるが、デスパニアについては乏
しい。メテの陣と同じとも読み取れるが、怪しい。　前者は六芒星
なので小さな三角形を作れ、その中に使徒を置くことができる。だ
が後者は閉じた図形ではないただの線なので中で区切った小さい三
角形に使徒を入れられない。　そこでアルシェはデスパニアをする
場合は三角形ではなく線上に使徒を配置していた。かつてルージュ
が参加していないときはアルシェはセレンを抜かした１２人の使徒
でデスパニアを作っていた。　　・制アルカ時代の幻日辞典の記述（24
に再録）　　ルシーラとハルマが 14人で特定の位置に座すこと。また、
その座り方やその図形　１９９８年６月５日付の『赤アンクノット』
の記述にメテの陣と、それを基にしたデスパニアが描かれている　
前者は細かく書いてあるが、デスパニアについては乏しい。メテの
陣と同じとも読み取れるが、怪しい　前者は六芒星なので小さな三
角形を作れ、その中に使徒を置ける。だが後者は閉じた図形ではな
いただの線なので中で区切った小さい三角形に使徒を入れられない
　そこでアルシェはデスパニアをする場合は三角形ではなく線上に
使徒を配置していた　かつてルージュが参加していないときはアル
シェはセレンを抜かした１２人の使徒でデスパニアを作っていた　
デスパの文字は一番上から書き始める。一筆書きだから間違えよう
が無いが、まず左下に行き、右に折れ……と進んで、最後は左上の
頂点に線が水平にぶつかって終わる　これを描いていくと線と線の
交点ができる。この交点にそれぞれ順番をつける。まず左下へ向か
う一番初めの線上で交点が５個できる　書きはじめの頂点が１で、
左下の頂点が５になり、その間に必ず２，３，４の交点が生まれるは
ずだ　次に右に向かう水平な線を引くことになるが、この線には６，
７が交点に並び、８が右下の頂点になる　次は左上に線を進める。
まず９ができ、さっき作った３を飛ばして左上の頂点にたどり着き、
そこを１０にする　次に右下に線を進めるが、既に４，６が交点にあ
るのでここは飛ばすと、真下の頂点が１１になる　次に右上に進む。
７，９の交点を飛ばして右上が１２になる　で、左向きに水平な線を
引くと２，１０を飛ばして線がつながり、デスパが終わる　ルージュ
がいないときはこれで満足してたんだが、１３番が必要になったの
で困り、１と８を繋ぐ補助線を仮定した。こうするとデスパは六芒
星に見えるようにもなる　その補助線を引くと１０，２，１２がある
水平な線と補助線がぶつかるところがでてくる。デスパの書き順か
らいって１２の次にあたる箇所なのでここを１３とする　最後にセ
レンを置く場合、その位置は仮定した六芒星の中心である　　・旧
版アルディアによる使徒の配置（戦闘的配置であって儀式的なデス

パニアの配置ではない）　　＜デスパニア＞　　　ここはアシェル
フィの家。俺は自室を出ると、紅茶を飲みに居間へ向かった。　　
居間に入ると大きな食卓にリディアが座っていた。　「よお、リディ
ア」　「あ、セレン君。何か飲みにきたの？」　「紅茶を」　「あ、座って。
いま淹れてあげるから」　　かたっと立ち上がるリディア。　「悪い
ね」　　リディアの横に座る。何か紙が置いてある。　「勉強してた
のか？」　「ううん」台所から声が聞こえる「勉強じゃなくて戦略」　
「珍しいな、居間でなんて」　「私もおなかすいちゃって何か食べよう
かなって思ってたの」　　リディアはクラッカーと紅茶を持ってきて
座った。　　「この紙さ、使徒の名前が書いてあるな」　「戦闘時、使
徒をどのように配置すれば一番かなって思って」　「なるほどね、陣
形か。んー、いまのところ全員円形に配置されてるね。14人で円を
描いてるみたいだ」　「でもそれ問題なのよ。使徒の個性が出てない
から、弱いところで突破されやすくて」　「これは攻めの陣形？守
り？」　「オールマイティなのを 1つ作っておきたいの」　「じゃあ攻め
にも守りにもか。基本的に上側ってゆうか前側を攻めにすればいい
よな。進行方向が攻めの方が自然だ」　「そうだね。そうすると後ろ
は防御だね」　「円形で組むのはよくないな。要所要所に配置しよう」
　「そうだね」といってリディアは紙に何度か文字を書いては消した。
　　「……多分、こんな感じでどうかなぁ」　「ごちゃごちゃしてるな。
中央先端部はお前なのか」　「うん、砲台だからね。黒魔法と召喚魔
法で」　「なるほど。中央左翼は集まってるな。オヴィ、クリス、ギ
ルか。古参ばかりだな」　「彼らは切り込み隊長のオヴィ君を始めと
して、接近戦が得意でしょ。集まって攻撃してほしいの。砲台には
なれないから。あと、人数を固めたのは砲台の私が攻撃されたとき
に守りやすくするためよ」　「なるほど。それで、前の左翼はパールか。
これはアルマレットの砲台か？」　「パールは魔法も武器も中くらい
だからね、砲台としては不完全よ。だからオヴィ君たちに加勢もで
きる位置にしたの。半砲台ってところね」　「よくできてるなぁ。と
ころで右翼は過疎だな。ファーヴァしかいない。アゼルの砲台って
ことか」　「そう」　「危なくないか？中央に持ってきたほうが」　「中
央じゃ味方が魔法陣に巻き込まれちゃうよ」　「そりゃそうか。でも
護衛がルージュじゃ心もとないな」　「でも彼はオヴィ君やクリスに
傾倒してるから、アニキやアネゴの役回りをくれっていつもうるさ
いでしょう？」　「確かに。まぁ、それにあの魔法陣は強力すぎるから、
人を遠ざけたほうがいいのは賛成だ。ところで中央は俺なのか？」　
　と言ったところでメルが入ってきた。　　「おう、メルも座れ」　「う
ん」といって座るメル。事情を説明する。　「お兄ちゃんは中央でしょ、
立場上」　「あとは後方よねぇ」　「うーん、メルが思うに、この図は
ちょっと見にくいね」　　そう言ってメルはさくさくと配置を変え
た。懸案事項だった後方も決め、前衛の位置もずらした。　　そし
て「で、ここからが面白いよ」といって使徒同士に線を引いた。　
「あっ、デスパだ」リディアが声をあげる。　「そう、面白いことに
デスパの形になるんだよね。しかも書き順どおりに使徒が並ぶ」　セ
レン「流石だな、メル」　　頭を撫でられるとメルは嬉しそうに微笑
む。　メル「後方左翼はフルミネアお姉ちゃん。ユノが多いから、
防御に向いてるの。回復役もできるしね。後方支援としてここに置
いておきたいの」　「うん。リュウはその右か。リュウは接近戦タイ
プの中でもとりわけ強いから前衛の方がいいんじゃないのか」　「後
方に 1人接近戦に強い人を置いておかないとお姉ちゃんたちを守れな
いから」　「あ、そうか。それと、一番尻尾はミクちゃんか。彼女で
大丈夫か」　「非力なミクお姉ちゃんには一番後ろで隠れててほしい
から。回復役もできるし、お姉ちゃんにしか使えない特殊な古代魔
法があるしね」　リディア「問題は防御力が弱いことよね。防衛には
向かないわ」　「それでリュウお兄ちゃんを置いてるの。フルミネア
お姉ちゃんが壁になって、リュウお兄ちゃんが盾になるよ」　「そりゃ
いいな。で、お前はリュウの右、ミクちゃんの右上か」　「うん、メ
ルも力ないからね。魔法タイプだけど時魔法は補助魔法に近いし、
後方支援の方が向いてるのよ」　「お前はミクちゃんとは違った特殊
な魔法の使い手だし、彼女よりもヴィルが強くて魔法の分野も広い
からな。後方に向いてる」　「あと、お兄ちゃんの近くがいいし。ほ
ら見て、お姉ちゃんよりメルとのほうが距離が近いのよ、この布陣」
　　ふふっと笑うと、リディアがむっとした顔でメルを見た。　リ
ディア「……この布陣、きらい」　セレン「そんなこと言うなよ」リディ
アの腕を引っ張って耳打ちする「この布陣だとお前の背中を守って
やれるのは俺だけだぞ」　リディア「……これ、採用しよ」　メル
「……」　　セレン「あとは後方右翼か。ラルドゥラね……」　メル「固
すぎるでしょ。だから防御として最適な布陣でもあるのよ」　「ファー
ヴァと変えられないんだよな」　「砲台は前じゃないと意味ないから
ね。ラルドゥラお兄ちゃんがいれば後方は絶対崩せないよ。ミクお
姉ちゃんも安泰」　　そのとき、リュウが居間に入ってきた。事情を
説明すると、リュウは立ったまま面白そうに布陣を見つめた。　リュ
ウ「こりゃいいですね。何という布陣ですか」　リディア「デスパニ
アって呼ぶことにしようと思うの」　セレン「おぉ、そりゃいいな。
ぴったりだ」　リュウ「ときにメル、この布陣、あなたならどうやっ
て崩しますか」　「ルージュから」　セレン「おいおい、嫌いだからっ
てｗ」　「違うよ。メルが敵ならルージュを叩く。事実あいつは弱い。
そしてルージュのポイントは砲台であるお姉ちゃんとファーヴァお
姉ちゃんを守らなきゃいけないポイントなの。お姉ちゃんを叩けば
オヴィお兄ちゃんたちに攻撃される。だからお姉ちゃんは無理。　
　となるとファーヴァお姉ちゃんかルージュなのよ。ファーヴァお
姉ちゃんは魔法陣を完成させるまでは無防備だから叩きやすい。た
だ、魔法陣ができた瞬間吹き飛ばされるからおいそれとは近づけな
い。それにルージュの邪魔も入る。じゃあまずはルージュを叩けば
いい。ルージュがいなくなればファーヴァお姉ちゃんを守る人間は
いない。そうなると無防備で魔法を唱えてるファーヴァお姉ちゃん
を潰せる」　セレン「なるほど。すると前方右翼が潰れるわけか」　
リディア「後方からはどう？」　メル「無理よ。右翼はラルドゥラお
兄ちゃんがいる時点で不可能でしょ。左翼から行くしかない。だけ
どフルミネアお姉ちゃんの壁は鉄壁だし、ましてリュウお兄ちゃん
もいる。潰すならミクお姉ちゃんだけど、リュウお兄ちゃんの接近
戦闘員と、メルみたいな魔道士が守ってるから潰しにくい」　リディ
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ア「メルから潰すっていうのは？」　メル「だから横にラルドゥラお
兄ちゃんを置いてるんじゃない」　リディア「なるほど。じゃあデス
パニアの急所は右肩、ルージュか」　メル「そこが致命的ね。過疎の
くせに弱すぎるのよ」　リュウ「かといってほかの要因と交換するほ
ど他のポイントも余力はないですね」　メル「ま、問題はあいつがい
かに成長するかよね」　セレン「うーむ……。もしくは砲台としての
リディアとファーヴァ自身が能力を高めるかか」　メル「現状だと
そっちのほうがまだ望みありそうよ」　　メルはため息をついた。　
セレン「あとは、まぁ、俺が中央にいるのでどこにでも出っ張れる
だろ。ルージュの方をガードして、共闘するってところか」　リディ
ア「セレン君がいれば鉄壁だけど、もったいないね」　メル「それに
ルージュはお兄ちゃんに懐いてないしなぁ」　セレン「だがまぁ俺が
事実上リディアとファーヴァを守るルージュのポジションに付くし
かないだろ」　リュウ「しかし、それが実現すればこのデスパニアは
最強ですね。最も効率が良いです。それにしても流石はメル。大し
た図形能力です」　　するとメルはうすーく笑みを浮かべた。　　
「ねぇ……」リディアがひきつった笑みを浮かべた。　「どうした？」
　「さっきから誰もザナ君に言及してないんだけど……」　　　ひと
しきり笑った後、メルが一言「まぁ弱点には違わないけど、ラルドゥ
ラお兄ちゃんとお兄ちゃんがいるから大丈夫でしょ。それにルージュ
よりは全然強いし」とだけコメントした。　

despareim  ［魔法］地縛霊　［レベル］４　22

despel  ［名詞］デスペル。デスパ式封筒　［魔法］［名詞］結界。デスパに使
う結界。　［レベル］４　16:制 :古の語根から造語。despa/hek/alから。　［文化］
　＜封筒＞　六角形の封筒。紙を折ったりして作る。留めピンやテー
プがなくとも中身が粉でもないかぎり落ちないという利点がある。
表には中身を封じていることを表わすためにデスパの字を象った線
を引く。デスペルには手紙だけでなく金銭、小物なども入れられる。
　　＜結界＞　srのカルセールとメディアンでは魔法陣を巨大化し
た結界が作られた。大量のヴィードを長期にわたって少しずつ取り
出せるため、戦闘よりも社会インフラに使われた。　cvになるとメ
ディアン、特にカルセールは激戦地となった。もともと神々の戦い
であって人間は無関係なので人間にしてみればいい迷惑である。か
といって力で勝る神を追い出すこともできず、結局結界を作れるよ
うな有能な人材は次々と国外へ脱出した。神はこの便利な人間を逃
がすはずもなかったが、かといって一人残さず捕まえるのもまた無
理な話である。　わらわらと逃げる結界師と捕まる結界師。逃げた
結界師はケヴェアを行先に選んだ。cvではアルカットはエルトとサー
ルに、サヴィアはエルトに支配されている。アデントは未開の地で、
ファベルは遠い。こうして結界師はケヴェアに渡った。アルカット
に残らされた結界師は人間なので寿命がある。さらに戦禍に巻き込
まれるなどして数を減らしていったこともあり、結界の花形はケヴェ
アに移っていくことになる。　　zgのメディアンでバルマージュが
できるころには結界はだいぶ廃れており、さらにバルマージュ以降
は魔物の飼いならしに特化していったため、魔法陣や結界はメディ
アンでさらに下火になっていった。　現在では魔法陣や結界という
と主にケヴェア、それと cv以降にサヴィアに北上した民族の分を指
す。　　cv以降に結界師がサヴィアに北上したため、アルハノンは
当時のシージアに流入。シージア人は幼字のほかにアルハノンも持
つことになる。　シージアでは幼字、アルハノン、響字の順で流入
したことになる。ただしアルハノンは外来語とともに入ったにすぎ
ず、シージア人が幼字を捨ててアルハノンを採択したということは
ない。２０１０における日本でのハングルのようなもので、街中に
ありはするが日本語の表記法として採用されていないのと同じ状態
である。
despelflia  ［魔法］結界水晶、結晶　［レベル］５　18　［文化］　結界上に置

かれる点のこと。結晶は石でも木に刻むでも何でもよい。水晶と呼
ばれてるのは『ミールの書』でデスパを完成させるのに必要だった
のが水晶だったことから。
despelan  ［魔法］［ジョブ］結界師　［レベル］４　19:ridia　［文化］　結界を張る
ことに精通している専門の魔導師。
desa  ［化学］アシル基　19

den  ［法副詞］～しないで、～するな　den,f.axek　［レベル］１　古 :den（～
でない）　jan,f(den) na,f(xin) fv以降、janが滅んで naが denと
xinの両方を兼ねるように :na:　［語法］　re　前置する。命令は動詞の
みだとニュートラルで、reが付くと語気が強いという区別がある。
だが denにはその区別がない。何もつけないと命令になってしまい、
禁止の意味を表せないからである。従ってニュートラルな場合でも
denをつける。
den(2)  ［南方］［動詞］de　［レベル］３　古
den,f  en　elt;de/n「～である /沈黙を意味する音象徴の n」→「～
である /肯定しない（沈黙する）」→「肯定しない」→「否定」
dent  ［代詞］［arden］俺の　［レベル］１　21:zana:der/ant

denk  ［形容詞］暗黙、言外の　［反意語］konel　［レベル］４　13:制 :古 :denku(い
わない )　【用例】　nask{yuta} denk 暗黙の了解
dens  ［動詞］yulに kaで出くわす、出くわす、でくわす、偶然出会う、
遭遇する、エンカウントする　［普通動名詞］エンカウント、遭遇　［反意語］
aldens　［レベル］３　14:制 :恣意　【用例】　arxe densat veigan atu. そこで
アルシェの使徒はヴェイガンに遭遇した。
denam  ［医療］錯覚　［レベル］４　21:dem/na　【用例】　an tilat denam del la xa 
atu. 彼女がここにいるのかと錯覚した。
denie  ［天文］デニエ、天王星、否天　［組み数字］７/９　［レベル］３　古 :d
enie/den（～でない）/ie（両方（ここでは昼夜を指す））
denie(2)  ［地名］デニエ　21:ly「右も左もないような」　［文化］　アルバ
ザード南東部の都市。オリーブや果樹などが盛ん。
denie kateej  ［人名］デニエ＝カテージュ　19:ilmus:ridia　［語法］　レイ
ユ期の教師。アルナ大学の教師であり、かつレヴァレン党員。イシ
リウス＝ゲノスの諮問機関を務めた。生徒でありアライブ党首ギル
＝エニークの娘であるルシア＝エニークに甘言を敷き、ファミィ＝
ナオン暗殺計画のパイプ役とさせた。
denien  ［料理］ファインバージンオリーブオイル　21:「デニエの」
deno  ［植物］へちま、ヘチマ、糸瓜　［レベル］３　alakta:deno, denyol（使
えない）が原義。
deva  ［医療］外科　［レベル］３　15:desval

defa  ［料理］バーベキュー、焼肉　［レベル］２　13:制 :desfai（外で焼く）
defans  ［天文］デネブ　fv　［レベル］５　21:ridia　［文化］　fvにおいてデ
ネブが扉、アルタイルが世界、ベガが錠、大三角そのものが鍵を象
徴した。
defans,fv  omi　<>den/fia

defansten  ［天文］北十字星、北の十字、ノーザンクロス、はくちょう座（一
部）　［レベル］６　21:ridia:defans/stent

defo  ［物理］紫外線　［レベル］４　14:制 :def/paa（紫の（外の）光）
dem  ［動詞］yulを騙す、騙す、だます　［普通動名詞］騙し、詐欺、サギ、フェ
イント　［レベル］２　13:制　myae:myae

dems  ［動詞］yulを呆けさせる、呆ける、ぼーっとする、ほうける、ぼ
うっとする、きょとんとさせる　［形容詞］きょとんとした、朦朧とした、
頭が冴えない、頭がまわらない、頭が回らない　［レベル］３　19:melid
ia axte:demo/so（バカする）　【成句】　dems yun tifl seles 狐に抓まれ
たような顔をする、意外な事態に呆然とする。　【用例】　ok elet dems 
きょとんとした顔で　an et dems im fis. 今日は頭が回っていない
（冴えない）。
demrak  ［動詞］yulを出し抜く、出し抜く、抜け駆けする、抜けがけす
る　［レベル］３　rd;/「騙して追い越す」　23

demlas  ［形容詞］［ネガティブ］悪い意味で器用な、調子がいい、要領が良い、
世渡り上手な、こざかしい　［類義語］aalo　［反意語］loi　［レベル］３　20:
詐欺師の手　［語法］　巧くその場の空気に合わせて人に好かれるよう
な能力を蔑んでいう。また、貨幣の偽造テクニックなど、凄いのは
分かるがよくない器用さを指す。
demi  ［形容詞］遅い、速度が遅い、のろい　［形容詞］のろまな、とろい、
とろとろした　［魔法］デミ（スロウ）。中位時魔法。時間を歪めて敵
の速度を遅くする。　［反意語］tax　［レベル］１　rd　19:古 :demo。taxの
反対の kisは音がいかにも速そうなので避けた。　tetxi:tetxi:demi　【成
句】　［メタファー］demi yun agep カタツムリのようにのろまな
demil  ［地学］トパーズ、黄玉　［組み数字］９/１０　［レベル］４　19:dem/il
（皆を騙す）　［文化］　害の魔石。トパーズは黄色いという常識がある
が、実際にはさまざまな色があるため、それを知ったアルバザード
人が「騙された」と感じたことから。
demiem  ［普通動名詞］減速　［動詞］yulを減速する、減速する　［レベル］３
　19　［語法］　taxem

demo  ［名詞］［形容詞］［ネガティブ］馬鹿、ばか、バカ、頭のぼーっとしたバ
カ、ぽーっとしていて頭が回っていないかのような愚か者、どんく
さい、ドン臭い、どん臭い　［反意語］falef　［レベル］２　fv　13:制 :古 :d
enmelmolo(回らない頭 )。頭が働くの意味で回ると比喩したのは日本
語の感覚と同じ　demo:demo:demo　［語法］　ぼーっとしているものや、
どんくさいものに使われる。普段早くても一時的にとろとろしてい
る相手に怒って言うこともある。　【用例】　"wein, demo{teolo}! ren 
lo, etto!" 「お兄ちゃん、バカ、考えなよ！」(mel keetoia)

象を封印する。アルマディオのように複数のリングがⅩ字型になっ
て対象を取り囲む。リングには無数の封印の札が貼られている。ま
た、リングの直径と同じ大きさの透明な球が対象を取り囲み、リン
グを補強する。球の表面にリングの外側が接している位置関係にな
るので、外からはⅩ字のリングの模様のある球に対象が封じられて
いるように見える。リングは常にゆっくり回転しており、凄まじい
アルマを放っている。神々が悪魔テームスを封印したときに使った。
色はクルルグリーン (６ＦＦＦ６Ｆ )。　［組み数字］２/１１　［類義語］
yunl　［レベル］３　vs;defans.k　古　despa:despa:lu despa:hunon,alt　［文化］
　　そしてあるエルトが突然会議場に現れた。彼は青年である。彼
は 2つの籠を持っている。第一は右手にある。第二は左手にある (こ
の当時、2対の組み数字は noa(娘 ), noi(息子 )であった。同様に 4
対は eta(姉 ), eti(妹 ), eto(兄 ), ete(弟 )である )。右手の籠には魚
がいる。左手の籠には鳥がいる。　　tikno"ti et ne? anso ata-i tiz.
son ti dil-ol anso"　ティクノ「汝は誰だ？我らは今会議をしている。
だから汝は我らを邪魔するな」　　despa"xante,sal e saal.an est-e despa.
an et elt.vol an et noi e kleevel"　デスパ「すみません、サールの
長よ。私はデスパと申します。私はエルトです。そして私はクレー
ヴェルの息子です。」　　 vol fa in-i kleevel.lu wik-i,don-i lu　
　そして皆はクレーヴェルをみた。彼はうなづき彼を肯定した。　
　kleevel"ax,lu et noi e an.tal lu et xilaa.an sot-a ves lu"　クレーヴェ
ル「はい、彼は私の息子です。しかし彼は母を持ちません。私は一
人で彼を生みました。」　　despa"ax,lai.an sot-a yu lai zan et rsiila e 
tafl.lai fit-a viid e nan al yuka fent,sot-a an im la na-a nan xat-e rs
iila e tafl"　デスパ「はい、父よ。私は狩りの司となるため父に生み
出されました。父は自らのヴィードを鉄の籠に与え、彼が狩りの司
を必要と感じたとき私を生みました。」　　kleevel"ax,anso tafl-e kam da 
zan xonas kok? vol an os-a anso xat-e rsiila e tafl.son an fit-a viid 
al yuka,sot-a lu.hai,despa,ti ket-in koo zan to?"　クレーヴェル「はい、
私たちは食べるためにたくさんの獣を狩るだろう？そして私は私た
ちは狩りの司が必要だと考えました。だから私は檻にヴィードを与
えて、彼を生みました。ところで、デスパ、お前は何のためにここ
に来たのだ？」　　despa"zan dal-e tiso,lai.an et rsiila e tafl.fa xat-e 
yuka tot tafl.alfi,an axk-e yuka tan"　デスパ「あなた方を助けるため
にです、父よ。私は狩りの司。皆が狩りのための檻を必要としてい
る。つまり、私は檻にもたくみです。」　【成句】　ol despa beezel, son 
al ilva. ベーゼルを封印したならイルヴァまで：毒を食らわば皿まで。
取り越し苦労をするな。橋にさしかかったら渡れ：一度ベーゼルを
封印したアルミヴァは、いまさら退くことができないので、殺され
る前に残るソームを封印しなければならなかった。　ar despa 封印
をする　is despa a yulius ユリウスの封印を解く
despan  ［名詞］電話などのダイアル、ダイヤル　［レベル］３　古 :despania（デ
スパニア）
despana  ［地名］デスパナ。ソーンの使徒ヴァルベスの支配地　［アクセント］
despanA　［レベル］４　15:制 :古 :despa(封印 )から
despana(2)  ［アトラスの国家］デスパナ　［アクセント］despanA　［レベル］４　制　［文
化］　面積：1290935.401114 km^2

despania  ［名詞］デスパニア。ルシーラとハルマが１４人で特定の位置
に座すこと。　［レベル］４　古 :despania（１４人が一定の位置に座し
た形）　［文化］　ルシーラとハルマが１４人で特定の位置に座すこと。
また、その座り方やその図形。　１９９８年６月５日付の『赤アン
クノット』の記述にメテの陣と、それを基にしたデスパニアが描か
れている。　前者は細かく書いてあるが、デスパニアについては乏
しい。メテの陣と同じとも読み取れるが、怪しい。　前者は六芒星
なので小さな三角形を作れ、その中に使徒を置くことができる。だ
が後者は閉じた図形ではないただの線なので中で区切った小さい三
角形に使徒を入れられない。　そこでアルシェはデスパニアをする
場合は三角形ではなく線上に使徒を配置していた。かつてルージュ
が参加していないときはアルシェはセレンを抜かした１２人の使徒
でデスパニアを作っていた。　　・制アルカ時代の幻日辞典の記述（24
に再録）　　ルシーラとハルマが 14人で特定の位置に座すこと。また、
その座り方やその図形　１９９８年６月５日付の『赤アンクノット』
の記述にメテの陣と、それを基にしたデスパニアが描かれている　
前者は細かく書いてあるが、デスパニアについては乏しい。メテの
陣と同じとも読み取れるが、怪しい　前者は六芒星なので小さな三
角形を作れ、その中に使徒を置ける。だが後者は閉じた図形ではな
いただの線なので中で区切った小さい三角形に使徒を入れられない
　そこでアルシェはデスパニアをする場合は三角形ではなく線上に
使徒を配置していた　かつてルージュが参加していないときはアル
シェはセレンを抜かした１２人の使徒でデスパニアを作っていた　
デスパの文字は一番上から書き始める。一筆書きだから間違えよう
が無いが、まず左下に行き、右に折れ……と進んで、最後は左上の
頂点に線が水平にぶつかって終わる　これを描いていくと線と線の
交点ができる。この交点にそれぞれ順番をつける。まず左下へ向か
う一番初めの線上で交点が５個できる　書きはじめの頂点が１で、
左下の頂点が５になり、その間に必ず２，３，４の交点が生まれるは
ずだ　次に右に向かう水平な線を引くことになるが、この線には６，
７が交点に並び、８が右下の頂点になる　次は左上に線を進める。
まず９ができ、さっき作った３を飛ばして左上の頂点にたどり着き、
そこを１０にする　次に右下に線を進めるが、既に４，６が交点にあ
るのでここは飛ばすと、真下の頂点が１１になる　次に右上に進む。
７，９の交点を飛ばして右上が１２になる　で、左向きに水平な線を
引くと２，１０を飛ばして線がつながり、デスパが終わる　ルージュ
がいないときはこれで満足してたんだが、１３番が必要になったの
で困り、１と８を繋ぐ補助線を仮定した。こうするとデスパは六芒
星に見えるようにもなる　その補助線を引くと１０，２，１２がある
水平な線と補助線がぶつかるところがでてくる。デスパの書き順か
らいって１２の次にあたる箇所なのでここを１３とする　最後にセ
レンを置く場合、その位置は仮定した六芒星の中心である　　・旧
版アルディアによる使徒の配置（戦闘的配置であって儀式的なデス
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demovim  ［生物］遅筋　［レベル］５　24<22

depl  ［経済］税関　［レベル］４　古 :sorn

depi  ［植物］ナス、茄子、なすび、ナスビ、エッグプラント　［レベル］
２　14:制 :defpin（紫の棘）
depentia  ［言語］［女性］かしこ、敬具、デペンティア　［レベル］４　21:dep
ente「神に祈りを込めて」
depente  ［名詞］デペンテ、アルテに対する礼拝、祈り、呪文、デペン
テの詠唱、呪い　［医療］自己催眠　［レベル］２　f;e。dertの意。　古ア
ルカで祈るは depenteだが、depenteの元の意味がそもそも祈りの
呪文。　depente:depente:depente
deperia  ［地名］デペリア海　20:ridia:祈りの水　［文化］　アルティア・
ヒュグノー間の湾状の海。
deyom  ［名詞］シャッター。ドアの。　［名詞］シャッター。カメラの。　［レ
ベル］２　rd;deyu/homyu | rt　23　【用例】　ar deyom シャッターを下
ろす。語源的に考えて、arがシャッターを上げるではない。　ar de
yom e secar カメラのシャッターを切る
deyu  ［動詞］yulを閉める、閉める、閉じる、服を閉じる　［形容詞］閉
まっている、閉じている、店がしまっている　［反意語］hom　［医療］梗塞、
閉塞した状態　［レベル］２　19:古 :despayu（封印される）
deyutantoa  ［化学］閉殻構造　19

deyus  ［名詞］絞り、しぼり。カメラの。　［化学］絞り。顕微鏡の。　［レベル］
４　rd;deyu/so　23
deyusex  ［医療］陰唇癒合　19:seren

deyuzelo  ［医療］脳梗塞　［レベル］４　19

deyuerim  ［医療］心筋梗塞　［レベル］４　19

dec  ［文末純詞］～だ。確実、断定、言い切りの文末純詞　［レベル］１　
18:ridia:deは古の繋辞 del。cは古の強調の caから　［語法］　a

deca  ［alben］［文末純詞］dec　［レベル］１　18:ridia

der  ［代詞］［arden］俺　［レベル］１　19:古 del（男の一人称）から　［語法］
　男らしい言い方。
dert  ［宗教］［動詞］on（試験など）について yul（相手）のことを a（神
など）に祈る、yulに幸あれ、祈る、お願い事をする　［普通動名詞］祈
り、礼拝　［魔法］デルト。白魔法のうち、直接回復系を除いたもの。
　［非言語］祈る→文化欄　［レベル］２　14←古 :depente　［文化］　祈ると
きのジェスチャーは、arteに祈る場合は右手の人差指を鉤状に曲げる。
このとき、ほかの指は丸めてグーのようにしておく。その手を胸の
前１０ｃｍほどの場所に置く。胸に手を当ててもよい。　一方、alies
に祈る場合は手を合わせた状態にし、合わさりあった両手の指を互
いの指の間に滑り込ませて交差させる。要するに手を組んだ地球で
も一般的に見られる祈りのポーズである。ただし地球と異なるのは、
交差した指を伸ばしたままにしておくという点である。西洋人が祈
るときに作るグーっぽい交差した手と、日本人がやる手を合わせる
タイプのお祈りの、ちょうど中間的な身振りである。『ねこにっき』
teexの回の３コマ目でみーふぁがこのポーズをしているので参照の
こと。ちなみに伸ばした指を曲げて西洋人がやるようにしてもよい。
ただし日本人がやるような手のひらを合わせるやり方はアルバザー
ドにはない。このジェスチャーは主に aliesに対する祈りだが、広義
には arteも含む。　【用例】　an dert esk sil vadel. 雨が早く降ること
を祈る。　an dert ano em rakl. 計画通りうまくいくことを願う。　
non dert la. 彼に幸あれ。
dertka  ［宗教］祈り場　［レベル］２　19:melidia axte

dertloob  ［被服］ラウンドレット　rd;/　24　［文化］　smでできた。神に
祈る司祭たちの帽子としてでき、後に貴族の帽子になった。その命
は長く、rtまで裕福な人間が身に着けていた。現在でも古風な人は
身に付ける。
dej  ［論理］［言語］結論　［反意語］goz　［レベル］３　19:古 :deji　［文化］　
goz
del  ［接続詞］～である～。同格の接続詞。　［レベル］１　rd;deal　14:制 :
古 del, deal（～であるもの）　deal:deal:
del,f  an　elt;e

delt  ［動物］熊、くま、クマ、ベアー　［組み数字］５/５　［レベル］２　13:
制 :lakta:del　［擬声］　guoa　［文化］　→ vietrein　ティーテルと仲が良
く、蜂蜜が好きというイメージがある。
delthet  ［植物］コキア、ホウキギ、箒木　22:「熊の尻尾」
deltifa  ［地球の星座］［ユマナ］おおぐま座　24　［文化］　ifa

delk  ［地学］湾、入り江、ベイ　［形容詞］～湾。前置。　［レベル］３　lakta

dels  ［名詞］映画　［レベル］２　rt　lakta　［文化］　映画は比較的人気のある
娯楽で、恋人候補が親交を深めたり話題を作るために利用すること
が多い。日本と違って席が広く、高低もあり、前の人の頭が気にな
らない。映画館ではケータイなど、音のするものは切っておく。私
語は禁止である。映画に向かって喋りかけることもない。これは日
本と同じである。日本以外の国では映画を見て騒ぐところもあるが、
アルバザードでは騒がない。また、飲食もできない。音がうるさい
からである。これは日本とは違う。尚、席と席の間には高いついた
てがある。これをあげると隣の席と自席を隔離できる。隣が赤の他
人のときは、ついたてを上げるのが礼儀。どちらともなく気付いた
方が上げる。また、日本の席は狭く、爪先が前席の後部に当たると
いうことが良くある。途中でトイレにいく場合、横の人に足をどけ
てもらうことになる。だがこれは迷惑である。だからアルバザード
の場合、席の前に通路が必ずある。トイレを行くときはそこを通る。
通路は一段低くなっているので、身を屈めながらいけば前の人の視
界を横切ることなく移動できる。　映画館ではチケットを買って中
に入る。チケットは資源の無駄なので紙ではない。使いまわしの硬

質カードを入場券として使うか、アンセに登録する。大抵は指定席
なので所定の位置に座る。映画の料金は日本より安い。レディース
デイなどという差別的なものはないが、子供料金や学生料金はある。
映画は一本立てで、長くても二時間以内に終わる。初めに予告が入
る点は日本と同じである。尚、館内は当然暗い。　日本と違って、
映画は劇場公開とダウンロード配信が同日である。つまり、映画館
で公開される日と自宅で鑑賞できる日が同じである。映画館の利点
は大画面かつ高音質な点である。欠点は自由に一時停止や巻き戻し
できない点と、開始時刻が決められない点である。尚、ダウンロー
ドする方が映画館より値段が高い。無料のデータと違ってセキュリ
ティが固く、映画公開中は大抵コピーガードを破れない。素直に映
画館に行くかダウンロードした方が早い。更に有料情報のコピーは
罪が重く、警察もすぐ動くので割が合わない。日本はＰ２Ｐに海賊
版が流れていても検挙される確率が異常に低い。だが、アルバザー
ドでは海賊版が出回ればコピー者を徹底的に追及する。そのため、
コピーしても人に配るのは難しい。知人に手渡しで渡すくらいであ
る。だがその頃には映画の話題性も薄れているのであまりありがた
くない。だから馬鹿馬鹿しいので素直にダウンロードするか映画を
見に行く。　【用例】　an inat ke lax dels. 映画を見に行きたかった。　
an inat ke lax dels kinel. どうしても映画を見に行きたかった。
delska  ［娯楽］映画館　［レベル］２　rt;/　23

delnon  ［卑語］シックスナイン　［レベル］４　23:古アルカの一人称デル
とノンの形から
delf  ［名詞］スクリーン、銀幕、映写幕　［レベル］３　16:制 :dels/fae（映
画の幕）
delfia  ［悪魔］亜魔族、デルフィア　［レベル］３　19:ridia:adel/fia（魔族
の界）　［文化］　アトラスには全百天の魔族（魔物）がいる。しかしそ
れだけで終わりではない。例えば ailaiという魔物にはさらに細かい
下位概念があり、色々な ailaiがいる。この種のことを亜魔族という。
本辞典では［亜魔］で検索できる。［亜魔］に載っているものは、［魔物］の
さらに具体的な一種のことを指す。デルフィアはアデルのさらに細
かい区分であるから、アデルと別種の魔物がいるという解釈は誤り。
デルフィアはアデルに包摂される。簡単に言えば、アデルがスライ
ム族だとしたら、スライム、スライムベス、メタルスライムがデルフィ
アになる。
delfe  ［単位］デルフェ　［レベル］６　21:「泉の量」　［文化］　anko

delia  ［生物］亜種　［レベル］４　20:delfia

delo  ［動物］ナメクジ、蛞蝓　［名詞］どろどろして気持ち悪いもの　［レベル］
３　17:制 :alakta
deahimel  ［アトラスの国家］デアヒメル　［レベル］５　23:ridia

deal,f  del　de/al「～であるもの」
deit  ［人名］デイト　［組み数字］８/１６　［レベル］４　meltia 42:ardu/esta;e
　制 :古では dwei　［文化］　esta　エスタの第８子。男。
deik  ［形容詞］おなかいっぱいの、満腹な　［類義語］rakkui　［反意語］kulan　［レ
ベル］２　20:deyu kuo（口を閉じる）
deis  ［植物］ふき、フキ、蕗、苳、款冬、菜蕗　［レベル］５　20:diia/esn

deo  ［言語］コプラ、繋辞、連辞　［レベル］５　17:制 :古の de（繋辞）
deos  ［普通動名詞］空咳、空せき　［動詞］yulを空咳させる　［類義語］oho　［レ
ベル］４　20:deyu/oho/so　［語法］　口を開けずに喉だけでこほんとする
こと。日本語だと「うん」などと表現される。
dee  ［格詞］［文頭純詞］弱逆接、しかし　［レベル］１　19:teo/see　［語法］　接
続詞の用法はないので、en t tet kにおいて tetの代わりに deeを用
いることはできない。男性でも tetを用いる。　設計上は男性は dee
を用いるはずだったが、アシェットで tetのほうで定着したのでどう
にもならない。
deem  ［名詞］デーム、悪魔　［生物］悪魔属　［形容詞］悪魔～。敬称。　［レベル］
２　meltia 0:acma;teems.k　20:deems:16:制 :悪魔テームスとの区別が付
かないので区別した。一般の悪魔たちをこう呼ぶ。古アルカでの意
味は ｢永遠 ｣。その後 deemsから、teemsと区別するために sを落と
した。　［語法］　→ apt, est　○名（前置）　×姓　○男女　○単体使用
/名詞用法　［文化］　アティーリに出てくる悪魔たちのこと。
deel  ［文末純詞］［rente］dec　［レベル］１　18:ridia

deeln  ［milia］［文末純詞］dec　［レベル］１　18:ridia

du  ［格詞］～の量で。量や程度を表す。程度の場合、atiが正式。　［名詞］
量、内容量　［反意語］xad　［レベル］１　14:制　【用例】　sort du tinka もの
すごく寒い。duがなくても同じ　tau du ta ２個買う
dunex  ［料理］夕食、夜ご飯、夕飯　［レベル］１　19:sorn　［文化］　夜７～
８時くらいに食べる食事。夜食のことではない。夜食はアルバザー
ド人は取らないので単語がない。どうしても言いたければ kui im 
virdなど。大抵家族揃って食べる。人によってどの食事にウェイト
を置くかは違うが、大抵同じ時間に食事を取れる生活にある人は同
じ物を食べる。だから家族内は同じウェイトの置き方をすることが
多い。朝食と昼食が多くない場合、栄養はここを中心に取る。晩ご
飯では様々なものを食べる。栄養のバランスを考えて食べる。献立
に決まりはないが、ふつう何らかのスープが付く。常食する穀物は
ない。日本人はまず間違いなく米を食べるが、主食は決まっていな
い。米をリゾットなどで食べることもあるし、麺を食べることもあ
る。パンのときもある。穀物を取らずに肉や野菜などだけで終わら
せることもある。食後から就寝前の時間はゆとりの時間である。食
後は家族と暫く歓談し、消化が一通り済んだ頃にそろそろと自室へ
戻る。そこでは大抵趣味に耽る。仕事や勉強より、趣味や余暇優先
の時間。就寝時間が近い頃に頭を使うことは避ける。できるだけ就
寝から遠い時間に済ませておく。就寝が近付くとゆったりする。家
族と歓談をして終える場合もある。安らぎの時間である。　【用例】　
sat dunex 夕食を準備する　dunex ik sesil sat. そろそろ夕食の準備が
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できる。　an kuit dunex ka ra im fis. 今日は家で夕食を食べた。　
ans kui dunex im varfant. 私たちはいつも７時に夕飯を食べる。　an 
kuit dunex vadel. 早めに夕飯を食べた。　ans xookat sod e fis kont 
kui dunex. 夕飯を食べながら今日一日のできごとについて話した。
　an oktat fis at ak im dunex. 夕飯のとき、今日がどんな一日だった
か話した：ここでは主語が anなので okt。主語が ansなら xookでよい。
　kakka en kalma kui dunex ka ra man la lut vokka. お父さんは忙しいので
家でほとんどご飯を食べない。　an en kuit dunex ok xite fol fil. 
長い間家族と食事をしなかった。　an xookat a xite banel im dunex. 
夕飯のとき、家族と楽しく過ごした。　fis, an kuit yuu on harx, 
taik dunex tan. 今日は昼も夜も食べなかった。　an kentat hacn iten 
mexk a dunex im toxel. 昨日外人の友達を夕飯に招待した。　an arat 
teik im foni del an kuik dunex. 夕食を食べ終わった途端にテレビ
を付けた。　an kui ke van dunex. 晩飯食いに行ってくる。　fin an 
na tu et foil tin, tu et mel e dunex ter. 非常に早いような気もす
るが夕飯らしい。　dunex et bel e jenti im fis ter. 今夜はイタ
リアンらしい。
dud  ［名詞］重さ、重量　［生物］体重　［文字］セット、字幅　［レベル］２　制　［文
化］　mainaja

dudkipar  ［名詞］体重計　［レベル］３　19:unilei

dudrez  ［名詞］体重制限　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

dur  ［言語］dの文字　［レベル］１　14:制 :上弦の月　［語法］　第９文字目
の幻字。
dur(2)  ［名詞］duurgaの略　［レベル］３　15:制
durne  ［名詞］宵、夜。２０時～２４時　［レベル］１　古 :durne, duurne（上
弦の月のころ）が原義。　vel,f viid,fv:viid:la xelie　【用例】　an xat 
ra im tu durne. 今夜は家にいた。
durak  ［電算］電算　［名詞］電算。科目名。　［レベル］３　rd;dyu/ragna　22
　［文化］　felpant

dult  ［単位］京　［レベル］３　21:delt

dulo  ［ユマナ］皇帝　［類義語］ilkant　［レベル］３　17:制 :daiz/ulo　［語法］
duen  ［接続詞］du　［レベル］３　21

duur  ［色］水色　［レベル］２　19:赤 :duurga（上弦の月、水色）　::lu oli
vie
duurmel  ［名詞］水色時代　［レベル］４　rd;/　23　［語法］［文化］　人生を色
に例えた呼び方。空が白んで水色になり青になり、夕日がかり、最
後は黒になる前の一瞬の灰のような銀色を見せることから来ている。
　nana～ fianまでは firmelという。lazの間の短い期間を duurmel
という。manaを soretmelという。人によっては naat前半まで soretmel
とすることもある。soret以降で rakelになるまでの働き盛りを harmel
という。人によっては endaまでを harmelということもある。har以
降死ぬまでを erfimelという。　どの年齢においても不運や不遇で
あれば dolfmelという。　　人生の中で最も魔法体験に近付くのは水
色時代と言われている。このころに人間は最も不安定な時期を迎え、
感受性の強い繊細な人間はしばしば不思議な体験を経る。胸のドキ
ドキや知らないことへの期待などが強く、何でも楽しく新鮮に感じ
ることができるのもこの時期である。firmelでは素地となる知識が
少なすぎるのでちょうど心地良いレベルのドキドキを感じることが
難しい。青春時代になると知恵が付いてきて純粋性を失ってくるの
でこれもまたドキドキを楽しめなくなる。　ちょうど第二次性徴を
迎える時期でもあり、性的なことに関するドキドキを楽しめる唯一
の貴重な時期でもある。　小さな子供扱いが終わり、徐々に大人に
向けて歩み始める時期で、大人と子供のちょうど狭間にいる時期で
もある。　　大人でもなければ子供でもない、白でもなければ青で
もない、そんな素敵な水色時代。
duurga  ［エルト］ドゥルガ　［人名］団体アルシェの異名　［天文］［気象］上弦
の月、上弦　［名詞］［形容詞］五分咲き、５分咲き　［名詞］東　［音楽］クレッ
シェンド　［組み数字］３/８　［レベル］２　meltia 5:duurga;e　古　axett:d
uurga　［文化］　xelteel　(meltia 5)上弦の月を司るエルト。ユーマの最
初の夫。カルザスが上弦の月の光から出産した。同月下弦から tikno
が viineを生むため、duurgaのほうが年上。
duurga(2)  ［地名］ドゥルガ圏　［レベル］５　古　［文化］　yuuma 6804 アゼ
リアはアンシャルの大部分を支配していたが、未征服の土地も多かっ
た。しかし西は既に東という共通の敵を持っていた。勝手に西をひ
とつの帝国とするわけにはいかないが、東という共通の敵を浮き彫
りにするために、アゼリアは西をドゥルガと呼び、ひとつの文化圏
とした。これを受けてディオマンテは東をヴィーネと呼び、月戦争
カコが完全に勃発。こうしてカコは中期に入っていく 
duurgatuvan  ［天文］上弦と凸月の間。　［レベル］２　22

duurgasiz  ［魔法］ニオブ板、月晄板　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

duurga yutia  ［人名］ドゥルガ＝ユティア　17:seren:xion　［文化］　『紫
苑の書』の登場人物。レインの父。
duurgalil  ［化学］ニオブ　［レベル］６　18:制
duurliifa  ［地球の国名］サントメ・プリンシペ　19:国章に水色の星

g
gmm  ［擬音］くくく　fv;fovet　23

ggg  ［擬音］くくく、ククク　［レベル］２　22

gppp  ［擬音］ぐふっ、ぐふふふ。堪えた笑い声　［レベル］２　19

gyakeriku,f  lem、miks　kuは口
gyu  ［形容詞］苦い　［形容詞］人間関係などが険悪な←→ xai　［レベル］１　
f;e　赤　gyu:gyu

gyut  ［動詞］yulを onについて問い詰める、問い詰める、といつめる、
追及する、詰問する、責める　［政治］弾劾　［レベル］４　古 :gyut,gyutt
← gyutez（厳しい雰囲気）　［語法］　gut　【用例】　minti gyutat amir on 
nia fil poten amo. 妻は車の中にあった長い髪について夫を問い詰め
た。
gyus  ［生物］胆汁　［レベル］５　17:制 :古 :gyumain(苦い体 ,胆汁 )

gyunt  ［生物］胆道、胆管　［レベル］５　19:gyum/font。gyum/lorでも良かっ
たが、gyulorなど、あまり良い音がでないため。
gyuntfaiz  ［医療］胆管炎　［レベル］６　19

gyuntpig  ［医療］胆道がん　［レベル］６　19

gyuvas  ［名詞］悪戦苦闘　［レベル］３　22

gyum  ［生物］胆嚢　［レベル］４　13:制 :gyumesl（胆汁の袋）
gyumfaiz  ［医療］胆嚢炎　［レベル］５　19

gyumhoho  ［医療］胆石（症）　［レベル］５　19

gyumjior  ［生物］胆兪、胆愈　21

gyulil  ［化学］マグネシウム　［レベル］４　18:制
gyuamen  ［名詞］［形容詞］意味深な顔、意味ありげな　［レベル］３　20:meli
dia xier:わざとらしい意味深な顔を作るとき、アメンの部分をにが
にがしげに寄せることから。
grr  ［感動詞］ぐぅ、ぐー、くーっ！、ぐるるる　［レベル］３　古 :よく
アルシェ女子が使っていた。　［語法］　怒ったときに文句を言いたい
のを我慢するときの耐える声。
granmil  ［被服］グランミル　［レベル］４　bg　21　［文化］　vante　ベルガ
ンド式の大きなリボン。後頭部につける。カレン人が海老茶式部に
取り入れ、アルティアへ逆輸入した。
granda  ［魔法］魔方陣　［類義語］azer　［レベル］３　meltia 98 sen via:kalsee
l;e　23　［文化］　azer

grandia  ［アトラスの国家］グランディア　［レベル］４　23:ridia

granbel  ［地名］グランベル峠　［地学］峠　［レベル］３　22:hy　［文化］　ヒュー
トとアルシアの間にある険しい峠。アルカでは一般化して単に峠を
意味する。
granbel dain  ［人名］グランベル＝ダイン　21　［文化］　dolmiyu

granze  ［人名］グランゼ　or　22　［文化］　サプリ村の住人。八百屋の経
営者。細身の中年女性。
gram,szd  fai　kookvet

grad  ［擬音］ガラガラ、グラグラ　［レベル］２　20:melidia xier

grin  ［音楽］チェンバロ、ハープシコード、クラヴサン　［レベル］５　
sm;ハンマーの音 grangrinから　21　［文化］　もともとピアノなど打楽
器全般を指していた。チェンバロのほうがピアノより古い楽器。ピ
アノができたことで音に強弱がつけられるようになり、チェンバロ
が廃れ、ピアノは letsになり、grinはチェンバロだけを指すように
なった。
grenzia  ［植物］マロニエ、トチノキ、栃　zg　［レベル］４　22　［語法］　
マロニエと栃の両方を指す。
grer  ［単位］ピコ　［レベル］５　21:figyurer

grein  ［動詞］yulを滅ぼす、滅ぼす、滅する、滅亡させる、滅亡する、
朽ちる、朽ち果てる、滅ぶ　［類義語］klema　［レベル］３　古 :sorn:guxと同根。
greivli  ［植物］グレイブリー、精霊の実　［レベル］３　vx　21　［文化］　
ブルーベリーを品種改良したもので、sm中期に velxionで作られた。
地球には同じ品種は存在しない。精霊の実と呼ばれ、味は濃厚で色
が濃い。粒が大きく、さくらんぼより少し小さい。アントシアニン
が多く、ビタミンも多い。比較的水っ気がある点も特徴である。sm
のものは酸味が強かったが、品種改良され、vl以降は酸味が少なく
甘味が強い。　sm中期にアルバザードへ入り、現在でも好まれる。
年中通して出回っており、生食や乾燥品のほか、ケーキの上にもよ
く乗っている。
greiv ineaato  ［人名］グレイブ＝イネアート　al;greivli　21　［文化］　
dimitoria
gwat  ［擬音］ぐわっ、ぐああ、ぐわあ、ぎゃー、ギャー　［レベル］３　fv;
fovet　24
gwan  ［アトラスの国家］グワン、グヮン　［レベル］５　23:ridia

gwagwa  ［擬音］ぐわはは、がはは、ガハハ、かかか、カカカ。汚い年寄
り臭い、あるいは化物じみた笑い方。　［レベル］３　fv;fovet　24

gwal,szl  xiar　gwain,szl/al,f

gwain,szl  tom　<> ga,f

gwainmel  ［歴史］近世、nd_rt　［レベル］４　21　［語法］　mirmel

glaid  ［動詞］yulに評価額をつける、値踏みする、値踏む　［普通動名詞］鑑定、
値踏み　［レベル］３　21:klit.k　【用例】　aca ak beglaid lan sin, alfin ca arte 
as si lang len ales lu vik. たやすく人一人を値踏みしやがって 世界
の神ですら彼を笑う権利なんて持たないのに（ＢＵＭＰ ｏｆ ＣＨ
ＩＣＫＥＮ『グングニル』）
glim  ［擬音］ぐりぐり、グリグリ　［擬音］(giilm)ギーン、ぎいん。金属
などが鈍くぶつかる音　［レベル］２　20:kalie

glea  ［軍事］［魔法］魔動銃、グレア　［類義語］artgel　［レベル］５　20:げきて
つが叩く音のオノマトペから　［文化］　→ ragnalok, gel　イムル 1202年
にオスティア＝ジレールが開発した武器。gelはこれが元になって作
られた。
ga,f  tom　e

gat  ［言語］gの文字　［レベル］１　14:制 :門　［語法］　第１０文字目の幻字。



234 gartgatxak
gatxak  ［普通動名詞］コッキング　［動詞］yulをコッキングする、コッキング
する　rd;fovet　24　［文化］　gel

gatxakholt  ［軍事］コッキングレバー　rd;/　24　［文化］　gel

gats  ［動詞］yulをシメる、シメる、しめる、こらしめる、懲らしめる、
懲罰する、折檻する　［普通動名詞］懲罰、ちょうばつ、せっかん、折檻　［レ
ベル］３　tm;fovet。殴るときのゴツンという音から。　23

gata  ［地学］真鍮、ブラス、黄銅　［レベル］４　13:制 :古 :magata'（真鍮）。
語源不詳
gatan  ［音楽］ブラスバンド、ブラバン　［レベル］４　21　［文化］　金管楽器
で構成される楽団。主に真鍮を使ったことからこのように呼ばれる。
　【用例】　ar xiit gatan! ブラバンやるべ！
gatalu,alt  lart
gak  ［動詞］yul（金、代金、名目）を払う、yulの額を onの代金として
aに払う、払う、支払う　［普通動名詞］支払い、支出　［経済］財務諸表上
の費用、費用と収益の費用　［反意語］dit　［レベル］２　rd　13:制 :古 :gi
ko（収入）。｢金が来る ｣　【成句】　gak vil sap 空気は払えぬ：無い袖は
振れぬ　【用例】　fis, an gakat van. 今日は私が払うつもりだった。
gakt  ［生物］［化学］ホルモン　［レベル］４　sorn　［語法］　内分泌の出す物質。
外分泌の出すのは唾や汗。
gakxaz  ［経済］返済期限　［レベル］４　rd;/　23　【用例】　fales gakxaz 返済期
限を伸ばす
gakl  ［建築］カウンター、払う台、窓口、受付、ホテルのフロント、フ
ロント　［名詞］空港の受付や搭乗口、受付、搭乗口。金を払ってチケッ
トを買うところも指せるし、チケットを見せるところも指せる。チ
ケットを見せる行為は金で買ったチケットを払うと考えるので、語
源に合う。　［レベル］３　14:制 :gakele（払う台）
gaklleev  ［普通動名詞］チェックアウト→ leev　［動詞］yulをチェックアウ
トする　［反意語］gaklluko　［レベル］３　rd;/「フロントを去る」　23　［語法］
　gaklluko
gaklluko  ［普通動名詞］チェックイン→ luko　［動詞］yulにチェックインする。
lukoの一種なので格組は yulにチェックイン先を取る。「yulを aに
チェックインさせる」ではない。　［反意語］gaklleev　［レベル］３　rd;/「フ
ロントに到着する」　23　［語法］　ホテルや飛行機などに用いる。　【用例】
　an gakllukot mokl im toxel. 私は昨日ホテルにチェックインした。
gakllukoim  ［名詞］チェックイン時間　［レベル］３　rd;/　23

gakar  ［経済］ＡＴＭ　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用例】　koft gil kon
{i} gakar. ＡＴＭからお金を引き出す。
gakon  ［言語］［文字］ガコン。制アルカまでにおけるピリオド記号のこと。
字的にはカンマ２つ分に相当する。　［レベル］２　fv　古　［語法］　表
意幻字使用時（古語）の文末につける。
gax  ［形容詞］密な、ぎっしり、つまった　［反意語］lik　［レベル］３　古　【用例】
　sorxexilk gax oken yek お肉たっぷりの餃子
gaxt  ［植物］柿　［レベル］３　lakta:渋みが苦いと感じられ、gyuから来てい
るのだろう。　［文化］　秋に採れるわりに体を冷やすので、胃腸の弱
い人は禁忌とされる。アルティス教徒は基本的に避ける。
gaxtisi  ［生物］密顆粒　rt;/　24

gaxtetek  ［料理］柿茶、柿の葉茶　［レベル］３　sm;/　23

gaxsepalif  ［天文］球状星団　21

gax novel  ［人名］ガッシュ＝ノベル　rt　［レベル］５　23　［文化］　rt_vlの
物理学者。相対性理論を提唱した。
gaxmiir  ［物理］相対性理論　［レベル］５　vl:gax novel;/　23

gas  ［化学］炭酸　［レベル］２　13:制 :古 :gapsapliげっぷ（を引き起こす）
空気
gast  ［形容詞］まったく不完全な、まったく完全でない　［反意語］mer　［レ
ベル］２　19:恣意だが、音の響きが荒く、ダメ出しをして突っぱねる
感じで、適切に感じられたため。　【用例】　la et niit gastel. 彼は全然
優しくない。
gasp  ［化学］重曹　［レベル］５　16:制 :gas

gashou  ［化学］炭酸塩、カルボネート、カルボナート。gasiでも同じ。　［レ
ベル］６　19

gashoupaf  ［化学］カルボナートエステル　19

gasado  ［地学］炭酸塩鉱物　19

gasi  ［化学］炭酸塩　19

gan  ［代詞］［gano］ウチ　［レベル］１　21:ovi?:強い男 gに anを足したものか。
anに音が似るが特に問題ない様子。
gan,alt  kuupo、veliz

gant  ［名詞］根性、気力　［名詞］甲斐性。物事をやり遂げようとする気力、
根性としての。　［レベル］３　rd;/gants.k　24　【用例】　la til gant. 彼は根
性がある。　la si gant. 彼は根性なしだ。彼は甲斐性なしだ。
gants  ［組み数字］１０/１０　［哲学］勇　［医療］肺　［歳時記］癸、みずのと　
［レベル］４　rd;gants,szl　21　::la gants

gants,szd  vasn　? シージア語特有の概念で、fv以前に遡る痕跡がな
く、これ自体の語源も不詳。
gantskan  ［生物］［医療］肺経　szl;/　24

gank  ［形容詞］けばい、ケバい、派手な、ハデな　［料理］油っぽい　［反意語］
tuut、faav　［レベル］３　13:制 :古 :gangl（けばい、味が濃い）。ganglは
元々味の濃さをいう語。それから人の見た目に転用された。日本語
の ｢ガングロ ｣に語形が似ていて意味も通じるが、味が先なので語
源になれない。　［語法］　faav

gankems  ［形容詞］［ネガティブ］貪欲な、金の亡者な　［反意語］momkui　［類義語］
kag　［レベル］３　20:脂っこい油。飽食を象徴している。　【用例】　el set 
xaf gankems. 金の亡者は排他せねばならない。
gans  ［動詞］yulを aに弁償する、弁償する、償う、報いる　［レベル］３　
21:ovi<gan:古　【用例】　gans xaf 罪を償う、落とし前をつける
gand  ［サール］ガンド　［動詞］yulを占拠する、占拠する、占領する、征
服する、場所取りをする、乗っ取る、占める、しめる　［婉曲］［動詞］
yulをレイプする、レイプする、強姦する　［普通動名詞］占拠、占有、乗っ
取り、ジャック、レイプ、強姦　［レベル］３　cv　ovi:古　［文化］　エ
ルトとの戦闘でエルトの魔晄源の１つを占拠したサール。　【用例】　
gand xalka 場所取りをする
gandgalena  ［医療］独占欲　［レベル］４　vl;/　23

gandis  ［政治］侯爵、候爵、マーキス、辺境伯　sm;gand.k　24　［文化］　
領地を持った諸侯。
gana  ［軍事］領地、領土、領空、領海、勢力圏、版図、勢力、領域　［名詞］
領域　［名詞］幅、帯域　［レベル］４　19:ilmus:ridia:gand/ka

ganan  ［農耕］領主、地主　［レベル］４　22

gananka  ［農耕］荘園　［レベル］４　22

ganavas  ［軍事］領土戦　［レベル］５　22

ganayu  ［魔法］蠱毒、こどく、蠱術、巫蠱、ふこ　alt　24

ganai  ［ジョブ］術士。蠱毒術を使う。　alt;<>ganayu　24

gano  ［名詞］ガノ、ギャル。女性のエタットのうち、下品なほう。　［レベル］
２　20:ridia:gank（けばい）　［文化］　典型的には声が甲高くうるさく
人の迷惑を顧みず、自分と自分の仲間の狭い範囲だけで生きる女性。
派手な衣装や振る舞いを好み、貞操が緩く、知能が劣る。
ganoyolo  ［被服］ホットパンツ　［レベル］４　21:gano/yolo

ganolus  ［被服］ミニスカート、ミニスカ　［レベル］３　21

ganet  ［代詞］［gano］ウチの　［レベル］１　21:ovi?:gan/te

gavria  ［地名］ガヴリア海　20:ridia:ガーヴィの海　［文化］　ガーヴィ・
ファベル間の海。
gavlas  ［筐堺］ガブラス、ガヴラス　rd;gaavi/las「オヴィの手」　［レベル］
５　22　［文化］　筐堺司：ovi gaavi　筐堺国：gaav, algaav, hyukal, kopap
al, mokal, palra　adentoはネーネと共同統治。
gavlans  ［魔法］ガヴランス、ガヴランスの風洞　［レベル］４　lj;gaav/lins「地
下の悪魔」。iの音が aに引っ張られて母音調和したもの。　24　［文化］
　アヴァンシアンが入っている地下風洞のこと。ランヴォルトで神々
が第一祠徒ユリウスを封印した際に衝撃でできた巨大な地下空洞。
レスティリアのシェラザードにある。
gaf  ［動詞］yulを aに避難させる、避難する　［レベル］３　13:制 :sad:gaales/
lufk
gafan  ［政治］難民、避難者　［レベル］３　19

gamai  ［生物］副腎　［レベル］５　20:gakm:13:制 :gaktmai（ホルモンの身体語彙）
gad  ［普通動名詞］［ネガティブ］不平、不満、ぼやき　［動詞］［ネガティブ］yul（不平）
を言う、ぼやく　［レベル］２　15:制 :lakta:ga。文句を言う声のオノマトペ。
　［語法］［文化］　不当なことには声を上げて立ち向かうべしという国民
性なので、ぐちぐち影でこぼすのは悪徳とされる。gadはネガティブ
な意味の単語なので、公明正大に立ち向かう場合は同じ不平であっ
ても gadとは言えず、telsや klosになるので注意。　【用例】　an gadat a 
la on la en netat an vadel vein. もう少し早く起こしてくれなかった
ことについて彼に文句を言った。
gadtauan  ［名詞］クレーマー、モンスターカスタマー　［レベル］４　al;/　23

gadrsiil  ［名詞］モンスターペアレント、モンスターペアレンツ、モン
ペ　［レベル］４　al;/　23

gadan  ［名詞］クレーマー、愚痴る人　［レベル］３　20

gadavix  ［医療］モンスターペイシェント　［レベル］４　al;/　23

gag  ［生物］喉　［レベル］２　古
gagsex  ［言語］［生物］声帯、声門　19

gagsexfo  ［言語］声門音　19

gaghet  ［言語］［生物］口蓋垂、懸壅垂、のどちんこ、のどひこ　［レベル］２
　14
gaghetfo  ［言語］口蓋垂音　19

gap  ［動詞］yulをげっぷさせる、げっぷする　［再帰動名詞］げっぷ、ゲッ
プ　［レベル］１　古？ :オノマトペ
gab  ［経済］原価　［反意語］teg　［レベル］４　19:gaabe/gart

gabe,alt  gaabe　gaabe.xik

gah  ［動詞］yulを笑わせる、笑う、大声で笑う　［擬音］ガッハッハ、ワッ
ハッハ　［レベル］２　古 :擬音語
gar  ［名詞］円盤、ディスク、ソーサー　［レベル］２　19:13:制 :古 :geal（丸
いもの）
gar,szl  galt　galt.l

gart  ［名詞］値段、料金、金額、費用、対価、代償、代価、代金、運賃
　［動詞］sol（商品）は yul（金額）だけかかる　［格詞］～と引き換えに、
～を支払って、～を対価として、～を犠牲にして　［経済］価格　［レベル］
２　19:制 :gar（値段）　【用例】　tu gart to? これいくらですか。　gart 
dot{liv} 不安点 {安定 }な価格　tu gartat tin xel el kea sai. パソコ
ンを修理するのにかなりかかった。　☆ tu gartat tinka, molsat fil ti
nka xel an sols vals kea dio ant. 歯を矯正するのに大変な時間とお金が
かかった：xelは tuにかかる。重文であり、その tuは gartと molsの
共通の主語になっている。
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gartsorf  ［経済］価格競争　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

gartvern  ［経済］値崩れ　［レベル］５　20

gartdor  ［動詞］yulを割引する、割り引く、割引する、負ける、おまけ
する→ dor　［普通動名詞］割引、割り引き、割引き　［レベル］３　22　【用例】
　ate arat gartdor a non du 100 solt siina. お店が１００ソルトおま
けしてくれた。
gartdormas  ［経済］割引券、クーポン→ dormas　［レベル］３　22

gartdoraja  ［経済］割引率　［レベル］４　22

gartgana  ［経済］値幅　22

garn  ［被服］ペティコート　sm;arn.k　24　［文化］　sm前期では下着だった
が、中期でうっすら見せるようになり、後期～ rdでは上着となって
いった。
garnet  ［動詞］yulを起こす、起こす、起きる、起き上がる　［運動］腹筋運動、
腹筋　［反意語］sank　［レベル］３　20:古 gaa（腹）/net　【用例】　el til sen 
lox valn ol el garnet i viem. 丹田を支点に腹筋をすると胃腸が丈夫
になる。
garv  ［名詞］苦痛、苦悩、苦しみ、苦しさ　［形容詞］苦しい　［動詞］yulを
苦しめる、苦しめる　［魔法］ガーヴ。火の禁呪魔法。対象の苦しみの
神経を刺激し、死ぬまでのたうちまわらせる魔法。内臓が灼熱で抉
られたような感覚を覚える。死ぬまでに時間がかかる魔法で、残酷
度が最も高い種。　［反意語］vixet　［レベル］２　20:gav:古 :vは怪我の意味。
gはのたうち回る音か。gaavと似るので rを挿入。　【成句】　var garv 
四苦八苦して、七転八倒　【用例】　"arten e garv yut mel"　vortmain 
kaen vaska,　vatai ont alap,　min adyusol.　yuu alk yuna, son　garv.　＜
メルによるガーヴの呪文＞　戦場のむくろ、　天災と飢え、　陵辱さ
れる女。　誰も私を助けない、　苦しめ。
garma  ［軍事］戦争　［類義語］vas　［レベル］２　20:garv（苦痛）/古 kama（多
い）　［語法］　ひとつの戦いが vasで、戦いの１シリーズが garma。第一
次世界大戦や朝鮮戦争などは garmaで、レイテ開戦など、一回一回の
戦いは vas。
garma t'artena  ［歴史］メルテナ後期、召喚士戦争。yuuma 5,110～ 6,016　
［レベル］５　20

garma e myukale  ［歴史］メルテナ前期、宗教戦争。yuuma 4,001～ 4,444
　［レベル］５　20

gard  ［単位］デシ　［レベル］３　21:gardian

gard,szk  vasan, vai
gardnar  ［宗教］枢機卿、カーディナル　zg;「鉄のとぼそ」　24

gardi  ［人名］ガルディ、ガウディ、ガゥディ、ガーディ　［伝統色］カー
キ　［組み数字］３/５　［レベル］４　szk　21　［文化］　→ rapalx

gardi tselin  ［人名］ガルディ＝ツェリン　21:ridia　［文化］　gaudi

gardian  ［歳時記］立秋　［名詞］１３時　［組み数字］１３／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

gardian(2)  ［魔法］ガーディアン。アンジェリカのパイロット　［レベル］
４　lj;gard,sz/an　21
garleis  ［名詞］レーベル。レコード等の盤面中央部に貼付される、曲目、
音楽家、レコード会社名などのクレジットが記載されたラベル紙。　［レ
ベル］５　rt;/　24

garius  ［アトラスの国家］ガリウス　［レベル］５　19:ridia:gar/ixirius

gazel  ［料理］ガゼル飲料　［レベル］２　20:gas/er/古 al（もの）→ gasel→ g
azel（同化）「ガスの水のもの」　［文化］　喫茶店などに置いてある一般
的な飲み物。紅茶より安価。夏によく飲まれる。炭酸水に少量の塩
とレモン汁を加えたもの。これに砂糖を入れると xiizeになる。rd
で xipiを禁止したリディアがセレンに作ってあげたことで開発され、
国民にも広まった。
gal  ［単位］１００、百　［レベル］２　lsk　古　wama:gal:lu sans（元々 144。1
と 4がどちらも男性なので sansは男性。smで定められたときはすで
に sansは 100だが、144に遡って考えるところがルティア人らしい）
galt  ［建築］門、ゲート、門扉　［形容詞］～門。前置。　［交通］駅の改札：
アルナでは自動アンセ読取装置があるので、アーチ状のゲートになっ
ている。　［名詞］口から下の棒を引いた、ゲートボールの門みたいな
形のもの　［武道］攻撃にも防御にも転じられる基本の構え　［サッカー］
ゴール　［レベル］２　fv;e　13:制　galt:galt:la gar　［語法］　nod　［文化］　
集合住宅には門がある。一戸建てにもある。道からいきなり玄関に
繋がることはない。門と庭が道と家の間にある。門はアーチ状のも
のもあれば、扉状のものもある。扉は日本の門扉と同じく西洋的な
ものであるが、押して入る。　【成句】　galt e nene em hom. 堪忍袋の
緒が切れる：怒りの門が開くという意味。必ず怒りの意味で使うた
め、joは不要。　lit galt 門外不出　［武道］sat galt 構える　【用例】　☆
galt ant emator hom. 堪忍袋の緒が切れそうだった。
galtsef  ［サッカー］バックパス　vl;/　23

galtgek  ［運動］ゲートボール、クローケー、クリケット　［レベル］５　14:制 :
門のボール　［文化］　maxzon

galtlox  ［生物］結腸　［レベル］６　19:galt形の腸。大腸の一部
galtan  ［名詞］門番、ゲートキーパー　［サッカー］ゴールキーパー、キーパー
　［レベル］３　fv;galt/lantis　23

galtant  ［宗教］守門、ポーター　zg;galt/lantis　24

galti  ［名詞］少ししたら。３０分～１時間強。　［副詞］少ししたら　［レベル］
１　20:galt/in（門を見に行くような）。ezitより待ち時間が長いので
そわそわして。　［語法］　fikdu

galte  ［軍事］尉官　［名詞］小ボス　［組み数字］４/７　［レベル］３　古 :zana:門？

　［文化］　士官の階級のひとつ。大尉、中尉、少尉に分かれる。
galtea  ［アトラスの国家］ガルテア　［アクセント］galteA　［レベル］５　19:ridia:百
の悪魔
galtea(2)  ［魔法］［人名］逢魔ヶ門、ガルテア　［アクセント］galteA　［レベル］３　
kk;ltd<>galt,fv　21　［文化］　eska

galk  ［料理］ハンバーグ　［レベル］２　13:制 :galbak（円盤形の牛肉）
galkfiszet  ［料理］ハンバーグ定食　［レベル］３　19　［語法］　an land galkfis
zet a. ハンバーグ定食まだこないのかな。
galkano  ［魔物］ガルカノ（百鷲）：第二十七天：風の氷天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:百本首のある鷲　［文化］　鳥族。三つ首の大鷲。火、
冷気、いかづちをそれぞれの頭から放つ。首をひとつ切ってもすぐ
再生することから、首が１００本あるに違いないと思われ、この名
がついた。だが実は倒し方は単純。３本の首を同時に刎ねればよい。
ただし相手が強いので、単純ながら難しい。
galsalt  ［歴史］世紀、センチュリー　［レベル］３　19　［語法］［文化］　メル０
年は紀元年で、紀元前でも紀元後でもない。世紀は１から始まる。
１世紀はメル１～１００年で、２世紀はメル１０１～２００年。紀
元前１世紀は－１～－１００年で、紀元前２世紀は－１０１～－
２００年。　メル０年を紀元後に含めると０～９９が１世紀になり、
－１～－１００が紀元前１世紀になり、紀元前と紀元後で区切りの
数が食い違ってしまう。そのためメル０年は紀元年とし、どちらに
もしない。数直線で見る整数０が正負の数いずれでもないのと同様
の考え方である。　【用例】　galsalt 21 ２１世紀
galveeyu  ［アトラスの国家］［地名］ガルヴェーユ、ガルヴェーユ島、天門島　［レ
ベル］３　fv;galt/veeyu「天国の門」　19:ridia:天国の門　［文化］　面積：
430230.640092 km^2　meltia 35に神々から追いやられたユーマの一族
第三世代が移り住む。そのときこの名が付く。そこで狩猟採集生活
をしていたが、meltia 85'0000になると神々が移住してきて国を奪っ
た。ユーマの一族はガルヴェーユを追われ、ファベルとサヴィアに
散った。　ヴェーユに繋がる国といわれている。　【成句】　hom galt e 
galveeyu xant ガルヴェーユの門を開けてやる：火中の栗を拾う。メ
ルとセレンのお盆のやり取りから。
galveeyutike  ［地学］ガルヴェーユ海流　23

galveeyustas  ［歴史］ガルヴェーユ追放　［レベル］４　rd　23

galveeyuan  ［名詞］ガルヴェーユ人　［レベル］３　20

galf  ［天文］銀河、ギャラクシー、小宇宙　［レベル］３　16:制 :gal/ifa（百の星）
　【用例】　om galf at alagel al ako, soa an nat pot jamp e durne kont in 
pam xeaalx e xial. tal an xaklat xe lex yuu tis loten tu galf til fia ont 
eld nozet kont an serik sol tu et slen l'el molin fia kon.  夜の飛行
機に乗ったとき、街の無数の灯りを見て、いつから銀河は地上に降
りたのだろうと思った。だがその銀河の中の誰一人として自分の世
界と言語を持たぬのだと気付いたとき、これこそが世界を見下ろす
視点なのだと知った (seren arbazard)
galfrei  ［魔物］ガルフレイ（百剣鬼）：第七十一天：聖の風天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:百本の剣　［文化］　百本の腕があり、百本の剣
をふるう鬼。顔は４つ付いており、どの方向にも向いている。顔と
手はどの方向にも対応しているので、脚の向きを見てスキを突くし
かない。　【成句】　asex e galfrei ガルフレイの微笑み：八方美人
galfern  ［天文］銀河系　［レベル］４　21　［文化］　|約 136億年前 |銀河系が
誕生する。arteは銀河系に位置するようになる。viidは arteに流入
し続け、arteは膨張を続ける |
galma  ［人名］ガルマ　20　［文化］　(yuuma 5112:5564)メルテナ後期のアルテ
教皇。
gald  ［経済］コイン、硬貨　［遊離副詞］［形容詞］五分五分だ、フィフティフィ
フティだ：コインの表裏が五分五分で現れることから　［レベル］１　
19:gar　［語法］　aluut　［文化］　anfan　【用例】　tu et gald xel la luna az. 彼
が来るかどうかは五分五分だ。　an vast sil la galdel na. あいつに勝
てるかどうかは五分五分だな。
galdkad  ［地球の国名］ポルトガル　［レベル］５　19:国章にコイン
galdnal  ［形容詞］［ポジティブ］お金の心配のない、富める、豊かな、裕福な
　［形容詞］甲斐性がある。経済的な生活能力があるという意味としての。
　［類義語］kag　［反意語］frenxen　［レベル］３　20:コインに関して安心な
→お金の不安のない　［語法］［文化］　清貧の反対で、湯水のように金が
あることを指すわけではない。不安に怯えることなく暮らしていけ
る程度の金があることで、kagに関してはこの galdnalのみが［ポジティブ］

になる。　galdnalはアルバザード人に愛された単語であり、アルバザー
ド人のセンスが集約された語としてミロクに称えられた。ginalとせ
ず galdnalとしたところにセンスがあり、「金」という直接的な言葉を
忌避した雅さを持っている。
galgarma  ［軍事］［歴史］百年戦争　［レベル］３　rd;/　24　［文化］　imul 
1500_1611までの yuunaleskaを含んだ戦争のこと。
galbezel  ［地名］ガルベゼル湾　［レベル］３　20:ridia:galt/beezel　［文化］　
アルバザードの湾のひとつで、テージュ海に通じる。悪魔ベーゼル
が神との戦闘時に踏ん張って応戦した場所。ベーゼルを吹き飛ばし
たときの衝撃で地面が吹き飛んで湾ができた。
gala  ［名詞］スキャンダル、醜聞、悪い噂、よくない噂　［レベル］３　13:
制 :alakta:glak
galis  ［名詞］攻撃弾、弾。何らかの攻撃に使う弾→ galis　［娯楽］ショッ
ト　［類義語］gek　［レベル］４　rd;↓　20:gaales/古 liiz（小さな害悪）。
gaalesは強欲の神だが、gaalの語源になっていることからも分かるとお
り、害悪と連想される。
galiskov  ［軍事］弾倉、マガジン　［レベル］５　rd;/　24　［文化］　gel

galisfabe  ［軍事］発射薬　rd;/　24　［文化］　gel
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galisgek  ［軍事］弾丸　［レベル］５　rd;/　24　［文化］　gel

galishos  ［軍事］薬莢、やっきょう　［レベル］５　rd;/　24　［文化］　gel

galisliva  ［娯楽］シューティングゲーム、シューティング　［類義語］kleagal
isliva　［レベル］３　21

galisesk  ［軍事］弾雨　［類義語］kleagalis　［レベル］５　rd;/　20:弾の雨
galisez  ［軍事］シリンダー　rd;/　24　［文化］　gel

galia  ［魔法］風花門、ガリア　［レベル］３　mt;<>galt,fv　21　［文化］　eska

galon  ［約物］セミコロン、；　［レベル］３　古 :gakonを変化させたもの。
古ではセミコロンではなく、セミコロンを含む約物全般を指した。
galet  ［魔法］晄基、こうき、ガレット　［レベル］４　20:gaabe/古 al/te（材
料になるもののような）。晄基は塩基から取った訳。　［文化］　dolmi
yu　ガレットが４種類ある以上、その内部構造が確実に存在するは
ずである。そのことは既に中世で分かっていたが、artfrimの分解能
をもってしても内部構造は見えなかった。つまり当時は galetが観測
できる最小限の大きさであった。　その後魔法自体が廃れたことで、
魔導師が微かに残る現代においても galet以下の素粒子は見つかって
いない。現在、召還省下の魔法研究所は galet以下の素粒子について
予想を立てているが、その存在はまだ証明されていない。最小の構
成要素が見つからないのは物理学と同様である。
galetsiz  ［魔法］晄基板　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

galetnim  ［魔法］晄基色　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

galetrein  ［魔法］晄基線　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

galen  ［名詞］追加、おまけ、付属、補足、補遺、継ぎ足し　［名詞］添付、
添加物　［動詞］yulを aに付け加える、付け加える、足す、言い足す　
［類義語］ap　［レベル］３　21:mel:gaabe/en

galena  ［名詞］［ネガティブ］欲望、欲求、欲　［類義語］lax　［レベル］３　21:gaales/
na
galev  ［生物］［動詞］yulに淘汰される、yulに負け去る、淘汰される、破
れ去る　［反意語］fals　［レベル］３　20:gav/leev（苦しんで去る）
galem  ［名詞］後悔、取り返しの付かないこと、後の祭り　［類義語］pes　［レ
ベル］３　22:gyu/alem　galem:galem　【成句】　galem sake vil rek. 後悔は失
敗の前に来ることができない：後悔先に立たず、後の祭り
galeem  ［魔法］透晄、ガレーム　［レベル］５　20:galet/myu（ガレットのな
い）　［文化］　dolmiyu

galu,alt  vik
galuma  ［軍事］ガルマ　［レベル］６　sm;alt<>galu　［文化］　kalan

gaat  ［生物］腹　［レベル］２　19:古 ga（腹、腹筋）/tom（おなか）　［語法］［文
化］　tomの下から陰部の上まで。へその下で、腸の辺り。丹田がある。
ルヴァンではここに空気を送り込み、ふいごのように膨らませたり
へこませたりする。tomに比べ意識しにくい部位。活力や精力など、
力の集まる場所。ルヴァン中はノアの緑の玉がここに集まる。
gaato  ［代詞］こんな　［形容詞］このように、そのように　［類義語］soa　［反意語］
vandol　［レベル］１　22;gaato,szd.axek「そこらに転がっている路傍の石の
ような」　22　［語法］　soa

gaato,szd  dol　i gaabe/tuuno

gaaton  ［代詞］こんなところの　［レベル］１　22

gaax  ［動詞］yul（内容）を aに叫ぶ、叫ぶ、さけぶ、大声を出す、大声
を上げる、喚く、おたけぶ、吠える、鳴く、怒鳴る、どなる　［普通動名詞］
叫び、雄叫び、夜泣き、怒鳴り声、怒鳴り、どなり、怒号、怒声　［類
義語］harga　［レベル］２　19:gaaという xiv　［語法］　gaaxに怒りは含まれて
いない。怒って怒鳴るのは harga。　gaagは ena型。gaaxは ku型。　

【用例】　la gaaxat "net!". 彼は「起きろ」と叫んだ。　ti na to on erim 
ol oma gaax a ti? 犬に吠えられたら心臓にどう感じる？
gaaxkov  ［名詞］捌け口、はけ口　［レベル］４　rd;/「叫ぶ箱」。人に聞こ
えないように箱の中に顔を入れて不満などを大きな声で叫んでスト
レス発散したことから。　23　【用例】　la lut yol non lex gaaxkov onen 
him. 彼はいつも私を性の捌け口として使う。
gaav  ［地学］地下　［反意語］aljan　［レベル］３　frf　19:古 :gaavi　luun:lu
un, gaavi　［文化］　地下は物干し場になっている。部屋ごとに場所を
設けるといくら場所があっても足りないため、空いているところを
使う方式になっている。
gaavtiep  ［建築］暗渠、あんきょ、カナート、カレーズ、地下用水路　
［反意語］aljantiep　rd;/　［レベル］６　23　［語法］［文化］　敷地の有効利用の
目的からか、暗渠の上を道路や遊歩道へ転用している例がしばしば
見られる。川がないのに欄干（らんかん）が残っている場所がある
が、これは地下に暗渠がある証拠である。 もともとの川幅の狭さや
強度の関係もあり、多くは車両通行禁止の遊歩道などに転用してい
る。幅が比較的広い川を暗渠にしたケースでは、自動車が通行可能
になっていることもある。 川を蓋がけして作られた経緯から、路面
が沿道の宅地よりも若干低くなっていることがある。　なお、地下
に水道管を埋設するために直線的に整備された、いわゆる「水道道路」
もまた、暗渠の一種である。
gaav frestia  ［人名］ガーヴ＝フレスティア　［レベル］６　19:ilmus:seren/
mel　［文化］　(mel 98→ 141)ナディア期の海賊。男性。エルトア出身だ
が身元を隠し、カテージュ出身で終世通した。９８年に母親がレイ
プされ、腹を引き裂かれて殺される。母の死体の中から救い出され
たのがガーヴ。エルトアで生まれ、すぐ孤児院に預けられる。魔導
師の生き残りで、２歳で孤児院を魔法で焼く。孤児院を去ったとこ
ろを児童売買人に捕まり、アデュへ。しかし折しもアデュの報いで
アデュが崩壊。しかし魔法のバリアを張って生き残る。崩壊したア
デュで１０才まで生きる。１０才でカテージュに行き、海賊の船を
盗む。捕縛されるもその船長に見込まれ、養子となる。１４歳で船

長をなます切りにし、海へ投げ捨て、船を奪う。メティオ付近の島
を根城に、アッティ＝メテの航路を通る船を襲う。貨物船から略奪
をし、旅客船で強姦と虐殺のかぎりを尽す。メル１２４年、アルバ
ザード・メティオ・ルティア連合軍の海賊掃討作戦に敗れ、アルバ
ザードを撤退。南半球の航路を確立し、マレットの民を虐殺して回
る。メル１４１年、強姦して産ませた自分の娘が１２歳になり、強姦。
拒まれたため、強姦して殺害。死体をなます切りにして便所に捨て
た。それに見かねた部下が造反。毒を盛られ、海に捨てられた。ガー
ヴの海路はアルバザード海軍の利用するところとなり、植民地化が
多いに進んだ。
gaavfont  ［交通］地下道　［レベル］３　19:ilmus:ridia

gaavrein  ［言語］［文字］ディセンダーライン　21

gaavlop  ［交通］地下鉄、メトロ　［形容詞］地下鉄～線。前置。　［レベル］３
　21
gaavaks  ［建築］地下、地下階、地階　［レベル］２　19

gaavi  ［地名］ガーヴィ　［レベル］５　古　［文化］　メテの使徒ヴィーファの
支配地
gaavi(2)  ［アトラスの国家］ガーヴィ　［レベル］４　kako　［文化］　面積：
1662405.999058 km^2　アティア海に浮かぶ島。元はファベル大陸に接
していた。周遊する島。地下の同名の国ガーヴィに通じるが、ガーヴィ
からは入れず、パルラのミュシャクから行くしかない。
gaavitike  ［地学］ガーヴィ海流　23

gaave  ［地学］地質　［レベル］５　rd;gaavi.k。地面より下の岩石等の性質
などを指すことから。　23
gaavefeme  ［地学］［歴史］地質時代　［レベル］６　rd;/　23　［文化］　冥王代、
始生代、原生代、顕生代に分かれる。　原生代は古原生代、中原生
代、新原生代に分かれる。　顕生代は古生代、中生代、新生代に分
かれる。　さらに古原生代などはシデリアン、リィキアンなどに細
分化される。　　命名は全て人間の成長に基づいてなされる。　冥
王代、始生代、原生代、顕生代は胎児、嬰児、子供、大人。　原生
代の古原生代、中原生代、新原生代は nana, tina, fian。　顕生代の古
生代、中生代、新生代は laz, mana, naat。　　シデリアンなどは人間が
生きていく過程で起こる細かい成長を元に命名される。　例えば古
原生代は nanafemeなので、シデリアンなどの細分化された項目は赤
ん坊が習得することを元に命名される。最初のシデリアンはまず赤
ん坊が生まれて最初にすることが泣くことなので、この時代は gaagn
anaと命名される。次に赤ん坊はハイハイをするようになるので、シ
デリアンの次のリィアキアンは bolknanaという。このように、一人の
人間の成長過程をそのまま地質時代の成長過程に当てはめていくと
いう命名法を取る。　地球のシデリアンなどの命名と異なり体系的
かつ日常的なので覚えやすく、直感的にどれくらい古いのかすぐに
理解できる。　　・赤ん坊時代　シデリアン：泣く　リィアキアン：
這う　オロシリアン：立つ　スタテリアン：歩く　　・幼女時代　
カリミアン：呼ぶ。パパ、ママなどと親を呼ぶようになる。　エク
タシアン：走る　ステニアン：描く　　・童女時代　トニアン：書く。
文字が書けるようになる。　キオゲニアン：計算する　エディアカ
ラ紀：恥じらう　　・少女時代　カンブリア紀：使命を負う。１０
歳で使命を負うのはアルカの伝統。　オルドビス紀：恥じる　シル
ル紀：憧れる　デボン紀：想いを寄せる　石炭紀：悩む　ペルム紀：
反抗する　　・思春期　三畳紀：恋する　ジュラ紀：デートする　
白亜紀：抱く　　・青年期　古第三紀：キスする　新第三紀：結婚
する　第四紀：出産する　　●更なる細分化　　第四紀などは更に
更新世と完新世に細分化される。これは totolivlnaatではなく、totoli
vlの形で表現される。さらに更新世はゲラシアンとカラブリアンに
分かれるが、これは totototolivlではなく totototoの形で表現される。
なお、大雑把な地質学用語としては、ここまでの細分化は覚える必
要がない。
gaavefel  ［地学］地質学　rd;/　23

gaavehank  ［地学］地層　［レベル］５　vl;/　23

gaavez  ［建築］地下室　［レベル］３　20:xion

gaavel  ［軍事］植民地　［レベル］４　19:ilmus:mel:gaav/eel（ガーヴ船長がア
ルバザードに先駆けてナディア期にファベルに植民地を築いていた
ことから。植民地にはガーヴの像が置かれたため、この名がついた）
gaag  ［動詞］yulを喚かせる、喚かせる、喚く、わめく、ぎゃあぎゃあ泣く、
泣き喚く　［レベル］２　古 :ぎゃあぎゃあ泣くときのオノマトペ
gaagnana  ［地学］［歴史］シデリアン　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

gaabe  ［名詞］材料、料、原料、資材、ネタ、原材料　［料理］（食べ物の）具、
素材　［名詞］オナニーのオカズ、おかず、オカズ←→ leebel　［文字］エ
レメント　［レベル］２　f;e　赤 :制で abだったが、ここまで短い必要
はない　gaabe:gaabe:lu gaabe:gabe,alt　【用例】　ol ti til gaabe le ti lax an 
axt, son axt tu atu. 書いてほしい記事があればここに書いてください：
ti laxは挿入。leは an axtにかかり、先行詞 gaabeは元々 yul格。
gaabet  ［名詞］物資　［レベル］４　22:gaabe/te

gaabel  ［名詞］家紋、紋章、校章　［レベル］３　20:gaabe　［文化］　zgで軍を
識別する旗模様としてできた。kk～ smまでは有力氏族の家紋として
使われた。　rdから広く民衆も持つようになった。vl以降廃れたが、
上流階級の中では伝統として生き続けている。　植物や動物や道具
などが描かれ、指輪に彫られ、印章として使われる。また、服など
持ち物に編みこまれることもある。　皇室アルバ家の家紋は「六角
柊」。堅く重いことから安定して強いことの象徴であり、常緑樹であ
ることから「枯れない」→「滅びない」ことを象徴する。　ユティ
ア家の家紋は「逆さ鈴蘭」。鈴蘭の悪い印象（淫靡で有毒）を逆さに
することで、逆に良い印象（清廉で薬になる）に転じている。　ルティ
ア王室の家紋は「踊り撫子」。この撫子はｄｉａｎｔｈｕｓ。　アル
バザード家の家紋は「水月紫苑」。水に映ったイシリウスの月と、サー
ルの象徴である紫苑からなり、ともに最大級の魔力を象徴している。
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このことから祖先が魔導師であったことがわかる。　ケートイア家
の家紋は「銀鏡竜胆」で、魔法と槍から来ている。竜胆は外来種で、
祖先がフィガンの出身であることから来ている。
gaar  ［形容詞］新鮮でない、古びた、しなびれた、萎びた、古い　［反意語］
diil　［レベル］２　＠ 19

gaaze  ［料理］ソーダ、炭酸水、炭酸飲料　［類義語］fanak　rd;gas/er　23　［文
化］　アルバザードで「ソーダください」と言ったらスプライトのよ
うな甘いものではなく単なる炭酸水を出される。ジュースのソーダ
がほしい場合は fanakくださいと言わなければ通じない。
gaal  ［形容詞］有害な　［名詞］害悪　［反意語］diir　［レベル］３　13:制 :古 :gaales

gaalixk  ［魔物］ガーリシュク（啼茸）：第六十五天：聖の陽天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:叫ぶキノコ　［文化］　蟲族。菌の集まりなので蟲
族。赤ん坊ほどの大きさの茸で、不気味な顔が付いている。引っこ
抜くとギャーと叫び声を上げ、聞いたものは卒倒するかショック死
する。そして倒れた相手に食らいつく。邪か害に見え、実は聖属性
という厄介な相手。身なりにせよ属性にせよ、獲物を騙すことで狩
りをする。
gaales  ［サール］ガーレス　［形容詞］強欲な、よくばり、欲張り　［俗語］［人名］
ルシア。ルシアの悪口 :20:mel:兄ユルトのおもちゃを取り、ユルトが
ルシアの投げ捨てたものを取ると、それはそれで怒って取り上げる
ことから。　［レベル］２　ridia:古　［文化］　エルトのトゥウェンを封じ
込めたサール。非常に強欲。
gain  ［言語］［文字］ガイン、ピリオド記号、ピリオド、丸、下降調　［レベル］
２　20:gakon/int
gainas  ［アイテム］クレイモア　hy　24

gaid  ［生物］甲状腺　［レベル］５　19:gag/gakt。似たような語形を避けるた
めに適当な母音 iを挿入。
gaidfaiz  ［医療］甲状腺炎　［レベル］６　19

gaiz  ［形容詞］精神的に不快な、不快な　［名詞］精神的な不快感、不快、
不快感　［類義語］bekam、melis　［反意語］diite　［レベル］２　古 :geiz（毒
ガス）→ gaiz（不快）　【用例】　til{na} gaiz 不快だ
gaia  ［動詞］yulを a{fiina}に保障する、保障する、保証する、責任を持っ
て約束する　［レベル］３　19:リディアの書 :gaal/pina

gao  ［名詞］端っこが広がっているもの、口がすぼまっているもの、末
広がり　［動詞］yulを発散させる、広げる、広がる　［動詞］［数学］yulを
発散させる、発散する　［反意語］alga　［レベル］３　古
gaos  ［化学］フラスコ　［レベル］４　rd;gao/hos　24

gaoyolo  ［被服］ブルマ　nd;/　24　［文化］　現代人の想像するブルマでは
なく、裾が広がった長ズボンのこと。
gae  ［生物］歯ぐき、歯茎　［レベル］３　＠ 19

gaefo  ［言語］歯音、歯茎音　19

gaepoa  ［医療］歯肉腫、エプーリス　19

gaudi  ［建築］ガウディの塔　［経済］５ソルト玉　［レベル］２　21:ridia:gar
di　［文化］　→ anfan、fanfrea　rtの建築家 gardi tselinが rt末期の
万博で建てた塔。当時製法が確立した錬鉄でできている。現中央ア
ルナ市コノーテ＝リュウ通り所在。電波塔と展望タワーが当初の目
的。vlでラジオを送信。その後テレビ放送のＵＨＦとＶＨＦを送信。
alで近隣の高層化に伴い役目を終え、展望タワーや観光名所として残
る。　【成句】　val gaudi ２０ソルト：二束三文
gi  ［名詞］金属、メタル、金具　［レベル］２　meltia 8:gilius;gilius.k　13:制 :
古 :giila（金属）　gi:gi:lu giila（ギリウスが男性）
gi,alt  ragna
git  ［形容詞］弛み、弛む、緩んだ、ゆるんだ、ゆるみのある、たわんだ、
撓んだ　［反意語］dak　［レベル］３　＠ 19

gikilb  ［名詞］彫金　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt

gix  ［名詞］警告、警鐘、警報、注意事項　［動詞］yul（内容）を aに警告
する、警告する　［反意語］das　［レベル］３　＠ 19　【用例】　el isk fal gix 
lana fonl vix. けがをしないように注意事項を読んでおかなくてはな
らない。
gis  ［名詞］はんだ、ハンダ　［レベル］４　古
gin  ［動詞］yul（商売の内容）を商う、商う　［経済］商売、商い、商業　［類
義語］riet　［レベル］３　古　［語法］　ginは商売全般のことで、抽象的な
概念。rietはその具体的な動きや方法のことで、営業・運営・経営
などの意味。
gin(2)  ［経済］アルティアの通貨　［レベル］５　22

gintonk  ［経済］商人　［レベル］３　19　［文化］　ナディア～シルク・アルミ
までの身分の１つ。技師や医師などを含む。
gins  ［動詞］yulを削る、削る、削れる　［経済］減損　［レベル］３　古では？ :
削る←爪をする
ginsvelk  ［経済］減損会計　19

ginsa,fv  xisp　gin/sa

ginvaks  ［経済］商談　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt　［文化］　会議と基本は
同じ。交渉相手と商談について話し合い、最終的に結論を出す。商
談は一対一で行われることが多いため、議長はいない。会議を一対
一で進めるようなもので、交互に自分を意見を言っていき、最終的
に結論を出す。客と売り込む側に上下関係はない。日本は明確な上
下関係があり、接待が横行する。アルバザードでは接待はしない。
ginvant  ［法律］商法　［レベル］５　19

gina  ［被服］洋服のホック、ホック、スナップ　［レベル］３　16:制 :gino
から

ginakn  ［経済］商業主義　rd;/　23

ginan  ［経済］商人　［レベル］３　19:ilmus:ridia　［語法］　アルバザードで
は伝統的に賤業とされ、過剰に儲けた分を社会貢献に回すようにと
いう暗黙の社会ルールがある。過分に儲けた人間は、そのほとんど
を慈善団体や研究機関に寄付することが社会的義務。日本人や中国
人のように貯め込むと不買運動やデモや打ち壊しに見舞われる。寄
付者は twenに祝福されたものとして、聖人として称えられ名誉を得
る。また、仮にその後の商売が失敗しようと、本人および暗黙の了
解で家族も生涯の生活が保護される。例えばアメリカ人ビル＝ゲイ
ツの場合、資産の多くを慈善団体に寄付したことで、アルバザード
方式だと聖人となり、今後マイクロソフトがどうなろうが生活は保
障され、聖人として称え続けられる。
gino  ［アイテム］鉤爪、爪、ツメ　［レベル］３　fv;gi/no「金属の爪」　赤
ginov  ［医療］ケロイド　［レベル］５　19:gino/levn

ginoan  ［ジョブ］爪使い　［レベル］４　19:ridia

gif  ［生物］霊長類　［レベル］４　13:制 :laktaでは giift

gift  ［名詞］針金、ワイヤー、ワイアー、ワイヤリボン　［レベル］３　13:
制 :gifot（金属の紐）
gim  ［形容詞］浅い　［反意語］dan　［レベル］２　＠ 19

gimtier  ［地学］表層。海の垂直区分。　［レベル］６　vl;/　24　［語法］　
tier
gimka  ［名詞］浅瀬、あさせ　［レベル］３　rd;/「浅いところ」　24

gimbelt  ［料理］フライパン　［レベル］２　19:xion

gimleep  ［言語］表層構造　［レベル］６　19

gima  ［経済］小切手　［レベル］４　rt:gil/mas　23　【用例】　ar gima du 200 a 
nene ～に２００ソルトの小切手を振り出す、小切手を発行する
gimakon  ［地学］［植物］土壌のＡ層　19:ridia　［語法］　土壌の２層目。０
層の下。腐植と土の混合からなる。
gimel  ［死神］ギメル　19:seren　［文化］　ヴェルギナの部下の死神。ふ
わふわの髪の美少年。人間でいえば十代。一途なところがあり、ラ
ンヴェムを兄と慕っている。だが、気性が激しく、ランヴェムに迷
惑がられている。非常にナルシストで、言葉がいちいち演技がかっ
ている。　ヴェルギナの相手ばかりしていて運動不足なので、ヴィー
ドを使わない戦いでは大して強くない。
gip  ［名詞］釘　［レベル］２　lakta:尖った金属　【用例】　ev gip 釘を打つ
gib  ［料理］おたま　［レベル］２　13:制 :古 :gizob

giz  ［名詞］やすり、鑢　［レベル］３　古 :giは金属で、zは棒　【用例】　
txe kon giz やすりで磨く
gil  ［経済］金　［類義語］anje、beket　［レベル］２　fv　古 :金（かね）＝
gil（金属の（gi）もの（l））。または koloで金とも。　gil:gil:le 
anje　［文化］　＜金に対する価値観＞　　フランスや昭和の日本同様、
金を儲けるのは卑しいことと考えられており、清貧が尊ばれる。上
流階級ほどこの意識が高く、成り上がりの商人ほど低い。　一方、
関西的か関東的かというと関東的で、安物買いを威張ることはしな
い。威張るとしたら高いものだが、それ自体が卑しいことと考えら
れているため、できるだけ値段の話自体を避ける傾向にある。　逆
に金を稼がないのもよくない。生活に必要な程度を稼ぐのがよいと
される。年収は仕事から自ずと分かり、これも話題にしない。　物
をプレゼントされた際にいくら？と聞くのは失礼。全体的にお金は
汚いと思われているので、金の話はなんであろうと避けておくのが
無難。　　＜金の種類＞　　アンセには電子マネーが登録されてい
る。２０１０年の日本でいうところのスイカやパスモに相当する。
あのカードがアンセの端末の中に組み込まれていると考えればよ
い。電子マネーはデビッドカード式であってクレジットではないの
で、即座に銀行口座から引き落とされる。　アンセによる決済はバ
イオメトリクス認証を採用しているため、本人以外では使うことが
できない。　　日本と異なり小切手の習慣がある。紙幣の最高額で
ある 10000ソルトを越えたあたりから用いることがある。小切手に
はサインがなされ、受け取った人間は金融機関で換金する。　小切
手には本人がサインをし、金額を書く。受取人は後から銀行に提出
して自分の口座に送金してもらう。誰から誰に渡ったかはっきりす
るので、恐喝によって小切手を書かされる心配はない。　　貨幣は
ソルトである。アルバザードは小数文化なため、存在する貨幣にク
オーターという考えはなく、25や 2という貨幣はない。貨幣は順に 1、
5、10、50、100、500、1000、5000、10000(rang, gaudi, mistie, anxi
iz, falxian, soen, laven, ealis, vespel　)の順である。このうち 100ま
でが硬貨であり、500以上が紙幣となる。日常生活での最高額の紙幣
は 5000であり、10000は通常を見ることがない。　　ミロクは革命
時に電子マネーを普及させ現金を廃止しようとした。政治家やマフィ
アがため込んでいる申告することのできない金をあぶり出すためで
ある。すべてが電子マネー化されることで、国は国民の財産を一人
一人細かく把握することができる。これは徴税の効率を上げ、管理
の質も向上させる。　ところが富裕層から絶大な反対を受け、マス
コミが強く反対して国民を反対運動に焚きつけたことから、国民の
全電子マネー化に対する反発が強まった。一般国民の感情としては、
すべての財産が形を持たない数字だけになってしまうのは不安とい
うものであった。管理側に不具合があったときのことを考えると信
用に足らないと考えた。　ミロクはそれをいうなら銀行口座も数字
だけではないかと主張したが、すべてが数字になってしまう不安と
いうのに国民は対応できなかった。というよりも、マスコミがうま
く煽った。　実際のところ細かい利便性が損なわれるというのはあ
る。日常生活でバイオメトリクス認証の電子マネーしかないと親が
子供におつかいを頼むのも不便で、ジュースを友達に買ってきても
らうことすらできない。案外生活レベルで考えると不便なことがあ
る。　電子マネーにしてしまえば恐喝や強盗ができず国民としても
安全に暮らせるはずである。にもかかわらず、いまだに紙幣に拘泥
する人間が少なからず存在したため、全電子マネー化は諦めること
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となった。その結果革命後も紙幣は残り続けたが、新しい世代は電
子マネーの利便性を幼い頃から体感しているため、電子マネーの普
及は年々自然と行われている。　なおミロクはマネーロンダリング
のあぶり出しを諦めたわけではなく、全電子マネー化という手段は
捨てたものの、デノミを伴う新札切り換えを行い、裏金のあぶり出
しを行った。　【成句】　gil xina leev samil. 幸運にて手にした金は不
運に去る：悪銭身につかず　mel et gil  時は金なり　【用例】　gil di{
tin} 大金　gil enyuul{fanten, gankems} 汚い金
gil(2)  ［組み数字］４/２８　［交通］ギル通り　［名詞］ギル組。アルナ大の
クラス。　［レベル］２　22

gilti  ［名詞］バール（工具）、鉄挺（かなてこ）　［レベル］５　20:gi/olti

gilk  ［形容詞］マイナーな、マイノリティ、少数派の、金にならない　［反
意語］dart　［レベル］３　＠ 19　【用例】　lem gilk マイナーな音楽
gilkov  ［経済］金庫、貯金箱　［レベル］３　19

gilkovez  ［経済］金庫室　［レベル］３　20

gilkeeto  ［歴史］ギルケート族　［レベル］６　20:古 gil/ketto（金属を扱う
ケート人）
gilx  ［医療］トラウマ　［レベル］４　13:制 :古 :gilxu（ギルの背中）。ギル
は誰かが後ろに立つのを嫌う。これは彼のトラウマによるものであ
る。そこでギルの背中が ｢トラウマ ｣を意味するようになった。
gils  ［経済］財布、札入れ　［レベル］２　13:制 :gilhos（金の容器）　［語法］
　ウォレットとパースを区別しない。　【用例】　gils xat pot mesk. 財布
がバックの中にあった。　an en piat gils kelanel im tu faar man an 
et vax kinel. 今朝はとても急いでいたので、財布を置いてきてしまっ
た。
gilsart  ［経済］神商会　［レベル］６　20:サルトの金　［文化］　yuuma 4137 
リデルに対抗して神人貿易商の名士 ignastが神商会を設立 
gilsie,ltf  jamp　giila/rsiel

gilvan  ［軍事］大尉、ギルヴァン　［組み数字］９/２０　［レベル］３　19:rid
ia:gil（金属のもの＝武器）/vas（戦う）/lantis（人）　［語法］［文化］　kana

gilf  ［経済］金融　［レベル］４　14:制 :gilfas

gil falfania  ［人名］ギル＝ファルファニア　［組み数字］４/２８　［レベ
ル］２　古　［文化］　(tif 9 mel pin→ )アシェット第４使徒。男性。
seet。１７２ｃｍ、６５ｋｇ。髪は赤毛で肩より少し長く、少しくせっ
毛。茶色の瞳。肌は白：黄＝７：３。
gilfaus  ［地名］ギルファウス川　zg　24　［文化］　アルシェリアを流れる
大河。
gilfausifa  ［地球の星座］［ユマナ］エリダヌス座　24　［文化］　ifa

gilmas  ［経済］金券、買い物券　19:ridia:arbaxelt　［文化］　図書券などの
こと。
gild  ［名詞］鍛冶　［レベル］４　13:制 :古 :gida,gilda（金属を叩く）
gildan  ［名詞］鍛冶屋　［レベル］４　21　【成句】　memir yun artan o gildan 
魔導師と鍛冶屋のように仲のよい。魔導師が多くの金属を扱う仕事
で、鍛冶屋としばしば密な関係を結んだことから。
gildo  ［経済］商工会　［レベル］６　20:gil/doluya（金の館）　［文化］　yuuma 
4001に lidelと koppelが設立。神人貿易に対抗するため、人人貿易
商が集まってできた。
gilpetifan  ［名詞］借金取り　［レベル］４　rd;/　23

gilbart  ［地名］ギルバート、ギルバートの森　［レベル］６　meltia 4:yuum
a;e　23　［文化］　セルア山の北にある森。ユーマが暮らした。
gilliva  ［経済］マネーゲーム、金転がし、金ころがし　［レベル］５　vl;/
　23　［文化］　投資家たちがまるでゲームやギャンブルをするかのよ
うに投資をし、私服を肥やしたり破産したりする様を皮肉って vlで
名付けられた概念。alではファンドや投資家たちによるマネーゲー
ムが加熱し、無関係な人の実生活にまで影響を与えるようになっ
た。例えば先物などの影響で食糧や原油などが高騰するといった事
態が起こり、その結果第三国を中心に食べることのできない人まで
出る始末であった。このように、マネーゲームのプレーヤー以外が
マネーゲームのせいで生活に打撃を与えられるという事態が alでは
たびたび起こっていた。　過度のマネーゲームは人々の生活に悪影
響を及ぼし、金持ちをさらに金持ちにして格差を広げるなどといっ
た問題を生むことがあった。そこで革命ではマネーゲームを抑制す
るために、マネーゲームで得られた利益にそれまで以上の税金をか
けることにした。革命では利益にこれまでの以上の税金をかけるこ
とにした。ただし損失には税金がかからない。こうすれば儲かって
も微々たるもので、損をすれば何も援助がないので、マネーゲーム
には旨みがなくなった。これは全世界規模で行われたのでタックス
ヘイブンは存在しない。　具体的には、利益にかかる税金は gilliva
daigという累進課税で、収益が大きいほど税率が高くなる。最高税
率は７５％で、これは戦後の日本の所得税と同じ程度なので現実的
な値である。戦後の日本はインフレの利得者へ税金をかけるために
８５％に所得税を上げたこともあるため、７５％は無理からぬ数値
である。８５％にする必要がなかったのは、革命時に戦後の日本の
ような経済状態になっていなかったためである。　なお、この課税
により徴収された分は控除となるので、その上さらに高額の所得税
を取られるという二重取りはない。　この改革により、新株公開時
の資金集めや国債の販売が難しくなったが、銀行預金の利息や株や
債権の配当金には税金がからないことにしたため、利息や配当金目
当ての緩やかな投資は維持された。その代わりＦＸのようなギャン
ブル性の高いマネーゲームなどは実質やって儲けてもほとんど税金
で持っていかれるため、ファンドなどは事実上消え失せた。つまり
為替差益には税金がかかるが、為替差損にはかからないということ
である。　革命ではお金は汗水たらして労働して稼ぐもので、金で
金を転がして儲けるのは卑しいことだとされたため、このようなシ
ステムが出来上がった。むろん当時発言力のあった富裕層はこれに

反対したが、革命では力によって持つ者の発言が封鎖され、持たざ
る者の意思が通り、格差社会の是正が行われた。
gillivadaig  ［経済］キャピタルゲイン課税、マネーゲーム税、金融取
引税　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gilliva　もともと vlからあったが、
革命で改められた。詳しくは gillivaを参照のこと。
gila  ［経済］レジ、キャッシャー、会計、会計所、モールの中央会計所　［レ
ベル］２　16:制 :gil

gilald,fv  tinl　giは金属
gili  ［音楽］琵琶　［レベル］５　古 :ベルが関わっているはず
gilite  ［動詞］yulを aと援交させる、援交する　［普通動名詞］［再帰動名詞］援
助交際、援交、エンコー　［類義語］mentes　［レベル］５　tm;/「金のある
デート」　23　［語法］　セックスを含むかどうかは任意。金を払ってデー
トしてもらうこと。
gilika  ［名詞］炉　［レベル］５　22:gilius/ka

gilikaifa  ［地球の星座］［ユマナ］ろ座　24　［文化］　ifa

gilil  ［化学］金属元素　［レベル］５　19

gilia  ［経済］ケートイアの通貨　［レベル］５　22

gilias  ［企業］ギリアス　［レベル］５　22:gilius　［文化］　日経新聞社に相当
する企業。
giliassemo  ［経済］ギリアス平均株価　［レベル］５　22　［文化］　日経平均に
相当するもの。
gilius  ［サール］ギリウス　［レベル］５　meltia 8:gilius;e　20:古 gi, gil
　［文化］　(meltia 8→ )ティクノ、フィーリアの山で自然銅を発見。美
しいと思ったポエンは自然銅からギリウス神を生み、銅およびその
仲間すなわち金属を支配させる。
gilius(2)  ［経済］ヒュートの通貨　［レベル］５　22

gilov  ［経済］キャッシュフロー　19:金の動き
gilor  ［音楽］金管、金管楽器、ラッパ　21

gilet  ［名詞］ライバル、好敵手　［レベル］３　rd;/↓　古 :gil/te「ギル
のような」。古ではライバルを指す言葉がいくつかあったが、これが
新生で残った。セレンとギルが少年時代に戦闘能力や戦闘スタイル
で拮抗していてライバル関係にあったことから。
gil eniik  ［人名］ギル＝エニーク　19:ilmus:ridia　［文化］　レイユの政
治家。男性。ヴァーサ＝エニークの子孫。アライブ党首。
giark  ［化学］金属結合　［レベル］５　19

gii  ［動物］猿、まし、ましら、モンキー　［レベル］２　19:17:制 :lakta:オ
ノマトペ。鳴き声が gii。　［擬声］　kii, hii（通常） gii（怒り） kikk
ik（はしゃいでいる）
giit  ［動詞］yulを凋落させる、凋落する、落ちぶれる、衰える、衰え
させる、衰退する　［反意語］daak　［レベル］３　＠ 19

giik  ［形容詞］みすぼらしい、かっこわるい、ださい、ダサい、ぼろい、
ボロい、おんぼろな、オンボロな　［反意語］daat　［レベル］３　＠ 19　［語法］
　服装がみすぼらしい様。見かけが悪いさま。
giikket  ［形容詞］びしょぬれな、ぐしょぬれ、びしょ濡れ、ぐしょ濡れ
　［類義語］eves　［レベル］３　20:みすぼらしい猫。猫が濡れると、もの
すごく可愛げのないショボい見た目になることから。
giix  ［形容詞］貧相な、貧弱な、ひよわな　［形容詞］男の筋肉が貧相、女
の胸が小さい　［反意語］daas　［レベル］３　＠ 19

giiros  ［化学］金属イオン　［レベル］５　19

gio  ［経済］利益、利潤、得　［名詞］(til)得をする、儲ける、もうける　［レ
ベル］３　古 :gio（得）　［語法］　日本語の「得する」と同じ感覚で動詞
にしないように。gioは「得である」という形容詞なので、動詞形
の gioemは「yulを得な状態にする」という意味になる。　【用例】　an 
ximik{tilik} gio del 2 kot parmsolt naa. 二千円得したね。
giot  ［名詞］利害、損得　［経済］損益　［レベル］５　20:gio/it

giofidn  ［経済］利鞘、りざや、利ざや、マージン　［レベル］５　22　【成句】
　til giofidn 利食いする
giofer  ［経済］割安、お買い得　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

giodae  ［形容詞］ウィン＝ルーズな、一方的な　［類義語］giogio、daed
ae　［レベル］５　20

giogio  ［形容詞］ウィンウィンな、ウィン＝ウィンな、ｗｉｎ－ｗｉ
ｎな　［類義語］giodae　［反意語］daedae　［レベル］５　20:melidia xier　【用
例】　tu et fut giogio. それはウィンウィンな取引だ。
giopax  ［経済］損益計算書　［レベル］６　19　［語法］　損失のときは daepax
ということもある。　［文化］　雛形は地球と同じだが、命名が独特な
ので注意。　売上高：全体的な収入　売上原価：全体的な原価　売
上総利益：売ったことで得た利益　販管費：販売管理費　営業損益：
営業 (rsiil)したことで得られた利益　営業外収益（費用）：本来業務
ではないが、自社に関連して得られた収益（費用）　経常利益：営業
利益の rsiilは多義で「親」とも取れるので、それを応用して「子」
と表現。　特別利益（損失）：特別な利益（損失）　税金等調整前当
期純利益：税金を納める前に蔵に入れておいたことから　当期純利
益：純粋な利益
go,f  lax
got  ［動詞］yulを弾く、弾く　［魔法］ゴット。土の低位白魔法。敵の物
理攻撃をはじく防御魔法。　［武道］捌く、さばく　［動詞］侵略軍を撤退
させる、追い返す　［音楽］ピチカート、ピッツィカート　［レベル］３　古？ :
オノマトペ　【用例】　got dap kon ji おでこをつまはじく
got(2)  ［生物］顆。拘束形態素として使う。　szd　24
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gotalmi  ［アイテム］バックラー　rd;/「弾く盾」　24　［文化］　smで発明さ
れた。積極的に腕を前に出して敵の攻撃を弾くように使う。
gote  ［名詞］外側、外　［建築］構外、柵の外、外部　［反意語］deko　［レベル］
２　＠ 19
gotetim  ［地学］外核　vl;/　23

gotekap  ［名詞］外線電話　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

gotesevn  ［生物］上皮組織。動物体の外表面あるいは体腔や器官の内腔
などをおおう組織。　rt;/　24
gotemox  ［数学］外接　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

gok  ［動詞］yulを aに乞う、乞う、請う　［丁寧］mixに相当。受け取る、
拝受する、いただく　［レベル］３　fv;e　古　gok:gok　【用例】　meid gok
at xant i halka. あなた様から贈り物をいただきました。
goks  ［宗教］托鉢　zg;gok/so　24

goxt  ［動詞］yulを aにおびき出す、おびき出す、おびきだす、おびき
寄せる、おびきよせる、誘い出す、誘い込む、誘導する　［反意語］desk
　［レベル］３　＠ 19　［語法］　ある場所や行為へ誘導すること。
gosk  ［料理］チーズ　［レベル］２　13:制 :gosbak（牛乳を発酵させて固めた
ものであることから）　［文化］　日本の漬物感覚で食べる。種類も豊富。
カレンなどのアルティア人には癖のないウォッシュが人気。
goskasl  ［化学］酪酸　［レベル］６　19:ridia　［文化］　rdでリュウがチーズ
から名付けた。
gosl  ［名詞］醸造　［レベル］５　13:制 :gos（発酵 )

gon  ［動詞］yulをノックする、ノックする、コツンと叩く　［擬音］こん
こん　［レベル］３　tm;fovet　lakta:ドアをこんこんと叩くオノマトペ　［文
化］　トイレはノックしない→ beek　トイレ以外のドアで閉まってい
るものはノックする。開いているのは通過時と空気の交換時だけな
ので、事実上常にノックする。ただし自室や居間に入るときはしない。
フランスと同じで、ノックをしたら返事を待たずに２秒ほど置いて
入る。　【成句】　gon omi e dia o mel 二足の草鞋を履く。セレンが
リディアとメルの部屋を夜毎代わる代わる訪れていたことから。　【用
例】　non hom tems le teeze e flea gonand, tem xiv e kuto le lates al 
ez noan i xe kalte. 夏風がノックする窓を開けてみると何処からか迷
い込んだ鳥の声（『想像フォレスト』）
gont  ［動詞］yulを a（結果状態）までエスカレートさせる、エスカレー
トする、昇華する、高める　［レベル］３　14:制 :古 :get,age（螺旋）
gongyu,fv  evan　gongo/gyu「家畜による苦味→家畜による苦痛」　
23
gonga  ［魔法］煉丹術、錬丹術、練丹術、金丹術　alt　24

gongo,fv  vakn　fovet。鳴き声から。　23

gonge  ［ジョブ］道士。煉丹術を使う。　alt　24

goma  ［動物］狐、キツネ、フォックス　［レベル］２　13:制 :lakta:gukooma（金
色の犬）　［擬声］　waa、hyaa、gyaa（鳴き声。女の悲鳴に似ている）
gomanet  ［動物］ウェルシュ・コーギー、ウェルシュコーギー　［レベル］
５　21:goma/te
gomaifa  ［地球の星座］［ユマナ］こぎつね座　24　［文化］　ifa

gomi  ［生物］エキノコックス　［レベル］５　19:goma　［文化］　キツネから発
見された。
gobi  ［医療］内科　［レベル］３　＠ 19

goho  ［動詞］yulを咽ばせる、むせる、咽ぶ、むせぶ、咽る　［レベル］２
　16:制 :oho
goz  ［論理］［言語］前提　［反意語］dej　［レベル］３　＠ 19　［文化］　アルバザー
ドは論理性を重んじるので、何が前提で何が結論なのか、はっきり
明示する。前提と結論の因果関係も論理的に行うこと。結論の出し
方だが、アルカで文章を書く順番は、結論→前提→再び結論である。
まず結論を初めに言って、聞き手を掴む。そしてその説明をし、最
後にもう一度結論を言って要するに何が言いたかったのかというこ
とを強調する。こうすると相手の記憶によく残る。文章によっては
この流れに従わないこともある。だが、比較的論文に近づくほどこ
の流れに従いやすい。
gol  ［化学］［物理］セルシウス温度、セ氏、摂氏　［レベル］３　先　【用例】　
fis, saf at 5{tif 5} gol. 今日の気温は摂氏５度 {零下５度 }だった。
　saf et 8 gol tis tant ra ter. 外は８度しかないらしい。
gola  ［料理］カロリー　［レベル］３　16:制 :gol/af　【用例】　gola tin 高カロ
リー
golem  ［ネガティブ］［形容詞］売れる　［類義語］luuxe　［反意語］dolet　［レベル］３
　rd;go.faia（欲望）/lem（音楽）「欲望の音が鳴る」　23　［文化］　kolx
et
goa  ［動詞］yulを aに吐く、吐く　［名詞］吐瀉物　［擬音］ぐはぁ、ごあ、
げろげろ、ごふっ、げぼっ。吐く音。　［類義語］bueca　［レベル］２　14:
制 :fovet:gooa　【用例】　goat sat erim mil nik 驚きで心臓を吐きそうに
なった
get  ［形容詞］幅狭い　［動詞］yulを狭める、狭める、細める　［反意語］dok　［レ
ベル］２　＠ 19　【用例】　font get 狭い道　get(em)ik ins 目を細める
getmyut  ［名詞］狭い幅　［工学］狭軌。getfoosmyutから来ている。　rt;/
　24
getmet  ［動詞］yul（選択肢など）を狭める、狭め落とす、候補を絞る、
絞り込む、絞りこむ　［反意語］dokflox　［レベル］３　20　【用例】　getmet 
ziko a vi. 候補を３つに絞って。　nain getmetat soan a luus val. 警
察は犯人の候補をこの４人に絞った。　yan getmetat luus xalt raka, tol
is, lens, xiteleep wen" 私はその中から更に居住地、年齢、知性、家
族構成などを考慮して的を絞った」

geta,fv  age　ge/ta「外に向かって丸い→外に回る」
gek  ［名詞］球、玉、弾、ボール← melxe　［名詞］銃弾← gelgek　［名詞］攻
撃弾。何らかの攻撃に使う弾→ galis　［形容詞］球状の、たまい（球い）、
丸い　［動詞］yulを丸める、丸める、縮まる、縮める、縮こまる、ち
ぢこもる、身を縮める　［類義語］melxe、galis　［レベル］２　13:制 :古 :球
＝ algeki,algekiだから、意味としては元の形が gekigekiである。｢円
と円 ｣という意味。アルカでは球は円の累積であると考えていたた
め。球の底部から頭頂部に至るまで徐々に面積の大きい円が累積さ
れ、中心部を超えると徐々に面積の小さい円が累積されていく。そ
してできるのが球だと考えたため。リュウやメルはこの定義に難色
を示していた。後年、アルカ ･エ ･ソーンが球に英語からとった bo
olasという語彙を使用するようになると、メルはそちらも使用するよ
うになった。　geki:geki::man,alt　【用例】　flel kanvi l'el pip sen gek 
a kalte flon kon ento yuu in sen em tu. non nomat lanko sein ento 
em lan laas. 見えなくなるほど遠くに ボールを投げれる強い肩。うら
やましくておとこの子になりたかった（川本真琴『１／２』）
gekka  ［料理］団子、だんご　［レベル］２　21:gek

geks  ［動詞］yulを a（表裏など）にひっくりかえる、ひっくりかえる、ひっ
くり返る、ひっくりかえす、ひっくり返す、転回する、反転する、覆す、
くつがえす　［普通動名詞］［再帰動名詞］反転、逆転、展開、ひっくり返し　［言語］
反転語。komoと mokoのように音節をひっくり返して主に対語を作る
造語法。現実の古アルカに見られ、神話では fなどに見られる。　［論理］
逆　［言語］倒置　［音楽］転回　［数学］対数、ログ　［レベル］２　13:制　［文化］
　対数は imul 1377年に ibel yungeによって発見され、計算機のな
い時代に重宝された。神代ではイメア神の加護で計算ができたので、
対数は発明されなかった。　【用例】　geks gald コインをひっくり返す
gekstoen  ［普通動名詞］逆転、逆点、形勢逆転　［動詞］yul（相手）に逆転
する　［類義語］geksekxom　［レベル］４　rd;/「形勢をひっくり返すような
弱者の一撃」　24　［語法］　gektoenは試合などに用いる。geksekxomは
ストーリーの流れなどがそれまでと違って急展開することである。
gekstees  ［論理］対偶　［レベル］５　rd;/　23

geksxan  ［論理］逆真、逆もまた然り、逆もまた真なり、ヴァイスヴァー
サ　［レベル］５　rd;/　23　【成句】　seren et xiia kalt mirok xalt ridia 
kont geksxan. リディアにとってセレンは恋人以前に神であり、逆もま
た然り（ridia lutia）。この場合 sol格と xalt格が入れ替わって逆 (geks)
になっている。リディアは自分にとってセレンは神格化されており、
恋人以上に信仰の対象となっていて、恋を凌駕して神への愛になっ
ていると述べた。リーザやセレンやメルなどもそれを認識している。
リディアはセレンが死ぬとき一緒に消えると１０代の頃から言って
おり、リーザはその気持ちを殉教と呼んでいる。
geksnabi  ［料理］フライ返し　［レベル］３　20

geksvolep  ［言語］倒置構文、倒置文　［レベル］５　rd;/　23

geksmik  ［数学］対数の真数　19

geksmold  ［言語］倒置法　［レベル］５　rd;/　23

gekslank  ［数学］対数の底　［レベル］５　19

gekslooza  ［数学］対数尺→ looza　［レベル］５　20

geksekxom  ［名詞］逆転、逆転劇、急、急展開、展開　［類義語］gekstoen　［レ
ベル］４　rd;/「話をひっくり返すような展開」　24　［語法］　gekstoen

geksui  ［植物］里芋、サトイモ　［レベル］２　20　［文化］　胃に良い芋として、
軟水の湧くアルバザードでは日本同様煮物などに使われる。
gekvav  ［運動］球技　［レベル］３　rd;/　24　【用例】　ans til evita e gekvav 
im fis sin, ento an na els. 今日は球技大会があって憂鬱。
gekfink  ［数学］球面　［レベル］４　20

gekmom  ［植物］球根　［レベル］２　20

geki,f  mem、gek　「丸く動く」
gexm  ［交通］ヒッチハイク　［レベル］４　13:制 :gexamoから
ges  ［化学］腐敗　［動詞］yulを腐敗させる、腐敗させる、腐敗する、腐
る、腐らせる　［形容詞］腐った、腐敗した　［反意語］dox　［レベル］２　古 :
ges,gess。腐った匂いを嗅いだときに発する声のオノマトペ。日本語で
は ｢うっ ｣というなどにあたる。　【用例】　tu gosk es ges. このチーズ
は腐っている。
gest  ［料理］パイ、ペストリー、ペーストリー　［レベル］２　13:制 :laktaで
は gesa（円盤形の粉状のもの）　【用例】　lad gest パイを焼く
gesk  ［動詞］yulという内容のヤジを aに飛ばす、やじる、野次る　［普通
動名詞］野次、ヤジ、やじ　［レベル］３　13:制 :古 :gesku（腐った言葉）
gesvortmain  ［名詞］腐乱死体　［レベル］５　19

gesmiina  ［俗語］腐女子　［レベル］４　20:zana　［語法］［文化］　典型的には
見た目も性格も悪く、自己中で夢見がちな女。現実より空想を好む。
通常いい意味では使わない。本人が自虐的に使うこともある。　人
によって見た目が良かったり性格が悪くなかったりすることもある
が、確実に性格が変わっており、普通の人とは異なっていて奇妙な
印象を与える人物に用いる。　日本語の腐女子と違ってＢＬ好きと
いう意味は必ずしもない。しかし impelである確率は高く、nemp好
きも無論いる。　【用例】　amel ant emor gesmiina im tuo navm. 最近妹
が腐女子化しつつあるように感じる。
gesdio  ［医療］歯周病、歯槽膿漏　［レベル］４　19

gesyek  ［名詞］腐乱肉　［レベル］３　22

gesl  ［植物］キャベツ　［レベル］２　13:制 :laktaの gesi（腐るもの、腐った
におい？）　［文化］　常食され、ドレッシングをかけて生で食べること
もある野菜。胃にいいとされている。
geslalmavi  ［化学］ビタミンＵ、キャベジン　［レベル］４　vl;/　23
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gesal  ［被服］フーク　sm;gege/salo　24　［文化］　smでできた。女性司祭が
かぶったベール。
gesi  ［植物］ケール　［レベル］３　古 :キャベツと同じ　［文化］　食用より
も、野菜ジュースの原料として使われる。
gesest  ［名詞］汚名、不名誉　［レベル］４　22　【成句】　sed gesest 汚名返上、
名誉挽回
gesel  ［魔物］ゲセル（邪顔）：第八十天：邪の風天　［レベル］５　19:rid
ia/seren/mel:腐った顔。elは古形。　［文化］　魁族。腐乱死体の顔を
した塊。頭部だけだが、大きさは直径１メルフィを超える。あらゆ
る呪いの魔法や邪の魔法を使う。
geseltoa  ［天文］アルフェラッツ　19:ridia/seren/mel　［文化］　ゲセルの
鼻。メルがイーファの魔法で弾き飛ばし、liven座まで飛んでいった
もの。
geseldio  ［天文］アルマク　19:ridia/seren/mel　［文化］　ゲセルの歯。
メルがイーファの魔法で弾き飛ばした。あまりに強く吹き飛び、ogal
の領域に行った。
geselagel  ［天文］アンドロメダ銀河　［レベル］５　19:ridia/seren/mel:ゲ
セルの渦　［文化］　メルがゲセルを封印した際、あまりにゲセルが強
かったため、倒すのを諦めた。そこでメルは時空を歪め、winzの魔
法で時空を歪め、ゲセルを銀河に追いやった。封印の際、ゲセルの
顔のパーツが四方八方に飛び、星となった。
geselins  ［天文］ミラク　19:ridia/seren/mel　［文化］　ゲセルの目。
gen  ［化学］樹脂　［レベル］４　lakta

gens  ［普通動名詞］批判　［動詞］yulを onについて批判する、批判する。
gukと同じ格組。　［レベル］３　rd;gyu/rens　23　【用例】　gens klei laat 
on axtom vol jap tu yun yulin 彼の小説をまるで子供の書き口のよ
うだと批判する
genos  ［地名］ゲノス　［人名］ザナのアルカ姓　［レベル］５　kako　［文化］　メ
テの使徒ゲノルペの支配地。
genos(2)  ［アトラスの国家］ゲノス　［レベル］４　kako

genom  ［名詞］嫉妬、妬み、ねたみ　［動詞］yulを妬む、yulがねたましい、
妬む、ねたむ、嫉妬する　［類義語］ridian、algenom　［反意語］nom　［レベル］
３　fv;e　赤 :genomu, genom　【用例】　seren genom yult on vaik di. 
セレンはユルトに色んな面で嫉妬している。
genolpe  ［人名］ゲノルペ　［組み数字］９/１５　［レベル］４　kako　［文化］　
メテの第９使徒。
genolpelil  ［化学］バークリウム　18:制
gege,f  kas
gegel  ［被服］ピエスデストマ　sm;gege/al「三角のもの」　24

gep  ［名詞］ねじ、螺子、スクリュー、ネジ、捩子、ペグ　［レベル］２　la
kta:螺旋釘　【用例】　hol gep ネジを回す　ar{ev} gep ネジを締める　
is{sed} gep ネジを外す
gebyu  ［植物］青梗菜、チンゲン菜、チンゲンサイ、パクチョイ　［レベル］
４　古 :byuは byuzで、geはアブラナ科の証か
geh  ［感動詞］げへげへ、ゲヘゲヘ、うへへ、ウヘヘ　［レベル］３　fv　
22:sorn　［語法］　粗野で野卑な笑い方を表す。
ger  ［植物］大根、だいこん、ダイコン　［レベル］２　lakta　［文化］　おろし
で食べて消化酵素を得るなどする。煮て食べることも多い。　【成句】　
kui firj ok ger ささ身とともにダイコンを食う：石橋を叩いて渡
る。胃をわずらったセレンがジアスターゼ（これ自体はリパーゼで
はないので油は消化せずデンプンの消化酵素となるが、油ものと付
け合せて食べられることが多い）を含むダイコンをよくすりおろし
ていたが、胃痛を怖がって油も少なく消化もしやすいささ身を食べ
たときにもダイコンを食べていたことから。
gert  ［植物］オーツ、カラス麦　［レベル］３　古
geret  ［動詞］yulを aに巻き上げる、巻き上げる、カールさせる、カー
ルする　［美容］カール　［レベル］３　21:agel/te

geretzon  ［美容］カーリングロッド　［レベル］５　21

geretar  ［美容］カーラー　［レベル］４　21

gel  ［軍事］銃、砲、鉄砲、てっぽう、ガン　［軍事］拳銃← estark　［動詞］
yulを銃で撃つ、撃つ　［俗語］［動詞］［普通動名詞］yulに膣内射精する、膣
内射精、中出し、中だし。コンドームの有無は問わず。　［レベル］２
　sm;fovet　sorn:アルシェでは kilだが、これは英語のｋｉｌｌから
なので使わない。　［語法］　地球と違い、銃と砲の単語上の区別はな
い。　［文化］　●銃と火器の歴史　　・最古の火薬　　アトラスにお
ける最古の火薬は硝石と硫黄と木炭を混ぜてできた黒色火薬で、tm
の時代に神々によって発見された。しかし威力がヴィードに比べて
あまりに弱いため、軍事利用はされなかった。　zgになるとシー
ジア人が硝石に硫黄を混ぜた焼夷剤を発明した。これは kkで軍事利
用され、投石器とともに用いられた。投石器で焼夷剤を投げ、攻城
兵器として用いられた。しかしヴィードのほうが効率よく攻撃でき
たため、補佐的にしか用いられなかった。　　・最古の火器から火
打石銃まで　　最古の火器は smでできた。火炎放射器のように使う
飛火槍がまず最初にアルバザードで作られ、続いて凪人が持ち込ん
だ竹を使い、竹の筒から火薬団子を飛ばす突火槍が作られた。これ
らは魔力を持たない戦士や魔力の弱い凪の軍人たちが火計を行う際
などに用いられた。後に魔力の弱い凪の軍人が金属製の火竜鎗を発
明。しかしアマガタリの代わりになるほどの威力はなかった。　火
竜鎗は命中精度が悪かった。しかも撃つ際には火門に目をやらねば
ならず、敵と火門を同時に見ることができず、命中精度が更に悪かっ
た。そのため火門を見ずに火をつける工夫がされた。その結果でき
たのがサーペンタインである。　しかしサーペンタインは引き金を
引く動作が大きく、狙いが狂う。そこで火挟みと引き金が別部品に

なり引き金を引くことでバネの力で火挟みが火門の上に瞬時に落ち
るマッチロック（火縄銃）が生まれた。これは引き金を引く長さが
短いため、狙いが狂いづらかった。また命中精度を上げるために照
星と照門が付けられた。　こうして火竜鎗からだいぶ向上した火縄
銃ができたが、ヴィード攻撃を多用できるアルバザード人には普及
せず、もっぱら魔法を使えない凪の戦士によって使われた。ユノが
十分でない相手は火縄銃で倒すことができたため、軍事利用される
ようになった。また、凪人の猟にも用いられた。　火縄銃の弱点は
常に火のついた火縄を持ち歩かなければならないことだった。火が
消えると使えなかった。そこで火打石を使った歯輪式の銃が作られ
た。これが後に火打石銃に昇華する。火を絶やさないよう注意しな
くなったのは良いが、強い力で引き金を引くので銃がブレ、命中精
度は火縄銃より悪かった。　　・グレア（魔動銃）の発明　　アルティ
アはこの火縄銃や火打石銃をひっさげアルカット大陸に上陸。imul 
1102にカレンシア王国が建国されると戦争は停止し、銃火器の発展は
一旦停止した。アルバザードやルティアは強力な魔導士がいたため、
銃火器を発展させる必要性を感じていなかった。　しかしその一方
でアルバザードは銃火器を魔器に応用できないかと考え、独自に魔
法工学の研究を始めた。その結果、1202年にオスティア＝ジレール
によりグレアができる。　グレアはユノの伝導率のよい鉄の弾を打
ち出す魔器であり、凪人の銃が元になっている。銃自体が鉄ででき
ていて、小銃や拳銃の形をしている。火縄銃は大きくて持ち運びが
不便だったが、鉄の弾をユノの力で撃ち出すだけならそんなに長い
銃身は要らないため、銃身が短くなり、銃床がなくなり、片手で扱
える拳銃サイズのものになった。ただしこれでは飛距離が短いため、
拳銃型のものは接近戦で主に使われた。野戦では飛距離がいるため、
火縄銃時代と同じく小銃型のものが使われた。1204年のケートイア
戦のときは小銃型が活躍し、ケートイア軍を破った。　グレアの弾
は雷管ないし起爆薬、薬莢、発射薬、弾丸から成る。弾丸は鉄製で
ある。発射薬は火薬ではなくユノを重合できる透明なサファイアで
ある。サファイアに予め発射に必要なだけのユノを詰めておく。こ
のサファイアからユノを放射する衝撃を与えるためにあるのが雷管
で、雷管は小さく綺麗に研磨した宝石状の透明サファイアから成る。
宝石状のサファイアは撃針の小さな刺激で即座に霊圧の高いユノを
放出することができるためである。リムファイアの場合はリムの部
分が宝石でできており、センターファイアの場合は中心部のみがサ
ファイアの雷管になっている。前者はふとした衝撃でユノが飛び出
てしまうのと、宝石を円形に敷き詰めるのが高価なため、センター
ファイア式が一般化した。　撃鉄を起こし、引き金を引くことで雷
管が打たれ、発射薬が刺激され、ユノが放出され、鉄の弾丸が銃身
を走って放出される。この仕組を持ったものがグレアである。　グ
レアの物理的な威力や飛距離は発射薬の容量や霊圧、また銃身の長
さや弾の重さなどに左右される。しかしグレアの魔法学的な威力は
射手がどれだけ多くのユノをグリップから銃身を通して弾の先端の
弾丸に篭めたかによる。グレアはユノを篭めずに撃っても撃針と雷
管と発射薬のおかげで射出自体はできる。だがユノを篭めなければ
ただ鉄の玉がそれなりの速さで射出されるだけで、火縄銃以下の威
力しかない。それではユノでバリアを張る相手には大した効果がな
い。そこで射手は自分のユノを弾丸に伝導させ、引き金を引く。火
縄銃と違って撃つたびに自分の霊力を消耗するのが欠点だが、強力
なヴィードで身を固めた相手でさえも倒すことができる点が利点で
あった。　　グレアは 1204年のケートイアによるアルバザード侵攻
の際、アルバザード軍に配備された。アルバザード軍はグレアによ
り圧勝し、ラグナロクやオスティアの知名度は高まった。　火縄銃
と違って弾に宝石を使う関係でグレアの使用はコストがかかり、ア
ルバザードは金欠に陥った。その結果アルバザードはケートイアに
多額の賠償金を請求した。ケートイアはこれが元で経済に大打撃を
受け、不況や内乱が続き、長きに渡ってアルバザードに対する戦力
を失い、アルバザードは隣国の脅威から逃れることができた。　グ
レアの功績により、1205年にはラグナロク工科大学がルシフェル校
から分離独立した。また、隣国カレンシア王国に対する威嚇にもなり、
カレンシアの脅威も弱まった。　　初期のグレアは火縄銃と違って
火薬と丸い弾を銃身に突っ込む方法ではなく、発射薬や雷管や弾丸
などが薬莢に収まって一体化したもので、火縄銃より進化していた。
従って弾は球ではなく現代にも繋がるどんぐり状であった。　ただ
火縄銃と同じく一発ずつ弾を銃口から入れなければならなかった。
その後改良がなされ、リボルバー式のものやマガジンを持ったもの
が開発されていった。　　・rdでヴァストリアができるまで　　グ
レア以降、ラグナロクはワゼットやアンジェルといった大型魔器の
開発に乗り出していったため、銃の発達は取り残される形となった。
　　rdになりアシェットが悪魔テームスらと戦いだすと、神々は
殲滅武具ヴァストリアをアシェットの使徒に授けた。　このころセ
レンやリディアらは剣の力に限界を感じていた。白兵戦を強いられ
る剣は飛び道具を持つ敵に対して弱く、とりわけ強大な悪魔たち相
手には接近戦でしか力を発揮できないと勝つのが難しかった。　ま
た、アルバザードもヴェルシオンやベルガンドとの戦いに際してよ
り強力な魔動銃を必要としていた。そこでアルバザードは悪魔殲滅
を願う神々の力を借りて共同研究をし、ラグナロクで主にリュウら
の協力を得て銃の改良に励んだ。銃は smで一旦発達が止まっていた
が、悪魔との戦いが激化する中で再度の改良が求められたのである。
　彼らは銃身に腔綫を付けて命中精度を上げたり、拳銃型や小銃型
だったグレアから様々なタイプの小銃を発明した。例えばライフル
銃や散弾銃が発明され、大砲などの砲（大銃）も作られた。　リディ
アは剣を振るい格闘技を得意とするセレンに憧れを抱いており、銃
については良いイメージを持っていなかった。だが改良されていく
銃を見るにつれ、これからは銃の時代だと考えを改めた。　意趣返
しをしたリディアは神々にヴァストリアの制作を依頼。これを受け
た神々やアルバザードやリュウらがセレン用にヴァストリアを制作。
拳銃型の arbileo、ライフル型の fiolentiina、散弾銃型の leebenbc
oiが作られ、セレンに贈呈された。　なお、同時期にリディアは格
闘技に限界を感じ、また剣の取り回しの悪さに辟易し、ちょうど間
の子であるナイフ戦闘術をユベールに取り入れ、セレン用のナイフ
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型のヴァストリアの依頼もしている。このとき神々が与えたのが fra
tanitiである。　ヴァストリアができたことで煩雑な開発名が付けら
れていた拳銃は estark、ライフルは fiolet、散弾銃は bcandiと名付
けられるようになり、性能を下げたものが大量生産され、アルバザー
ド軍に配備されるようになった。　セレンはアルシャンテの中にア
ルビレオを忍ばせ、いつでも戦えるよう武装するようになった。カ
ルシェリエで武器を取り出すには手間がかかるため、とっさの戦闘
には向かない。そこで常に携帯できるアルビレオをセレンは好んだ。
　　・nd以降の近代銃　　ndになると 3,2遺伝子の普及とともに人々
はヴィードを失っており、魔動銃の使い手は急激にいなくなっていっ
た。　軍隊でも魔動銃を扱える者はほとんどいなくなり、魔動銃に
代わって火薬銃が台頭してきた。　メル 62年にアッティ＝メテが火
薬銃を再発見。これは凪の火打石銃で進化の止まっていた火薬銃に
rdで発達していた魔動銃の技術を応用したものだった。地球とは順
序が逆で雷汞の発見の前に雷管があったが、雷管にサファイアでな
く雷汞を入れるようになった。地球では雷汞の発見は１８世紀のこ
となので、アトラスのほうが早かった。魔動銃は火門に雷管をかぶ
せて撃鉄で叩いて発動させる管打ち銃で、これは火縄銃や火打石銃
と違って引き金を引いてから発射するまでのタイムラグが極めて短
い銃だった。　アッティは雷管に雷汞を詰め、管打ち銃を開発。雷
管のおかげでこれまでの火縄銃や火打石銃と違って雨天を気にする
ことがなくなった。　魔動銃の時代に既に腔綫とどんぐり状の銃弾
ができていたため、火縄銃に比べて３倍程度の命中精度と射程を獲
得していた。アッティはこれをそのまま火薬銃にも取り入れた。　
こうしてアッティにより火薬銃としての拳銃、ライフル銃、散弾銃
などが発明された。発射薬には黒色火薬が使われた。これは煙が多
いのが難点だった。　　魔動銃のころは小銃や拳銃の開発は盛んだっ
たが、砲は持ち運びが不便な上、魔動銃なら小銃でも十分な威力が
あったため、発達しなかった。　nd以降は徐々に威力の大きい攻城
兵器としても使える砲も研究されていくようになった。この時点で
地球に比べて小銃は発達していたが、砲は地球並みに遅れていた。
ここからの砲の進化は地球とほぼ横並びとなるが、小銃の進化はし
ばらく停滞する。　ndは大航海時代で、小競り合いはあっても大き
な戦争は rdほどなかった。　　rtになると無煙火薬が発見された。
　また、機関銃などが進化し、地球の１９世紀水準となった→ vadg
el　　騎兵がまだ現役だったころは歩兵は馬上の敵を銃剣で突くため
長い歩兵銃（小銃）を持ち、騎兵は馬上から撃ちやすいように短め
の騎兵銃（カービン）を持っていた。　だが騎兵が廃れると馬上の
敵を突くことがないので歩兵銃（小銃）が騎兵銃並みに短くなった。
この結果、後の世では歩兵銃（小銃）より短いものが騎兵銃（カービン）
と呼ばれるようになる。というのも、もともと騎兵銃のほうが歩兵
銃より短かったため、騎兵科が廃れても銃の名称だけは残ったので
ある。　　・vlから alにかけての現代銃　　rt末期、第一次世界大
戦より前の時代は戦車も飛行機もなく、大砲は馬が引いていた。そ
のため機動力が悪く、陸戦の主役は歩兵の小銃であった。　このこ
ろの歩兵は横一列になって１ｋｍ以上離れた距離から撃ちあってい
た。ところが機関銃が rtで台頭すると、この戦法では歩兵が機銃掃
射されてしまう。そこで夜襲や塹壕戦などの接近戦が増えた。する
と長い射程を持つ銃よりも接近戦で使える銃が必要になり、一発ず
つボルトアクションをする暇がなくなった。そこで拳銃が台頭した
が、拳銃は少し距離が離れると当たらない。そこで vlの第一次世界
大戦では拳銃弾を乱射できるサブマシンガンが作られた。　　小銃
は一発打つと銃身が跳ね上がってしまい、再度狙いを付けて撃つま
でに４秒ほどかかる。これにボルトアクションを入れると全体で５
秒ほどかかる。vlでは自動小銃が作られたが、ボルトアクションの
１秒分しか稼げないのでそこまでの優位はなかった。自動小銃は生
産に手間がかかるため、第二次世界大戦ではアルバザード軍と各国
軍の一部に配備されただけだった。　　第二次世界大戦が始まると
それまでの小銃の射程の長さが不要になった。１ｋｍも離れた相手
に撃つことはなく、比較的接近戦が多かったためである。当時の歩
兵はそのような長い射程を必要としていなかった。　かといってサ
ブマシンガンでは射程も命中精度も不足。そこで小さな弾にして小
銃の反動を抑え、射程を短くし、小銃をサブマシンガンのようにフ
ルオートで使いたいという欲求が出てきた。　こうしてアルバザー
ドが旧カレンシアの協力の元開発に乗り出し、突撃銃ができた。現
代の小銃は基本的に突撃銃である。　なお、第二次世界大戦で雷管
には雷汞ではなくトリシネートが使われるようになった。雷汞は自
然分解しやすく高価で銃腔を錆びさせるためである。　　●銃と政
治と規制　　rdまでは圧倒的なヴィードを持った王たちが国を支配
していたため、民の力は弱く、王政は盤石なものであった。　しか
し ndになって人々がヴィードを失うと、ごく一部の人間を除いて
ヴィードが使えなくなった。　王族はたいてい多少のヴィードを残
していたが、それでも ndで栄えた銃火器の前では無力だった。　rd
でアシェットが貴族を解体したことで、貴族と平民の間の距離が縮
まった。　続いて ndで旧貴族や王族のヴィードが弱まった結果、一
般兵士の力が相対的に上がった。農家の次男三男などを集めて編成
されるアルバザード国軍はそうした一般兵士から成り、彼らには銃
火器が装備として与えられた。　これにより平民は力を付け、力を
付けた平民たちが王政を打破して自分たちの考えで国を動かす民主
主義を目指すようになる。そう、銃と民主主義は関連している。地
球でもアトラスでも民主主義は銃によってもたらされたものである。
　nd_rtでは資本主義が台頭したが、rt初期の 150年ごろには共産主
義が新たに台頭した。遅れて 203年にはミナリスが民主主義を唱え
た。強大な魔導士ミナリスという頭角の背景には銃を持った平民た
ちの力があった。　一方、200年にはシオン＝アマンゼが誕生し、徐々
にアルティス教が生まれていく。300年のミナレット諸党とアルティ
ス党の和平に至るまで両陣営は抗争を繰り返したが、ここでも銃が
活躍した。　300年になり vlを迎えると、ミロク＝ユティアが生ま
れる。320年にミロク革命が起き、322年には第一次世界大戦が勃発。
ミロクのような強大なヴィードを持った人間は数人しかいなかった
ので、実際に頻繁に前線で戦っていたのは銃を持った平民であった。
　363年にベルティアショックが起き、世界経済が悪化。367年にエル

トアのナオン侵攻が契機となり、第二次世界大戦が勃発。ここでも
主戦力は銃を持った平民たちであった。　　世界大戦を勝ち抜いた
ミロクらアルティス教の人間はアルティス教の治世を実施。しかし
強大な魔導士たちを陰で支えるのは銃を持った兵士たちであり、彼
らは民衆でもあった。ゆえにアルティス教の治世はアルティス教と
いう宗教を中心とした世の中ではあっても、結局のところそれ以外
はミナリスらが目指した民主主義の世の中と似ていた。宗教分離が
なされていない民主主義の世の中と考えるとイメージしやすいだろ
う。ただユティア朝は民主主義を部分的に採用しているだけで、根っ
この部分では独裁政権であるから、ミナリスらの目指したものとは
確実に異なる。根っこでは独裁政権だが表向きには民主主義なので、
１３年現在で考えると中国に近い。ただし中国と違って超人な哲人
が単独で国を支配しているという点が決定的に異なる。　ミロクが
完全な独裁政権を実施できなかったのは、国民でもある兵士たちが
銃で武装しており、発言権を持っていたためである。さらにミロク
は自分たちがいかに強大でも寿命には抗えず、ユティア朝の支配力
は年々弱くなっていくだろうことを予測していた。その予想は当た
り、ユティア朝は代を重ねるごとに独裁政権色が弱まり、民主的に
なっていった。　ミロクは一般国民による銃を使った決起を恐れ、
第二次世界大戦終了後、世界各国で民間人の許可のない銃の所持を
禁止した。地球でも銃の自由がない国は日本など特例を除いてほと
んど独裁政権だが、独裁政権色の強いユティア朝の下ではやはり地
球同様銃が規制されるようになった。この名残で、独裁政権色の薄
まった al後期や lj初期でも民間人の銃の所持は許可を得ないかぎり
禁止されていた。　　ljで革命が起こるとアヴァンシアンによる事
実上の独裁政権が復活した。このときもアヴァンシアンは民間人の
蜂起を恐れ、許可なく民間人が銃を持つことを規制した。　アルバ
ザードはじめほとんどの国は民間人による銃の所持は許可制である。
地球で言うと日本ともアメリカとも異なり、フランスなどに類似し
ている。
gelt  ［動詞］yulをねじる、ねじる、捩る、よじる、ひねる、捻る、撚
る　［レベル］２　古 :円を描くようにした　【用例】　gelt aad entel ol so 
soa. 腰をひねるときはゆっくりと。
gelttoe  ［医療］旋撚刺法。鍼で使う技術。　rd;/　24

geltadil  ［植物］［医療］散モグサ　rd;/　24

geltom  ［医療］撚鍼法、ねんしんほう　rd;/　24　［文化］　szlの頃から存
在する鍼の打ち方。
gelte,szd  imel　<>teeze

gelkuo  ［軍事］銃砲口、銃口、砲口、マズル　［レベル］４　rd;/「銃の口」
　24　［文化］　gel

gelx  ［名詞］シュート、強い一撃、必殺の一撃、アタック、必殺　［動詞］
yul（敵や球）をシュートする、強く打つ　［レベル］２　14:制 :gelから　【用
例】　gelx adel kon yuno ユノで魔物を撃つ　gelx yuno al adel 同上
gels  ［植物］タマネギ、玉葱、たまねぎ　［レベル］２　lakta　［文化］　煮たり
炒めたりして食べる。生食は胃に極めて大きい負担をかけるので禁
忌のだが、カルパッチョなどに使われる。　また、若い乙女は口臭
を嫌って生食をしないというのが常識になっている。
gelshais  ［料理］カルパッチョ　［レベル］２　20:たまねぎマグロ　［文化］　
ナディアでルティア人が作った料理。マグロを薄く切ってスライス
した玉ねぎと一緒に醤油で合えたもの。カテージュ経由でアルバザー
ドにも流布。その後、魚を常食しないアルナ人が牛肉とマヨネーズ
とマスタードで肉のカルパッチョを作ったが、名前は gelshaisのまま。
地球と歴史が逆なので注意。
gelsais  ［軍事］腔綫、口線、こうせん、ライフル、ライフリング、施条
　rd;/　24　［文化］　gel

gelsonigar  ［名詞］ロシアンルーレット、ロシアン・ルーレット　［レベル］
５　rd;/「銃ルーレット」　24　【用例】　la vortat gelsonigar. 彼はロシ
アンルーレットで死んだ。　laas ar gelsonigar. 彼らはロシアンルー
レットをする。
gelv  ［医療］捻挫、ねんざ　［レベル］３　lakta　【用例】　tilik gelv on luwa 
足を捻挫した
gelfilati  ［軍事］銃砲身長、銃身長、砲身長、　rd;/　24　［文化］　gel

gelm  ［名詞］ボルト、ナット　［レベル］３　13:制 :恣意
gelma  ［被服］ミュール　sm;.selan　24　［文化］　smでできた。平民が編み
出した男女兼用の晴れ着の靴だが、後に貴族に取り入れられて絢爛
な装飾がされるようになった。nd以降は女性用に。
geldirei  ［軍事］ボルト　rd;/「銃の仕切り」。薬室後部をブロックす
ることから。　24　［文化］　gel

gelgek  ［軍事］銃弾→ gek　［軍事］実包、弾薬包、カートリッジ　［軍事］（散
弾銃の）装弾、シェル　［レベル］３　20:melidia xier

gelp  ［政治］福祉、福利、福利厚生、社会保障、社会福祉。包括的に指す。
　［レベル］４　sorn

gelpkad  ［政治］福祉国家　［レベル］４　19　［文化］　ヴェレイで起こったが、
形骸的だった。アレイユでようやく実現。
gelb  ［動物］毛虫　［レベル］２　lakta:gelb,gelbe

gelbebel  ［魔物］ゲルベベル（巨蛆蟲）：第九十五天：害の巨天　［レベル］
５　古 :gelは卑音。bebelは bebe（蛆）。小説版アンクノットにも
登場　［文化］　巨大なウジ虫。砂漠の土の中、天井の高い洞窟などに
生息。人に絡みついての血を吸って殺す。地震を起こし、獲物を身
動きできなくする。飛んでいる獲物には毒の突風を口から吹く。動
きは遅いが、体力が尋常でなく、倒すのに苦労するため、遭遇した
ら逃げるべし。
gelbebelkuo  ［天文］イータカリーナ星雲　19:ridia/seren/mel　［文化］　
魔族ゲルベベルの口。血塗られた赤い口が禍々しい。閉じたり開い
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たりするため、４等星に見えたり２等星に見えたりする。
gelhons  ［アイテム］プレートアーマー　rd;/　24　［文化］　smの ktで glea
に対抗して作られた。
geljim  ［軍事］銃砲腔、銃腔、砲腔　rd;/　24

gellor  ［軍事］銃身、砲身、銃砲身、バレル　［レベル］４　rd;/　24　［文化］
　gel
gelaks  ［軍事］銃床　［レベル］６　rd;/　24:ridia　［文化］　gel

gelanfa  ［軍事］銃火器　rd;/　24　［文化］　gel

gelalmi  ［アイテム］ガンシールド　rd;/　24　［文化］　smで glea発明後に作
られた。
gelo  ［動物］青虫　［レベル］２　lakta

gea  ［名詞］ボールペン　［レベル］２　13:制 :gekkaz（球のペン）
geat  ［植物］バジル　［レベル］２　13:制 :古 :gealto。gealはピザのことを
隠喩し、toはそれにかける匂いとしての調味料をさし、アルカでは
バジルを指した。セレンがバガーズとピザを食べたときに命名した。
gei,szd  kahi
gein,fv  meev　e

geivolg  ［法律］咎人、とがびと、過去に傷のあるもの　［レベル］４　rd
;geivolg,szd.axek　24　［文化］　rdのセレンは自らを咎人と呼び、過去
に過ちを犯した者としての咎を負うと述べ、この言葉を作った。
geiz  ［サール］ゲイズ　［環境］スモッグ、毒の霧　［レベル］４　ovi:古　［文
化］　命を持った毒の霧。
geo  ［動物］アルマジロ　［レベル］４　alakta:geo,geho,gegeho（丸 /固い）
geene,szd  meev　gein

geep  ［動物］ミミズ、蚯蚓　［メタファー］暗くて陰険な奴　［レベル］２　17:
制 :lakta。虫だから pを付けた。
geepadis  ［法律］蚯蚓刑　19　［文化］　ミミズの入った壺に受刑者を突っ
込み、蓋を閉じ、溺死させる。食品汚染に適応。
geewix  ［人名］ゲーウィッシュ　［組み数字］４/１４　［レベル］４　語源不
詳 :小説版アンクノット一巻ｐ１００に記載。　［文化］　第４期３代ア
ルシェ第４使徒。ギルの実父とリーザは証言するが、誰も見たこと
がない。
geewixlil  ［化学］プロメチウム　18:制
geel  ［軍事］少尉、ゲール　［組み数字］１１/２０　［レベル］３　19:ridia:so
ol（行為→実行者。少尉クラスだと小作戦の実行者が増えることから）。
語頭子音を合わせるために gに。　［語法］［文化］　kana

guk  ［動詞］onについて yulを責める、責める、咎める、非難する、弾
劾する、糾弾する　［レベル］３　19:古 :gyuk。苦く言うが原義　［語法］　
gyutはあくまで asmの一種。gukは問いかけではなく、単に責めたて
ること。　【用例】　"yuu gukat lu on fie mian?" 「誰も嘘を咎めなかっ
たの？」
gux  ［動詞］yulを a（結果状態や容器）に潰す、潰す、つぶす　［擬音］ぐ
しゅ、グシュ、ぐしゃ、グシャ、めき、メキ　［レベル］２　古 :潰す音
のオノマトペ
guxmem  ［数学］楕円、非真円→ boi　［レベル］４　19　［語法］　日常的には
楕球の boiで楕円を指すことが多い。厳密には間違いなのだが、boi
ajaなど複合語の形態素にもなるくらい浸透している。それは boiと
いう語形が短く guxmemという語形が長いために起こるものと考えら
れる。
guxgek  ［数学］楕球→ boi　［レベル］３　19

guxl  ［名詞］ローラー　［レベル］３　13:制 :guxloo

guna  ［名詞］(na)悔しい　［名詞］悔しさ、悔恨　［レベル］２　20:melidia xi
er:gyu/na
guna,alt  pab
gunakali  ［アイテム］太刀、たち、タチ　kk;alt「馬刀」　24

guz  ［名詞］糸くず　［レベル］４　fv;kuz.k。「糸になっていない糸の中の
クズのようなもの」であることから。　24
gul  ［動詞］yulを唸らせる、唸る、うなる、動物などが威嚇で唸る　［レベル］
２　18:オノマトペ　【用例】　komo yult kalma gul aan, fo "uuu...". なん
かユルトはよく唸るんだよねぇ、「う～」って。威嚇ではなく困った
ときとかによくやっている様子。あと腹減ったときとか。
guiyu  ［軍事］中尉、グイユ　［組み数字］１０/２０　［レベル］３　古 :zana:
武将　［語法］［文化］　kana

guia  ［名詞］［形容詞］非リア充、非リア、リア終、リア貧、非モテ　［反意語］
xifia　［レベル］３　21:gyu/fia（苦い世界）　［語法］　xifiaの正反対のこ
と。

p
pk  ［演繹音］ph　［レベル］３　21

pxt  ［演繹音］ぱしゃ、パシャ、ぴしゃ、ピシャ、ぱちゃ、パチャ、ぴっ、
ピッ、ぺっ、ペッ　［レベル］２　21　［語法］　液体が撥ねる音。たいてい
何かにぶつかる。
pxn  ［演繹音］ざばっ、ザバーン、ざばーん、ざばー、ザバー、ざざー、
ザザー、ざーざー、ザーザー　［レベル］２　21　［語法］　波などがうねる音。
pxat  ［俗語］［普通動名詞］オナニー。男の。　［俗語］［動詞］yulをオナニーさせる、
オナニーする、抜く　［類義語］foxt、foj　［レベル］４　fv;fovet（精子
の出る音）　23

pxan  ［動詞］yulを噴出す、噴出す、噴き出す、吹き出す、ふきだす、
噴射する　［俗語］［動詞］solは首吊りなどで排便する、排便する　［普通動名詞］
噴出、噴射　［レベル］３　14:制 :古 :bux（水が噴出す際のオノマトペ）
pxantren  ［俗語］絞首刑、ハングマン　［レベル］５　20:糞便噴出刑。首
を吊って死ぬと排便 ･排尿することがあることからついた。　［語法］
　poadisは床が抜けてガタっと落ちたときのショックで意識が飛ぶ
が、pxantrenは首を縛ってからゆっくり受刑者を吊り上げていくた
め、気道の閉塞が先に来る。そのため、意識がすぐに落ちずに苦しむ。
首を絞めて人を殺した人間に適応。
pxap  ［名詞］ロケット　［レベル］３　14:制 :bxapan「噴出す乗り物」。噴水
のように上に噴き出るように発射する乗り物であることから。
pxit  ［名詞］じぶき、飛沫　［医療］飛沫、ひまつ　［レベル］３　rd;haalvet　
22　【用例】　pxit luna eel 水飛沫が顔にはねる　pxit em pxan mil baak 
くしゃみで飛沫が舞う
pxet  ［名詞］シャワー　［名詞］スプリンクラー→ faixpxet　［動詞］yulにシャ
ワーを浴びさせる、シャワーを浴びる　［レベル］２　14:制 :pxeから　

【成句】　［婉曲］arat pxet? セックスしたか？：セックス後にアルバザード
人がシャワーを浴びることから。もちろん文字通りの意味で使うケー
スも多々。　【用例】　an pxetat man an at eves merel mil hink. 汗まみ
れだったので、シャワーを浴びた。　aruuj yolator pxet. 弟がシャワー
中だった。　an pxetat im tu faar. 今朝シャワーを浴びた。　an pxet
at fastel. 簡単にシャワーを浴びた。
pxetpaib  ［名詞］シャワーカーテン　［レベル］４　19　【用例】　er at makl kor 
dipit man an en deyus pxetpaib. シャワーカーテンを閉めなかった
ので、水があちこちに飛び散った。
pxen  ［名詞］噴水、（公園の噴水式の）水飲み場　［名詞］トイレのウォッ
シュレット、ウォシュレット　［レベル］３　16:制 :pxan/el（水）　［文化］　
地球だと主に日本にしかないが、水の豊富なアルバザードにはある。
紙より痔にいい。
pshoora,kt  soret　pshoora.k

psor  ［植物］藍　［色］藍色、インディゴ、インジゴ　［レベル］４　19:psoo
ra
psorletti  ［地学］銅藍　19

psoora  ［悪魔］プスホーラ、青の悪魔プスホーラ　［レベル］３　meltia 
0:psoora;ps/hoora　ridia:古 :pushoora, psoora（赤アンクノットにも
記載）　［文化］　hoora　青い毛で覆われた怪物。冷静。
psoora,lsl  soret　pshoora.k

psooraliifa  ［天文］ベラトリクス　［レベル］６　19:ridia/seren/mel　［文化］
　hooraliifa
psel  ［名詞］雑誌、マガジン、定期刊行物、ジャーナル　［レベル］３　alakta

pseltekt  ［電算］メルマガ、メールマガジン　［レベル］４　al;/　23

pf  ［演繹音］ぽふ、ポフ、ぽん、ポン　［レベル］２　22　［語法］　髪の毛や
藁など、柔らかいものをポンと撫でたり叩いたりしたときに、中の
空気がぽふっと洩れる感じの音。
ph  ［演繹音］ぴき、ピキ、ぴきぴき、ピキピキ、ぴりぴり、ピリピリ、
びりびり、ビリビリ、みしみし、ミシミシ、めきめき、メキメキ、
みりみり、ミリミリ　［類義語］pk　［レベル］２　21　［語法］　膨れて擦れる音。
pyuts,fv  pita
pyua,szd  noz　pyuiz.k

pyuiz,szd  ji、jikit　<> pyua

pras  ［動詞］yulに対処する、対処する、ことに当たる、処理する、処
分する、対応する　［普通動名詞］対処、処理、対応、処分　［レベル］３　
14:制 :語源不詳　【用例】　an tilat yet di l'an pras fal. 私には処理しな
ければならないことが多かった。　an prasat vil les so ax on le mesa. 
あの状況でどう対処すべきか分からなかった。　ai, lena prasatik ikal
gar sid e. やっと昔のＦＤＤの処分が終わった。
prasom  ［名詞］対処法　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

pran  ［普通動名詞］宣言、声明、公言　［動詞］yulを aに宣言する、宣言する、
声明する、宣言する、公言する、約束する、誓う　14:制 :alakta:plan
pris  ［普通動名詞］手続き、手順、段取り、工程、手続き　［動詞］yulの
手続きをする、手続きをする　［電算］アルゴリズム　［レベル］３　16:制 :
prasから
prins  ［形容詞］メモリアル版の　［レベル］４　22:zana

prinsgaudi  ［経済］プリンスガウディ　［名詞］表裏一体　［レベル］３　22　［文
化］　ガウディの塔建設百周年を記念して作られた両面ガウディの記
念コイン。
prizm  ［魔法］魔月館　［レベル］６　frff;dola　21　［文化］　dolmiyu

prot  ［普通動名詞］出版　［動詞］yulを出版する、出版する　［レベル］４　
19:ridia:arbaxelt:pret
protvent  ［名詞］出版社　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

protis  ［人名］プロティス　［料理］利食　［組み数字］１０/１１　［レベル］３
　古 :ridia:pro← propaata（善）/tis（人）　［文化］　アルシアの１０番
目。利の魔法の大成者。男性。　　利食とはミロク革命で定められた、
食べることが推奨される食品のこと。反対に害食は食べないことが
推奨される。革命後は害食はほとんど廃れているが、低学歴層ほど
従わない傾向にある。
protol  ［名詞］出版物、商業出版、商業出版物　［レベル］４　22

protool  ［魔物］プロトール（利竜）：第八十七天：利の衛天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:protis/tool　［文化］　利属性の地竜。太った人間
程度の大きさで、人語を解し、よく本を読む。眼の悪い種族で、黒
縁めがねをかけている。暗い緑の皮膚をしている。好奇心が強く、
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友好的。戦いは好まない。
prok  ［言語］教訓、諺、格言、名言　［レベル］３　13:制 :laktiyukkuの後釜
となった語。yunkだか yukkuだかわからず、聞こえにくいという原
因で prokに取って代わった。
propaata  ［名詞］善　［形容詞］善の、善なる　［反意語］evide　［レベル］２　
f;paは「光」　赤　propaata:propaata　［語法］［文化］　falisと velnarは正義
と悪。propaataと evideは善と悪。　正義とは、「そうすべきである
と考えられている物事に適っているさま」である。悪は適っていな
いさまである。正義は人により異なり、時代や集団によっても異なる。
正義や利益のぶつかり合いが争いや戦争である。　一方、善とはメ
ルディンな傾向を保ち、なおかつ革命後はアルティス教の教えに従
うことである。このうち天国に行く条件は前者を満たしていれば良
い。ただし、後者を守っていれば自然と前者も守ることになるので、
実質的な差はない。　悪とはエルナな傾向を持ち、アルティス教に
反することである。このうち、地獄に行く条件は前者のみ。ただし、
後者を満たしていればたいてい前者も満たすので、あまり違いはな
い。　ポジティブな考えをして前向きに生きていれば善ということ
であれば、殺人や傷害を起こしても、ポジティブなら善なのかとい
う疑問があるだろう。　ここでポジティブでなくわざわざメルディ
ンと書いてきた点に注意されたい。ポジティブとメルディンは異な
る。殺人や傷害で人を傷つける行為は悪意を人に向けているので、
この時点でエルナであって、メルディンではない。　ポジティブな
殺人犯であろうと、そんなことは関係ない。訳もなく人を殺せば悪
意を向けたエルナであるとともに、アルティス教にも反するので、
悪になる。
pret  ［普通動名詞］印刷　［動詞］yulを a（紙など）に印刷する、印刷する、
刷る　［レベル］３　13:制 :lakta:pretは元は ｢用意しておく ｣という意味。
クリスら女子の間でいつの間にか印刷という意味に変化していた。
しかもその語源を当時 ｢恥ずかしいから言いたくない ｣といい続け、
教えなかった。後に語源が必要になって再度聞いたら ｢流石にもう
忘れてしまった ｣といわれ、不明となった。　［文化］　アルテムでベ
ルトが活版印刷を発明し、神を経て人類へも伝わった。当時は一文
字ずつ文字をユノのレーザーで書き込んでいたが、白黒反転してし
まうし、何より面倒だった。ただ、神は基本的に頭がよく、大抵の
ことは記憶できたから、そこまで困ってはいなかった。　カコにな
ると文献も増えたため、これまでの印刷技術では追いつかなくなっ
てきた。そこでナユは文字駒というものを作った。幻字を象った駒
で、銀で作られた。この駒を金属板の上に置き、アトエの魔法を使い、
下から上に向かって重力を局所的に歪める。魔力の伝導率が銀＞銅
であることを活かし、銀だけ反応するようにアトエをかける。こう
することで銀の乗っかっている部分にだけ下から上への重力がかか
り、文字の形に銅版が浮き上がる。この現象を利用して印刷を行った。
rdまではこの印刷を行える魔法技師がいたが、アルティルではいな
くなってしまった。　また、rdではリュウがナユと共同し、魔法を
使わない活版印刷を開発した。その後印刷技術は進み、ヴェレイで
は現在の地球と同程度になる。アレイユでは電子ペーパーが登場し、
従来の印刷技術は頻度が減っていった。　なお、タイプライターに
ついては rdでパールが発明している。
pretlots  ［電算］プリントスクリーン　［レベル］４　20

preta  ［名詞］プリント、印刷配布物　［レベル］３　16:制 :pret　［語法］　学
校や会社などで配られるプリントのこと。
pretavirde  ［アイテム］プレタヴィルデ　［名詞］表裏一体、紙一重　［レベル］
４　ridia:古 :propaata｢ 善 ｣ と evide｢ 悪 ｣ を組み合わせたもの。pr
otavirdeなど多くの異形態があったが、セレンがその中から pretavi
rdeと記憶したことにより定着。　［文化］　ヴァストリアの１つ。パー
ルのもつ神杖。善悪を計る杖。上下どちらを上にしてもちゃんとし
た杖に見えるようにデザインされていて、同じことでも場合次第で
は善は悪になるし悪も善になるという真理を示している。　【用例】　
sool propaata o xet et pretavirde im lenxe yun. 善意の行いと迷惑
は時として紙一重。
pretar  ［電算］プリンター　［レベル］３　19

prest  ［形容詞］縁起が悪い、不吉な　［反意語］alprest　［レベル］３　lakta:pr
est｢ 縁起が良い ｣。制では逆意。　【用例】　komo an na xelt et prest im 
fis. なぜか今日は月が不吉に感じる。
prestsel  ［名詞］厄日　［レベル］４　20

prestal  ［名詞］運勢　［レベル］３　19

prev  ［生物］クラミジア　［レベル］５　19:ridia/ryuu　［文化］　rdのイン
プレンで性病としてクラミジア・トラコマチスから見つかり、命名
された。
predis  ［地名］プレディス　［レベル］５　20

predisan  ［名詞］プレディス人　［レベル］５　20

prein  ［植物］牡丹、ぼたん、ボタン　［レベル］５　古
pwan,szl  lejemme　<>psoora

plant  ［人名］プラント　［組み数字］４/５　［レベル］４　szk　21　［文化］　→ ra
palx
planze  ［格詞］～のときのみ、～の場合のみ。逆も真となるケース。ol 
hotと同じ　［類義語］ol　［レベル］３　sm;planze,szl　21　［語法］　ol hotよ
り格式張っている。　【用例】　ans fit sil gil planze tiis pef akis. そ
ちらが土地を返却すればこちらも金を渡そう。
planze,szl  vols
plie  ［形容詞］単一の、単発の、一回性の　［反意語］daks　［レベル］３　rd;
<plie,fgn<plie,szd.k　21<prie 19:sorn:plie（単発）。plが制アルカに
ないので prにした。　*plie:*plie:*
plie,szd  po　<>po

pa,f  far　faia

pat  ［動詞］yulをケアする、ケアする、メンテナンスする、整備する　
［普通動名詞］ケア、メンテナンス、整備　［レベル］３　tm;fovet。もとも
と頬など肌をケアするときに化粧水などを付けて頬をパタパタとは
たいたときのオノマトペから来ている。それが転じてケアするとい
う意味の動詞になった。　23　［語法］　調整 (toi)するように、何がし
かをあるべき状態に持っていく (kea)ことを意味する。何かを世話す
る (xaas)ように行う。toi, kea, xaasの語義をそれぞれ少しずつ持った間
にあるような語義を持つ。　yulには肌や機械など、アニマシーを問
わず来させることができる。　【用例】　non pat sir tat sel. 私は毎日肌
をケアする。
pattel  ［植物］楸、ヒサギ、ひさぎ、アカメガシワ。アカメガシワとし
ての楸。　［類義語］mioton。別物。　［レベル］６　kk;fgn　22

pats  ［動詞］yul（除去物）を i（大元）からふるって a（残存物）を取り出す、
ふるう、篩う　［料理］ふるい、篩　［レベル］４　13:制 :sorn:pat（見分ける）
patl  ［動詞］yulを aと見分ける、見分ける、見切る、区別する、聞き分
ける　［普通動名詞］見分け、聞き分け、分別、見切り、区別　［レベル］３
　13:制 :sorn:pat　【用例】　an patl vil ket min a ket vik. 雌猫と雄猫の区
別がつかないよ。
pata  ［経済］口座　［電算］アカウント　［レベル］４　14:制 :patpat　【用例】　lad{a
llad} pata 口座を開く {閉じる }
pate  ［名詞］フィラメント　［レベル］５　古 :pate（白い電気）
pak  ［動詞］yulを aに進める、すすめる、進める、進む　［普通動名詞］進歩、
発展　［生物］進化　［普通動名詞］早送り　［動詞］yul（ビデオなど）を a（シー
ンなど）まで早送りする　［類義語］lsaj　［反意語］sar　［レベル］２　13:制 :古 :
では pakで、足音のオノマトペ。但し、pakは pke,prekeが元とする説
もある。これはセレンが英語接頭辞 pre（前）/ke（行く）から作っ
たものである。確かにその造語はなされたが実際は広まらなかった
ため、pakと prekeは無縁と考えるのが妥当。　【成句】　pak sar pak sar 
一進一退　pak dyuma kal 日進月歩　【用例】　pak du 5 jin ５秒早送り
する
pakkel  ［医療］こむら返り　［レベル］４　sdz　21

pakkelvim  ［生物］腓腹筋　［レベル］５　24<22

pakm  ［単位］パクム、ルーメン、光束　［レベル］６　古 :pakm,paakm。元は pa
kama｢ 光の多さ ｣　［語法］　全方向に放射される光の光度が一様に１モー
プである点光源から１立方ルトック内に発せられる放射エネルギー
(＝光束 )のこと。従って、１モープの点光源から放射される全光束
は４パイパクムである。
paket  ［交通］アクセル　［レベル］３　21:pak/te　【用例】　wons{ar} paket アク
セルを踏む
pax  ［名詞］図、表、図式、チャート、図柄　［経済］チャート　［レベル］３
　tm;e　ovi az zana:古 :pax（図）
paxt  ［名詞］光沢、つや、グロス　［レベル］３　13:制 :paa（光）
paxtram  ［名詞］リップ、グロス　［レベル］３　19:lein

paxn  ［物理］ビーム、粒子線　［レベル］４　18:pax/ant

paxrans  ［名詞］図説、図解、図説による解説　［レベル］４　20

paxzep  ［電算］表計算　［レベル］４　19

paxil  ［化学］フラボノイド、ビタミンＰ。フラボノイドのうち、クエル
セチン、ヘスペリジンなどをあわせてビタミンＰと呼ぶこともある。
　［レベル］５　vl;inで「（植物の）色」の意味。フラボノイドが植物に
広く含まれる色素成分の総称であることから。　23　［文化］　いわゆる
ポリフェノールと呼ばれる、より大きな化合物グループの代表例。
pas  ［電算］アイコン　［レベル］３　al;apa/so「記号するもの」　24

past  ［植物］米、稲、ライス　［レベル］２　古 :制では小麦　:::saya,alt　［文化］
　常食はしないが、頻繁に食べられる。どんぶりに米という習慣は
ない。白米やピラフや粥などの形で主に食べられる。smや旧革命で
主食のひとつとして根付いた。　アルバザード人はライスは皿に載
せ、凪人は茶碗に盛る。凪食の場合はアルバザード人でも茶碗に盛
ることがある。　アルバザード国内でも南部やカレン半島で作られ
ているが、アルティアからの輸入も多い。アルバザード産よりアル
ティア産のほうが瑞々しい。ただしアルティアは日本と韓国の間の
ような風土なので、まったく日本米と同じというわけではない。　
なお、アルバザード人は sm以降、米を野菜とは考えず、穀物と考え
るようになった。　　米は smで入ってきたが、一般人が食べるよう
になったのは rdでセレンが広めてから。セレンは青年期に小麦アレ
ルギーを発症し、パンなどが食べられなくなり、米を常食するよう
になった。一緒に生活していた家族がセレンだけ米だと料理をする
のが手間なので、家族全員米を食べるようになり、結果的に流行の
発信源だったアシェットが米を食べるようになったことで民衆にも
広まったという経緯がある。　【用例】　past vortat mil yuuesk. 日照り
で稲がやられた。
pasttus  ［医療］米粒大　rd;/　24

pastsenti  ［名詞］茶碗、一杯のご飯　［レベル］３　19　【用例】　an laxat pastsen
ti alt. おかわりがほしかった。
pask  ［名詞］過程、経過、流れ、フロー、途中　［副詞］～しかけ、～して
いる途中　［格詞］～の過程で、～の途中で　［反意語］fixt　［レベル］２　
古　【用例】　bakm l'an xen paskel 飲みかけの牛乳：xenorとの違い。xen 
paskelの場合、一度口を離してテーブルなどに置いてあるイメージ。
xenorは今口に付けて飲んでいるイメージ。　an at jikniks pask an 
lef 50 limelfi ento tilat foxvix on mixk im fis. 今日５０ｍ走の途
中でずっこけて膝をすりむいた。
paskkant  ［経済］［生物］発展途上、発達途上、発育途上　［形容詞］発展途上
の、発達途上の、発育途上の　［レベル］４　rd;/　23　【用例】　mam paskkant 
e laz 少女の発育途上の胸
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paskkui  ［動詞］［形容詞］食べかけの　［レベル］３　20　［文化］　人の食べかけ
のものを食べるのは穢れとされない。ただし、異性間の回し飲みは
一部忌避される。処女が父親と兄弟以外の食べ残しを食べることや、
自分の食べ残しを与えることは不純として忌避される。また、既婚
女性が恋人ないし子供以外と行うのも忌避される。なお、同性間で
はこの限りではない。例えば紫苑とレイン間ではＯＫだが、アルシェ
とは不可。
paskxen  ［動詞］［形容詞］飲みかけの　［レベル］３　rd;/　23

pasknif  ［言語］経過相　［レベル］４　20　［語法］　行為動詞・状態動詞の一
端、事前段階・実行段階の一端、内相の一端。 　「～している」と
いう意味。 
paskmim  ［名詞］中折れ、中おれ、なかおれ　［レベル］５　rd;/「途中で萎える」
　23　［語法］　セックスやオナニーの途中で萎えてできなくなること。
　【用例】　an foxtator man hel vil om nos foxtat veerel, nak tu et yet 
fuo. tal an foxtat sen en raklel man tilik paskmim fin tolis 31 tis. an 
nat nos es ifi, tark ridia on tu. son la kut "non kor fan tyu mapel 
enz e" ento an nak nau melt. 最後にいつ抜いたか思い出せないくら
いなのでいい加減ヤバイと思って抜こうとしたんだが、齢 31にして
中折れして抜けなかった件。年だなと思いつつリディアに相談した
ら恥ずかしそうに「なるべく早くそっちに行ってあげるね」と言わ
れて「えへー」と思った。
paskdilfai  ［医療］知熱灸　rd;/。途中で消してしまうため。　24

paskal  ［動物］あんこう、アンコウ、鮟鱇　［レベル］４　古 :paal/sikalが原義。
paskisk  ［動詞］［形容詞］読みかけの　［レベル］３　rd;/　23　［語法］　２００ペー
ジある本で２，３ページしか読んでいない本はふつう日本語だと「読
みかけ」よりも「読み始め」というし、１９９ページ行ったら逆に「読
み終わりそうな」というのが自然である。英語では進捗が半分でな
くてもｈａｌｆ－ｒｅａｄという。アルカの場合、paskは厳密に過程
のみを指すので、たとえ１ページしか読んでなくても１９９ページ
まで読んでいても、両方 paskiskといえる。　【用例】　lei paskisk 読みか
けの本
pasko  ［電算］ストリーミング　［レベル］４　al;pask.k　23

passa  ［感動詞］［俗語］オッケー、おっけー　［レベル］２　21:passo　［語法］　お
どけた感じ。
passo  ［感動詞］大丈夫、わかったよ、しょうがない　［感動詞］よし、さあ、
さぁ、さて　［感動詞］いいよ、ＯＫ　［感動詞］セーフ、間に合った、助かっ
た　［反意語］benda　［レベル］１　f:elt;pa/so「光るような行い→善行→そ
うであるべき物事→そうである→そうであるから大丈夫→大丈夫」　
赤 :passo（そうである）　passo:passo　［語法］　ilpassoより丁寧でない言
い方。肯定文だと大丈夫や「そうだ」の意味。疑問文で使うと ｢～
でいいのか ｣という丁寧でない確認の意味になる。kokより相手の返
事を期待する言い方。｢荷物をもってやる ｣といわれ、｢いいの？ ｣
と聞き、｢passo（大丈夫）｣といわれた場合、その相手に ｢sent（あり
がとう）｣ということができる。だが一般的にいって passoは確認目
的の意味合いが強く、ねぎらいの意味は薄い。大丈夫？のつもりで
passoといっても相手は sentと返さず、yaということが多い。病気の
人に passo?と聞くこともできるが、ねぎらいよりも確認の意味の強
い言葉なので、明らかにだめそうな場合は聞かないほうがいい。気
分を害する恐れがある。
pasp  ［物理］Ⅹ線、エックス光線、レントゲン、エキス線　［レベル］３　
13:制 :paslpa（透過光）
pasol  ［名詞］カウント、数、カウント数　［動詞］yulを aまで数える、数
える、カウントする　［類義語］alx　［レベル］３　f;palala/so/al　21　【成句】　pa
sol tolis e yullian le vortat 死んだ子の年を数える　pasol kon ji 指
折り数える　【用例】　pasol sor 大きなカウント数　pasol sorel 数え上
げる、カウントアップ。「高く数える」。大きな数へ向かって数える
ことなのでカウントアップ→ sorpasol　pasol tur toal? カウントは今
いくつ？、いくつまで数えた？　pasol oma 犬を数える　pasol alkalt 30 
３０まで数える　liiza pasol kit kon ji. リーザは指折り数えた。
pase  ［植物］［料理］小麦粉　［レベル］３　13:制 :pasthoe　pan:pan:la pan（パ
ンが膨らんでいるので。丸い→女性名詞）:pan,alt　［文化］　smで凪食と
接触した結果、強力粉、中力粉、薄力粉の３分類がなされた。rdで
タンパク質の含有量順に tin, seel, kalと再命名された。また、smでは
全粒粉なども分類された。
paseviro  ［化学］グルテン　［レベル］６　19

pasevils  ［化学］グルタミン酸　［レベル］５　19

pasela,alt  lemp
paselu,alt  sil
pan  ［交通］乗り物　［レベル］２　13;palan,lsd.xik　13:制 :古 :palamekia,palan　
palamekia:palan:la mekia（当時は車輪のついたもの。丸が女なので女。車
輪のない乗り物は対で男）
pan(2)  ［悪魔］パン、数の悪魔パン　［レベル］４　meltia 0:pan;e　21:mel:pala
la,fv.l　［文化］　数の悪魔。　火星を司る。
pan,fv  pase　これを使って作ったパンがふっくらしており、そのふっ
くらした様子の擬態語から。
pan,alt  fir
pant  ［名詞］部門、範疇、分野、カテゴリー、教科、科目、系統、系　［レ
ベル］３　13:制 :pit（種類の種）。音が似ないように変化させた。　［文化］
　学校の授業は教養と実技に分かれる。実技は体育館で行う。
pante  ［音楽］拍　［レベル］４　21

pantehasl  ［音楽］拍子　［レベル］４　21

pank  ［名詞］スイッチ、ボタン　［レベル］２　lakta　【用例】　ar pank e tespam 
電気のスイッチを押す

pankozue  ［植物］コブシ　［レベル］６　22:「白桜」
pans  ［名詞］ハブ、車輪の中心　［電算］ハブ。アトラスでも車輪の中心で
ハブをなぞらえた。　［レベル］３　rd;pano/seel「車輪の中心」　23

panse  ［動詞］yulを aに提供する、提供する　［普通動名詞］提供　［レベル］３
　古 :panse（提供）
pansean  ［生物］生産者。生態学における。　［レベル］４　nd;/　23

pand  ［生物］核酸　［レベル］５　19:paf/dixm（（リン酸）エステル結合し
たヌクレオチド）
panddilf  ［生物］核酸塩基。ＤＮＡとＲＮＡのこと。　rt;/　24

pang  ［普通動名詞］破裂　［動詞］yulを破裂させる、破裂させる、破裂する、
ばんっとなる、弾ける　［レベル］３　19:オノマトペ
pangfo  ［言語］破裂音、閉鎖音　19

pangfoxfo  ［言語］破擦音　19　［語法］　tx, ts, dj, dzのみ。常に破裂音
摩擦音の順番で並ぶので、単語の語形もこれに準ずる。
panl  ［動詞］yulを開拓する、開拓する、開発する、切り開く　［普通動名詞］
開拓、開発　［レベル］４　13:制 :ponlad（道を作る）
panlarnon  ［政治］開発省　［レベル］４　19:ilmus:ridia

pana  ［形容詞］気が利く、気遣いがある。親切とは少し違う。　［反意語］al
pana　［レベル］３　17:制 :paf/na

panis  ［アトラスの国家］パニス　［レベル］５　23:ridia

panis(2)  ［被服］ホンブルグ　rt;panis。パニス国で作られたことから。
　24
paniponi  ［娯楽］ぱにぽに　［レベル］４　21　［文化］　『ぷよぷよ』や『テ
トリス』に相当するゲーム。
pano  ［交通］車輪　［レベル］３　rd;pan/holo「乗り物の輪っか」　13:制 :pa
nholo　【用例】　pano e yame ant and klis ter. 自転車の車輪が軋んでい
るようだ。
panon  ［名詞］パンの書　［レベル］６　21:mel:pan/en　［文化］　rdでメルが
紫亞の教育のために書き出した数学の本。
pav  ［軍事］［ジョブ］重騎士、重装騎士、重騎兵、重装騎兵　［類義語］ermes
　［レベル］４　sm;pab.k　13:制 :pabvasan。制では「騎士」は pavしかなかっ
た。　［文化］　→ ermes　セルメルのころ、ermesと違いこちらは鎧で
暑苦しく、むさいわ臭いわ怖いわで、女に人気がなかった。
pavkad  ［地球の国名］マルタ　19:騎士団しか思いつかない
pavfrei  ［地球の国名］リトアニア　19:国章が騎士剣
paf  ［化学］エステル　［レベル］５　19:pafi　［語法］　塩やエステルの場合
は aslを取る。yoanluzasl（酢酸）、yoanluzpaf（酢酸エステル）
pafl  ［建築］アーチ　［数学］孤　［言語］［文字］アーチ　［レベル］５　13:制 :pafi

paflzon  ［運動］鉄棒　［レベル］３　rd;/「アーチの棒の部分、アーチ状の棒」
　23
pafa  ［動詞］yulを日焼けさせる、日焼けする、紙などが黄ばむ、黄ばむ、
太陽で変色する　［再帰動名詞］日焼け　［レベル］３　13:制 :古 :papafai（太
陽で焼く）　［文化］　アルバザード人は男は小麦色がモテて、女は白い
方がモテる。従って日焼け止めは女子の必須アイテム。黒いのは男
でもモテない。たいていのアルバザード人は皮膚が日本人より弱い。
また、色も黒くならず、赤くなってやけどして終わり。男子も色白
だと焼くのを嫌うことがある。　【用例】　an namtat pafa. 日焼けに気を
付けた。　an pafa lax lantel im tu salt. 今年は綺麗に日焼けしたい。
　an pafat a ver. 真っ黒に日焼けした。　an at pafa ati kal. ちょっと
日焼けした。
pafakad  ［地球の国名］エチオピア　［レベル］６　19:エチオピア自体が日に焼
けたという意味。
pafadil  ［名詞］日焼け止め　［レベル］４　19　【用例】　an nabat pafadil. 日焼
け止めを塗った。
pafi  ［交通］［建築］橋　［形容詞］～橋。前置。　［動詞］yulを aのために仲介する、
仲介する、橋渡しをする、経由する　［電算］転送する　［シェルト］橋駒　［音楽］
ブリッジ　［類義語］rafil　［レベル］２　fv;fiは「長い」　赤　pafi:pafi
:lu falhi（道と同じ性）:pafi,alt　【用例】　pafi fil{dok} 大橋　pafi hi
natahada 朱塗りの橋　ev pafi al erei 川に橋をかける、架橋する
pafis  ［政治］領事　［レベル］５　zg;pfi/so「橋渡しをする」　23

pafiska  ［政治］領事館　［レベル］５　rd;/　23

pafiset  ［音楽］ブリッジミュート　21

pafifont  ［名詞］連絡通路　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt

pafizelo  ［生物］橋　19　［文化］　rdで、解剖時に形が橋のように見える
ことから、名づけられた。
pafijior  ［生物］三焦兪、三焦愈　［レベル］６　21

pafiepi  ［音楽］ブリッジピン　rd;/　23

pafet,szv  son、yan、see　< pafi/teeze

pam  ［名詞］ライト、明り、灯かり、灯り、照明、電灯、明かりという
意味のランプ、灯火、ランプ、診療用照明、電球　［類義語］fag　［レベル］
２　14:制 :古 :paalal（光る物）　【用例】　kor pam a bal 壁にライトを向け
る
pamp  ［動詞］yulに手を叩かせる、手を叩く、叩く　［再帰動名詞］拍手　［レ
ベル］２　古 :pampという擬音語　【用例】　inan pampatand. 観客は拍手し
た。　pamp kai 大きな音の拍手。大きな音が fo kaiなので kai。
pamo  ［数学］図形、幾何　［レベル］３　19:pax/mo

pamofel  ［数学］幾何学　［レベル］４　19

pame  ［交通］馬車　［レベル］４　13:制 :pabame（馬の手動車）
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padl  ［植物］マカダミアナッツ　［レベル］４　16:制 :pidl

pag  ［再帰動名詞］しゃっくり　［動詞］yulにしゃっくりさせる、しゃっく
りする　［レベル］２　13:制 :『制アルカオノマトペ』では pではなく両
唇入破音。　cokot:cokot::Pag,frff→ lim
pagfo  ［言語］入破音　19:もともと古アルカの入破音がほぼ「しゃっく
り」という語にしか使われなかったことから。
pap  ［名詞］コップ、湯飲み、タンブラー　［レベル］１　古　［語法］　円筒
形で取っ手のない容器。
papx  ［名詞］カレンダー　［レベル］２　13:制 :paltpax（暦表）　［文化］　メル暦
では表になっているものは必要性がないので、セレンの作ったメル
暦ソフトのような形になっている。電子ペーパーや画面に日付や曜
日が一定の箇所に表示されるシステム。
paps  ［動詞］yulにぴょんぴょん跳ばせる、跳ぶ、ジャンプする　［形容
詞］わくわくした、ワクワクした、うきうきした、るんるんな、ルン
ルンな　［形容詞］(papsan)わくわくさせるような　［レベル］３　古　［文化］
　うれしいときなどにする。女子供の動作。　【成句】　na paps わくわ
くする、ワクワクする：melnaと違って「ワクワク」に限定。　【用例】
　non milx xe papsan em sod. わくわくすることが起こればいいのに。
　an papsat man na nau. うれしくてピョンピョンはねた。　an yuut xal
el papsen melna olta el anx an lex tette. オジサンと呼ばれてもワクワ
クすることには変わりない（ヒャダイン――ＤＱ４ 導かれし者たち
で、「明日への旅」）
papn  ［動詞］yulをすねさせる、すねる、拗ねる、ふてくされる　［レベル］
２　lakta:膨らんだ頬　［文化］　子供っぽいとされる。女子供のしぐさで、
男がやるとかなり恥ずかしい。
pappa,fv  monin　「パッと開くような」というオノマトペ。
pappakal  ［アイテム］コラ。刀の一種。smの meで作られた。　sm;/　24

papa  ［親族］パパ　［女性］［感動詞］あぁ、ああ、なんということだ、なん
ということでしょう、そんな、まさか、そんなまさか、いったい、
一体、いったいぜんたい、一体全体、オーマイゴッド、オーマイガー、
オーマイガッ、きゃあ、助けて、誰か、そんな馬鹿な、マンマミー
ア　［レベル］１　15:制　［語法］［文化］　mama

papaxxo  ［感動詞］大丈夫？、大丈夫　［類義語］passo　［レベル］２　22:luxia:pa
pa/passo?「パパ、大丈夫？ (papa, tyu et passo?)」の意味と思われる。
神楽坂。
papamelfan  ［卑語］パパファッカー　［レベル］４　19:概念自体は古　［語法］
　女に対する罵倒語。mivakuiにならって通常 papamelfになると思わ
れる。ファザコンな甘えた娘をなじった言葉で、アルシェを離脱し
たクミールを非難して使われた。クミールが激怒したので面と向かっ
て言った者はなくなったが、以降甘えた女や世間知らずのお嬢様を
罵倒するときに一般的に使われるようになった。
paparula,f  faal　「光るもの」
papalan  抱っこマシン、おんぶマシン　22:luxia:papa/palan。神楽坂。
papaatt  ［感動詞］ジャーン、じゃーん、じゃじゃーん、ジャジャーン、タダー
　［レベル］２　古 :オノマトペ（文字は宛がわれなかった）。光の paか
ら来ている。
papifa  ［地球の星座］［ユマナ］コップ座　24　［文化］　ifa

papo  ［動物］白鳥　［レベル］３　lakta:｢ 白くて首が長い ｣
papoifa  ［地球の星座］［ユマナ］はくちょう座　24　［文化］　ifa

pab  ［動物］馬　［レベル］２　fv;↓　lakta:乗り物になる獣。　pab:pab:lu fa
f:guna,alt　［文化］　現在では食用しない。乗り物としても市内では用い
ない。糞を出すため、サライの道路を走ることは原則できない。観
光地で許可を取れば可能。
pabkad  ［地球の国名］ブルキナファソ　19:国章に馬
pabsia  ［音楽］ティンパニ　［レベル］５　21:魔方人の軍楽隊が馬に取り付
けたのが最初。
pabvalf  ［名詞］馬競争　［娯楽］競馬　［レベル］３　20　［文化］　latos

pabfeln  ［交通］辻馬車　rt;feln参照。rtでfelnがタクシーの意味になっ
たので新たに辻馬車が造語された。　24
pabdio  ［名詞］馬の歯　［名詞］本当の年齢。サバを読まない年。馬は歯
を見れば年齢が分かることから。　［レベル］３　19　【成句】　nekt pabdio 
サバを読む
pabgel  ［軍事］騎兵銃、騎銃、カービン　rd;/　24　［文化］　gel

pabl  ［名詞］鞍、くら、サドル　［レベル］３　13:制 :古 :pabal,pab　［語法］　
乗り物に乗りやすくするために付いている装置。馬なら鞍。自転車
ならサドル。
pablasl  ［被服］ライディングブーツ　rd;/　24　［文化］　smでできた。乗
馬用。
pabarn  ［被服］ルダンゴート　rd;/　24　［文化］　乗馬用のコートとして
地球より早く rdで生まれた。
par  ［言語］pの文字　［レベル］１　14:制 :太陽　［語法］　第１１文字目の
幻字。
part  ［悪魔］パルト　［歳時記］光曜日、日曜、休日、公休、公休日。週の
第７日目。　［音楽］シ　［組み数字］７/７　［レベル］２　meltia 0:part;e　
古 :parteems｢ 太陽の悪魔 ｣　［文化］　ソームの７番目。思慮深い男性。
光を操る。ヴァステ開戦に際し、メルティアに頼んでアトラスへの
ワープゾーンを作ってもらうよう提案した。光る白い服を着た金髪
の美青年。おとなしい。
partlil  ［化学］ニッケル　［レベル］５　18:制
partil  ［名詞］パルティール照明　［アクセント］partIl　meltia 11:gilius;pa/
retil　20:pa（光の音象徴）/retil（蛍石）　［文化］　meltia 11にギリウ

スが発明した照明道具。当時はたいまつのような炎を用いた照明し
かなかった。蛍石は光の魔石で、高魔圧をかけると長時間に渡って
淡い光を放つ。これと銅を組み合わせるとさらに照明時間が長くな
る。銅の鍔を持つ杖に蛍石を取り付ける。鍔の部分に蛍石を乗せる。
ちょうどコスモスやチューリップの花のおしべやめしべがあるとこ
ろに蛍石を置く感じである。　低魔圧状態に置くことで光が消える
ため、魔圧を調節してスイッチ代わりにできる。　神から人に伝わり、
火事を起こさず熱くもならない照明として人気になった。しかし木
材に比べて高価なため、一部の人間しか使うことができず、庶民は
火を起こしていた。
parte  ［人名］パルテ　［組み数字］４/１６　［レベル］４　meltia 38:ardu/esta
;e　古　［文化］　esta　エスタの第４子。女。
pars  ［動詞］yulを aにさらす、さらす、晒す、曝す　［レベル］３　古 :｢
太陽する ｣　【用例】　den pars main a parp. 日光に体をさらすな。
parna  ［天文］パルナ、金星、陽天　［魔法］雷のクリスタル　［レベル］３　［組
み数字］２/９　古 :parna← par（太陽（光の））/tuuno（大地）
parm  ［地球の国名］日本、パルム、ジャパン、リーペン、リーベン、イルボン、
ヤーパン、ジャポン、ニッポン、ニホン　［レベル］３　13|ral|pin:『アル
カ地理』｢太陽の源 ｣paremo
parmkal  ［ユマナ］［アイテム］日本刀　rd;/　24

parmsolt  ［経済］［ユマナ］円　［レベル］４　19

parmseta  ［ユマナ］日本史。科目名。　［レベル］５　24

parmsemo  ［ユマナ］［経済］日経平均株価、日経平均　［レベル］６　22

parmmas  ［ユマナ］Ｂサイズの紙　［ユマナ］和紙　［レベル］６　19　［語法］　limas

parmbel  ［ユマナ］［料理］和食　［レベル］４　19　【用例】　an kui nelt parmbel 
im faax. 朝食はふつう和食を食べる。
parmyuvel  ［運動］［ユマナ］空手、空手道、カラテ、唐手　［レベル］５　20:
日本のユベール
parmyuliel  ［ユマナ］能、能楽、能楽の能　20:日本のユリエール
parmren  ［ユマナ］日本語　［レベル］４　22

parmlem  ［ユマナ］［音楽］邦楽　［レベル］５　21

parman  ［ユマナ］日本人　［レベル］４　制
parmetek  ［ユマナ］日本茶　［レベル］５　23

parmev  ［経済］［ユマナ］円建て　19

parmeldimet  ［ユマナ］日本語版　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

pard  ［地球の国名］メキシコ　［レベル］６　古？ :太陽の国
parp  ［名詞］サンライト、サンシャイン、陽光、日光、日向、日当たり、
日差し、日射　［レベル］３　13:制 :parpaa（太陽の光）　【用例】　☆ parp at 
alfirt. 日差しが明るかった：アルバザードは直射日光がキツく、目
の色素が薄い人間が多いため、日差しは firtでなく alfirtと感じる
ほうが自然。　☆ an yut ke parp ka axea. 浜辺で日光浴しに行った。
　parp lunas ez. 日の光が部屋に差し込んでいる。
parplevn  ［医療］日射病、熱中症　［レベル］３　22　［語法］　後者は直接
parpに当たらなくとも暑い parpのせいなどでなる。
pararaiz,lsk  23　パラライズという部隊のこと。２３人で構成された小
部隊を意味した。　古 :語源不詳
paz  ［名詞］経歴、履歴　［法律］判例　［レベル］４　14:制 :古 :palme後ろの
時間（過去の時間）
pazkaxu  ［法律］判例法　［レベル］６　19

pazm  ［植物］ハーブ、薬草　［レベル］３　15:制 :pitazem　［文化］　代表的
なのはカモミールなど。　【成句】　fals kont loz pazm 芸は身を助ける。
薬草の取り扱いを知っていた兵士が最前線に送られず、軍医の手伝
いとして永らえたことから
pazmas  ［名詞］履歴書　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

pazman  ［ジョブ］薬草師、薬師　rd;/　24

pazo  ［植物］カバノキ　alakta

paj  ［動物］トンボ　［レベル］３　lakta:jは空
pal  ［人名］パールの略称　［組み数字］１０/２８　［レベル］１　seren

pal,f  sa　e

palt  ［歴史］暦、こよみ　［レベル］３　13:制 :古 :pal（日）　［文化］　霊界がで
きたのが約１３７億年前。アルテもこのとき生まれた。太陽系が
４６億年前に生まれ、地球が４５億年前に完成した。地球の完成と
同時期に lunoが生まれ、失敗して ardelへ行く。　その後 lunoが
arteから viidを奪ったおかげである程度 arteの膨張は食い止められ
たが、まだ ardelから viidが流れてくるため、再膨張をし始めた。
　最初の暦はアルテがセルトに分裂したところから始まる。これを
セルト暦といい、６３９３万８９６５年間続く。６３９３８９６４
年にサールがユーマを懐妊し、翌５年に出産。同時にテームスが生
まれ、同年テームスはメルティアを含む悪魔を産む。この時の司メ
ルティアがメルティア暦の始まりなので、セルト暦は
６３９３万８９６５年間続いたことになる。　メルティア暦元年は
セルト 6393'8965に等しい。メルティア暦はちょうど１０４万年続い
て終わる。神々が１０進法を編み出していたため、神も人間たちも
区切りのいい万の位で次のユーマ暦のために暦を改めた。ここまで
の経過は６４９７万８９６５年。　ユーマ暦はちょうど８０８０年
続く。この理由も同上だが、人類の寿命が短くなるにつれ、１０年
のような小さい単位で暦が改められるようになっている。ここまで
で６４９８万７０４５年が経過している。　ユーマ８０８０年は次
のイムル暦元年に相当する。イムル暦は１５８８年間使われた。イ
ムル１５８８年が次のメル暦元年に等しい。ただしメル暦が実用さ
れだしたのは実際１６００年代に入ってからなので、歴史書物の中
にはイムル１６００年代の署名のものが存在する。１６００年ごろ
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に書いた人は今後もイムル暦が使われると思っていており、１５８８
年に生まれていた少女メルの年齢を元にしたメル暦によって繰り上
げるようにイムル暦が短くなるとは予想できなかったためである。
ここまでの経過は６４９８万８６３３年。　イムル暦の後のメル暦
は４８０年続いた。転生した使徒たちの死とともに世界は終焉し、
宇宙も終わりを遂げる。ここまでの経過は６４９８万９１１３年。
　＜セルト暦＞　セルト暦のころは年に１回しかアトラスに来な
かったため、１年をカウントする必要しかなかった。逢瀬はちょう
ど後のディアセル（地球でいう７月１９日ごろ）に行われた。ディ
アセルと逢瀬の日が重なることをこの時代の神々はまだ当然知らな
い。　＜メルティア暦＞　－メルティア暦の起源　　　メルティア
はユーマとテームスと悪魔たちが誕生したこの年を以ってメルティ
ア 0年と定め、メルティア暦を作った。　　　メルティアはエルト
とサールがアトラスで暮らしていたため、アトラスから見た暦を作
ることにした。　　ユーマ・テームス・悪魔の誕生と、エルト・サー
ルの死と、アルミヴァの 12神の誕生は年は違えど同日で、現在でい
うzan ralだ。　　メルティアは自分たちが生まれたこの日をメルティ
ア 0年の元日とした。しかし彼はこれ以上細かい設定を暦に与えな
かった。　　－最初の太陽暦　　　エルトとサールの一族がアトラ
スで暮らしはじめたのを見たメルティアは、時空を司る者としてメ
ルティア暦を両一族及びユーマ並びに悪魔の一族に伝えた。　　し
かしその暦は 1年を数えるのにしか使えず、利用価値が低かった。悪
魔は宇宙で暮らしているが、神々はアトラスで暮らしている。そこ
で神々は日を数える必要性を感じだした。　　　今年はメルティア 4
年だ。アルミヴァが生まれたのはメルティア 4年の逢瀬の日で、ユー
マや悪魔たちが生まれたのはちょうどその 4年前だ。　　ユーマや
悪魔や神々にとって、逢瀬の日は誕生日に等しい。よって逢瀬の日
を元日と定めたメルティアの意思に遺憾はなかった。だが神々は 1年
しか数えられない大雑把なシステムに不満を覚えた。　　　そこで
何回アトラスから太陽が見え隠れすれば逢瀬の日、すなわち誕生日
になるかを知るためクレーヴェルが観測したところ、およそ 365日の
周期でアトラスが太陽の周りを公転していることを見つけた。太陽
年を見つけたということである。　　そこで 1年を 365日に割ったが、
太陽年は実際には整数ではないため誤差が生じる。そこでメルティ
アとパンの協力のもと、神々は地球のグレゴリオ暦と同じ計算法を
作り、閏年を設けた。　　　なお、この時点は現代から見て 100万
年ほど昔の出来事だが、太陽年は年々変わっていく。それはどのく
らいかというと、2000年で約 10秒伸びるので、100万年で 5000秒
太陽年が長いことになる。　　これはおよそ 83分であり、神々の時
代は 1年が今より 83分ほど長かったことになる。しかしそれでも太
陽年は約 365日であり、グレゴリオ暦と同じ計算法が成り立つ。　　
　ところで日付の読み方については、まず月という概念がないため、
何年の何日目という呼び方をしていた。つまり 1年のうちの 235日目
というような言い方をしていたのだ。　　神のように賢い者だから
そのようなずさんな表現でも対応できるが、我々人類には使いにく
いことだろう。　　　なお、メルティア 4年までは閏年という概念
はなかった。4年までは逢瀬の日は太陽とアトラスの位置関係で物理
的に決められていたため、0年から 4年の間にあるはずの閏年は自然
と消化されている。すなわちエルトとサールが死んだのは、きちん
とユーマが生まれた日の 4年後の日となる。　　----　　meltia 
99'9872年になると、神々が農耕を始め、月単位での農耕計画を立て
る必要が出た。カルテ神がクレーヴェルと協議し、月の満ち欠けを
元に１年を１０の月に分けるようにした。農耕に適切な時期は地球
でいう３月から１２月で、１月と２月は暦が不要とされ、月が存在
しなかった。ミュシェットである。そこで３月を元旦とするよう暦
が改められ、７月１９日ごろの聖誕祭は祭日となった。これ以降の
メルティア暦では３月が１月となる。　月の公転周期はおよそ
２７．３２日だが、満ち欠けの周期は２９．５３日である。アトラス
暮らしに慣れた神は満ち欠けを基準に考え、２９日の月と３０日の
月が交互に繰り返すようにした。元旦の日付は毎年決まっているわ
けではない。３月ごろになったら最寄の新月が元旦となる。そして
そこから２９、３０、２９、３０、２９、３０、２９、３０、２９、
３０と１０ヶ月続けていく。こうするとおよそ地球の１２月で一年
が終わる。　後述するユーマ暦と違って規則的に小月と大月が繰り
返されるのは、１年のうち１０ヶ月しか暦がないためである。純粋
な太陰太陽暦のように１年中どの日も日付があり、またその暦を何
年も繰り返し連続して使うと、このような規則的な小月と大月でい
られなくなる。２９，３０を繰り返していくと誤差が生じ、ある月の
ついたちが朔にならないようになる。ただし、そのずれはわずか
１０ヶ月なら小さい。また、メルティア暦では次の年の始まりは次
の春の朔からスタートするため、ずれが毎年解消される。そこでメ
ルティア暦では規則的に小月と大月が並んだ。　なお、日付の読み
方は日本と同じで「何月何日」という読み方であった。月がない日
については特になんと呼ばれることもなく、今日や昨日や３日前と
いった表現で済ませていた。　このように、太陽暦ができて約
１００万年使われた後にようやく太陰暦ができたというわけである。
その太陰暦もできたと同時に太陰太陽暦として組み込まれたため、
単体で太陰暦が使われたことはなかった。これらの暦は神を通して
ユーマの一族にも伝わった。実際に太陰太陽暦ができたのはメルティ
ア暦の終わりごろであるから、メルティア暦自体は単なる太陽暦と
見てよい。メルティア暦は約１００万年が太陽暦で、残り約４万年
が太陰太陽暦である。　＜ユーマ暦＞　ユーマ暦になると戦史の記
録や貨幣の登場による経済活動や経理関係の作業の関係で、月のな
い日についても日付を定義する必要性が出てきた。メルティア暦は
月なしのある不完全な太陰太陽暦だが、これを完全な太陰太陽暦に
改めた。一年の始めを冬至（地球でいう１２月２２日ごろ）にし、
１年を１２ヶ月に区切った。太陰暦では１回帰年の近似値である
１２ヶ月を１年とした場合、１年が３５４日となり、太陽暦に比べ
て約１１日短くなる。このずれが３年で約１ヶ月となるので、約３
年に１回閏月を挿入する。閏月を１９年に７回挿入すると誤差がな
くなる。この暦は yuuma 5年にレスティル南岸在住の召喚士がユル
グとクレーヴェルを召喚して相談して定めたものである。従って

yuuma元年のころは yuuma暦はなかったことになる。これはメル暦と
同じである。この召喚士は現カテージュに住んでおり、漁師らの要
望で太陰暦を正確に太陽暦に組み入れようとしたものである。潮の
満ち引きの関係で漁師にとって太陰暦は重要であるため。　月の満
ち欠けはおおむね２９．５日であるため、２９．５＊２＝５９で、こ
れは２９＋３０に等しい。よって１月が２９日になる小の月と、
３０日になる大の月を繰り返す。このノウハウはメルティア暦と同
じであるが、２９，３０と規則的に繰り返すとついたちが朔にならな
いことがある。それを微調整すると大月が何月に来るかは毎年変わ
ることになる。従って yuuma暦は非常に複雑である。　１年は
３５４日である。１年の長さがメル暦に比べて１１日ずれる。そこ
で閏月を挿入し、１３月目を設ける。ゆえに、年によってずれが貯まっ
てくると季節が１月近くずれてしまうことになり、農耕ではやや不
便なことがある。　また、アズゲルから農耕の都合で１年を２４節
気に分けるようになったため、節気と暦のずれが生じてしまう。そ
こで閏月は最も節気と暦のずれが生じない位置に入れられた。閏８
月など、適宜挿入する位置は変えられた。　１年の長さは確かにメ
ル暦より短いが、３年スパンで見れば日数は等しいので、ユーマ暦
を使っていたころのほうが１年が短かったということはない。　ユー
マ暦はそれが作られた年の５年前が元年であり、５年前の冬至を元
旦として遡ってスタートした。従って yuuma 0における冬至の日付
が開始点となる。冬至は毎年少しずれるので、必ずしも各年の元旦
が冬至とは限らない。　また、ユーマ暦で始めて週の概念ができた。
２９は素数なので近い数値である２８で考えると７＊４で割れるた
め、１週間を７日とし、ソームの名を冠した。　日付の読み方は月
が１２ヶ月になったため、月はアルミヴァの名で読まれるようになっ
た。日については数字である。日本語よりも英語の読み方で考える
といいだろう。　＜イムル暦＞　イムル暦になるとふたたび太陽暦
に代わった。太陰太陽暦は閏月を挿入するのが面倒で、年ごとの季
節のずれが大きい。例えば日本の関東だと７月７日といえばたいて
い曇っていて天の川が見えないとか、１１月２３日はよく晴れると
いった規則性がある。これは太陽暦ならではで、太陰太陽暦ではこ
うはいかない。また、大月が何月に来るかも毎年異なり、閏月の挿
入される月も毎回異なる。非常に複雑な暦であり、使いづらい。こ
れを解消すべく、グレゴリオ暦と同じような太陽暦がイムルによっ
て作られた。太陽暦自体は初期のメルティア暦と同じだが、一年中
月も日もある暦なので、メルティア暦より進化している。　なお、
イムル暦の読み方はユーマ暦と同じで、アルミヴァと数字で読まれ
た。例えば「セイネルスの２３日」というように。もちろん数字だ
けでもよく、１月２３日とも読んだ。　＜ユーマ暦とイムル暦の移
行問題＞　太陰太陽暦のユーマ暦では１９太陽年に７回閏年を挿入
した。これは２３５朔月が１９年太陽年にほぼ等しいことを利用し
ている。１９太陽年は３６５．２４２１９４日×１９＝６９３９．
６０１６８６日で、２３５朔望月は２９．５３０５８９日×２３５＝
６９３９．６８８４１５日である。まったく同じ数値ではないため、
約０．０９日ずれる。つまり、１９年につき０．０９日ほどずれが生
じる。すると２１１年すなわち約２００年でおよそ１日のずれが生
じることになる。 　ユーマ暦は８０８０年も続いたため、当然改暦
が繰り返された。時の王たちはキリのいい２００年に一度の周期で
規則的に改暦を行った。最後に改暦されたのはユーマ８０００年で
ある。さて残り８０年だが、１９年で閏月の調整が終わるため、
８０００～８０７５年の７６年間でずれが調整される。この間に生
じるずれはおよそ０．３６日で、約１／３日であるから、およそ８時
間太陽年のほうが遅いことになる。 　７６、７７、７８、７９年の
４年間で平年は３回あり、閏月は１回入る。平年では太陽年３６５
日に対して約－１１日、閏年は約＋１９年の差が生じる。７６～
７９年で平年・平年・閏年・平年の組み合わせだと、－１１－１１
＋１９－１１で約－１４日となる。８０００年は改暦を行って、冬
至から最も近い朔を年始にしている。これはユーマ０年とほぼ同じ
である。ユーマ０年で年始とした「冬至から最も近い朔の日」がで
きるだけずれないよう２００年に一度改暦を行っているので、ユー
マ８０００年の年始も「冬至から最も近い朔の日」になる。 　ユー
マ０年は西暦でいうと－７０８０年に当たる。－７０８０年におけ
る「冬至から最も近い朔の日」はグレゴリオ暦でいう１２月１４日
に当たる。１５日の０時ちょうどの時点で現アシェルフィから観測
すると月齢は０．１だからである。冬至は１２時に観測されるが、冬
至から近い朔の日は昼に観測する合理的な理由がないため、日の改
まる０時で測った。観測でなく「測った」といったのは、この時間
アシェルフィから月が見えず、朔の月が太陽に程近いくじら座の周
辺にいるためである。 　ユーマ８０００年は西暦でいうと３２０年
に相当する。ここが最後の改暦であるが、３２０年１２月１５日は
０時の段階で月齢２７．１であるから、この日が年始ではない。１７
日で２９．１、１８日で０．５となるため、朔になったのは１７日の
昼ごろ。従って３２０年１２月１７日が改暦されたユーマ８０００
年の始まりとなる。 　ここから７６年経って８０７６年になると西
暦３９６年であるが、８０７６年の空を見てみると、１２月１７日
０時の段階で月齢２８．６、１８日で２９．６、１９日で０．９となっ
ている。１７日でなく１８日が朔になるのは、比較に使っているグ
レゴリオ暦の閏年の影響である。ユーマ暦の中で見ればきちんと
７６年で閏年のずれが解消されている。ユーマ８０７６年の始まり
は西暦３９６年１２月１８日となる。 　さて、上述のとおり７６、
７７、７８、７９年の４年間で平年は３回あり、閏月は１回入り、
８０８０年の年始は「冬至から最も近い朔の日」から見て－１４日
となる。８０８０年、すなわち西暦４００年の「冬至から最も近い
朔の日」はいつだろう。まず４００年１２月１８日の月齢が１４．８
で、満月である。太陰太陽暦における閏月の挿入法は、「３６５日に
対して１年が３５４日しかないので、ある期間で閏月を入れて補う」
というもので、常に陽暦のほうが陰暦より進んでいる。従って
４００年１２月１８日という陽暦は進んでいることになるため、こ
の月齢１４．８を次の朔に進めるのではなく前の朔に戻すことで本当
のユーマ８０８０年の年始がわかる。なお、「補う」という考え方に
基づくと、７６～７９年の間で２回閏月が来ることはないと分かる。
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８０７６年で既に１９年サイクルは終えているので、８０７６年か
らまたずれのサイクルが再スタートする。にもかかわらずこの７６
～７９年の間に閏年が２回来ることは計算上ありえない。平年２回
の閏年２回だと－１１－１１＋１９＋１９で、正の値になってしま
い、陰暦が陽暦を超えてしまうからである。 　さて、月齢を戻して
いくと、１２月４日で０．８となる。４日の時点では既に朔になった
後なので、朔を迎えるのは１２月３日である。この日の０時に月齢
は２９．３となり、日中に朔を迎える。従って４００年１２月３日が
ユーマ８０８０年の年始である。 　ではこの年の見かけ上の冬至は
いつであったろうか。この時代は既にユーマの一族の時代であり、
カコの時代である。神と違って既に宇宙空間に人は飛んでいけなく
なった時代である。また、科学技術はアレイユに比べてまるで進化
していない。そこで当時の冬至は南回帰線から見て１２時に太陽が
天頂を通過する日で求められたことになる。そしてその日は西暦で
いうと４００年１２月１８日である。ユーマ８０８０年の年始はグ
レゴリオでいう１２月３日だから、この年の冬至をユーマ暦にする
とユーマ８０８０年１月１６日に当たる。 　ユーマ暦は冬至を基準
点とするため、イムル暦に移行する際に１２月３日を以って移行し
てしまうと、ユーマ暦最後の冬至がユーマ暦に含まれなくなってし
まう。もともと太陰太陽暦は冬至から見て毎年１１日ほど足りなく
なるのを補っていくので、１月中に冬至を迎えることが多かった。
もし１月１日にイムル暦に移行した場合、８０８０年の冬至がなかっ
たような錯覚を覚える。そこでユーマ暦に最後の冬至を与えるため
に、ユーマ８０８０年１月１６日を含んだ月、つまりこの年の１月
をユーマ暦最後の月とした。そしてこの冬至が終わり、月が次の朔
になった時点を以って完全に太陰太陽暦であるユーマ暦を終え、同
時にイムル暦を始めることとした。さて、では西暦４００年１２月
３日で朔を迎えた月は、いつ次の朔になるだろうか？アシェルフィ
から観測すると、西暦４０１年の１月１日である。１月１日に
２８．８で、１月２日に０．１となる。１月１日の２０時３０分ごろ
にちょうど新月になるため、朔になる日は１月１日である。よって
イムルはこの日を以ってイムル暦の紀元と定めた。すなわち西暦
４０１年１月１日がイムル０年１月１日となる。 　ところがイムル
暦の運用をユーマ８０８０年に認可して公布した英雄アルシェが、
その発表演説において「本日を以ってイムル１年１月１日とする」
と国民の前で発言してしまった。セイネルスと言わなければ１ばか
り並ぶ数であるというのと、物はふつう１から数えるものだという
常識と、実際に世紀の場合は１から数えることなどが原因で、アル
シェは年号も１年から始まるものだと誤解していた。大統領演説に
相当する発言であったため、イムルは主君の恥を晒すわけにはいか
ず、イムル暦を１年から始めることにした。従って、唯一歴史上イ
ムル暦のみが０年を持たないことになり、西暦４０１年１月１日が
イムル１年１月１日となった。後にイムルは便宜上この紀元から
３６６日（イムル０年は閏年なので）戻した日付をイムル０年の１
月１日とした。従って、西暦４００年１月１日がイムル０年１月１
日に当たる。 　＜大月の位置・ミルサージュ・ディアセル・メルセ
ルが見事に絡み合う配置＞　３６５日を３０日と３１日の月に分け
ると、３１日の月が５回来ることになる。これを太陰太陽暦の名残
で小月と大月と呼ぶ。そして元旦から１月２月と始めて１２月まで
続ける。大月の配置はグレゴリオ暦では１，３，５……月に配置され、
規則性はない。一方、メルティア暦では奇数の月が小月で偶数が大
月だった。ユーマ暦では天文学的な事情で不規則に大月が現れた。
そしてイムル暦では大月は年の中に配置される。１～４月は３０日
の小月で、５～９月の５ヶ月間が３１日の大月となる。年末の１０, 
１１，１２月は小月となるが、閏年の場合、１２月末日が３１日にな
る。　従って常に年の後半は１０、１１月のみが３０日になり、
１０月３１日や１１月３１日は存在しなくなる。閏年の年は年の後
半１０、１１月だけ３１日が存在しない。そこで多くの人が１０、
１１月にも３１日が存在すると錯覚してしまう。特に１２月に例外
的な閏日が来るので、その直前の１１月が一番勘違いしやすい。そ
の心理を利用したのがミルサージュであり、１１月３０日と１２月
１日の間の刹那をそのように呼ぶ。　ミルサージュとは元々現実の
ほうのメルが１９８８年１１月３０日の終わりに生まれ、母アルヴァ
ノが１２月１日生まれと迷ったため、メルの誕生日をなかばおどけ
て１１月３１日としたことがきっかけで生まれた。そのエピソード
はリーザからメルらに伝わった。実際セレンは当時暦に弱く、メル
の誕生日を本当に１１月３１日だと思っていたときもある。そのミ
ルサージュは明らかにグレゴリオ暦を元にしたエピソードなので
困っていたが、このようにイムル暦のシステムを作れば、１１月
３１日のミルサージュをイムル暦から説明でき、矛盾がなくなる。
　実は大月を１年の中ごろに固めると、ミルサージュ以外に都合の
いいことがでてくる。リディアの誕生日は１９８４年７月１９日で、
この年は閏年なので、１月１日からの経過日数が２００日となる。
すなわち７月１９日はこの年の２０１日目となる。さてこれをイム
ル暦にすると１５８４年の７月１日までに５，６月と２回大月がある
ため、７月１日は１８３日目となる。すると２０１日目は１８日を
経た１９日ということになり、リディアの誕生日は１５８４年７月
１９日になり、グレゴリオ暦と一致する。　また、メルは１９８８
年１１月３０日生まれで、この年の１１月３０日は１月１日から
３３４日が経過している。従って１１月３０日は１月１日が年の１
日目だとすると、３３５日目になる。イムル暦の１０月３０日は
３０５日目であるから、１１月１日は３０６日目で、３３５日目は
１１月３０日になる。ちょうどグレゴリオ暦と同じく１１月３０日
になった。従ってメルセルはイムル１５８８年の１１月３０日であ
る。なお、天文学的にもこの日は本初子午線を決める大事な日である。
　ちなみにセレンは１９８１年２月４日で、元旦から３４日経過し
ている。すなわち３５日目である。イムル暦の２月１日は３１日目
であるから、セレンの誕生日はイムル１５８１年２月５日となる。｛た
だ、セレンにとって必要なのはディアセルとメルセルを合わせるこ
とであり、この２日がグレゴリオ暦と一致すればあとはどうでもよ
い｝　＜ rdとの関連＞ 　アティーリの中でカコと rdは現実に基づ
いている。中でも rdは情報が豊富で新しく、具体的な日付の分かる

出来事が元になっている。簡単にいえば、１９００年代後半のア
シェットの歴史が元になっているので、できればイムル暦でも同じ
日付になってほしい。ところが異世界なのにどちらの暦でも年始が
１月１日になることなど到底ありえない。そう思ってメル 20年まで
ずっとイムル暦の具体的な内容は決められておらず、なんとなく冬
至を紀元とすると定められていた。 　ところがよくよく天体を観測
してみると、ちょうど４０１年の１月１日にアシェルフィで朔にな
る（眼では見えない）。ユーマ暦が太陰太陽暦だったと決まったので、
これと合わせれば、地球と同じく１月１日を紀元とする暦を作れる
のではないかと考えた。そこでイムル１年の元旦を地球の西暦
４０１年の元旦に合わせた。もっとも、このころ地球はグレゴリオ
暦でないので、４００年代のことだけいえばまるで役に立たない。 
　ところが実際上記 rdに使うのは１９００年代の話だけである。
１９８１年にセレンが生まれ、８４年にリディアが生まれたという
ような、主に１９００年代後半に使えればそれでよい。そして
１９００年代後半は地球もグレゴリオ暦である。そう計算していく
と西暦１９８４年はイムル１５８４年になる。 　しかし１月１日が
同じでも閏年の来るタイミングが違うのでずれが生じるのではない
かと思うだろう。だがずれはない。なぜならグレゴリオ暦の計算だ
と４年に一度閏年があり、１００年に一度閏年がなく、４００年に
一度閏年があるから、きっかり西暦と４００年ずれているイムル暦
に閏年のずれはない。イムル暦を４００年ずらしたのは２００３年
ごろのセレンの知恵だが、こんなところで役に立つとは思わなかっ
た。当時はイムル暦は冬至スタートだったので、４００年のずれで
閏年の差を解消しても大した意味はないと考えていたからだ。 　｛さ
て、というわけで今後 rdを書く際に非常に便利になった。なお、イ
ムル１６００年は閏年でないが、西暦２０００年は閏年なので、
２０００年以降はずれが生じる。しかし現実のアシェットでは
２０００年を過ぎたころから徐々にメル暦を使い始めていたため、
残っている記録はメル暦で記されていることが多い。なのでまった
く問題がない。 　１月１日がちょうど４０１年で朔になったのはセ
レンが操作できることではないからまったくの奇跡であるが、つく
づくセレンは天文に恵まれていると思う。メル暦で１月が２８日な
のも使徒が偶然２８人だったからで、２７だったら一週間が７にな
らないし、１年のあまりも大きい。２９でも同様だ。２８は奇跡的だ。
４週あって１週が７日で、１３ヶ月で３６４日になってミュシェッ
トが１日で済む。 　もっと奇跡だと思ったのは天文のところで以前
述べたとおり、１９８８年１１月３０日の０時にアシェルフィでア
ルデバランが南中する件だ。あれも極めて奇跡的である。そして今
回のイムル－グレゴリオの紀元重複である。奇跡がここまで連続す
ることがあるだろうか。しかしメルの誕生日も使徒の数も４０１年
で朔になることもセレンがどうにかできることではない。｝　＜メル
暦＞　imul 1600を過ぎ、１７世紀に入ると、アシェットが台頭した。
イムル暦は月に大小があり、毎月の長さが異なる。ある特定の日付
が何曜日であるかも毎年ずれる。これらを解消するために第７使徒
メルは１月を使徒の数の２８日にし、１年を１３ヶ月とし、年末に
月無しの１日ないし２日を組み込んだメル暦を考案した。これによ
り、１月の長さが均等で曜日と日付のずれない暦ができあがった。
月めくり式のカレンダーは不要になり、曜日の概念さえもしばしば
不要になった（とはいえ、エルヴァから次のエルヴァというような
使い方を日常的にはするので曜日はまだまだ必要）。メル暦になると
開始点がメル＝ケートイアの誕生日になった。メル暦は転生期まで
使われ、最後の暦となった。
palt,fv  sata　pal/lantis「前の人」
paltmiros  ［哲学］祖霊崇拝、シャーマニズム　rd;/　24

paltmirosan  ［哲学］［魔法］［ジョブ］シャーマン　rd;/　24

palta  ［動物］セイウチ　［レベル］４　alakta:palは白
paltis  ［人名］パルティス　［組み数字］７/１１　［レベル］３　古 :ridia:pal← p
aal（光）/tis（人）。悪魔 partの parは太陽の parから来て結果的に光
を表わす。　［文化］　アルシアの７番目。光の魔法の大成者。男性。
palk  ［動詞］yul（場所など）を辿る、辿る、たどる、伝う、つたう　［レベル］
３　13:制 :古 :palketta（後で行く）→ palmと同根で、palの意味が逆。　【用例】
　xilan alxa palk font le salan sein lukat. 人は先人の歩いた道を辿るも
のだ。
palko  ［名詞］車両、車輌、車体、乗り物→ kov　［レベル］４　rd;palan/kov
　24
palx,szd  alx　palala

palxets  ［哲学］ハインツのジレンマ　［レベル］６　rd:paal;paal/xets「パール
のモラル」　23:ridia　［語法］［文化］　rdで正義論のパールが考えだし
た４段階のモラル。地球のハインツのジレンマとは少し異同がある。
訳語はジレンマだが、それは元になった寓話がジレンマだったため
で、アトラスではジレンマの寓話ではないため、ジレンマという形
態素は造語に用いない。　palxetsは４段階からなる。段階が進むほど
高次になる。パールは正義やモラルの完成形は信念の衝突しやすい
第三段階ではなくウィンウィンな環境を作る第四段階にあると説い
た。　第一段階 (yuli)：子供のモラル。個人の損得勘定を最優先する
考え方。　第二段階 (malt)。思春期のモラル。大人や本から与えられ
た法律や社会的慣習に則って判断するレベル。　第三段階 (solomon)。
青年期のモラル。与えられた知識をそのまま自分の倫理にせず、獲
得した知恵や経験をもとに自分の信念を築き、それに基いて判断す
るレベル。　第四段階 (mav)。大人のモラル。できるだけ多くのみん
なが幸せになるようにはどうすればよいかという考えのもとに、自
分の正義などに固執せず臨機応変に対応するレベル。
pals  ［生物］脈　［レベル］３　ryuu:古 :英語のｐｕｌｓｅが語源ではなく、
｢paal（パールが）/so（する）｣が語源。リュウが医者の真似事をした
ときにパールが協力して看護婦の真似事をしたことから（具体的に
は注射を打った）。パールはこのとき血圧を測る役目を負っていた。
そのことからリュウが動脈を palsと名付けたという。新では単に脈。
　【用例】　tab{isk} pals 脈診する、脈を測る、脈を取る
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palsa  ［医療］動悸、鼓動、ビート← bant　［名詞］（naとともに）どきどきする、
ドキドキする　［レベル］２　16:制　【用例】　an nat palsa man oma gaaxik ro
mel. 犬がいきなり吠えたからドキドキした。　an nat palsa man na nau. 
うれしさで胸がドキドキした。　palsa ant emat ruuf mil tu vert. そ
の知らせに動悸が激しくなった。　non na sil palsa anneu. ドキドキ
します。
palsark  ［生物］［医療］脈会　rd;/　24

palsaa  ［動物］蛍　［類義語］esta　［レベル］３　fv;「絹のように淡く光る」　赤
paln  ［音楽］笛、フルート　［レベル］３　meltia 291:emilio/misti;e　lakta（横
笛限定？）
palntxut  ［俗語］笛なめ、笛舐め、ふえなめ　［類義語］exltxut　［レベル］４　
23:mel/seren:久々におジャ魔女どれみナイショの８話の英語字幕版を
メルが娘に翻訳しながら見て、セレンとメルが２人で爆笑して、やっ
ぱりアルバザードだったら凪人もいるし、ありそうだなという決議
になったため。このとき５人で見ていて、リディアは呆れ、ユルト
は「ごはんくれ」と言っていた。　［文化］　主に小中学生のころに一
部の天才が童貞力によって発明する妙技。車輪の再発明以上に頻繁
に再発見されている。エロスはインスピレーションの根源であると
いうのがよく分かる。凪人＞アルバザード人＞ルティア人の順序で
しがち。　　地球では欧米圏ではあまりやられないので、メルはセ
レンが 19年ごろにアニメの動画で紹介するまで知らなかった。セレ
ンは小中学校のころに知識として知っていたが、「好きな子の笛を
舐めて臭かったら幻滅するだろう？そんなリスキーな挑戦できるか」
というタイプだったので縁遠かったが、「男子アホやなぁ」と思って
面白がってはいた。アルバザード人の倒錯度ならやるだろうという
ことで 23に造語となった。
palv  ［形容詞］露骨な、あからさまな、顕著な、明らかな、率直な、婉
曲でない、直截な、素直な、ストレートな　［反意語］kelt　［レベル］３　13:制 :
古 :pa（明るい）　【用例】　namo palv 露骨な態度
palverant  ［医療］正義性人格障害、正義性パーソナリティ障害　［レベル］
５　vl;paal/verant　23:mel　［語法］［文化］　強迫性人格障害の一種。クラ
スターＣ。　正義を第一の価値観とし、正義に背くものを許せない
と固執してしまう人格障害のこと。
palf  ［普通動名詞］散歩　［動詞］yul（場所）を散歩する、散歩する　［反意語］
xelk　［レベル］２　古 :palf← papalura/futo（太陽を取る）　［語法］　日の
出ているうちに公園などで寝そべったり散歩して安らぐこと。ある
いはカフェの店先でぼーっとしたり談笑すること。幸せな時間の代
名詞としてイメージされる。
palm  ［動詞］yulを aより優先する、優先する、優待する　［形容詞］優先さ
れた　［副詞］優先的に、優先して　［普通動名詞］優先、優待　［反意語］fales　［レ
ベル］３　14:制 :古 :palketta（先に行く）→ palkと同根で、palの意味が逆。
　【用例】　kaan alxa palm teel miva a noi. 父親というのはどうしても息
子より娘を可愛がってしまうものだ。
palmtakilm  ［名詞］ページシステム方式　rd;palmevita/takilm　24　［語法］　
パラマストーナメント（ステップラダー）にダブルイリミネーショ
ン方式を組み合わせており、敗者復活でも優勝できる可能性を持つ
変則的な方式のこと。
palmskit  ［名詞］優先席　［名詞］シード、シード席、シード権　rd;/　24　
［語法］［文化］　電車やバスなどに老人用の優先席はない。アルバザード
ではそもそも全席が優先席であり、老人や怪我人などが優先的に座
れる。国民性からして座っている元気な者が率先して席を譲るため、
優先席を設ける必要がそもそもない。　また、日本語と違い、アル
カの優先席は映画館のＳ席のように有料でより良い席で優先優遇さ
れる席という意味も持つ。ふたつの意味があるので注意。
palmevita  ［名詞］パラマストーナメント、ステップラダー　［レベル］６　
rd;/。あるチームが徹底的に優先されるため。　24
pald  ［電算］デジタル　［反意語］alpa　［レベル］３　14:制 :古 :palala

palp  ［植物］ポプラ　［レベル］４　lakta　参考 :sorn:alpas

palra  ［アトラスの国家］パルラ　［レベル］５　19:ridia:「太陽の住む家」
palz  ［被服］タイツ　［レベル］３　13:制 :古 :papazamon（白い棒）。元はバ
レエをやる少女の脚を指した。白いタイツを履いた彼女達の脚が白
い棒のようにみえ。そこからタイツになった。
palzet  ［運動］バレエ　［レベル］３　rd;/　24に登録だが、紫亞が小さい
ころバレエをやりたがって親がやらせようかと考えたときにセレン
かリディアがこれを造語しているので、実際にはもっと古い。
pala  ［名詞］伏線、複線　［レベル］４　15:制 :古 :pal（未来、後で）
pala,fv  pano　papalura.fris

palas  ［美容］てかり　［動詞］yulをてからせる、てかる　［レベル］３　21:古
paal/古 so
palan,lsd  pan　palamekia,fv.xik

palamekia,fv  pan　pala/mekia

palab,zg  sasab　pal/sabe

palala,f  alx　e

pali,alt  axte　「芽吹くとき」
palif  ［天文］恒星　［レベル］４　20:pa（光る）/liifa

palifokaj  ［天文］恒星間宇宙船　21

palifern  ［天文］恒星系　［レベル］５　23

pale  ［料理］豆腐　［メタファー］発泡スチロール　［レベル］３　sm;alt＜ pan,alt.k
　19:ridia:arbaxelt←制 :pal（白）/hemp　［文化］　アルバザード風の豆
腐は lemp。アルティアのものはpale。ほとんど変わらない。アルバザー
ドのものは具が入っていたり味が洋風だったりするものがある。
palet  ［数学］［電算］数値、値　［類義語］alx　［レベル］２　21:古 palala/te　【用例】

　palet sor 大きな値
palu,alt  mans　paは芽吹く音。
paluwa  ［被服］ホーズ。smごろの貴族が履いた白い靴下のこと。　sm;p
al/lua「白い足」　24
palue  ［名詞］ひだまり、日だまり　［類義語］farpxet　［レベル］３　19:palue
← palfe← par/elfe（制「太陽」＋泉）　【用例】　☆ ket siina mok pot pa
lue. 猫はひだまりで寝るのが好きだ：語源が elfeであることから、
格詞は eskと違って molではなく、potを取る。
palue(2)  ［名前］ぱるえ、ひだまり　19?　［文化］　『ねこにっき』の猫。
paat  ［名詞］光線、レイ　［レベル］３　13:制 :paant（光の線）
paak  ［動詞］yulの良いところを見る　［反意語］evin　［レベル］３　古 :paak　
【成句】　paakan nox paakan a nos 類は友を呼ぶ
paas  ［動詞］yulを照らす、照らす　［レベル］３　13:制 :光をする
paan  ［名詞］灯台　［レベル］３　13:制 :paahanoi

paav  ［単位］パーヴ、リルクス　［レベル］５　古 :元は paavivi｢ 光の強さ
｣。メルが小さい頃に英語のｐｅｒｖ ,ｐｅｒｖｅ（変態）と音が似
ていて言いづらいと言っていて、最近まで paaviviは通用する形とし
て残っていた。　［文化］　１モープの光度を持つ等方性の点光源から
１メルフィ離れた場所における光の強さのこと。ルクスと比較。
paam,f  vasn　paは光。
paal  ［組み数字］１０/２８　［交通］パール通り　［名詞］パール組。アルナ
大のクラス。　［レベル］２　22

paal,f  far、fir　pa/al

paal iiluuto  ［人名］パール＝イールゥート　［組み数字］１０/２８　［レベル］
２　古 :パールは語源不詳。古アルカでの意味は ｢光 ｣(paal＝ pa（光
る）/al（物）。以前は paaluu'だったが、メル ･アルカでソーンアルカ
と融合したことがきっかけでアクセントが移動し、paaにアクセント
がくるようになった。当時、強弱アクセント重視だったこともあり、
それ以降、急激にアクセントのない luuの音節の存在が弱まっていっ
た。但し、lの音が消えては意義素である al（物）が消えてしまうの
で lは残り、paalとなった。制アルカ以降 paalが公式名で良いかとの
質問に対し彼女は肯った。イールゥートは『カコ』から。　［文化］　
(tif 7 dia nen→ )第４期４代アルシェ第１０使徒。女性。mayu/
amma。１６７ｃｍ、５４ｋｇ。髪は黒で背中まで届き、少しくせっ毛。
青の瞳。肌は褐色。　　・『ミールの書』より　　　彼女はセレンよ
り長い髪を赤いリボンで結わいてポニーテールにしている青い瞳の
女性だった。首には金の首輪をしている。肌はやや浅黒く、黒人と
白人の混血児だと思われる。年齢はセレンらと同じ頃だと思われる。
体格はスレンダーで、美しい。そして目つきはフルミネアとは違っ
たタイプの厳しさをしている。　　↑これもセレンは当時アラブ人
と黒人の区別がついていなかったため。　【成句】　alkan paal et maal paal 
im kok 助手のパールは同時にお母さんのパール：良妻賢母
paalolt  ［天文］リギルケンタウルス　19:ridia/seren/mel　［文化］　パール
の投げた首輪を象徴する星。leptool参照。
pai  ［俗語］胸、おっぱい、ぱいぱい、パイパイ、パイ、ぱい有ーる二乗、
二ぱい有ーる　［類義語］mam　［レベル］３　23:膨らんだオノマトペに「両方」
の ioから。
paikilp  ［俗語］パイスラッシュ、パイスラ、π／　［レベル］６　23　［語法］［文
化］　女子がカバンをたすきがけにすると胸が強調される。そのとき
たすきがけした部分がスラッシュに見えることから。
paib  ［名詞］カーテン　［レベル］３　15:制 :paiabe（闇を作る布）　【用例】　
an homat paib o tems. カーテンを引いて窓を開けた。
paibkad  ［地球の国名］セルビア　19:国章がカーテンに見える
pao  ［地学］［動物］真珠、パール　［レベル］３　13:制 :lakta:page（白く丸いもの）
pae  ［名詞］ニス、シェラックニス、ワニス　［レベル］３　lakta:光らせる水
pi(2),alt  ko
pi,f  pil、pind　faia

pi,alt  pind
pit  ［名詞］種、種類　［類義語］nim　［反意語］ker　［レベル］２　13:sorn:patp
atは ｢とんとん ｣というオノマトペで、料理の篩を叩くときなどに使
うそうで、この篩というところから分ける ･見分ける ･区別という
意味もできたらしい。今回は更に ｢区別 ｣という意味から、｢種類 ｣
という語義を意図的に派生させた。　【用例】　pit dinim 様々な種類
pittantoa  ［魔法］種殻　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

pitte  ［形容詞］こっけいな、滑稽な、おかしな、笑いを誘うような、ば
かげた、馬鹿げた　［レベル］４　20:melidia xier:piet/te

pits  ［環境］汚染　［レベル］４　13:制 :sad:pitis｢ 毒にする ｣
pitm  ［生物］肝臓、レバー　［レベル］３　19:pitm:13:制 :pitimai（毒を（解
毒する）身体部位）　［文化］　肝臓が悪いと怒りやすくなり、精神が不
安定になると考えられている。そのため、気分が宿るとされている。
ちなみに、感情が宿るのは腸。　【成句】　til pitm 肝臓を持つ。気分が
安定している　si pitm 肝臓がない。イライラしたり躁鬱になったり
している　til{na} ani on pitm. til pitm ani ぐったりする
pitmvils  ［化学］バリン　［レベル］６　19　［文化］　rdでリュウがレバーか
ら発見した。
pitmvoxn  ［生物］肝細胞　rt;/　24

pitmfaiz  ［医療］肝炎　［レベル］４　19

pitmpig  ［医療］肝がん　［レベル］５　19

pitmjior  ［生物］肝兪、肝愈　［レベル］６　21

pitmlevn  ［医療］肝臓病　［レベル］５　20
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pitmet  ［音楽］オカリナ　［レベル］３　21:肝臓に形が似ていることから
pitl  ［医療］中毒　［類義語］dismain　［レベル］４　13:制 :piti　［語法］　依存
という意味の中毒ではないので、dismainと区別すること。
pita  ［医療］薬　［類義語］il　［反意語］yayu　［レベル］２　13:制 :古 :pyuts。因
みに毒は yayu。　pyuts:pyuts　【成句】　pita rak em sen yayu 過ぎたる
は猶お及ばざるがごとし、薬も過ぎれば毒となる　pita rat et gyu 
良薬は口に苦し　【用例】　xen pita 薬を飲む。生薬なら kuiの場合も。
pitasapmfaiz  ［医療］薬剤性肺炎　19:seren

pitavent  ［医療］製薬会社　［レベル］５　rd;/　23

pitamas  ［医療］処方箋　［レベル］３　20

pitayampitm  ［医療］薬剤性肝炎　［レベル］６　19

pitalad  ［医療］製薬　［レベル］４　rd;/　23

pitoa  ［魔法］修験道　alt　24

pitoi  ［ジョブ］修験者　alt　24

pikt  ［普通動名詞］言い訳　［動詞］yulという言い訳を aにする、言い訳
する　［レベル］３　14:制 :sad:piaku（理由を言う）　［語法］　日本語と違
い、必ずしもネガティブなイメージはない。必要な言い訳はすべき
という考えがあるため。悪い意味の言い訳と限定したい場合は asm al 
axef。
pikka  ［地名］ピッカ　［レベル］５　15:制 :pikke（手品）から。　［文化］　ソー
ンの使徒ヴィッシュの支配地。
pikka(2)  ［アトラスの国家］ピッカ　［レベル］５　制
pikko  ［名詞］ピッコ。男のリースのうち、大人しいもの。　［レベル］２　
20:ridia:pikke　［文化］　典型的には、大人しく気弱で家庭的で優しい
軟弱な男性。
pikkomin  ［俗語］僕っ娘、ボクっ娘　［レベル］４　rd:/　［文化］　自分を
menと呼ぶような女子のこと。
pikke  ［サール］ピッケ 5歳程度の少年の姿をしたサール　［名詞］手品　
［freint］（男の）ガキ：mibaと違って悪気はない　［レベル］３　0年 :rid
ia　［文化］　５歳程度の少年の姿をしたサール。耳が尖っていて、八重
歯がある。布の簡素な服を着ている。顔は可愛い。性格はやんちゃで、
人を驚かせることを好む。悪さはしない。魔力は弱く。手品程度の
ことしかできない。
pikkel sou  ［娯楽］ぴっけるくん　21　［文化］　『クレヨンしんちゃん』に
相当するアニメ。
pikalesk  ［アトラスの国家］ピカレスク　［レベル］５　23:ridia

pikotte  ［形容詞］軟弱な、脆弱な、弱い　［文字］ライト　［類義語］ivn　［レ
ベル］３　21:pikko/te

pikol  ［名詞］男の子、少年　［類義語］vik　［反意語］lilia　［レベル］３　20:mil
f:liliaに対して造語。pikko/古 al（もの）　［語法］　alfianと allazの総称。
pix  ［動詞］yulを a（床や目標など）に転がす、転がす、転がる　［レベル］
２　19:pixk:17:制 :sorn　参考 :古 :geki（円）。確か中期では pixだっ
たような気が。　【用例】　an pixat hal sae kont faxes hacn. 友達と抱き
合って雪の中を転げ回った。
pixgek  ［運動］ボーリング　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　テニス
と同じ扱い。プロもいる。ルールもほぼ同じ。
pixie  ［料理］蜂蜜、ハニー、はちみつ　［レベル］２　20:yult:impixie:13:制 :
ハチの蜜。impixieと言いたいようで言えてなかったことから。蜂
蜜が文化的に重要なのでリディアが略語を正式に採用した。ユルト
の初の造語。　［文化］　糖の中ではほぼ唯一体を温め、かつ虫歯にも
なりにくいため、アルバザードでは砂糖の代わりに推奨されている。
ただし、非加熱なので病原菌が微量に混在している可能性があるた
め、乳幼児には与えない。ユルトとルシアには２歳４ヶ月ごろから
与えた。
pis  ［植物］とげ、トゲ、棘　［メタファー］気の強さ、怒らせると怖い性格　［レ
ベル］２　19:pinena:音象徴　【成句】　yunk kmiir til pis. クミール嬢に
は棘がある：綺麗なバラには棘がある :19:pinena
pista  ［植物］［料理］こうじ、麹　［レベル］５　17:制 :pist（米）
pisketoia  ［アトラスの国家］ピスケトイア　［レベル］４　23:ridia

pisloob  ［被服］ハンチング、ハンチング帽　rt;/　24

pisifal  ［生物］刺胞動物門　22

pisiz  ［名詞］伝言板、告知板、告知、伝言、クリップボード、黒板　［電
算］クリップボード　［レベル］３　rd;pind/siz「針を刺された板」　22　【用
例】　kakx a pisiz クリップボードにコピーする
pin  ［文頭純詞］但し、ただし　［レベル］１　古 :pin｢ とがったもの、針
｣。アンシャンテで共有板に自由に張れる伝言版の外枠によく補足事
項を載せておいたが、それを留めている部分を pin（針）と呼んだ
ことから。pinは英語ではなく、音象徴。　【用例】　pin tu et afet al 
erde hot. ただしイケメンに限る。
pin(2)  ［人名］ピネナの略称　［組み数字］２５/２８　［レベル］１　制
pin,f  ［格詞］［文頭純詞］man、mil、alman　elt;pi理由を「針で止めておく
→釘付けにしておくもの」になぞらえたメタファーから　赤 :語源同
上
pint  ［名詞］きっかけ　［動詞］yulというきっかけを aに与える、尻を蹴る、
背中を押す　［レベル］３　古 :背中を指先でつんと押すときのオノマト
ペ。
pink  ［化学］シアン　［レベル］５　19:ridia:ping　［語法］　色のシアンは av
anx。　［文化］　rdにおいて、アルバザードの伝統酒であるビールとワ
インをセレンは嫌った。厳密に言えば温めたビールは飲めるが味が
嫌いで、インサール式の冷やしたビールは腹を冷やすので嫌いだっ

た。また、ワインは胃酸を分泌するので胃の弱いセレンは苦手だっ
た。　そこで代替酒としてセレンはラムや果実酒を好んだ。インサー
ルから入っていた梅酒をセレンは好んだため、リディアはセレンの
ために梅を集めて砂糖瓶に漬けておいた。リュウは台所に転がって
いた梅を使って分析したところ、梅の毒素としてシアン化水素が含
まれているのに気づき、シアンを pingから派生させた。
pinkhou  ［化学］シアン酸塩、シアネート　19

pinkasl  ［化学］シアン酸　19

pins  ［名詞］ヒント　［レベル］３　20:melidia xier:pint/rens

pinverant  ［医療］シゾイドパーソナリティ障害、統合失調質パーソナ
リティ障害、シゾイド人格障害、統合失調質人格障害　［レベル］５　vl
;pinena/verant　23:seren/mel
pind  ［名詞］針、ニードル　［言語］［文字］セリフ。セリフ書体は olivia。　［類
義語］olivian　［レベル］２　15:制 :lakta:pin（針）｢とがったもの ｣　pi:p
in::pi,alt　【用例】　pind pil 鋭い針
pindkamt  ［動物］ハリネズミ　［美容］スパイキー　［レベル］４　21

pindnikkel  ［動物］ハリセンボン　［レベル］４　21:針河豚
pindfreadol  ［地学］針鉄鉱　19

pindi  ［植物］イラクサ、ネトル　［レベル］６　16:制
ping  ［植物］梅　［レベル］３　alakta:バラ /丸　［文化］　美しい花として植え
られるが、元はといえば rdで輸入酒でなく国産酒として梅酒を作る
ためにたくさん植えられた。
pingifal  ［生物］棘皮動物門　22

pina  ［名詞］約束、誓い、契約、誓約　［動詞］yulを aに約束する、約束する、
誓う　［類義語］raven、trans　［レベル］２　f;pi/na「命を貫く」　古 :ソー
ンの使徒ピネナの名と混同したことからセレンが後期に pinaを pilo
に変えたが、少しも広まらなかったので、pinaを再び採用した。　［文化］
　pinaはｐｒｏｍｉｓｅより重い意味を持つ。日本語の約束より重
い意味を持つ。pinaは古アルカ語源だが、古アルカのpinaはというと、
元の形が後第一改定アルカから前クミール・アルカの間にできた pi
pinaであった。これは naが「心」でなく「命（或いは心臓）」であっ
た頃の意味であるから、「命を貫く」という意味であった。この語形
はあまり長く生きず、中期アルカの始め頃には既に pinaに短縮され
ていた。短縮の大きな原因は pinaという語形の語彙が無かったため、
合理性を優先させたことによると思われる。pinaは「命を貫く」と
いう意味だったが、これは「仮に破ったとしたら命を貫く＝死なね
ばならない」という意味が出所であった。このことを見ても解かる
通り、pinaは約束より遥かに意味が重い。このことは文化にも大き
な影響を与えている。約束を破ることは非人道的であり、人格が破
綻しているとさえ取られる。その為、約束を守れなくなることと破
ることをきっぱりと区別する。前者はやむを得ない理由によるなら
ば仕方がないという見方をされるが、後者はいけない。また、以上
の性質から、pinaは約束よりも遥かに頻度が少ない。小さなことで
は pinaすることはない。例えば子供に「おかし買って」とせがまれ
て「明日な」と答えたところ子供に「わーい、本当？」と言われ、「ああ、
約束だ」と返すことは不適である。また、pinaは見通しが利かない
ことには適応されない。約束する内容が可能であると確信している
ことでないと pinaとはいえない。見通しが効かず、上手くいくかど
うかわからない事について約束するということ自体がそもそも不貞
であるとみなされる。約束は他人を信頼させ、安心させる効果がある。
なのに約束した本人が上手くいく確信がないのでは、約束という言
葉の価値が薄れてしまう。それを防ぐ為にも確信がないことに pina
することはない。　【成句】　pina et pina da. 約束は約束だ。　【用例】　
an pinat nos akt sil hacn im kalzas. ６時に友達と会うことになってい
る。　hain{veig} pina 約束を守る｛破る｝　pina a xok 約束を交わ
す　pina xok{antes} 交わした約束
pinafut  ［経済］信用取引　19

pinamel  ［名詞］約束の時間　［レベル］３　21

pinaalan  ［政治］社会契約説に相当　19　［文化］　社会は自然状態から国家
と国民間の契約にシフトすることでできているという考え。ナディ
アで確立。
pino  ［地学］地理　［レベル］４　13:制 :sorn:pinenalei（ピネナの学問）。
ここでの leiは本でなく学問を表わす。
pino valo  ［人名］ピノ＝ヴァロ　［レベル］５　古 :右の名は後付け　［文化］
　初代ソーンの第１１使徒。異性魔王。
pinoh  ［魔物］ピノー（針亀）：第三十天：土の幻天　［レベル］５　古 :pi
noh← pin/hoh（針亀）　［文化］　爬族。巨大な亀。甲羅が太い角だら
けで、針山のようになっている。噛みつかれると千切れるまで離さ
ない。窮地になると頭を甲羅に隠す。
pinol  ［地学］孔雀石　19:pinoh/dol　［文化］　魔族ピノーの甲羅の一部
は孔雀石でできている。孔雀石は魔石で、冷気魔法を完全に防ぐ効
果がある。ピノーは亀だから、孔雀石のおかげで寒い地方でも暮ら
せる。従ってピノーを倒す際は孔雀石を突き刺し、冷気魔法を放つ
のが定石。
pinena  ［組み数字］２５/２８　［交通］ピネナ通り　［レベル］２　22

pinena valo  ［人名］ピネナ＝ヴァロ　［組み数字］２５/２８　［レベル］２　古 :
語源不詳。valoは ｢あの頭 ｣　［文化］　→ pinverant　(2→ )　第４期４
代ソーン第１１使徒。男性。solferj/yuul。１６５ｃｍ、５２ｋｇ。
亜麻色の肩までのウェービーな髪。ヘーゼルの瞳。肌は白：黄＝７：３。
　ラヴァと並ぶソーンのブレイン。細身で女性のよう。実際セレン
はしばらく女性と勘違いしていた時期がある。リュウの友人であり
ライバルでもある。　　・『ミールの書』より　　　部屋の主はメル
に気付くと「あれ、メルちゃんじゃない。いらっしゃい」とにこや
かに言った。その者の格好は中性的であり、声もまた中性的であった。
ミールは始め彼を女性だと思ったが、どうやらそれは誤りのようだっ
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た。　「ピネナさん、こんにちは」　　メルは今まであったものを大抵、
兄か姉のように呼んでいたが、彼については違った。ピネナの髪は
肩まで来ていた。ゆったりとウェーブがかかっていて、どこかアッ
シュのものを思い出す。座っているので背丈は解からないが、小柄
ではあるようだ。年の頃はクミールらと同じであろう。　「ゆっくり
していってよ、あまり相手はできないと思うけれども」　　彼はノー
トパソコンを操っている。部屋は汚れているが、彼のコンピューター
は動いているようだ。　「ピネナさん、この子がミールちゃんです」
　　するとピネナはちらりとミールを見て「そう、この子がクミー
ルの。なるほどね。私はピネナ。よろしくね、ミールちゃん」　　ミー
ルはぺこりとお辞儀をする。どうやら彼もミールについて事前に何
かを聞いていたようだ。彼は振る舞い方も中性的であった。
pim  ［名詞］錐、すい　［動詞］yulを aに突っ込ませる、突っ込む、突入する、
突撃する　［レベル］３　古 :pim。piは「尖った」　【成句】　pim a ra t'ad
el アデルの巣に突っ込む：千客万来。日本語は来るで、アルカは行く。
pimkaxa  ［地学］円錐図法　［レベル］５　19

pidyu  ［化学］リシン、リチン　［レベル］６　21:pidis/yayu（唐胡麻の毒）
　［文化］　トウゴマに含まれる猛毒成分。
pidl  ［植物］クリ、栗　［美容］ボブ、おかっぱ　［レベル］３　fv;<>pi　la
kta:針 /茶色を崩してできた　pidl:pidl　［文化］　秋に甘栗として食べ
られる。袋に量り売りで買ってきて、手で自分でむいて食べる。
pidlnia  ［美容］ツンツンした髪　［レベル］３　19

pidlbatto  ［アイテム］モーニングスター、モルゲンシュテルン　sm;/「栗
メイス」　24
pidlwaal  ［アイテム］モーニングスターフレイル　sm;/　24

pidi  ［植物］山椒、サンショ、サンショウ、ハジカミ　［レベル］４　sm;a
lt。食べたとき「ぴりっ」とするが、そのオノマトペの pidiから。　
22
pidis  ［植物］トウゴマ、唐胡麻、ヒマ、蓖麻　［レベル］６　21:古 pi、制
pind。果実の出っ張りが刺々しく見えるため。　［文化］　ひまし油の
原料。有毒物質リシンを含む。
pidisems  ［料理］ひましゆ、ヒマシ油、蓖麻子油　［レベル］５　21　［文化］
　石鹸や潤滑油など、主に工業用途に使われる。摂取すると下痢を
起こすことがある。
pig  ［医療］がん、癌、ガン、キャンサー　［レベル］３　tv;e　lakta　［文化］
　vain　tmで既に見つけられていた。
pigyaatt  ［感動詞］ぴぎゃー、ピギャー　［名詞］ギャン泣き　［レベル］１　
18:ridia:紫亞の泣き声を模写したもの。
pigl  ［動詞］yulを鍛造する、鍛造する　［普通動名詞］鍛造　［レベル］５　
rd;↓　15:制 :lakta:pigs（剣 /金属 /する）
pip  ［動詞］yulを aに投げる、投げる　［レベル］２　f;fovet　lakta:pip（投
げる）。投げたとき手からものが離れる際のオノマトペ。　pip:pip
　【成句】　pip dol al eltoa it arbazard アルバザードからエルトアに石
を投げる：二階から目薬　【用例】　pip gek ボールを投げる
pipfaik  ［軍事］手榴弾　［レベル］３　19:ridia

pippi,f  ［名詞］man、sanje、理由。接続詞的に使うのではなく「理由」
という名詞。　elt;pin/pin　赤
pipl  ［死神］ピプル　［レベル］３　ridia:古。21までサール。　［文化］　醜
い小鬼のような姿で、夜寝ている人の足を引っ張ってセレスを引き
抜いて殺す。ピプルに引っ張られないようにするには布団を足まで
しっかりかけていること。足を出して寝ていると引っ張られる。頭
寒足熱を徹底させるために謳ったもの。
piplat  ［動詞］yulを aに投げ入れる、投げ入れる、投入する　［レベル］３
　13:制 :投げ入れる
pipan  ［名詞］投手、投げ手　［野球］投手、ピッチャー　［レベル］３　fv;/ 
| vl　23
pipi  ［婉曲］セックス　［動詞］yulとセックスする、セックスする　［レベル］
４　古 :pipi（刺す）
pipi,f  toe　pi/pi

piyo  ［幼児］［植物］ひよこ、ヒヨコ　［メタファー］あどけなくて可愛いもの
　［メタファー］［動詞］yulを aにほざく、ほざく、口走る、くちばしる、さ
えずる、囀る　［類義語］ham　［レベル］２　19:オノマトペ　［語法］　ham　［文
化］　黄色くて可愛いものとして捉えられ、幼児や子供に譬えられる。
piyokokko  ［言語］ぴよ語　［レベル］２　20　［文化］　「みゅ？」「み？」「ぴ
よ？」「にゅー」「にゃー」「にゃん」など、動物の鳴き声を模した言
葉で、たいてい文末純詞や感動詞として使われる。アルバレンにも
ともと存在しなかった言葉だが、リディアがこういった動物の口真
似をしていったことからできた。それを聞いたセレンが可愛いと感
じ、アルカに取り入れた。和みなどを示す効果がある。
piyon,szl  luwa、zam

piyonkaltetxellkan  ［生物］［医療］足陽明胃経　szl;/　24

piyonflavermistkan  ［生物］［医療］足太陽膀胱経　szl;/　24

piyonmyuxelkaloakan  ［生物］［医療］足厥陰肝経　szl;/　24

piyonmel  ［歴史］現代、al_lj　［レベル］４　21　［語法］　mirmel

piyonlaaxexarlkan  ［生物］［医療］足少陰腎経　szl;/　24

piyonlexialeankan  ［生物］［医療］足少陽胆経　szl;/　24

piyonaljevimankan  ［生物］［医療］足太陰脾経　szl;/　24

piyopoyoinx  ［娯楽］ぴよぽよ交差点　21　［文化］　『らんま２分の１』
に相当するアニメ。ぴよが女主人公で、ぽよが男主人公となる。
piyorens  ［名詞］［ネガティブ］(til)おしゃべりな　［類義語］diarens　［レベル］
３　20:melidia xier:ひよこの口

pir  ［名詞］広告、宣伝、ＣＭ、コマーシャル　［動詞］yulを aに宣伝す
る　［レベル］３　15:制 :恣意　【用例】　pir e teik et ban. テレビコマー
シャルは面白い。
pil  ［形容詞］鋭い、鋭敏な、尖った、敏感な、センシティブな、多感な、
尖る、過敏な、鋭利な　［接辞］複合語中ではしばしば「過敏」の意味
で使われる。　［反意語］siip　［レベル］２　20:pift:古　pi::oliv:pilu,alt
　［文化］　anvert　【用例】　［メタファー］pil yun pind 針のように尖った　【用
例】　an et pil a hart{sort}. 私は暑がりだ {寒がりだ }

piltik  ［数学］鋭角　［レベル］４　20

pilk  ［植物］木苺、ラズベリー　［婉曲］クリトリス。形や色が似ているこ
とから。　［レベル］３　13:seren:klel:pinmelik

pildio  ［医療］知覚過敏　［レベル］４　20

pilp  ［動詞］yulをからかう、からかう、誂う　［普通動名詞］冗談、からかい、
いたずら、悪戯　［レベル］２　13:制 :古 :pilpil,指をちょこちょこと細
かく動かすときのオノマトペで ,相手をからかうときにこうしたこと
から　［語法］　axote, ilis

pilptetona  ［名詞］冗談関係　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt　［語法］　からか
うことが許されている関係。友人や家族など。
pilpkap  ［名詞］いたずら電話　14:制 :いたずら電話
pilpsena  ［再帰動名詞］いたずら笑い　［レベル］３　19:melidia axte

pilpasex  ［再帰動名詞］からかい笑い　［動詞］yulをからかって笑う、笑う　［レ
ベル］３　19:melidia alis

pilhanoi  ［地球の国名］アフガニスタン　［レベル］５　20:ミナレット（尖塔）
がある
pilz  ［料理］mulから yulを煎じる、煎じる、せんじる　［レベル］４　
19:pita/lez　［語法］　｢煮る ｣は野菜などを柔らかくして食べられるよ
うにすること ,煮られるものが主体 ,｢ 煎じる ｣は薬草などを煮て ,エ
キスを抽出し ,似た野菜の屑は捨て ,液体を利用する ,液体が主体 ,
なので行為として別のもの ,主体が煮られるものではないので ,pilz
は yulに煮られるもの (薬草 )は取らず ,結果的にほしい薬の方を取
る
pila  ［文字］墨　［レベル］３　sert;pil,sert（黒）　16:制 :pilから　vela:vela

piladilfai  ［医療］墨灸　rd;/　24

piladesk  ［化学］［芸術］礬水、陶砂、どうさ　rd;/「墨を封じ込める」　23　［語
法］　明礬を溶かした水に、にかわをまぜた液。墨や絵の具などがに
じむのを防ぐために紙や絹などに塗る。
pilar  ［名詞］削り機　［レベル］３　rd;/　24

pili  ［生物］ほくろ　［天文］黒点　［レベル］２　rd;/↓　13:制 :sad:pilin（黒
い点）　veele:veele　［文化］　肌の白い人に多いとされる。白さを際立
たせる道具にもなるが、ないほうが美しいとされる。メルのように、
ほくろがなく肌の白い女性が最も美しい肌とされる。
pile  ［料理］コーヒー　［レベル］２　rd;pileria「黒い水」　13:制 :sad:piler
ia（黒い水）　［文化］　アルバザードではあまり飲まれない。紅茶が主
流。　またコーヒーは口臭を促すとされ、衛生上も好まれない。　【用
例】　☆ an xenat pile lana net nos ranel. 目を醒ますためにコーヒーを
飲んだ：ranelがないと文意が正確に伝わらない。これがないと、コー
ヒーを飲んで起きたことになるので、寝ながら飲んだのかという話
になりかねない。また、コーヒーを寝起きに飲むアルバザード人は
まずいない。
pilekad  ［地球の国名］ルワンダ　19:国章にコーヒー
pilefami  ［植物］チコリ　［レベル］６　16:制
pilu,alt  pil　pi/lu

pia  ［動詞］yulを携帯する、携帯する　［形容詞］携帯の、ポータブル　［レ
ベル］３　14:制 :先 :pio（運ぶ）から「携帯する」の意味を切り取っ
たもの 。　【用例】　an pias esn man eskat sat. 雨が降りそうだったので
傘を持ってきた。　an piat les an xir. 必要な物を持った。
piatto  ［企業］ピアット　［レベル］３　21　［文化］　ヤフーに相当する企業。
piakap  ［電算］携帯電話、ＰＨＳ。アルカでは区別なし　［レベル］２　14:制 :
携帯電話　【用例】　an en piot piakap kelanel man na vax. 急いでいたの
で、ケータイを持って来忘れた。
piakuil  ［名詞］弁当、お弁当、べんとう、おべんとう　［レベル］２　19:ri
dia:arbaxelt　［文化］　学生も社会人も弁当を持参して、食堂は使わない
という人が多い。学校や会社には弁当の保冷庫があり、食べる時間
まで保存しておくことができる。
pias  ［経済］手形　［レベル］５　19:pina/mas

piasxiln  ［経済］受取手形　19

piassarm  ［経済］支払手形　19

pian  ［名詞］しばらくしたら。４５分～２時間。　［副詞］しばらくした
ら　［レベル］１　20:pina/sain（約束を確認しにいく）。門を見に行って
も来ていないので、galtiよりそわそわして。同じような音で始まる
単語ばかりなので、たまにはスパイスとして pで始めた。　［語法］　
fikdu
piamempo  ［卑語］彼女、カノジョ、恋人、嫁、妻、奥さん　［レベル］６
　19:携帯まんこ　［語法］　「風俗嬢と違って温泉街でも遊園地でも連
れて行くことができ、出先のホテルで自由に使える女」という意味。
恋人を愚弄した言い方。　【用例】　la lunas kateej ok piamempo. あいつ
はカノジョ連れでカテージュに（旅行に）来ている。
piamep  ［名詞］コンパクト、携帯鏡　［レベル］３　16:制
piadoflhos  ［名詞］携帯灰皿　［レベル］４　rd;/　24

pial  ［名詞］意味のある音（言語音と雑音を除いた音）　［類義語］fo　［レベ
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ル］２　20:kalie:apia/al（示すもの）
pialvet  ［言語］擬音語　［レベル］４　21　［語法］　fovet

piales  ［魔法］ピアレス、魔抗力、魔法防御力　［レベル］５　20:pio/seles
→ pioles→ piales（魂を運ぶ→誘燈）。具現化すると、ピアレスの煙が
誘燈の灯りのように体を包んでくゆるため。　［語法］　envelen

piaixm  ［電算］ＰＤＡ　［レベル］６　19

piaol  ［名詞］携帯品、携行品、持ち物　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

piaoltab  ［普通動名詞］持ち物検査　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

piit  ［動物］ロビン、コマドリ、駒鳥　［レベル］３　lakta

piik  ［アイテム］レイピア、細剣　［レベル］３　17:制 :古 :piiki　［文化］　女
魔導師が護身用に装備していた。そのため、現代では女の武器とされ、
フェンシングも女のスポーツ。　【用例】　toe liel kon piik レイピア
で奥まで突く、深く突く
piikvas  ［運動］フェンシング　［レベル］３　20　［文化］　piik

piiki,fv  frei　pi/gi

piikipuugi,fv  有罪、罪、犯人、悪意　赤
piin  ［動詞］yulを睨む、睨む、にらむ　［レベル］２　14:制 :古 :pii（鋭
く見る）
piif  ［アイテム］ジャベリン　zg;pip/fuugi「投げ槍」　24

piip  ［名詞］ビープ音、呼び鈴、ドアベル　［レベル］３　古　【用例】　piik 
at ar im an kap kit a la. ちょうど彼に電話を使用としていたとき、呼
び鈴が鳴った。
piia  ［感動詞］殺してやる！　［名詞］殺意、殺気　［レベル］３　fv　古
pio  ［動詞］yulを aに運ぶ、運ぶ、持っていく、連れていく、連れて
行く　［普通動名詞］運搬、運送、搬送　［反意語］meld　［レベル］２　先　【用例】
　mir pio tu kov al ez. この箱を部屋に持っていってください。
piot  ［動詞］yulを気取らせる、気取る、かっこつける　［形容詞］（piotanで）
気取った、かっこつけた、臭い　［レベル］３　sorn　【用例】　te piot! かっ
こつけないでよ！
pior  ［物理］クーロン力。アルカでは主に物理で使われる。　［レベル］
５　14:制 :古 :pioiire（電気を運ぶ）　［語法］　原子核同士が反発する
力（クーロン力）。
pioraopand  ［生物］ｔＲＮＡ、トランスファーＲＮＡ　rt;/リボソーム
へタンパク質を作るための材料であるアミノ酸などを運ぶことから。
　24
pie  ［植物］キュウリ、胡瓜　［電算］ピエ。ＩＭＥに当たる変換システム。
　［ユマナ］ＩＭＥ、マイクロソフトＩＭＥ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ IME　［レ
ベル］２　mt;eは水。 | ロゴにキュウリの絵があったことから。　lakta:
語源不詳　［文化］　サラダに使われる。体を冷やすので夏に少量食べ
るだけ。
piet  ［名詞］ピエロ、道化　［名詞］ボケ役、三枚目　［レベル］３　zg　mel:
古ピエロが語源ではない。メルの造語なのでもし英語語源ならクラ
ウンに音が似るはずだからだ。　*:piet
piekali  ［アイテム］小烏丸　rd;pielu/kali　24

pielu,alt  toe　pipi

piu  ［音楽］口笛　［動詞］solは yul（音楽）を口笛で吹く　［レベル］２　lak
ta
po  ［生物］首　［動詞］yulに背中越しに振り向かせる、振り返る、向く：
eelと比較。　［レベル］１　f;e　古　po:po:plie　【用例】　po jax 太い首
　an na yai on po. 首が痛い。
pot  ［名詞］中、屋内　［格詞］～の中に　［婉曲］膣内　［反意語］tant　［レベル］
１　古 :pot,poto　poto, ko, konko:poto, ko, konko　【用例】　ev er pot{a} 
pap コップに水を注ぐ　pot tiil et melt ont esil tinka, ridia. リディ
アの中、とっても温かくて気持ちいいよ。セックスの話。
potti ineaato  ［人名］ポッティ＝イネアート　21:fulmiia/gil;poto,f/i,fv
　21:fulmiia/gil:古 poto（中）/古 i（指小辞）「おなかの中の子」妊
娠中にそう呼んでいたが、愛着を感じてしまったため、出産後にそ
のまま名前として採用したもの。　［文化］　(21 dyu ser_)ギルとフル
ミネアの長女。
pottems  ［建築］雨戸に対して中の窓。二重になっている窓のうち、内側。
　［レベル］５　19

pots  ［名詞］［形容詞］まだら、ぶち、ブチ、斑、霜降り、斑点　［レベル］４
　lakta
potnekt  ［動詞］yulを aに秘める、秘める　［形容詞］秘めた　［レベル］３　
20
potveml  ［数学］［物理］［地学］内射　20

potveyu  ［言語］抱合語、抱合語的　19

potfeim  ［名詞］インナーイヤホン　［類義語］temfeim　［レベル］５　21

potdefa  ［料理］焼肉　［レベル］３　rd:ridia/seren;/　24:ridia/seren　［文
化］　室外焼肉のほうが先にあったので、焼肉はわざわざ室内焼肉と
呼ばれる。面倒くさい。
potgel  ［卑語］中出し、膣内射精　［類義語］potleev　［レベル］４　15:seren:
seren(15)linslop:中に射精　［文化］　sarmixi

pothim  ［生物］内性器　［レベル］５　19

pothimt  ［生物］内陰部　rd;/　24

potleev  ［普通動名詞］中出し、膣内射精　［類義語］potgel　［反意語］tantleev　［レ
ベル］４　rd;/　23:mel。10年代にメルが造語していたものを 23に幻日
に輸入。　［文化］　→ sarmixi　・避妊と性病と膣内射精　　rdまでは
xivarenの使い手がいたため、膣内射精が一般的であった。が、性

病のリスクがあったため、徐々にコンドームが進化していった。　
vl以降では避妊と性病予防のためにコンドームを着けることが一般
的である。ピルは避妊にはなるが性病は防げない。　学歴の低い層
ほど性交年齢が早く、避妊の割合も少なく、膣内射精をしがちであ
る。　夫婦でも家族計画のために避妊を行うのが一般的である。　
　・女性の感覚　　この辞書の作者が男性なので膣内射精された感
じはした相手の女の子に聞くしかないのだが、彼女らの反応をまと
めると、こちらの思っているものとはだいぶ違った。　日本のＡＶ
やエロ漫画では女の子が「出されてるのが分かる」とか「あったか
い」などと発言しているが、少なくともセレンがじかに聞いた素人
の恋仲の女性によると、「よく分からない」という回答が一番多かっ
た。この質問は覚えている限り４人以上にしているが、どれもＡＶ
や漫画のような回答ではなかった。「言われてみればなんとなく奥に
当たるような」とか「少し暖かいような」といった曖昧な回答で、「正
直出されたのがよく分からなかった」というのが一番多かった。
potluwa  ［被服］内履き、うちばき、上履き、うわばき　［レベル］２　22

pota  ［形容詞］話題の、ナウい、熱い、今風の、今時の、くだんの、件の、
例の、れいの、注目の　［名詞］話題作、注目作　［動詞］yulを話題にする、
話題にする、言及する、口にする　［レベル］３　15:制 :古 :potku｢ 口の
中にある ｣　【成句】　el pota fonl netal le mi atu. その場にいない人の
話はしないのが無難。悪口なら伝わると怖いし、褒め言葉でも意図
したとおり伝わるか分からない。プラマイゼロの無難な話題ですら、
伝達する人の口調によって悪く取られる可能性がある。なので、本
人のいないところではその人の話をしないのが一番ローリスクとい
う教え。　【用例】　xipl pota 今話題のケーキ　nat ban tiina mil la pota 
feme le non en ser. 彼女の話は私の知らない時代の風景がでてく
るのでとても楽しい。　an siina xook alen les til falis nozet ovaen 
ti. tal an pota ris falis kaen kaldia man an aaxa xiis sen klos nozet on 
tu. 君のように自分の正義を持っている人と話すのは好きですが、カ
ルディアの正義を話題にするのは嫌です。というのも、それについ
て自分の主張を曲げることができないからです。
potaxo  ［娯楽］インドアな遊び、内遊び、家遊び、中遊び、うち遊び　［レ
ベル］３　19

potafi  ［言語］文中音調　［レベル］５　19　［語法］　音調のうち、文中に来
るもので、?などよりも小さく書かれる。
poti  ［数学］プラスマイナス、正負、符号　［化学］極　［レベル］４　19:pok/
tif
potitoko  ［化学］極性→ toko　［レベル］５　19

poto,f  pot　e

potok  ［言語］主題　［類義語］soi　［レベル］４　sm;poto/ku「口の中（にある
テーマ）」　23　*:*:*:wankun,alt　［文化］　soi

potom  ［生物］胎児　［レベル］４　rd;pot/tom「腹の中」　23　［語法］　胎生
の動物の母体の中で胚が器官原基の分化が完了してから出産までの
成長中の子を指す。
potomfeme  ［地学］［歴史］冥王代　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gaavefeme
　アトラス誕生～約３８億年前（または４０億年前）の約７億年間
を指す。始生代の前の時代である。　この時代に地球が形成され、
地殻と海ができ、有機化合物の化学進化の結果最初の生命が誕生し
た。
poten  ［接続詞］pot。中の。　［レベル］３　21

pok  ［数学］［名詞］［形容詞］正号、プラス　［数学］正の数、正数← pokalx　［名詞］
［形容詞］陽性。検査などで使われる陽性。　［化学］正極　［反意語］tif　［レ
ベル］４　古 :語源不詳。多数が造語に部分的に関与していると見られ
る。語源は首か？　［語法］　tif

pokt  ［医療］はしか、麻疹　［レベル］５　mel:lakta

pokka  ［化学］陽極、アノード　［レベル］５　19

poks  ［医療］てんかん、癲癇　［レベル］４　古 :語源不詳
pokna  ［名詞］好意的なプラスの気持ち　［反意語］tifna　［レベル］３　20

pokl  ［サール］ポクル　［レベル］３　seren:古 :po/kil（首を切る）　［文化］　
生きた刃。首を出して寝ている人の首を切って殺すサール。ギロチ
ンの刃の形をしている。刃だけの存在であり、台はない。
pokalx  ［数学］正数、正の数　［反意語］tifalx　［レベル］４　rd;/　23

pokiros  ［化学］陽イオン、カチオン　［レベル］５　19

poxet  ［経済］供給　［動詞］yulを aに供給する、供給する、サプライ　［電
算］サーバー　［レベル］４　メル・アルカ :ソーン由来の様子。
pos  ［動詞］yulをのぞかせる、のぞかせる、覗かせる、覗く、はみでる、
はみ出る、のぞく、はみ出す、はみだす　［名詞］ちり、チリ→ lei　［レベル］
３　19:relezona:po/so（首する）　【用例】　we(axte, ket poses osn i mokt. 
ちょｗ、猫がベッドから頭だけ出してらｗ
posa  ［被服］ネクタイ　［レベル］３　meltia 291:luno;po/sabe　17:制 :posab
　posa:posa　【用例】　ar{sab} posa ネクタイを締める
posipm  ［医療］脱肛（直腸の）　［レベル］５　19

posipa  ［医療］脱肛（痔核が外に出たもので、直腸脱の脱肛とは異なる）
　［レベル］５　19

posoj  ［生物］頚椎　［レベル］５　19

posojgelv  ［医療］頚椎捻挫、外傷性頸部症候群、むちうち、むち打ち、
鞭打ち、ムチ打ち　［レベル］５　19

pose  ［被服］襟、衿、カラー、襟元　［レベル］３　zg;↓　古 :｢ 服の首 ｣
　pose:pose
pon  ［医療］肺気腫の腫など、異様に膨らんだ部分を指す。腫瘍とは異
なる。　［レベル］４　古 :オノマトペ。乳房などと同じ語源。
pon(2)  ［擬態語］［形容詞］ぷにぷにした、プニプニ　［レベル］３　古
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pon(3)  ［接尾辞］～ちゃん。指小辞。　［レベル］２　rd;丸っこい感じの
fovetに指小辞の nが付加したもの。　23　［文化］　ankmev

pon,alt  sete
pont  ［交通］交通　［レベル］３　14:制 :ponke（道を行く）　［文化］　→ amo、
lop、font、kuzgin　・道路の種類　　道路の種類については font
を参照。　最も大きい道路はアルミヴァ通り。バイクやルームは車
道を走る。　　・信号機　　信号機は日本と同じく車用と歩行者用
がある。歩行者用は上下二段で、上が赤で止まれ。下が緑で歩け。
自動車用は左右３列で、右から赤黄色緑の順。革命後は色弱者のた
めに赤はオレンジがかっていて、緑は青味がかっている。　交差点
は大きいところだとスクランブル交差点。こういったところでは歩
車分離式信号を使う。日本と同じく小さい交差点では歩行者用の信
号がないところもある。また自転車レーンは小さい道路にはない。
小さい道路では自転車や車や人が同じ道を歩く。　　・監視カメラ
と交通事故　　大きな道路や大きな交差点には監視カメラがあるこ
とがある。また交通事故の発生率が多い所にも監視カメラがついて
いることがある。　交通事故が起こった場合一番罪が重いのは車や
バイクであり、自転車がその次。歩行者は基本的に守られる。　　・
鉄道　　アルバザードでは地下鉄が発達している。円形都市内では
地下鉄しか存在しない。地上を走る電車は郊外を走る→ lop　　・そ
の他の乗り物　　観光地等では人力車や馬車が走っている。特に古
い城下町の石畳のエリアではこういった乗り物が多く見られる。　【用
例】　☆ font em deyu 交通が麻痺する：pontでなく fontを使うこと。
　olta pont em coki, an na nau im sae dot. たとえ混乱が起こっても、
私は大雪が降ると嬉しい。　til pont yoa 交通の便が良い
pontkalka  ［法律］交通刑務所　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　一般の
刑務所とは異なる。ややまったりムード。意図的に轢いた場合や飲
酒などの悪質な違反があった場合は入れない。
pontsoda  ［交通］交通事故　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　→ pont

pontgart  ［交通］交通費、足代　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

pontlizno  ［政治］交通庁　［レベル］４　19:ridia:ilmus　［文化］　開発省下。
国土交通省に相当。
ponta  ［名詞］レースキャップ、コイフ　sm;fovet。頭にポンと置くとき
の音。親がそう言いながら子供の頭にかぶせたことから。　24　［文化］
　smにできた子供用の帽子で、裕福だとレースが付く。rdでも一般
的にかぶっていた。特に女の子がかぶった。
ponte  ［生物］肉球、蹠球　［レベル］３　20:pon（オノマトペ）/te

ponk  ［動詞］yulを腫らす、腫らす、腫れる、はらす、はれる　［レベル］
３　lakta:poは ｢膨らんだ ｣　【用例】　las es ponk. 手がはれている。
ponkrop  ［医療］ものもらい　［レベル］４　19:seren

pons  ［動詞］yulを aに配る、配る、配給する、割り当てる、配属させる、
配信する、わりあてる、分配する、回す、配分する、配給する　［普通
動名詞］配り、配給、割り当て、配属、配信、分配、配分、配給　［動詞］
aに話題を降る。この場合、yulは発言権や機会などだが、通常省略
される。　［数学］分配する　［運動］サーブ　［反意語］alpons　［レベル］２　
lakta　【用例】　te pons al an rasol(a ムチャぶりすんなｗ
ponskaxi  ［料理］取り箸、取り分け箸　［レベル］３　22

ponsgek  ［運動］バレーボール　［レベル］３　16:制
ponset  ［娯楽］カジノ、賭博場　［レベル］３　zg;pons/te　zgい存在した
カード賭博場が語源。カードを配るところから ponsが来ている。　
21　［文化］　→ kuzgin、latos

ponni  ［卑語］ちんげ、ちん毛　［レベル］４　19:ponno/ini

ponno  ［卑語］ちんこ　［レベル］３　f;ponnon「膨らんだもの」　kliiz:
古 :ponno（ちんこ）。元は女性器を意味した。ponnoの語源は ponn
onで、ponも nonもオノマトペである。ponはふくらんでいること
を示すオノマトペで、nonは広がっていることを示すオノマトペで、
それぞれ恥丘と陰唇を開いたときの様子を指している。造語者はク
リス。mel4ごろ、彼女は男子に女性器の様子を婉曲的に教えたこと
があった。クリスは女性器の様子を ponnonとしたものだと語った。
それがきっかけで女性器を ponnonと言っていた。始めは婉曲用法
だったが、徐々に卑語になって、使われなくなっていった。このと
き既に語形は ponnoに変化していった。｢まんこ ｣は myuxa(穴 )で
代用されるようになったので、ponnoは廃れた。暫くして性の知識
の浅いメルが ponnoを久々に使ったが、そのとき彼女は ponnoを男
性器の意味で用いていた。性の知識が少なかった当時のメルにとっ
て ponnoは人体の股の部分を指すものだと捉えられていたのだと思
われる。だからメルは男性器も ponnoと呼んだ。それ以降、男性器
は ponnoと呼ばれていくようになった。因みに、ponnoは後にホモ
も指すようになった。その後、myuxaが ｢まん穴 ｣の隠語になると、
女性器そのものを表わす言葉がなくなり、女性器を表わす語の必要
性が男子を中心に起こった。男子は女性器を memponnoと呼んだ。
memは包み込むという意味である。これを｢まんこ｣の代わりとした。
ところが memponnoは直接的過ぎるということで、やがて略されて
mempoと呼ばれるようになったが、これもすぐ卑語になって今に至
る。　【成句】　la tiles ta ponno. あの男は二股をかけている。：この意
味の場合は、二股が進行中であれば tilでなく tilesを使う。til iltで
かつて浮気をしていたの意味になる。２本の男性器を持つ→二股を
かけるという意味。　【用例】　himzon

ponnon  ［幼児］ちんちん　［レベル］２　14:制 :古 :ponno（ちんこ）に指
小辞の nを付けたもの。　［語法］　卑語でないことから、大人でも比
較的気軽に使う。
pong  ［名詞］コルク　［レベル］３　lakta:ワインにはまっているコルク栓を
抜いたときの音から
ponz  ［動詞］yulを aのためにどける、どく、どける、どかす、どかせる、
かき分ける、道を開ける、道を譲る、邪魔なものを取る、除く、道

路の端などに寄る　［反意語］alponz　［レベル］２　15:制 :pon（道）から
poniaka  ［美容］襟足、えりあし　［レベル］４　21

pov  ［動詞］yulを締める、締める、絞める、しめる　［音楽］テンショ
ン　［レベル］３　sert:povi,f　13:制 :pev　povi:povi　【成句】　pov po 
kon eria 水で首を絞める：真綿で首をしめる
povn  ［動物］ナマズ、鯰、キャットフィッシュ　［レベル］４　lakta　［文化］
　地震を予知するような認識は持たれていない。食用もされず、身
近でない魚。
povaik  ［生物］頸部　rd;/　24

povi,f  pov　「首に力を込める」
povit  ［音楽］ホーミー　［レベル］６　21:「締め付けられた」
pof  ［料理］パン　［レベル］１　lakta:パンのふっくらした感じを示すオノ
マトペ　［文化］　主食のひとつ。日本における米ほど主食ではない。
ふつうアルバザード人は男女とも自分でパンが焼ける。　　パン屋
は昼（１０時）から営業。午前中にパンを焼く。　菓子パン以外は
前日焼いたものを売る。　午前中焼いたものは夕方から売り出す。
焼きたてパンは胃での消化が悪いため、アルバザード人は食べない。
　夕方にパンを買って帰る人も翌日に食べるために買うことが多い。
poft  ［名詞］パフ、化粧道具のパフ　［レベル］４　13:制 :古 :pofp

pofte  ［形容詞］［ポジティブ］人や動物がふくよかな、パンなどがふっくら
した、ふくよかな、ふっくらした　［文字］ファット　［類義語］jax　［反意語］
yumeli　［レベル］３　20:パンのような　【用例】　ket pofte ふっくらした
猫
pofloob  ［被服］トールラウンデットクラウンハット　rd;/。パンの形
をしていることから。　24　［文化］　smでできた。
pofa  ［名詞］クッション、座布団、衝撃吸収剤　［レベル］２　14:制 :pofskin
から
pofate  ［名詞］パン屋　［レベル］２　21　［文化］　pof　『ねこの郵便屋さん』
参照。
pofi  ［料理］イースト　［レベル］４　15:制 :pof

pofo  ［料理］パン粉　［レベル］３　16:制 :pof

pofok  ［名詞］コミュニティ、コミュニティー、集まり、会、会合　［類義語］
ita　［レベル］４　rd;pof/ok「パンを～とともに→パンをともに食べる者」
　23
pofedan  ［魔物］ポフエダン（麺麭婆）：第八十四天：利の幻天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:パンおばあちゃん　［文化］　妖族。老婆の姿を
しており、籠にパンを入れている。ややボケ気味で、よくわからな
いことを口走る。イライラせずにふつうに親切に接してあげるのが
よい。素直にしていれば可愛がってくれる。気に入られるとたまに
パンをくれる。とてもおいしい。
pom  ［名詞］ずた袋　［レベル］４　13:制 :僧などが首にさげる袋。pomesl（首
の袋）　［文化］　rdまでは首から提げて使った。
pom(2)  ［幼児］ふくらみ、膨らみ　［レベル］２　19:オノマトペ　［語法］　コ
ブという意味では knobと同じ。膨らみという意味では fabと同じ。
pomはやや幼児語的。
pom(3)  ［生物］くるぶし、踝。通常拘束形態素として使う。つまり単独
の場合は luwapomなどという。　rd;/　24
pompo  ［幼児］おちんちん　［レベル］２　18:mel:ponnonでも直接的だと考
えたメルがユルトのおむつ変えのときに言い出した語。
pompom  ［俗語］［婉曲］おっぱい　［類義語］mam　［レベル］１　古 :オノマトペ
から。pom一つが一つの乳房を表わす。
pogaluwa  ［生物］首腹手足、ポガルワ　［レベル］４　szd;/　21　【成句】　melt 
pogaluwa 頭寒足熱　［文化］　ルクレティアの概念で、人体の暖めるべ
き重要な部分をまとめたもの。fの身体語彙を集めたもので、szdを
使っていないのは語形が長くなるのを嫌ったため。例えば szを使う
と poだけで plieになって長たらしい。このうち poは kolonのこと。
　melt pogaluwaは頭寒足熱の意味で使われる。　pogaluwaだと細かく
暖めるべき部位が分かる。この概念を知っている人間から見れば頭
寒足熱は大雑把でいい加減だと感じる。ルクレティアで暖めるべき
部位はまず首で、次に腹、そして手足と続く。ここを暖めると筋肉
が弛み、血流が改善し、凝りも取れ、自律神経も安定する。　「頭寒
足熱」は実はあまり正確でない言葉である。頭寒足熱と聞いて首ま
で冷やしてしまう者がいる。ところが首は冷やしてはならない。健
康グッズには頭寒足熱をうたうものが多い。ところがたいてい上か
ら下にかけて徐々に暖かくなっていくだけの仕組みが多く、非常に
不正確である。こういう商品では頭部の温度が低く設定されている
ので、付随して首の温度も低い。正しくは頭部が涼しく、首が暖か
くあるべきである。　なお、冷やして良い部分は額。ただルクレティ
アでは基本的に人体は冷やさないほうがよいとされるため、冷やし
て良い部位自体が少ない。
pop  ［形容詞］厚い、厚手、厚手の　［反意語］fef　［レベル］２　13:制 :古 :p
omp,popp。太った様子を表わすオノマトペから。　【用例】　an alsabat sab 
pop mil axte. 春になったので厚い服を脱いだ。
popklel  ［名詞］大辞典　［レベル］６　rd;/　24

pops  ［料理］酵母、酵母菌　［レベル］５　13:制 :pop（膨らんだ）
popflel  ［音楽］ヴィオラ、ビオラ　［レベル］４　21

popdiax  ［料理］ホットケーキ　［レベル］２　21:厚いクレープ　［文化］　名
前にクレープが入ってはいるが、別の食べ物。
poppo  ［幼児］おちんちん　［レベル］２　古
poppon  ［娯楽］ポッポン　21:擬態語　［文化］　『星のカービィ』に相当す
るゲーム。
popli  ［亜魔］ポプリ　［レベル］４　bg;pepl,bg　21　［文化］　ヴェイガンの
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亜魔族。ぱっと見人間と外見の区別がつかないが、成人しても小学
生程度の大きさにしかならない。いわゆる小人族。人間との見分け
は頭の角。小さい角が生えている。
popa  ［交通］信号機、交通信号　［レベル］２　14:制 :ponapa　［文化］　
→ pont　【用例】　☆ an xat popa a diia. 私は信号が青になるまで信号の
ところにいた。
popals  ［生物］首の脈、特に頚動脈　［レベル］３　19:sonohinoki

popek  ［料理］ステーキ　［レベル］２　rd;↓　20:popk:13:制 :厚い肉。ステー
キはやや厚く切った肉を直火で焼いたもの popyek。　【用例】　an kuit 
popek im dunex. 夜はステーキだった。
popekate  ［名詞］ステーキ屋、ステーキハウス　rd;/　24　【用例】　an xa 
tur popekate. 今ステーキ屋にいる。
pob  ［被服］マフラー、襟巻き　［レベル］２　13:制 :posab　【用例】　an lobat 
po o tem kon pob. マフラーで耳と首をくるんだ。
poh  ［名詞］首吊り　［動詞］yulに首を吊らせる　［レベル］３　13:制 :pohalp

pohadis  ［法律］絞首刑　［レベル］４　19　［文化］　特に付加罪がない場合に
適応される軽い死刑。
por  ［形容詞］予めの　［反意語］dils　［レベル］２　古 :前もって～する　【成句】
　porel やはり、やっぱり、ほら見たことか：通常悪いニュアンス
として使う。
porklak  ［動詞］yul（内容）を a（視聴者）に予報する、予報する、予告
する　［普通動名詞］予告、予報　［レベル］３　19

porkart  ［経済］プリペイドカード　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　
アンセしか持ち歩かないのでアルバザードではプレゼントの商品券
としてしか存在しない。
porxook  ［建築］談合　［動詞］yulについて aと談合する　［レベル］５　rd;/
　23
porser  ［動詞］yulを予知する、予知する、予測する　［普通動名詞］予知、
予測　［レベル］３　19:ilmus:ridia　【用例】　yuu porserat sen jent im 
fis. 今日は予測のできない天気だった。　tuo, el porser vil jent. 
最近、天気を予測できない。
porna  ［普通動名詞］予想　［動詞］yulを予想する、予感する　［レベル］３　
19:melidia alis
pornif  ［言語］事前段階　［レベル］４　20　［語法］　単位動詞の３分割の
うち、中間の区間。将然～経過の区間のこと。 
porvade  ［名詞］予防　［動詞］yulを予防する。予め守るの意味の予防。　［レ
ベル］３　19

porventxiam  ［経済］新株予約権付社債　22

porfel  ［名詞］［動詞］yulを予習する、予習する　［普通動名詞］予習　［レベル］
３　14:制 :予め勉強する
pordil  ［動詞］yulを予防する、予防する。予め邪魔して防ぐの意味。　［普
通動名詞］予防　［レベル］３　13:制 :前もって防ぐ
porgak  ［経済］前払い　［レベル］３　13:制 :前に払う
porgil  ［経済］引当金　［レベル］５　19

porbag  ［医療］前揉法、前揉撚　rd;/　24

porret  ［経済］予約　［動詞］yulを a（申請先）に予約する、予約する　［レ
ベル］３　19

porretlang  ［経済］新株予約権　［レベル］６　19

porlas  ［普通動名詞］前戯　［動詞］yulに前戯する、前戯する　［レベル］５　
22
porlo  ［動詞］yulを予想する、予想する、想像する　［普通動名詞］予想、
想像　［レベル］３　19:xion　【用例】　an en porlot tis soa em sod. そんな
ことが起こるとは想像だにしなかった。
poraxt  ［普通動名詞］［名詞］［動詞］下書き　［レベル］３　19:melidia axte

poravinalx  ［経済］景気先行指数　al;/　23

poralx  ［数学］期待値　［レベル］５　19　［文化］　tsetta e yulia

poreet  ［経済］ワラント、新株予約権証券　22:porretlangeet

powax  ［生物］大椎　［レベル］６　21:首の目立つ椎
pol  ［地学］地域、地方、地帯、ゾーン、エリア、地区、特区、地域社会、
コミュニティ、特別な場所、圏　［類義語］polka　［レベル］３　13:制 :pel　

【用例】　pol han 広範囲、広い地域、広域
polton  ［代詞］［amma］アタシらの　［レベル］１　21:jiil/relezona:polte/n

polte  ［代詞］［amma］アタシら　［レベル］１　21:jiil/relezona:po/te「ふくよ
かな」
polka  ［名詞］漠然と場所、エリア、一帯　［電算］欄：検索欄などの欄　［レ
ベル］３　20

polen  ［アトラスの国家］ポレン、ポーレン　［レベル］５　23:ridia

poleas  ［生物］頸動脈、頚動脈　［レベル］４　22

polus  ［被服］ブラゲッセ、ニッカー　sm;poto/lus「スカートの中に」　
24　［文化］　smで娼婦がスカートの下に履いたズボン。スカートをチ
ラッとさせてブラゲッセを見せて誘惑するために履いた。
poa  ［医療］腫瘍　［レベル］４　古
poadis  ［法律］斬首刑　19　［文化］　首を切り落とす刑。特に付加罪がな
い場合に適応される軽い死刑。
poit  ［数学］［地学］角度、度　［類義語］tik　［レベル］３　20:po/ito（首の傾
く数値。天文観測の仰角が元になっている）　［語法］　24ごろまで poit 
180のように設定してあったが、紫亞や周りの大人は 23ごろから既
に 180 poitと言っていた。なのに辞書は gol 5のように書いてあり

poitには用例がひとつも載っていない状態であった。それで golの
用例を直して poitにも用例を加えた。　という経緯からも分かる通
り、もともとセレンが設定したときは数値が後置だったが、いつの
間にかユーザーによって数値が前置に変わっていたということであ
る。　［文化］　・円の角度　　fvの時代に円の角度は３６０と神々と
悪魔が定めた。これはアトラスが約３６０日で太陽の周りを一周す
るため、３６０を円の角度にすると１日１度動くと計算でき、区切
りがいいためである。また３６０という数はアルミヴァの１２神の
影響で１２進数の影響があった神代においては区切りがいい数なた
め、それもあってなお採用された。３６０は１２の倍数なので区切
りがいい。　【用例】　360 poit ３６０度
poin  ［動詞］yulを覗き込む、覗きこむ、覗き込む　［レベル］３　19:meli
dia axte　［語法］　例えば横に座っている人が俯いたとき、顔を見るに
は首をくいっとまげて下からのぞきこむようにするが、あの動作の
ことを言う。
poot  ［植物］小麦、コムギ、麦　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:pof/tuk　
leta:
pook  ［名詞］ドーム、丸天井　［レベル］３　17:制 :古 :たくさん食べて張っ
た腹を pooといったことから。
poolt  ［被服］首輪　［レベル］３　19:リディア
poet  ［医療］嚢胞　19:pon/eria

poen  ［サール］ポエン　［名詞］３時　［名詞］東　［交通］ポエン通り　［音楽］
レ　［組み数字］３/１２　［類義語］pen　［レベル］２　meltia 4:poen;e　rid
ia:古　［文化］　アルミヴァの３番目。サールの左腕から生まれた。ヴァ
ルゾンの妹。獣の王。元は獏の姿をしていたという設定があったが、
ティクノの妻となり、アルデスを生むことから、後にキャラ設定が
格上げされた。アルデスとフェルデンとテュアの母で、獣王であり、
自らの中に草食の穏やかな性格と肉食の激しい性格を飼いならして
いる。普段は大人しいが、一度怒るとティクノも手を焼いてしまう。
pouk  ［形容詞］例の　［名詞］例の件　［レベル］３　19:potk:16:制 :potkuu（口の中）
から。話題のと同じ。
pe,f  pes　elt;e

pett,ly  ped
pets  ［料理］ウィスキー、ウイスキー　［レベル］３　rd;↓　13:制 :pestsisp（大
麦で作った蒸留酒）。pespにすると pesrとコンテクストを共有する
ため、誤解の可能性が増えるので遠ざけて petsにした。　［文化］　sisp

petif  ［動詞］yulを iから取り返す、取り返す、奪い返す、取り戻す　［レ
ベル］３　rd;pef/taf　20:melidia xier:pef/taf

petii  ［人名］ペティ　20　［文化］　(yuuma 5481:(5491:))メルテナ後期のレ
スティル女王。わずか１０歳で即位したため、摂政が生まれた。
pekka dist  ［人名］ペッカ＝ディスト　rt;pikka　22　［文化］　pekkal

pekkal  ［電算］［工学］真空管　［レベル］６　rt:pekka dist;pekka/al　22　［文化］　
288　ペッカ＝ディスト、真空管を発明。二極真空管。2年後には三
極真空管も発明
pekl  ［名詞］技術、テクノロジー、科学技術 (kamipekl)、テクニック、ハ
イテク　［レベル］３　lakta　［語法］　最近の技術をとりわけハイテクと呼
んで言い分けるようなことはしない。技術もハイテクも pekl。　【用例】
　pekl sam 新技術
peklvantis  ［軍事］工兵　［レベル］４　19:ridia

peklan  ［名詞］技術者、職人　［レベル］３　20　［文化］　理系の技術者は文系・
芸術重視の現代では専門職として扱われ、尊敬というよりはどこか
別の世界の人という目で見られる。一方、文系・芸術の職人は文化
を重んじるアルバザードでは尊敬され、地位も高い。なお、理系と
いうのはあくまで機械を使った場合を指す。アルバザード人は機械
が嫌いなので、機械を使った技術者を見てもピンとこず、凄いと思
えない。数学の天才などに対しては尊敬する。
peklizm  ［経済］技術革新、技術革命、イノベーション　［レベル］４　19

pekos  ［動詞］yulに媚びる、媚びる、こびる、へつらう、媚びへつら
う、こびへつらう、へこへこする、迎合する　［レベル］３　fv;pe/ko/
so「悔やむ /内側に /する→心が中に引きこもって悔やむようにする」
　古 :↑。「ペコペコするでペコス」と覚えるとよい。
pekosyuta  ［動詞］yulを迎合する、迎合する　［レベル］４　rd;/「へつら
い受け入れる」　23
pexe  ［名詞］如雨露、じょうろ　［レベル］３　20:pxe:14:制 :古 :buxするも
の
pes  ［名詞］後悔、悔やみ、慙愧　［類義語］galem　［レベル］２　frf;pe,f.l
　14:制 :古 :pe　pe:pes　【用例】　den na pes, tu et saia. 後悔しても仕
方ないよ。　an en na pes merel. 何の後悔もない。　an kalma na pes. 
後悔していることが多い。　an na pes on nos sot. 自分のしたことを
後悔している。　an na pes on nos en felat. 勉強しなかったことが
悔やまれる。　tu et xif xel el na pes. 後悔しても仕方のないことだ。
　an jalat nos na elf pes mil versen tis. ささいなことで悩まないこ
とにした。　an so van enzel lana an en na sil pes. 後悔しないよう
に最善を尽くしたい。
pesto  ［地名］ペスト　［レベル］５　21:ly「石磨きの」　［文化］　デニエの東
南部にある都市。果樹やオリーブが盛ん。
peston  ［料理］オーディナリーバージンオリーブオイル　21:「ペストの」
pesr  ［料理］ビール　［レベル］３　rd　13:制 :pestrie（大麦からできた酒）
　batts:batts　［文化］　冷たいビールを飲むのは禁忌とされるが、結局飲
む人も多い。健康には非常に良くない。ぬるめがいい。　上面発酵
のエール (halpesr)と下面発酵のラガー (molpesr)に分かれる。
pen  ［遊離副詞］［形容詞］ますます、どんどん、いっそう　［レベル］２　f;e
　古（いっそう、ますます）　［語法］　文頭だと elがない傾向に。　【用
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例】　yet emat yam penel. 事態はますます悪化した。
pen(2)  ［サール］poenの略称　［組み数字］３/１２　［レベル］１　22

pent  ［感動詞］残念だ、すみません、失敬、失礼　［動詞］yul（相手）に
申し訳なく思う　［レベル］１　古 :pent,penは後悔を表わすエクスプ
ローダーの女性形。vantと比較。　［語法］　vant

pentant  ［感動詞］非常に残念だ、すみませんでした、かわいそうに　［レベル］
１　古 :vantantとvantの関係をpentにも当てはめたもので、古からあっ
た。　［語法］　pentより丁寧。
penxil  ［名詞］ペンシル、小さな邑、邑　［レベル］５　kk:li;pan/ruxilo,f　
21:mel　［文化］　penxilvania　六角形の小さな邑。aletが置かれた。
penxilvania  ［地名］ペンシルヴァニア　［数学］魔六角陣、六角魔方陣　
kk:li;penxil/vania,fv　21:mel:「ペンシルの街」　［文化］　penxilを六角形
に１９個集めたバルマーユの大都市。kkで 7700ymごろ、悪魔パン
が建設した。aletは各 penxilに１～１９のいずれかの個数が置かれ
ている。六角形の置き方は上から順に以下のとおり。数字は各 pen
xilにある aletの数。一列ずつ書くが、このリストだと六角形には見
えないだろう。これを１９個の六角形から成る大きな六角形になる
ように配置する。例えば中心には 5の penxilが来て、頂上には 3が
来る。　　3　19 17　16 7 18　2 1　12 5 11　4 6　10 8 9　13 14　15　
　出来上がった六角形を見ると、縦横斜めどのルートを通っても数
字の和が３８になる（この図の場合は横に並ぶラインはないので縦
斜めだが、反転や回転や書き方によっては横斜めで揃うこともある。
いずれにせよ回転系などなので、同じことである）。従って penxilva
niaのどの街境を警護しても、必ず 38 aletを通過しながら一定量を回
復できる。もしこの魔方陣がなければ aletの無駄遣いが起きるか、あ
るいは回復量が一定にならず、戦略を立てにくい。言うまでもなく
回復量の弱いルートを守るところから穴を開けられてしまう。辺が
３の六角形で整数（aletは分解するわけにいかないので）で魔方陣が
成立するのはこのケースだけであり、反転回転を除いてほかにない。
　外側の penxilには街境を守る兵の代わりが控えており、前線が撤
退すると交替する。撤退した者は回復しながら反対側に出ることが
でき、即座に逆方向の防衛に出れる。同時に逆方向の前線とバトン
タッチし、逆方向にいた者は相手が来たルートを遡って回復し、相
手が元いた場所の前線に出れる。従って外周 penxilに２名ずつ護衛
がいればよいことになる。
penlil  ［化学］カリウム　［レベル］４　18:制
pef  ［動詞］yulを aに返す、返す　［副詞］お返しに、仕返しに、～しかえす、
～し返す　［普通動名詞］返却、返還　［形容詞］返された　［経済］返済する　［経
済］償却する　［レベル］２　tm;pal/futo　13:制 :古 :palfuto（後ろに与える）
　【用例】　pef sent お礼をする、お返しになにかをする
pefvand  ［軍事］反撃　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　alvandのカウ
ンターはユベールのカウンターなどのことで、敵の攻撃を流しつつ
攻撃すること。pefvandはやられたので仕返すこと。
pefvian  ［物理］応力　［レベル］５　20:返す力　［文化］　itvian

pefhek  ［言語］返信、貴答　［レベル］３　21

ped  ［動物］ヒツジ、羊、未、ひつじ　［レベル］３　sert　13:制 :lakta:pett。
古では『制定語彙』に基づくと kaldで、毛を取るためのヒツジ。　kal
d:pett
pedifa  ［地球の星座］［ユマナ］おひつじ座　24　［文化］　ifa

pede  ［被服］毛布、ブランケット　［レベル］３　19:ped/abe　［文化］　羊の
毛などで作っていた。　【用例】　an letat pede al osn. 毛布を引っ張り
上げて頭からかぶった。
peg  ［経済］割戻金、リベート、割戻し金　［レベル］６　lakta

pegl  ［化学］めっき、メッキ、鍍金　［レベル］４　16:制 :pep/gi

pegltese  ［化学］めっき電池　［レベル］５　19　［文化］　マレット人が作っ
た最古の電池。素焼きの壺に銅の筒を入れ、筒の中に鉄棒を入れ、
壺を酢で満たしたもの。当時マレット人がこの電池を何と呼んでい
たのかはもはや不明となっている。
pep  ［音楽］ダンスミュージック、ダンス　［レベル］６　21:床を跳ねるさ
まから
peps  ［被服］スカーフ　［レベル］３　13:制 :薄いマフラーを意味する pep
posabから sabを省略したもの。
pepl,bg  lis、hait

pepalna  ［音楽］レイブ　［レベル］６　21

pepi  ［名詞］箔　［レベル］４　14:制 :pepgi（薄く伸ばした金属）
per  ［経済］デリバティブ、派生商品　［レベル］５　19:porのアプラウト。
未来予想に基づくものが多いため
pert  ［植物］ローリエ、月桂樹、ペイリーフ、ローレル　［レベル］４　？
　参考 :古 :gelkというのがあって、これも月桂樹を意味したが、｢こ
れを使って花輪にする」が原義で、ギリシャ文化から来ているので
排他した。
peret  ［植物］大麦、オオムギ　［レベル］４　19:petr:19:ridia:arbaxelt:pe
sr/tuk
pez  ［被服］スリッパ　［レベル］２　lakta

pelt  ［名詞］式、儀式、セレモニー、冠婚葬祭の式　［政治］国事行為　［名
詞］行事← sod　［レベル］３　sorn

peltart  ［魔法］儀式魔術　rd;/　24

pels  ［動詞］yulを悩ませる、悩ませる、悩む、なやませる、困る、当
惑する、困惑する　［形容詞］困った、悩んだ、悩んでいる　［名詞］悩み。
(na)　［レベル］２　13:制 :クリスがリディアに言った言葉 "tis na pels"（後
悔しちゃだめよ）の pelsが元。pelsは peに時制などが付いたもので、
これが独立して１つの語となった。リディアは悩み多き少女で、彼

女の性質がその語をそう変えた。　［文化］　・セレンのメモ　　高２
のメモを見ていたら、９８年２月１８日（水）に「悩んでいる内容
より悩んでいるという事の方が苦しいのではないか」と書いてあっ
て、なるほどその通りだと思い、将来の１２月１９日を伝えてやり
たくなった。　【用例】　sedo pels 悩みを断つ、断ち切る　an pelsat la 
mifel. 彼を煩わせるつもりはなかった。　an mokat vil ranel man na 
pels. 悩みのせいでよく眠れなかった。　an vinsat lax il pels. 悩みを
すべて捨て去りたかった。　la na pels on lfis. 彼は人生の問題に苦
しんでいる。　an pelsat ris la. 彼を煩わせたくなかった。
pelslaz  ［地学］［歴史］石炭紀　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

pelasl  ［化学］安息香酸　［レベル］５　19:paal:spel/aslの頭音脱落。spelaslだ
と「ベンゼン酸」のような意味になってしまい、語弊がある。とい
うのも、ベンゼンを含む酸はカルボン酸以外にもありえるため。
pelit  ［名詞］しかけ、仕掛け、技巧、ギミック　［レベル］３　20:pekl/lis/
te（ちょっとした技術）
pelet  ［名詞］備考、注記、補釈、補注、補遺　［レベル］４　22:ap/al/te

pea  ［言語］格詞、接置詞、前置詞　［レベル］３　16:制 :恣意
peis  ［交通］ガソリン、ガス、ペトロ　［レベル］３　20:psa:13:制 :sad:pusap（爆
発する気体）　【用例】　fit{ev} peis 給油する
peisate  ［交通］ガソリンスタンド　［レベル］３　20　【用例】　akl e peisate 
ガソリンスタンドの跡地
putin  ［サール］プティン　［レベル］５　meltia 21:putin;fovet　ridia:古 :
オノマトペ ptit,ptin｢ ぷすっ ｣。蛇が人を噛む音からだと思われる。
　［文化］　毒蛇のサール。
pux,szd  kuo
puxxe,szd  vesn　<>pux

pup  ［動詞］yulを aに吐き出す、吐き出す、ぺっと吐く　［文末純詞］軽視
や蔑視の文末純詞。つばを吐くところからリディアが定義。　［感動詞］
もうっ！、こらっ！、ぶー！、ぶーぶー！、プーッ！、ふん、ふーんだ！、
あかんべー　［レベル］２　古　【成句】　pup a galt 誰それの門に唾を吐く：
後ろ指を指される　【用例】　el pup a galt laat. あいつは後ろ指さされて
いる。
puppu  ［文末純詞］［milia］もうっ！、ふーんだ→ pup　［レベル］２　18:ridia
　［語法］　純詞 pupのミリア版、蔑視の度合いが弱く、ふつうからか
いや冗談の意味で可愛らしく使われる。
pupu,alt  diaik　<>ip

puyu  ［幼児］［生物］指　［類義語］ji　［レベル］１　szd>lsl;pyuiz.k　21

pur  ［動詞］yulをにじませる、にじませる、滲ませる、ぼやける、にじむ、
滲む、ぼやーっとする　［形容詞］にじんだ　［類義語］sook　［レベル］３　古 :
オノマトペ。滲むときに広がる音。　【成句】　ins em pur mil ena. 涙
がこみ上げる。＝涙が溢れる（あふれる）。　【用例】　hac ik pur mil 
ena. 文字が涙で滲んだ。
purfe  ［人名］プルフェ　［レベル］５　古　［文化］　1200ごろ。第３期アル
シェのルシーラ。一期はソーンが勝ち、長いあとの二期は暗殺とも
呼ばれるアルシェの病死でソーンが勝つが、ソーンも同時期に殺害
され勝者の行方は掴めず。その時のアルシェの息子（娘）の prphoe
が三期のアルシェに。期が変わる毎、或いは代が変わる毎に性別が
変わる筈だがプルフェの性別は不明。一期は男だから四期のセレン
は女な筈で、どこかで一回例外処理が起こった筈。その為偶数のセ
レンが男になっている。三期は急進的に使徒を集めたため、互いに
外国人を含むいい加減なメンバーしか作れなかった。アルシェはこ
の時全員が外人使徒だったが、近い場所の外人なので公用語はフラ
ンス語などいくつかからなっていたようだ。これは四期に影響した。
互いに暗殺を恐れたのは二期の名残だから三期は続く様に思えたが、
この頃から争いはなくなり、緩やかな関係になっていき、経済的に
アルシェが消滅した頃の６代目にはもはやアルシェもソーンも互い
を知らなかった。代は世襲的だった。
pul  ［形容詞］雑な、粗雑な、いい加減な、適当な、乱雑な、詰めが甘い、
だらしない、ありあわせで正当でない、ずさんな、軽はずみな、軽率な、
眠りが浅い、ぞんざいな　［反意語］ran　［レベル］２　20:恣意（だめそう
な音をとった）　【用例】　som pul 雑なやり方
pullo  ［名詞］雑感、所感　［レベル］３　22:「雑な考え」　【用例】　ku pullo 
雑感を述べる　til pullo 所感を持つ
pulleis  ［名詞］落書、落書き、らくがき、悪戯書き　［レベル］３　20　【用例】
　ar pulleis a bal 壁に落書きをする
pulit  ［生物］横毛、鬚　［レベル］３　21　［語法］　髪の毛の際に生える頬髯。
pulit,szd  toa
pulikal  ［数学］長方形、長四角　［レベル］２　20

pulin  ［生物］曲鬢　21:pulit

pulet,szl  kaaf　puul/te

puluut  ［サール］プルート　［レベル］４　meltia 99 sen via:puluut;fovet
　20:犬の「くるくる」という鳴き声のオノマトペ　［文化］　(meltia 
98'0000ごろ→ )家畜の神。羊の毛、牛の尻尾、豚の鼻、犬の体をし
ている。　|同 |獣王ポエン、犬を家畜化し、この犬から puluut神を
生む |　|同 |プルートは牛、羊、豚を集め、家畜化した。すると彼の
姿はそれらが混じった姿になった |
puukuu  ［名前］プークー　rd;fovet　22　【成句】　owi del nene em pu
ukuu xalt nene ～という豚が～にとってプークーとなる：情が移る、
情が湧く　［文化］　サプリの村でリディアが飼っていた子豚。
puum  ［幼児］［婉曲］肛門、お尻の穴、おしりの穴　［類義語］ipm　［レベル］
２　19:mel:ipmを幼稚な音に変えたもの
puuyu,szd  ip　<>ipsen



255 bleizpuuyuvim
puuyuvim  ［生物］中殿筋、中臀筋　24<22

puul,szd  kaam　kookvet

P  ［言語］主題→ potok　［レベル］５　sm　23

Pag,frf  pag　fovet

b
b  ［単位］メルバ　［レベル］２　20　【用例】　10b １０メルバ
b(2)  ［演繹音］たん、タン、たたた、タタタ、ばん、バン、ぱん、パン、
ばーん、バーン、ぱーん、パーン　rd;haalvet　23　［語法］　blm

byak  ［歴史］［建築］遺跡　［レベル］３　13:制 :古 :byakkal（遺跡）　byakkal:byakkal　【用
例】　sak byak 遺跡を発掘する {見つける }

byakkal,fv  byak　bakkus.k

byar  ［建築］クレーン、起重機　［レベル］３　13:制 :古 :byuragna（重い機械）
byarliva  ［娯楽］クレーンゲーム　［レベル］３　21

byu  ［化学］［物理］質量　［レベル］４　14:制 :質量 :古 :byu（重い）　【用例】
　byu tin 質量が大きい
byu,f  dad　e

byutuka  ［物理］ヒッグス場　［レベル］６　al;/　23

byuvianasut  ［物理］ヒッグス粒子　［レベル］６　al;/「質量のボソン」　23

byuz  ［植物］白菜　［レベル］２　seren:mel:byuz（白菜）。｢重い野菜 ｣
が原義。
byuladet  ［工学］重工業、重工　［レベル］５　rd;/　23

byulon  ［単位］ビュロン　［レベル］５　21:古 byu/lo/n「頭の重さ」水を使っ
た実験でちょうどルノの頭が luinの 1/10程度であったことから。　［文
化］　anko

byui  ［動詞］yulを尊重する、尊重する　［普通動名詞］尊重　［反意語］nai　
［言語］［婉曲］yul（何がしかの複合語）を a（単純語）にする：artzonが
arzenになったときにセレンがリディアと喋っていて使った用法が最
初。ある概念をどうでもいいと思っていると複合語のままだが、特
別視すると単純語になりやすいことから。自然言語でもその傾向が
あるが、アルカでは顕著。そこから、ある概念を尊重する＝その語
を単純語にするという用法ができた。　［レベル］３　古 :重く見る　【用例】
　byui noln 個性を尊重する
bcc  ［擬音］ブルル。車がエンジンをかけて走る音。　rt;/　23

bcan  ［動物］マダイ、タイ、鯛　［レベル］３　高　［文化］　高タンパク低脂
肪で滋養強壮や病後によいとされる。
bcand  ［代詞］［alben］お前ら、てめぇら、貴様ら　［レベル］１　21:mat:bren　【用
例】　bcand de lan tis! 貴様らは人間ですらない！　お前ら人間じゃ
ねぇ！
bcandi  ［軍事］散弾銃、ショットガン　［レベル］４　rd:ridia;leebenbc
oi.k　24:ridia　［文化］　gel

bcanz  ［軍事］格闘、武道、格闘技、戦闘術　［類義語］yuvel　［レベル］３
　zg;vm<>bceis　21　［文化］　yuvel

bcanzliva  ［娯楽］格闘ゲーム、格ゲー　［レベル］３　21

bcanzlein  ［運動］［武道］武道着　［レベル］４　rd;/　24

bcain  ［魔法］ブライン、気功力　［レベル］５　20:bceis/na　［語法］　envel
en
bcio  ［植物］にんにく、大蒜、葫、ガーリック　［レベル］２　定 :｢ 臭い
｣が原義　［文化］　一般的に食べられるが、臭いが強いので食べると臭
がられる。疲労回復に良い。
bciodilfai  ［医療］ニンニク灸　rd;/　24

bcoi  ［気象］粉雪からなる吹雪　rd;<vx　24

bcendi  ［代詞］［alben］てめぇらの、お前らの　［レベル］１　21:mat:bcand.k

bcea  ［人名］ブレア　［名詞］アルカンスにおけるブレアの手　［名詞］中巻
　［組み数字］２/３　［レベル］２　古 :元は bciaだったが、slea, treaに合
わせて bceaという語形が生まれた。　［文化］　arkans　テームス信者で、
アルカンスを巡ってスレア・トレアと争った。
bceakeelt  ［化学］βグロブリン　rt;/　24

bceamel  ［名詞］中期　［レベル］３　19:ilmus:ridia

bceaho  ［生物］恥骨　［レベル］５　19:ridia

bceahoark  ［生物］恥骨結合　rd;/　24

bceahoarkhallooz  ［生物］恥骨結合上縁　rd;/　24

bceis  ［悪魔］ブレイス　［レベル］４　meltia 0:bceis;e　古 :ridia:古アル
カの原則通り、対となる kleetは長音の母音を持っている。　［文化］　
ノアを使うデームス。ノアを司る。２０代男性の姿。鍛えられた肉
体で、軽装をしている。爪を武器に戦う。やや短気。クレートとペ
アをなす。常に２人で行動し、超絶的な気を操る。　天王星を司る。
bceisen  ［アトラスの国家］ブレイセン　［レベル］５　23:ridia

brat  ［動物］フナ、ふな、鮒　［レベル］４　alakta

bran  ［名詞］スラム、スラム街　［レベル］３　alakta　［文化］　中央アルナの
場合、南区の風俗街周辺が事実上のスラム街かつ貧民街。
briodol  ［地学］スクロド石　［アイテム］ブリオドル　［レベル］５　19　［文化］
　魔石ではないが、蟲族の魔物を寄せ付け、精霊族と妖精族の魔物
を追い払うアイテム。
bren  ［俗語］男のガキ、クソガキ　［レベル］２　19:ridia:branから

blt  ［演繹音］たん、タン、たたた、タタタ、ばん、バン、ぱん、パン、ばー
ん、バーン、ぱーん、パーン　rd;haalvet　23　［語法］　blm

blm  ［演繹音］ばん、バン、ぱん、パン、ばーん、バーン、ぱーん、パーン、
ばきゅーん、バキューン、どん、ドン、ずどーん、ズドーン、ずきゅー
ん、ズキューン　rd;haalvet　23　［語法］　銃弾や砲弾などを発射すると
きの音。bltに比べると一発一発ちゃんと出している感じ。bltはマシ
ンガンのようにタタタと素早く出している感じ。bは bababaのように
マシンガンを発射するような音。
blant  ［美容］くすみ　［動詞］yulをくすませる、くすむ　［レベル］４　21:擬
態語
blanx,szd  far
blanver  ［名詞］闇炎舞、ブランヴェール　［アクセント］blanvEr　［レベル］６
　21:blenzel<beezel/vel　［文化］　カテージュのシャンテ・タンジュー
ルで行われる演舞。元は兵舎の竜騎兵が武器を用いて行った余興か
ら。　二本の鎖の先にリングを付け、そこに現代ではスチールウー
ルなどを付ける。スチールウールに火をつけ振り回すと火の粉が美
しく舞う。
blanver xigre  ［人名］ブランヴェール＝シグレ　21　［文化］　リーファ隊
カサンの本名。
bland  ［名詞］烙印　［動詞］yulの烙印を aに押す、烙印を押す　［レベル］４
　zg;blenz.k　23　【用例】　bland t'avelant 死神の烙印　la til bland e di
retan. 彼は犯罪者の烙印を押されている。
blanz  ［医療］コンプレックス　［類義語］hisna　［レベル］４　zf;blenz.k　
22:blenz「心の中の炎」　【用例】　la til blanz on tem. 彼女は耳にコンプ
レックスがある。　vast blanz コンプレックスを克服する　vas blanz 
コンプレックスを乗り越えようとする
blanzel  ［人名］ブランゼル、神裂　mt;bland.k「悪魔召喚師の烙印を捺さ
れた→悪魔召喚師→神を切り裂く→神裂」　23
blab  ［擬音］ベラベラ、べらべら、べちゃくちゃ、ぺちゃくちゃ、ペラ
ペラ　［言語］［俗語］言語、言葉、蛮族語：主に外国語や方言を卑下して
いう。　［レベル］２　22:オノマトペ　【用例】　insaren o rattoren et blab 
tis. 中国語と英語は蛮族の言語にすぎない。
blis  ［俗語］［ネガティブ］手下、使いっぱ、使い走り、パシリ、犬、手先　［類
義語］res　［レベル］３　rd;blis,szd.fris　21

blis,szd  ji　<> liiz

blisn  ［医療］同身寸法、指量法　szl;blis.k　24

blinz  ［地学］［化学］硝石　［レベル］５　zg;blinz,flf><blenz　22　［文化］　
ファルファニアから流入。ファルファニアなどでは天然のものが得
られたが、アルバザード北部などでは家畜小屋の土壁などから得て
いた。のちに火薬ができると原料としてもてはやされた。
bliz  ［軍事］雑魚、雑魚敵、ザコ敵、ザコ　［組み数字］３/３　［レベル］３
　rd;bliz,szk < blis,szd　21　［文化］　vangar

blize  ［文頭純詞］所詮、しょせん、そうはいっても、どうせ、なんとい
えども、なんであれ、何であれ　［レベル］２　22:blis「指の先のように
瑣末なこと」
blonz  ［名詞］火花　［レベル］３　rd;blanz,szd.l　24

blenz  ［名詞］炎、火、火炎、大火、焔、火柱　［類義語］fai　［レベル］２　
szd;<>beezel　［語法］　燃え盛る炎、火炎のこと。
blenzel  ［天文］dialiifa　［組み数字］１/８　［レベル］４　lsd;blenz/al　21

blenzelrein  ［組み数字］天狼賞　［レベル］５　21　［文化］　→ rapalx　八大
星。一等星は２０個以上存在するが、そのうちアルバザードから見
えるものは１０数個。さらにその一等星を明るい順に並べた８つの
ことを八大星という。本来明るい順に並べるとシリウス、カノープ
ス、リギルケンタウルスと来るが、リギルケンタウルスはアルバザー
ドからは見えない。地球でも沖縄以南でないと見れないため、おお
むね北緯２６°以南となる。従って３位はアルクトゥールスとなる。
次はベガ、リゲル、カペラ、ベテルギウス、プロキオンと続く。プ
ロキオンで明るさは０．４である。次はアケルナルとハダルだが、前
者は鹿児島以南、後者は沖縄以南なのでアルバザードでは見れない。
その次はアルデバランになるが、明るさが０．８と急激に落ちてしま
う。この落差が激しいため、８つで打ち切ってひとまとまりとして
いる。なお、カノープスは日本の東北地方以南なのでアルバザード
では国の最南端でかろうじて見える程度である。八大星は zgごろに
認識されていたようだが、１万年も前になると現代と星図が異なっ
ているため、そのまま適応はできない。現代に残っているものは sm
に再びまとめられた八大星で、rdで組み数字として採用されたもの
である。星の名は rdでアシェットが魔族を封じ込めたときに新たに
定められた。smまでは当然別の名で呼ばれていたわけだが、組み数
字ではその名を使う。
blem  ［料理］［動詞］yul（材料や衣など）を konであげる、あげる、揚げ
る　［レベル］２　21:blenzel/ems　【用例】　blem sabi kon ems tuutel. 油で
衣をカラッと揚げる。
blemowi  ［料理］とんかつ、トンカツ　［レベル］３　19　［文化］　油だらけ
の食品をアルバザード人は嫌うため、アルバザードではふつうには
知られていない。　【用例】　lestbel e fis at blemowi. 今日のおかずは
とんかつだった。
bleben  ［俗語］蛮族、ブレーベン　［レベル］４　22:mel:blab/an「ベラベラ
分からないことを話すもの」　【用例】　anxilan sein kalma klit liva e parm 
le fian o laz luna tio kax yuliwil, et beril tinka. lala tu klit et daz 
a kolet teu bleben l'en loki xad (axte 日本のゲームは幼い少女を出
してオタクの性欲を満たす低俗なものが多いと西洋人はよく言うが、
さすが我ら蛮族は物の良さが分からないと見えるｗ (mel keetoia)
bleiz  ［軍事］会戦、戦闘、バトル　［レベル］３　szd;blanz.k「剣と剣がぶ
つかる際の火花」から。　23



256 badombat
bat  ［軍事］引き金 、トリガー　［レベル］３　先 :bat(引き金 )。参考：ソー
ン gelgi　【用例】　let bat 引き金を引く
batts,fv  pesr　e

batto  ［アイテム］メイス　zg;bad.k　24

battel  ［形容詞］しょうもない、どうしょもない、しようのない、仕方
のない、しようもない、どうにもならない、アホな、しょーもない、
出来の悪い、できの悪い　［レベル］３　古
batkaxl  ［軍事］トリガーガード、用心金　rd;/　24　［文化］　gel

bats  ［動詞］yul（内容）を a（相手）に言い返す、言い返す　［類義語］kil
rens　［レベル］３　15:制 :baltku　［語法］　日本と違って個性と言論を尊重
するアルバザードでは、言い返すは悪いこととは限らず、相手の言
葉を踏まえた上で言うという意味でも使う。
baton  ［動物］ペリカン　［レベル］４　定 :bton（袋の鳥）
bak  ［動物］牛　［レベル］２　fv;e　定　bak:bak::muu,alt　【成句】　koa bak 牛を
乗せる：つけあがる、付け上がる、調子にのる、調子に乗る、いい
気になる、利用する、つけこむ。zgの時代のシージアに牛を連れて
荷物を持って歩く者がいた。そこに荷馬車を引く人が通りかかり、
善意で荷物を積んでやると言った。男は荷物だけでなく牛まで積も
うとしたら荷馬車の主人が怒り、荷物を降ろされて去られてしまっ
た。転じて人の好意などにつけこんで過剰な要求をして付け上がる
ことを指すようになった。　［文化］　もともとアルバザード人は牛を
そこそこ食べていたが、現代はミロクの指導の下、牛肉の消費量が
減り、鶏を食べる割合が増えた。牛乳やチーズなどの乳製品は継続
して消費されたため、牛は乳牛がメインとなり、食肉牛の需要は減っ
た。
baktinl  ［牧畜］［音楽］カウベル　［レベル］５　rd　22

bakkus  ［サール］バックス。建築の神　［レベル］４　meltia 4:tikno;e　20:古
byakkal　［文化］　(meltia 4→ )　－建築の神バックス　　　ティクノは
エルトがサールのために作った最初の家から九十九神のバックス神
を生んだ。バックスはティクノが最初に生んだ神であった。　　バッ
クスは建築を司る神であり、無精髭を蓄えた筋骨隆々の赤い肌をし
た中年男性の姿をしていた。右手には槌を持って生まれてきた。　
　「父ティクノよ。あなたはなぜ儂を生んだのですか」　「息子よ、実
は城と家を建築してほしいのだ。魔法を使わずともある程度寒さを
凌げ、楽に暮らせるようにな」　「なるほど分かりました、お任せあれ」
　　こうしてバックスは城と家を造りだした。　　　一方エルトの
一族はバックスの働きぶりを観察し、技術を盗むと、自分たちも城
と家を築こうと真似しだした。
baks  ［アイテム］棍棒、バット　［レベル］３　古 :sorn　nuu:nuu　【用例】　wast 
baks バットを振る　ham baks バットを振り回す
baksan  ［野球］バッター、打者　［レベル］３　24

bakflel  ［料理］牛肩　［レベル］３　19　【成句】　fit bakflel a aを歓迎しない。
邪魔がる：牛の肩はあまりおいしくない。それを客に振舞うことで、
歓迎していないことを指す。
bakfenk  ［名詞］牛革　［レベル］３　20

bakm  ［料理］牛乳、ミルク　［レベル］２　13:制 :bakmae（牛の乳）から　【用
例】　an xenat bakm ist faax. 朝食の代わりに牛乳を飲んだ：厳密に言え
ば ist kui faaxだが、流石にそこまで神経質にならなくてよい。xenat
を tafatにすると誤解はなくなる。　el xen ax bakm im mok vil. 眠れ
ないときは牛乳を飲むのがいい。
bakmnim  ［色］ミルク色　［レベル］３　19:melidia alis

bakmviro  ［化学］カゼイン　［レベル］６　19

bakmvils  ［化学］トリプトファン　［レベル］５　19　［文化］　rdで牛乳から
リュウが発見。
bakmpile  ［料理］コーヒー牛乳、カフェオレ、ミルクコーヒー、コーヒー
ミルク　［レベル］２　rd;/　23

bakhog  ［料理］ピーマンの肉詰め。ただし牛肉。　［レベル］３　19

bakyek  ［料理］牛肉　［レベル］２　22

bakra  ［牧畜］牛小屋　［レベル］３　19:リディアの書
bakl  ［化学］コロイド　［レベル］５　古 :bak（牛）/l（物）。牛は牛乳の意。　［文
化］　rdではリュウが牛乳を用いて使徒に説明した。
baka  ［料理］ハンバーガー　［レベル］２　15:制 :bak　［文化］　パンに肉や野
菜を挟んだ料理で、一般的に食べられる。ハンバーガーというと日
本では「健康に悪い食べ物」というイメージが定着しているが、ア
ルバザードにあるのはもともとドイツやヨーロッパであったような、
パンと肉と野菜を同時に食べられるようにしただけのものである。
素材も調味料も油も悪いものを使わないので、アルバザードではハ
ンバーガーと聞いても「あ、健康に悪い食べ物だ」とか「カロリー
が高い」という意識がない。日本でサンドイッチと聞いても健康に
悪いと思わないのと同じ。アルバザードの感覚としてはサンドイッ
チに近い。
bakan  ［名詞］牛飼い　［レベル］５　rd;/　24

bakanifa  ［地球の星座］［ユマナ］うしかい座　24　［文化］　ifa

bakal  ［建築］遺産、世界遺産、文化遺産　［レベル］４　fv;byakkal.k　23

baki  ［牧畜］酪農　［レベル］４　16:制 :bak

bakifa  ［地球の星座］［ユマナ］おうし座　24　［文化］　ifa

bako  ［名詞］クリーム。食べられないほうのクリーム　［レベル］３　16:制 :
bake　［語法］　bakeに似たものだが、牛乳から作ったわけでもなく、食
べ物でもない。軟膏のようなものや化粧クリームなどのクリームを
指す。
bake  ［料理］クリーム、生クリーム　［レベル］２　13:制 :bakems（牛乳の脂肪）
　［語法］　食べられるほうのクリーム。bakoは食べられない。bakeはと

りわけ生クリームを指すことが多い。
bake,f  tu（これ）
baket  ［料理］乳製品　［レベル］３　22:bakm/te

bakenim  ［色］クリーム色　［レベル］３　20:ridia:mirok

bakeno,f  これの　bake/keno

bakel  ［化学］エマルション、エマルジョン、乳濁液　［レベル］６　19:bak/
el（制）
bakelab  ［化学］乳化剤　［レベル］６　19

bakelem  ［化学］乳化　19

bax  ［料理］漬物、つけもの、漬け物　［レベル］２　ridia:定 :古アルカで
baxという名の食べ物から　［文化］　漬物というと、通例ピクルスを思
い出す。酢漬けと塩漬けが多い。また梅酒のように砂糖漬けにした
ものもある。酢、塩、砂糖でアルバザードの漬物は大体をカバーする。
ただし、baxと聞いたときにはふつう甘いものを思い出さない。砂糖
漬けの比率が少ないため。よって baxと聞くとパンなどに挟むピクル
スのようなすっぱいものというイメージがある。なお、ピクルスで
最もありふれたものはキュウリ。
baxasl  ［化学］乳酸　［レベル］５　19:ridia　［文化］　rdではバッシュ（漬物
一般としての名でなく、バッシュという漬物。具体的に何かはもは
や謎）からリュウが発見した。　日本では乳酸と聞くと「疲れ」を
連想するが、アルバザードではそのように思われていない。
bas  ［名詞］ゴミ　［形容詞］不要な、いらない　［動詞］yulを不要とする、
yulはいらない、yulはゴミだ　［法副詞］～する必要がない、～しなく
てよい　［副詞］不要にも、不必要にも、いらないのに　［反意語］xir　［レ
ベル］２　rd　19:赤 :byats（ゴミの）　byats:byats　［語法］　副詞と純副詞
で意味が異なるので注意。　［文化］　ごみ収集は夜に行われる。渋滞
が緩和され、カラスの害が減少するため。　【用例】　im leiyu, el vin
sat bas a font, hayu xial at ext. レイユでは人々が道にゴミを捨てたの
で、街が汚れていた。　in, lan yun bas e. 見ろ、人がゴミのようだ（『天
空の城ラピュタ』）
baska  ［名詞］ゴミ捨て場、ゴミ置き場、ゴミ集積所　［レベル］２　rd;bas/ka
　23
basa  ［動物］カンガルー　［レベル］３　14←古 :bsa（袋）　【成句】　xino e basa 
後生大事
baser  ［名詞］廃水　［レベル］４　rd;/　23

ban  ［形容詞］楽しい、愉快　［反意語］buuna　［レベル］２　13:制　natxo:natxo
:naax:nasilu,alt　【用例】　ans nat ban vol in ixta l'et yun leis. 私たちは絵
のような景色を愉しんだ。
bant  ［名詞］息切れ　［医療］動悸→ palsa　［類義語］hah　［レベル］３　20:制
pant？
bankyo  ［名詞］喜劇。メタファーとして使う場合は bankloaのほうを使う。
　［類義語］bankloa　［レベル］５　rd;/　24:実際は制で作っていたはず。
bankloa  ［名詞］喜劇。メタファーとしての喜劇。　［類義語］bankyo　［レベル］
４　rd;/　24
bansa  ［被服］ボディス　zg;.selan。saは sabeと思われる。　24

bansinsol  ［娯楽］バラエティ、バラエティ番組　［レベル］４　19:ridia:ar
baxelt　【用例】　les an siina et bansinsol. 私が好きなのはバラエティー
だ。
band  ［軍事］撃鉄、ハンマー　［レベル］５　rd;fovet。撃鉄の鳴る音から。
　24　［文化］　gel

bandels  ［運動］ホッケー　［レベル］３　hy;「長い杖」　21

bang  ［名詞］信管　［レベル］６　古 :元は銃のハンマー部の意味だった。
bangel  ［名詞］賊、山賊、海賊、パイレーツ、バンディット　［レベル］３
　古 :beo/begel（クソ芋虫）
bana  ［親族］どら孫娘　［レベル］２　19:ridia:be/hana

baf  ［料理］バター　［レベル］２　定　【用例】　nab baf a pof パンにバター
を塗る
bafo  ［料理］ブリオッシュ　［レベル］３　16:制 :baf/pof

bamb  ［動詞］yulを擂って aにする、擂る、すり潰す、磨り潰す、おろす、
大根などを下ろす　［レベル］３　古
bad  ［動詞］yulを叩く、叩く、ぶつ　［音楽］打楽器　［レベル］２　f;fovet
　16:制　bad:bad　【成句】　bad alem さぁ、さあ、さあな、さぁな。制
ごろに bad-al naとして teolonが使い出した慣用句。直訳すると「心
を殴れ」。新生から bad alemに変わった。しらばっくれたり濁したり
するときに使う。　【用例】　xe badat osn ant. 誰かが私の頭を叩いた。
　den ku bad alem! 知らばっくれるんな、シラばっくれんな、しらばっ
くれるな、しらばっくれんな
badvak  ［アイテム］打撃武器　rd;/　24

badvand  ［普通動名詞］打撃　rd;/　24

badfo  ［言語］弾音、はじき音、弾き音　［レベル］６　19

badzon  ［軍事］撃針　rd;/　24　［文化］　gel

badzongel  ［軍事］シュナイダー銃、スナイドル。撃針を設けた元込め
式の銃。　rd;/　24　［文化］　gel

badwons  ［動詞］yulを踏みつける、踏みつける、踏む、どんと踏む、ぐ
しゃっと踏む　［レベル］２　9:melidia axte　【用例】　la setat lue vol badwo
ns. 彼は蛙をぐしゃっと踏みつけて殺した。
badlemom  ［音楽］ハンマリング　21

badom  ［医療］打鍼法　rd;/　24　［文化］　打鍼法が発明されたのは kkの
カテージュ。
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bag  ［動詞］yulをもむ、もむ、揉む、さする、擦る　［レベル］３　13:制 :big
とあるが bigが何かは不明。　【用例】　an bagat aad man na ya on tu. 腰
が痛いので腰を揉んだ：baglより簡易な揉み方。
bag(2)  ［感動詞］げへげへ、ゲヘゲヘ　［レベル］３　19:リディアの書　［語法］
　役割語であり、実際にこのように笑うと、とてもわざとらしく聞
こえる。
bagl  ［普通動名詞］マッサージ　［動詞］yulをマッサージする　［レベル］３　
13:制 :bag　【用例】　an baglat rsiil on flel. 親の肩を揉んであげた。
bap  ［医療］潰瘍 　［レベル］３　13←古 :bampist（悪く膨らんだもの）。潰
瘍は膨らんだものではないにせよ、これが語源となっている。
bac  ［alben］ダチ、友人、友達　［類義語］hacn　［レベル］３　古 :seren/ovi/
zana/gil:bac。元は hacmaの高尚なイメージをわざと落とすために汚
い音である bをつけた bhacmaから。結果 hが脱落して bacmaになり、
短縮されて bacに落ち着いた。
barj  ［親族］どら弟　［レベル］２　19:ridia:be/aruuj　［語法］［文化］　alser

barius  ［アトラスの国家］バリウス　［レベル］５　20:seren:balt/dixirius（ディ
シリウスの反対側）
baret  ［名詞］折檻、体罰　［動詞］yulを折檻する、yulに体罰を与える、
折檻する　［レベル］３　20:baog/tren　［文化］　子供は理性のない動物な
ので、言うことをきかせるためには折檻を用いてよいと考えられて
いる。人前であろうと親は子を叩く。叩くのはもっぱら母親で、父
親はまず叩かない。紗枝のような大人しい女性も叩く。騒いでいる
子供を放置しているほうがアルバザードだと体裁が悪い。フランス
に似ている。父親は折檻を行わないが、以下の状況では行う。　男
女共通：「嘘をついたとき」「卑怯なことをしたとき」　息子：「困っ
ている女性を助けなかったとき」　娘：「親の反対する交際を男子と
行ったとき」　例えば１０歳くらいの子供が二人きりでランスケル
ンに行くのはまだ早いので、親は反対する。たいていの娘は聞くが、
稀に聞かない娘がいる。しかしアンセの使用履歴でバレるため、こ
のような場合に体罰を得る。
baz  ［代詞］［alben］お前、てめぇ、手前、てめえ、貴様、キサマ、きさま　［レ
ベル］１　21:ivi:卑音のリムレット　［語法］　粗雑で強烈な言い方。賊っ
ぽい。
bazel  ［代詞］［alben］てめぇの、お前の　［レベル］１　21:ovi:baz

bal  ［建築］壁、ついたて　［レベル］２　？ :制 :古 :sorn:balt（壁）「跳ね返
すもの」が原義　【用例】　niak a bal 壁に立てかける
bal(2)  ［代詞］［南方］［男性］ti　［レベル］３　21:k.bac

balt  ［動詞］yulを aに跳ね返す、跳ね返す、反射する、反発する　［普通動名詞］
クッション。ビリヤード。　［副詞］［文頭純詞］対照的に　［物理］［普通動名詞］
反射　［魔法］バルト。土の白魔法で、物理・魔法攻撃を跳ね返すバリ
アを張る。ただし、バリアと接触したときの入射角でしか跳ね返ら
ない。つまり右上からユノが入ったら、同じ角度で左上に跳ね返る。
　［レベル］３　古 :sorn:balt（壁）　【成句】　balt rens a nene fiina nene 
心の声を伝える　【用例】　balt far a bal kon mep 光を鏡で壁に跳ね返す
balttik  ［物理］反射角　［レベル］４　19

baltnek  ［経済］反発　［レベル］６　22

baltmim  ［経済］反落　［レベル］６　22

baltmep  ［名詞］反射鏡　［化学］反射鏡→ mep　［レベル］５　rd;/　23

baltabaog  ［生物］［医療］心下満　rd;/　24

baltir  ［軍事］大佐、バルティール　［組み数字］６/２０　［アクセント］baltIr　［レ
ベル］３　19:ridia:balt（跳ね返す＝対抗する）/amir（夫でなく「頼ら
れるもの」）　［語法］［文化］　kana

balte  ［名詞］克、相克　［形容詞］克な　［反意語］hazel　［レベル］４　21:balt/te　［語
法］　hazel

baltet  ［名詞］弱み、弱点　［魔法］克性　［類義語］ivnet　［反意語］hazelet　［レ
ベル］３　21　［語法］　vienet　［文化］　dolmiyu

balteart  ［魔法］克魔法　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

balk  ［動詞］yulを成立させる、成立する　［普通動名詞］成立　［レベル］３　？ :
制 :balk（建物を建てる）から。　［語法］　建物や作品以外に、法律のよ
うな抽象的なものにも使える。　【用例】　tu falm ik balk. その法案は成
立した。
balx  ［普通動名詞］工事　［動詞］yulを工事して aを建てる、工事する　［レベル］
３　14:制 :balは赤の byakkal（遺跡）
bals  ［建築］棟、校舎　［レベル］４　13:制 :balkから　［語法］　部屋がいくつ
か横に並んでいる建物。または建物の中のそのようなひとつの階を
指す。
balse  ［親族］アニキ、兄貴、あにき、あんちゃん、アンちゃん、にぃ、兄ぃ
　［レベル］２　19:be/alser　［語法］［文化］　alser

balnis  ［建築］エンブライジャ、銃丸、矢狭間　rd;/　24

balf  ［動詞］yulを aに敷く、敷く、敷き詰める　［レベル］３　古 :sorn:balf
（敷き詰める）　【用例】　balf kots al aks 床にタイルを敷き詰める
balmas  ［建築］壁紙　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アルバザード人
は壁紙を変えるのが好きで、カーテンのように変える。色は白一辺
倒とは限らず、カラフルなものであったり、季節や部屋のイメージ
に合わせたりする。もちろんむき出しの木にすることもあるし、白
にすることもある。アルバザード人は中間色、特に淡い色を好むの
で、薄い桃色、薄い青緑、かすかに蒼い灰色などといったものがよ
く売れる。原色、例えば赤で塗りつくした部屋というのはアルバザー
ドでは異様。
balmayu  ［地名］バルマーユ　［アクセント］balmAyu　［レベル］５　20:古スカル
ディア語「海岸が変えられた」　［文化］　スカルディア西南部、現ラズ

ディアの地方。アデルが住み着くようになり、アデルのブリードが
活発に行われた。
balmaj  ［地名］バルマージュ　［アクセント］balmAj　［レベル］５　20:balmayu/古
jina（空）　［文化］　yuuma 3529にバルマーユ上空にできた穴で、アデ
ルが降ってきた。
baldi  ［感動詞］ざまぁみろ、ざまあみろ、ざまーみろ、ザマぁ、ザマあ、
ざまぁｗ、ザマアミロ、ザマーミロ、メシウマ、めしうま、今日も
人の不幸で飯がうまい　［レベル］２　古 :baldi← bald ti（お前に跳ね
返る）。baldは baltの過去形 baltdの実際の形。
baldis  ［名詞］腐れ縁　［レベル］４　20:be/altis　［語法］　hacn

balba  ［料理］グラタン　［レベル］２　古　［文化］　一般的に食べられる。な
ぜか子供に人気があると考えられている。
balbal  ［地名］バルバル　［音楽］ファンク　frfs　21

balwax  ［建築］マーロン　rd;/　24

balis  ［人名］アリス、アリス＝アンシャルの悪口　20:kalie:be/alis（バカ
アリス）
baliz  ［親族］どら孫息子　［レベル］２　21:barjと似るため <19:ridia:be/al
iiz
balon  ［アイテム］防具　［反意語］vak　［レベル］２　20:balt/kon（攻撃を跳ね返
す道具）
balet  ［形容詞］くだらない、下らない、取るに足らない、どうでもいい　［類
義語］vers　［レベル］３　fv:ovi;↓　古 :ovi:be/al/teと思われる。
balen  ［代詞］［南方］［男性］tiil　［レベル］３　21:balの属格
baa  ［俗語］ばか、馬鹿、バカ　［レベル］２　古 :be（卑音）から
baat  ［動物］カバ、かば、ヒポポタマス、河馬　［レベル］２　定　［擬声］　
obuu
baatkad  ［地球の国名］マリ　19:バンバラ語で「カバ」
baak  ［動詞］yulにくしゃみをさせる、くしゃみする　［普通動名詞］くしゃ
み　［レベル］２　古 :オノマトペ　【用例】　an baakat mil sort. 寒くてくしゃ
みをした。
baan  ［俗語］バカ！　［レベル］２　古 :be（卑音）から　［語法］　意味は大
して強くないが、teoloと違って確実に悪意がある。
baaze  ［形容詞］うざい、ウザイ、ウザい、うざったい、ウザったい、じゃ
まくさい、邪魔臭い、うぜえ、うぜぇ、うっとうしい、鬱陶しい　［類
義語］hart　rg 　［レベル］２　rd;卑音 ba/blenz.k「火のように暑苦しい」
　23　［語法］　日本語のウザイより意味が広く嫌悪感も弱い。邪魔臭い
程度の意味に使うこともある。　かといって罵倒語のひとつには違
いないので、多用しないこと。　【用例】　hart baaze クソ暑い
baiten  ［地学］黄銅鉱　meltia 8:gilius;e　23

baias  ［名前］バイアス　rd　24　［文化］　ファルアモン族の男。サプリの
村襲撃の主犯。yuul、老人。　4 dia dinにサプリの村を襲撃し、リ
ディアを人質に取ってアムルとナルムを火の魔法で殺すも、ダルハ
を出したセレンに倒され撤退。
baoke,fv  atu　beke.l

baon  ［自然動名詞］発情　［動詞］yulを発情させる、発情させる　［レベル］４
　fv;baona.k　23:mel
baonsofom  ［俗語］発情ビッチ　［レベル］４　rd;/　23:mel

baona  ［名詞］バオナ、狂気、異常性欲　［魔法］バオナ。害の中位黒魔法。
異常性欲を起こす。対象は手当たり次第に近くの女を襲う。あるい
は女なら男を誘う。アティーリではアルデスがかけられ、妹のテュ
アを犯し、４匹の竜の息子が生まれた。なお、かけたのはクレオー
ン神で、かけさせた黒幕はテュア本人。　［レベル］４　fv;baog/na　ser
en:古 :baogna（心を打つ、鼓動する心）
baonadaig  ［経済］［法律］性欲税　［レベル］４　19：概念自体はメル 13年ご
ろ　［語法］　sorntolisの女に課税される。異常性欲者の更生および投
薬、性被害者の支援に使用される。
baog  ［名詞］拳　［動詞］yulを konで殴る、殴る　［物理］運動量　［類義語］
miyu　［反意語］vied　［レベル］２　f;e　赤　baog:baog::miyu,alt　【用例】　
lad baog 拳を握る　ev baog al asid 口の下に拳を置く：女の仕草の
ひとつ。笑った口を隠そうとするのが本来の役割だが、実際に大口
を開けていない場合は、上げた手がつい余ってしまう。そこで口で
なく口の下に何となく置いておくという、あまり大きな意味を持た
ない日常的な動作。ただ、だからこそ男が可愛いと思うしぐさ。　
baog van dis a! ぶん殴るぞ！
baogwaaz  ［物理］モーメント、運動量のモーメント　［レベル］５　21

baoglond  ［名詞］殴り夢　rd;/　23　［語法］［文化］　殴ったり蹴ったり怒
鳴ったりして、自分の声や壁ドンなどによって目覚めること。　　・
登録の経緯　　seren arbazard �@serenarbazard　夢の中で相手を
ぶっ飛ばしたとき、現実でも呼応しておもくそ殴った結果壁に手が
当たって部屋の壁に穴が開く。この現象を私は中学時代から殴り夢
と呼んでいる。しかしアルカで造語したことのないことに気付いた
ため、収録しておこう。　開く　 返信  削除  お気に入りに登録　1
分 seren arbazard �@serenarbazard　馬鹿にされたくらいで相手を
全力で殺しにかかるのが、大脳新皮質が寝てる本性の俺。どんだけ
プライド高いのと、どんだけ凶暴なのよと思う。で、こういう怒号
や殴りで起きる夢をよく見る。　開く　 返信  削除  お気に入りに
登録　3分 seren arbazard �@serenarbazard　今の夢：嘲笑された
→軍靴（足先が鉄になってるユベール用の殺人靴）、刀と木刀の二刀
流、ナイフ、マグナムを装備→なぜか生きてるウチの親父が慌てて
警察を呼ぶ→親父を無視して、嗤った奴ん家のドアを怒号と共に打
ち破る→自分の怒号で目覚める　【用例】　an tilat vix on baog mil bao
glond. 殴り夢のせいで手に怪我をした。
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baogon  ［動詞］yulにげんこつする、げんこつする、ゲンコツする、叩く、
殴る　［普通動名詞］げんこつ、ゲンコツ　tm;baog/gon　23　［語法］　ゴン
と拳で打ち下ろすこと。
bau,alt  oma　fovet

bik  ［動詞］yulを konで握る、握る、掴む、つかむ　［レベル］２　13:古 :b
aog（拳）　【用例】　la bikat wasp luut. 彼女は彼の袖を掴んだ。　la bikat 
las ant. 彼は私の手を掴んだ。
bikt  ［建築］ノブ、ドアノブ　［レベル］２　13:制 :bigka（握る部分）　【用例】
　hol bikt ノブを回す
bikvian  ［運動］握力　［レベル］３　21

bikpast  ［料理］おにぎり、おむすび、握り飯　［レベル］２　22　［文化］　→ so
rtpast　smにアルティアから流入した料理。　携帯食としては冷や飯
でも我慢するが、学食など設備のあるところでは温かいごはんを握
るか、レンジでチンするなどして温める。形は手で握って自然な形で、
三角や丸など。
bika  ［電算］パソコンのマウス、マウス　［レベル］２　al;↓　16:制 :bik

bikabeta  ［名詞］マウスパッド　［レベル］３　al;/　23

bike,f  le
bikeno,f  あれの　bike/keno

bix  ［生物］髪以外の毛、毛、髭、髯、鬚、ひげ、ヒゲ　［レベル］２　17:制 :
恣意
bixkad  ［地球の国名］バルバドス　19:ポルトガル語でヒゲの生えたもの
bixkuka  ［動物］ヒメジ　17:制
bixni  ［動物］ペルシャ、ペルシャ猫　21:ヒゲ猫
bisik  ［植物］金柑、キンカン、きんかん　［レベル］３　16:制 :boilisik（ラ
グビーボール型みかん）
bin  ［名詞］防御失敗、ノーガード、直撃、ダメージ、大打撃、打撃　［動詞］
yulを防げない、防げない、食らう、yulは solに効く、有効だ　［形容詞］（an
で）ノーガードな、直撃な　［反意語］alvan、fea　［レベル］３　fv;fovet。
弾かれたときのビンという音から。　24　［語法］　完全に防御を失敗し
て直撃を食らうこと。
bibi  ［化学］アゾ化合物、ジイミド　19:beis/beis

bibil  ［音楽］ディスコ、ディスコミュージック　［レベル］４　vl;bebel。
やっている当人たちが「こんなもの無駄無駄」と自己卑下しながら
狂喜してそう呼んだ。　21
bicmag  ［音楽］ビブラスラップ、ヴィブラスラップ　vl;bic/mag　bic
は擬音。magは揺れる。　22
biz  ［医療］［料理］カビ、黴　［レベル］３　14:制 :beebliiz（臭い小さいもの）
bils  ［名詞］かべかけ、壁掛け、タペストリー　［レベル］３　13:制 :bil（壁）
bila  ［建築］漆喰、しっくい　［レベル］５　16:制 :bil（壁）
bileo,szd  iire
bia  ［名詞］雑音、うるさい音、ノイズ　［類義語］fo　［レベル］２　20:古
byats（いらない）
bianka  ［娯楽］ビアンカ　21　［文化］　『グラディウス』に相当するゲーム。
bialet  ［軍事］中佐、ビアレット　［組み数字］７/２０　［類音］vialet　［レベル］
３　19:ridia:balt（跳ね返す＝対抗する）/letis（レティス）→ balet→
頭母音を baltirとずらすために iを加え　［語法］［文化］　kana

biip  ［名詞］ブザー、ベル　［レベル］３　古 :オノマトペ　【用例】　ar 
biip ブザーを鳴らす
biiz  ［俗語］［動詞］yulをなめる、なめる、舐める、甘く見る。舌で舐
めるという意味ではなく。　［レベル］３　8:kliiz

bio  ［親族］じーさん　［レベル］２　19:ridia:be/fio

box  ［単位］澗　21:bex

bon  ［動詞］yulを弾んで aに行く、弾む、バウンド　［レベル］２　13:制 :
古 :bong（ゴムボールが弾むオノマトペ）　【用例】　gek bonand tood a 
font. ボールが坂を弾んで道路に出る。
bont  ［名詞］反動　［動詞］yulを aに反動させる、反動させる　［レベル］４
　fv;bon（跳ね返るオノマトペ）/te　24　bont:bont
bontleko  ［医療］離脱症状　［レベル］６　rt;/「反動症状」　24

bonbe  ［俗語］デブス、デブサイク　［類義語］been、beja、lejest　zg;b
onは太った音象徴。beは卑音。　［レベル］３　23　［語法］　デブで不細
工な人のこと。男女ともに使う。　［文化］　ブスはともかくデブスは
嫌われる傾向にある。後者は努力である程度改善できるのに努力を
怠っているためである。　【用例】　an xilhi sen been tet bonte dac. 
bonte em sen been voskel vol em lixa, tia a?? ブスはまだ許せるが、
デブスはマジで許せん。デブは根性で痩せられるだろうが！
bona  ［形容詞］ぐにゃぐにゃな　［レベル］２　古 :bnan

boni  ［植物］ブロッコリー　［メタファー］ねぐせ、寝ぐせ、寝癖　［レベル］２
　lakta:｢ 寝癖の頭 ｣が原義。　【用例】　lala, tyu til boni e. わー、寝癖
すごいよ。
boppo  ［卑語］ハゲ、はげ、禿げ。禿、スキンヘッド、ツルピカ　［メタ
ファー］スポット、空いた空間、広い空間で少しだけ違った部分　［レベル］
２　古　［文化］　卑語としては使わないこと。メタファー語義は使っ
て構わない。
bopot  ［動物］ロシアンブルー　21:boppo/te

bob  ［形容詞］匂いが強い　［類義語］beeb　［反意語］vev　［レベル］２　制　［語法］
　臭くはないがキツイ匂い。つけすぎの香水など。　【用例】　☆ ti tur 
liito, tal bob on tu towa. 良い匂いの香水だけど、つけすぎで臭いよ：
日本語では「臭い」と訳すのが自然。

bobo,f  rein
boh  ［動詞］yulをむせばせる、咽ぶ、むせる、むせぶ　［レベル］２　古 :
オノマトペ　【用例】　an bohat. 咽た。　an bohat la vol bad xos laat. 彼
の背中を叩いたら咽だした。
bort  ［軍事］少佐、ボルト　［組み数字］８/２０　［レベル］３　19:ridia:bolt
（槌（腕力の象徴。そろそろ少佐くらいだと前線に出ることも増える
ため））　［語法］［文化］　kana

bowa  ［擬音］どかーん、ドカーン　［レベル］２　19:リディアの書
bolt  ［名詞］槌、ハンマー、金槌、木槌、鉄槌　［動詞］yulをハンマーで
打つ　［音楽］ピアノのハンマー　［魔法］ボルト。土の黒魔法。地中の鉱
物を集めて槌とし、敵を打つ。打撃系魔法なので物理攻撃のバリア
で防がれる。　［名詞］（til boltの形で）腕力　［レベル］３　sm;vol,fv.l　
13:制 :古 :bol（槌）。赤アンクノットにはヴォル (vol)とあるが、編集
者の聞き間違い。　vol:bolt:vol　［語法］　制裁や仕置きの象徴。子供の
お仕置きの象徴は鞭。　［文化］　腕力の象徴。
bolk  ［動詞］yulを這って aに行く、這う　［レベル］２　13:制 :bolke(床を行く )
　【用例】　xia bolkor lestez a tant. 紫亞が居間を這って出て行く。
bolknana  ［地学］［歴史］リィアキアン　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

bolka  ［名詞］爬虫類、は虫類　［生物］爬虫網　［レベル］３　16:制 :bolk

bols  ［名詞］カーペット、絨毯、じゅうたん、敷物　［レベル］２　14:制 :bo
lni(床の毛織物 ),bolsab(床の毛織物 )　［文化］　dosmdolk　【用例】　ev bols 
al aks 床にカーペットを敷く
boi  ［名詞］ラグビーボールのような楕円形の球、楕球　［数学］楕円、非
真円← guxmem　［卑語］金玉、キンタマ　［レベル］２　faava:古　［語法］　
guxmem
boigek  ［運動］ラグビー　［レベル］３　13:制
boiaja  ［電算］［工学］非円率　vl;/「楕円率→非真円率」　23　［文化］　光ファ
イバーに関する専門用語。非円率とはコア中心に中心としたコア領
域に外接する円と、それと同心でコア領域に内接する円の二つの円
の直径の差をコア径に対する百分率で表した値であり、この値が大
きくなってコア形状が真円形状から離れるほど伝送性能が低下する
ため好ましくない。
boog  ［医療］たんこぶ、タンコブ　［レベル］２　22:オノマトペ
boor  ［動物］狸、タヌキ　［レベル］５　paal:lakta　［文化］　アルバザードには
元々生息しておらず、あまり輸入もされていないため、なじみがない。
アルバザード人は boorと聞いても、こちらでいうカピバラくらいに
しか分からない。
booze  ［俗語］ヤギ面　［類義語］been　tm;beeze.k　［レベル］３　23<baaze:21
　［文化］　使わないこと。　アルバザード人は人種的におかめやおた
ふくに当たる顔があまりない。代わりにヤギのような顔をした人が
いて、ブスブサイク扱いされる。鼻が変な形だったり、目が変な形だっ
たりする。ヤギのように。ちょうどおかめやおたふくなどの悪口に
相当する言葉がこれとなる。
be  ［接頭辞］～しやがる。動詞につき、miの反対で、悪い意味を作る。
　［接頭辞］拙者、小生。代詞につき、謙譲語化させる。　［レベル］２　21:
古の卑音から
bet  ［名詞］泥、マッド　［レベル］２　fv;be/tuuno「汚い土」　定 :汚い土
　bet:bet:la beket
betta  ［親族］アネキ、姉貴　［類音］bette　［レベル］２　19:ridia:be/eeta　［語
法］［文化］　alser

bettan  ［料理］田楽豆腐　［レベル］４　22:luxia:betから。新宿。豆腐は食
べたがこれは嫌がった。おいしいのにね。
betton  ［生物］サンショウウオ、沙羅曼蛇、サラマンダー　［レベル］３　
22:「どろどろの」
bette  ［名詞］オッサン、おっさん、おじん、オヤジ、オジン　［類義語］
tette　［反意語］bella　［類音］betta　［レベル］２　20:be/tette

bettel  ［形容詞］みじめな、惨めな、あわれな、哀れな　［類義語］lenas、
veigl　rd;bet/eel「泥だらけの顔」　［レベル］３　23

betkoxe  ［名詞］泥沼、沼　［レベル］３　22

betbect  ［動物］ザリガニ、ざりがに　［レベル］３　16:制 :失彩エビではない。
但しエビの下位分類ではない。
betl  ［生物］サルモネラ菌　［レベル］５　19:ridia:bet/levn　［文化］　泥水の
ような汚染された水などを介して広まる。綺麗な水のない衛生状態
の悪い地方で多発した。
beta  ［名詞］マット、パッド　［レベル］３　13:制 :betabe(泥を取るための布 )
　【用例】　ev beta マットを敷く
beti  ［形容詞］濁った、濁る、濁す　［反意語］fren　［レベル］２　19:ridia:
bet　【用例】　sap e felez at beti ento an na yai on ins ont osn. 教室
の空気が濁っていて、目と頭が痛かった。
betis  ［俗語］マスゴミ　［レベル］５　al;be/tisl　24

betiins  ［医療］緑内障　［レベル］４　19

betowa  ［美容］コロン、オーデコロン　［レベル］４　21

betel  ［医療］破傷風　［レベル］３　古 :bet

bek  ［名詞］暴力団、マフィア、ヤクザ、ギャング　［レベル］３　14←古 :
beeklet。語源不詳。臭い（＝悪い）と関与ありだろう。
bekka  ［親族］親父、オヤジ、おやじ　［レベル］２　19:ridia:be/kakka

bekkam  ［名詞］イライラの種、気に喰わないこと、ムカつくこと　［レベル］
３　rd;bekam.k「吐き気を催すようなこと」　24
beka  ［名詞］クラブ　［レベル］４　ridia:定 :元は beebka｢ 変なにおいがす
るところ ｣　［文化］　酒を飲み、女が相手をするところ。インプレンに
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ある。
bekam  ［形容詞］気持ち悪い、肉体的に気持ち悪い、吐き気がする、ふら
ふらする　［類義語］melis　［反意語］esil　［レベル］２　20:bekem（胃が悪い）
→ bekem→ bekam（胃を意識しすぎてしまうため、bekamに）　［語法］　
esil　【用例】　an til bekam fuo mil rij. 二日酔いでひどく気持ちが悪
い。
beke  ［代詞］こんな場所、こんなところ　［副詞］こんなところで。el不要、
ka不要。　［類義語］atu　［反意語］okel　［レベル］１　22;beke,f.hem。卑音が
入ることから意味が悪化して借り入れられた。　22
beke,f  atu
beket  ［経済］汚い金　［類義語］gil　［反意語］anje　［レベル］４　rd;<lt　24　
［語法］［文化］　anje

beket,szd  bet
bex  ［動物］くじら、鯨、クジラ　［レベル］２　13:制 :buxl。よく分からな
いが pxetなどの古い形に関連があるだろう。
bexifa  ［地球の星座］［ユマナ］くじら座　24　［文化］　ifa

bes  ［名詞］おべっか、お世辞、追従（ついしょう）　［動詞］yulというお
べっかを aに言う　［反意語］feit　［レベル］３　古　［語法］　心にない相手
のためにならないことを言うこと。
beste  ［形容詞］付和雷同　［レベル］４　22:bes/te

beska  ［生物］うなぎ、ウナギ、鰻　［レベル］３　rd;bet/aska「泥海竜」アル
ティアから輸入した際に altを取り入れずに造語した。　22
besa  ［環境］埃、ほこり、ホコリ、ダスト、ちり、チリ、塵　［レベル］２　定 :
汚い砂　【用例】　sed besa ほこりを払う
besabelt  ［名詞］ちりとり、塵取り　［レベル］２　14:制
ben  ［俗語］［感動詞］［名詞］クソ、バカ、だめ、ダメ、駄目、マズイ、まずい、
マズい、ヤバイ、やばい、ヤバい　［類義語］beo、kuz　［レベル］２　古
ben(2)  ［アイテム］鞭、べん。ムチではなくベンという武器。　［類義語］
metx　szd;fovet。叩いたときの音から。　24
bent  ［形容詞］［ネガティブ］ませた、いやに大人びた、大人びて生意気な、
背伸びした　［形容詞］［ネガティブ］熟れていてまずい。熟れるとかえって
まずいものに使う。　［類義語］raz　［反意語］ibet　［類音］vent　［レベル］３
　20:be/kant
bentxas,f  veer　elt;e。エーステで音を取ったら長くなりすぎたので
後に beesに変わる。　赤
bente  ［卑語］バイタ、売女　［レベル］４　古 :beo/mente　［語法］　bempo
と同じくよく使われるが、目の前で言うと大変なことになる。現代
では売春はふつう奴隷のすることなので、奴隷程度に落ちた女とい
う意味合いもあり、さらに意味が強烈になっている。
bens  ［動詞］yulを軽蔑する、軽蔑する、見下す　［反意語］soks　［類音］bes, 
ben, venx　［レベル］２　20:be/ins

bensapt  ［名詞］卑称、蔑称　［反意語］soksapt　［レベル］３　20

benmempo  ［俗語］クソマンコ、バカマンコ、バカマン　［レベル］３　
15:制　［語法］　知能の低い女や性格の悪い女や気に食わない女などを
罵った言葉。醜い女に対しては性欲が沸かずに mempoという評価
が下らないため、適応されない。醜い女を罵る場合は beenである。
benmempoは極めて悪辣な罵倒だが、それゆえに影では多用される。
bend  ［名詞］エサ、餌　［俗語］kuil　［俗語］アルティア化された食事以外
の食事。alでアーシェが名付けた。　［レベル］２　22:古 beid（餌）
benda  ［感動詞］大丈夫ではない、大丈夫じゃない、だめ、駄目、ダメ、
だめだ、駄目だ、ダメだ、だいじょばない、無理、むり、ムリ、無
理だ、むりだ、ムリだ　［感動詞］アウト　［反意語］passo　［レベル］１　20:za
na:ben/da（馬鹿だろ）。tu et ben da（馬鹿だろそれ）の tu etが省略
された後に語彙化して bendaになったもの。20年ごろの造語。語彙
化とともに意味が薄く広くなり、passoの反対語になったのが 22ごろ。
幻日登録も 22年。口語では使われたが、文語では見られなかった。
benben  ［幼児］トイレ　［類義語］beek　［レベル］１　21:ridia:bena/bena（お
しっこ、おしっこ）とルシアを誘導したことから。23までセレンは
知らず、23に登録。
benzen  ［名詞］スカトロ、スカトロジー　［類義語］diaer　［レベル］４　
fv;beは卑音　古　［語法］　benzenと diaerは語の古さしか違いがな
く、歴史的な違いだけであり、ニュアンスや語感は変わらない。　【用
例】　→ benzenan

benzenan  ［名詞］スカトロジスト　［レベル］４　rd;/　23　【用例】　xalt ben
zenan, filin et rakear le miyu er tio al eria fren pot main dac. 
スカトロジストにすれば美少女はただの水を体内で澄んだ聖水に変
える濾過器である。
bena  ［幼児］おしっこ　［レベル］１　13:古 :尿の一般語 bebe。beb/e（臭
い水）　【用例】　lala, tyu ares bena, xia liij. あら、おしっこ出たのね、
紫亞ちゃん。
benas  ［形容詞］笑える、ワロス、バロス、ワロタ、ワラタ、クッソワロ
タ、クソワロタ　［レベル］２　al;beo/nax/sols.mv（クソ笑わせる）　23　【用
例】　tu veiz et benas fuo a! (aaa この動画クッソワロタｗｗｗ　ban
as fuo (da) (aaa テラバロスｗｗｗ　benas fuo mil{on} palntxut (aaa 笛
なめとか、テラバロスｗｗｗ（mel keetoia）
benares  ［アビリティ］ベナレス　rd:ryuu;,hy（圧力）　古 :ryuu:中学生
くらいに考えだされた。　［文化］　rdにおけるリュウの必殺技。上空
に飛び上がり、上から剣を振り下ろすと尋常ならざる圧力がかかり、
辺り一帯の地面が凹むほどの威力を出す。
benom  ［軍事］佐官　［名詞］中ボス　［組み数字］３/７　［レベル］３　古 :zana　［文
化］　士官の階級のひとつ。大佐、中佐、少佐に分かれる。

befas  ［名詞］［感動詞］［俗語］乙、おつかれ、お疲れ、おつかれさま、お疲
れ様　［レベル］３　［類義語］fatoo　vl;be/fas「卑音 /仕事→糞仕事乙」　
23:mel　［語法］　良い意味で「乙」というときは fatoo。スレ立て乙など。
一方、自演乙などの「乙」は befas。皮肉に使う。　【用例】　befas on 
coki. 発狂乙。ファビョリ乙。
bem  ［生物］膀胱　［レベル］４　13:制 :bezmesl（尿の袋）から。
bemfaiz  ［医療］膀胱炎　［レベル］５　19

bemma  ［親族］お袋、おふくろ、オフクロ　［レベル］２　19:ridia:be/maal

bempo  ［卑語］クソマンコ　［レベル］３　古 :be/mempo

bemhoho  ［医療］膀胱結石　［レベル］５　19

bemjior  ［生物］膀胱兪、膀胱愈　21

bemi  ［卑語］［名詞］［形容詞］～のクソ野郎　［レベル］２　古 :bemi。卑音の
bと emiがくっついたもの。　［語法］　emiより酷い卑称。
bedat  ［親族］ばーさん　［レベル］２　19:ridia:be/enda

beg  ［代詞］［gano］おまえ、おめぇ、オメー　［レベル］１　21:kliiz:be/gyu

begrens  ［言語］嫌いな言葉　［反意語］siinarens　［レベル］４　rd;be（卑音）
/gyu（苦い）/rens（言葉）　24
begoa  ［形容詞］精神的に汚い　［類義語］telas、enfrex　［反意語］eriet　［レベル］
３　22:ridia:be/goa「吐き気をもよおすような」　［語法］　簡単に言え
ばこういうことである。アイドルの握手はたとえ手を洗ってなくて
telasでも eriet。ブスの握ったおにぎりはたとえ vantajでも begoa。
beget  ［代詞］［gano］おまえの、おめぇの、オメーの　［レベル］１　21:kliiz:
beg/te
begel  ［動物］芋虫、いも虫、イモムシ　［レベル］３　定
begel(2)  ［ランドマーク］ベゲル　21　［文化］　南区にあるライブハウス。最
寄り駅カルザス＝ミルフから徒歩で１０分。
bebe  ［動物］うじ、ウジ、蛆、マゴット　［レベル］３　定
bebet  ［名詞］がらくた、ガラクタ　［レベル］２　rd:bebel/te「無駄なもの」
　23
bebel  ［形容詞］無駄な、非合理的な、非効率な、効率の悪い、もった
いない　［反意語］fref　［レベル］２　19:melidia alis:be（悪い）be（悪い）
l（ものごと）　【用例】　an lo tu et bebel xel tuus vok xa atu hot. これ
らの文がここにしか載っていないのはもったいないと思います。　an 
yolat sel bebelel kont so yuu. 一日中何もしないで時間を無駄に過ご
した。
bebelnad  ［名詞］杞憂　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　【用例】　tu et bebel
nad tis. それは杞憂にすぎない。
bebelvils  ［化学］トレオニン、スレオニン　19:穀物からの吸収率が良
くないため、「効率の悪い」と名付けられた。
bebelgaid  ［医療］バセドウ病　［レベル］６　19:たくさん食べても痩せる
さまを、「非効率的な甲状腺」とした
bebelyol  ［普通動名詞］無駄使い、浪費　［動詞］yulを無駄に使う、浪費す
る　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用例】　an sit mel l'an bebelyol flen. 
無駄にする時間はなかった。
bebeal  ［名詞］うんち、うんこ　［レベル］２　古 :be（くさい）/be（くさ
い）/al（もの）　［語法］　大便を意味する日常的な言い方。といっても
人前ではあまり言わないほうがいい。
bec  ［卑語］バカ、馬鹿、ばか　［alben］［代詞］二人称 bazの強調形。てめぇ
に相当。　［類義語］teolo　［レベル］２　古 :bec← belo　［語法］　teoloは
親しみがある感じがするが、becは口汚い。知性のなさを罵る語。
bect  ［動物］えび、海老、エビ、ロブスター　［レベル］２　定 :バナナと
同じで湾曲したもの　［文化］　一般的に食べられる。やや高級。
bectkad  ［地球の国名］カメルーン　19:国名が海老の国
bectharma  ［言語］ベルト幼字　21　［文化］　hac

bectata  ［言語］ベルト会談　20　［文化］　hac

becs  ［植物］バナナ　［メタファー］［婉曲］大便、うんち、うんこ　［レベル］２　
定　［文化］　リンゴについで人気のある食べ物。エネルギー効率がよ
く、健康にも良いとされて常食される。アレルギーがあるので注意。
　【成句】　［婉曲］ar becs 大便をする
becsalx  ［経済］ジニ係数　vl;diiabecs/alx　23

becm  ［形容詞］湾曲した、曲がった、バナナ状の　［名詞］切痕　［レベル］
３　16:制 :becs
becmtalk  ［動物］単弓類、単弓綱　vl;/「湾曲した綱」。頭蓋骨の左右、
眼窩後方に側頭窓という穴がそれぞれ１つずつあり、その下側の骨
が細いアーチ状となっていることから。　23
bert  ［悪魔］ベルト　［レベル］４　meltia 0:bert;e　17:制 :古 :ridia:arte
のもじりが語源か。古では ertだったが悪魔っぽくするために音を
付け加えた。　［文化］　世界と言語を司るデームス。言語と世界を司る。
２０歳前の女性の姿。白黄混血系、長髪。冷静沈着『幻想話集アティー
リ』ではセレンが異世界の住人であるように、霊界とそれ以外の世
界の存在を認めている。ベルトは霊界に異物が混じらないように異
世界と霊界との関係を断絶し、それを監視するという仕事を担って
いる。従ってセレンはベルトが漏らした例外といえる。ただし実際
に連れてきたのは悪魔メルティア。なお、ベルトは同時に言語を支
配し、霊界の言語を常にアルカに保っていて、異言語の存在を排他
している。また、異世界が霊界に対して脅威とならないように異世
界の言語を混乱させるという仕事も持っている。つまり、異世界の
人間たちが情報を自由に交換して力を付けることが難しくなるよう
に、異世界の人々の間にいくつもの言語を作るという仕事を持って
いる。例えば人間界における英語や日本語のように。また、ベルト
は戦いに力を使わないため、戦闘力は極めて低い。しかし自分に課
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せられた仕事をまっとうするための力は与えられているため、ベル
トの仕事はテームスでも邪魔できない。それに、もし邪魔をすれば
たちまち霊界は異世界からの干渉によって自己組織化が崩壊してし
まうからである。ベルトは異世界からの断絶を行い、メルティアは
異世界からの流入を行うといわれている。見た目は manaで、luxianで
ある。髪は長く、性格は冷静。　水星を司る。
bertmops  ［動詞］yulにコブラツイストをかける　［レベル］３　20:kalie:え
びぞりで組み伏せる
bertmesti  ［名詞］高みの見物、高見の見物　［レベル］４　22:ベルトはい
つも戦わずに安全なところから見ているだけなので。　【用例】　ar ber
tmesti 高みの見物をする
bertia  ［アトラスの国家］ベルティア　［レベル］５　19:ridia:bert

bertiacajik  ［経済］ベルティアショック　［レベル］６　al　22　［文化］　363
　「ベルティアショック」　連合諸国は敗戦後、明暗の差がハッキリ
分かれていた。多額の賠償金を支払いながら国家運営をしていた点
では共通していたが、メティオのように急成長を遂げた国もあれば、
ベルティアのようにマイナス成長から抜けられずにくすぶった国も
あった　敗戦から 30余年の間に国際社会の協力のもとで復興ないし
破綻回避してきた弱小国だったが、この年ついにベルティア政府が
デフォルト。国債の持ち合いをしていた近隣の魔方諸国が連鎖的に
デフォルトを起こす。魔方諸国に多額の債権を保有していたメティ
オは国単体では好況だったが、これにより打撃を受ける。また、連
合諸国に復興支援の名目で大きな額を貸し付けていた枢軸諸国も被
害を被った　これが契機となり、世界経済が悪化
berji  ［伝統色］セピア。地球の定義より淡い。　［レベル］４　22:bert/
ji。最初のインクというところから。
beril  ［形容詞］低俗な、卑しい、賤しい、賎しい、いやしい、俗悪な、
俗物な、卑俗な　［反意語］tran　［レベル］３　20:bern:19:ridia:arbaxelt:be/
tran　［文化］　→ antel　・セレンの価値観　　セレンは高尚なものも低
俗なものも好きだ。　だが学問などの高尚なものが娯楽などの低俗
なものより優先されない社会は知的水準が下がり、最終的には国力
低下を招くため、あってはならないと考えている。　ところが現代
日本ではこの当たり前の考えが驚くほど受け入れられないというこ
とを身をもって何度も何度も経験しては苦渋を舐めてきた。さらに
そういう連中が本来上なはずの東大生や医者を含むという驚愕の事
実を経験して、あぁこの国は滅ぶんだなと実感した。　だからこそ
リディアと協議して「アルバザードだけは絶対に滅ぼしてはいけな
い、最強の国を維持しなければならず、それを実現するための社会
づくりをしよう」という考えになっていった。　　・革命でセレン
が求めたもの　　セレンは低俗なものを制限し、国民の民度を高め
た。このことからしばしばセレンは低俗なものが嫌いと邪推される
が、それは誤解である。　セレンはアニメやマンガやバラエティ番
組など、低俗なものは娯楽としてむしろ好んでいた。また、アニメ
などに関してはひとつの文化であるとすら評していた。　ただ問題
はそういった低俗なものが高尚なものを凌いでしまうということで
あった。ふだん高尚な学問や芸術をしている人間が息抜き程度に低
俗なを娯楽を楽しむという程度なら問題ないし、むしろ精神衛生上
良い。だが、遊びが勉強を上回ってしまうというのは良くない。　
低俗なものばかりが売れて、娯楽品を売る会社が綺麗な大きいビル
を建て、その一方で辞書や学術書などを売る出版社の社屋がボロ屋
だというようなことがあっては、その国は早晩滅ぶとセレンは考え
た。実際２０１３年現在の日本がそうで、この国が滅ぶことが良い
証左であろう。　セレンは低俗なものは多様性及び娯楽の確保とし
て抹消されるべきでないとした上で、しかし低俗なものが高尚なも
のより優先され流布され受け入れられ儲かるという構図は国民の民
度や知性を貶めるとして制限すべきだと考えた。　革命ではこうし
た娯楽品に高率の情報税をかけ、更に出版社側に回る儲けの割合も
減らすことにした。同時にマスコミを使い、娯楽は息抜き程度にや
るものであって、それに溺れるような人間は恥ずかしいという価値
観を植えつけた。　革命まではセレンの考えは一部の高学歴な人間
によって自然と実施されていたが、中流下流では実施されていなかっ
たため、国民全体としての民度や知性は年々だだ下がりだった。セ
レンの革命により、ようやくアルバザード人の民度と知性は上昇に
転じた。　革命により娯楽品は儲けが少なくなったため、当然のこ
とながら現在の日本の学術書のように鳴りを潜めざるをえなくなっ
た。出版点数は減り、全体的な売り上げも減少した。その代わりマ
スコミを使った洗脳によりより学究的な出版物の売り上げが反比例
して増えたため、経済全体を低迷させるような事態は招かなかった。
　むろん低俗な国民がすぐに高尚なものに慣れるわけではない。多
くの人間はできるだけ勉強をしたくないのだ。そこで爆発的に数を
増やしてきたのが、娯楽書の要素を取り入れた簡便な学術書であっ
た。例えば地球でいう「はじめてのアルカ」や『言語学少女とバベ
ルの塔』のような、学問的な内容だけれども、アプローチは娯楽的
で入りやすいといった作風が爆発的に増えた。セレンの革命により、
学問を楽しもうという風潮が高まり、それまでお固い難解な文字の
羅列であった学術書の業界が娯楽要素を取り入れることで、より分
かりやすくよりとっつきやすい内容に変化し、一般受けするように
なっていった。　要するに高尚なものは低俗なものに門戸を開き、
低俗なものは高尚なものに擦り寄ったというわけであり、その結果、
両者が融合してグレーゾーンであった『言語学少女とバベルの塔』
のような一般人向けの学術書といった作品が増えた。　もちろん既
存の娯楽品も、既存の難解な学術書もそのまま残ってはいるが、全
体数は減った。代わりに増えたのがこのグレーゾーンである。全体
としての出版業界の売り上げは大して変わっていない。　革命がも
たらしたものは、民度と知性の総中流化であるといえよう。革命は
経済的にも総中流化をもたらしたが、民度や知性においても総中流
化をもたらし、広がっていた格差を是正した。　　現実のセレンが
思うに、昭和の日本が強かった頃は概ねこんな感じだったように思
う。もっと一般人も今より教養があったように思える。自分の親の
世代と今の子供たちの親の世代を比べると、無教養な人間が増えた

ように感じることが多い。　新聞を読む人口も減ったし、教育的な
テレビ番組も減ったし、文学を読む機会も減ったし、漢字の識字率
も年々悪くなっている。今の子供にいたってはゆとり教育の残滓も
あるのだろうが、フランスや韓国の位置はおろかユーラシア大陸す
ら知らないという者が平気でいる。全体的に勉強の話をしなくなっ
たし、興味を持たなくなったし、知性が下がっているように感じる
ことが多い。同時に低俗な娯楽品は昭和に比べて圧倒的に増えてい
る印象を受ける。マンガやラノベやアニメの出版点数を上げるまで
もなく――である。　逆にネットなどのおかげで教養がある人は個
人でも学会員に対抗できるほどの知識を持った人がおり、経済だけ
でなく知性や民度まで格差が広がっているなぁと感じることが多い。
つまりできない人は昔よりできなくなっており、できる人は昔以上
にできるようになって、昭和に比べて平成は格差が広がっているの
である。大学全入時代と呼ばれる現在においてですらこの体たらく
である。　セレンとしては格差があまりに広がった社会は良くない
と考えているので、経済においても民度においても知性においても、
あまりあからさまな格差社会は良くないと考えている。その結果が
このカルディアにおける革命である。　　・革命と低俗　　もしア
ルバザードを日本と同じように滅ばせたいのなら、日本と同じシス
テムにしただろう。だがアルバザードは世界一の強国である。しか
もアメリカのような新参と違い、長年に渡って一位を維持してきた。
　アルバザードが首位を維持できたのは学問や研究を疎かにせず、
高尚なものに注力してきたからである。革命家の力が弱まるとすぐ
人間の弱い心が易きに流れて低俗なものが流行るが、そのたび革命
家が現れ、低俗＞高尚だった世の中を高尚＞低俗に戻してきた。　
その結果アルバザードは高い技術力等を誇り、他国に対して常に優
位な立場にいることができた。もし革命家が現れなければ、ローマ
→フランス→イギリス→アメリカと首位が渡っていったように、ア
ルバザードも一位から転落していたことだろう。　地球には魔導師
の革命家がいないのでカルディアの革命はできないが、カルディア
には魔法があるのでできる。だから地球の見方で「その革命はしく
じる」と評するのは適切でない。　【用例】　rsiila alxa yuki xaf les nos 
yuki xir kon xiv kai aata. el pras fal berilen kont kaax berilen et 
berilen. 支配者たるもの拒むところは声を大にして拒まねばならな
い。低俗なものは低俗なものと認めた上で対処しなければならない。
berilvet  ［言語］俗語、卑語　［レベル］４　21

beren  ［地学］ベスブ石　［レベル］６　19:belfe/ren　［文化］　ユノによる
バリアを強め、防御力を高める魔石。
bez  ［医療］尿　［反意語］voj　［レベル］３　13:制 :尿 :beeb oztt（臭い汚物）
の略語。beeb oztt自体は別に尿という意味はない。
bezn  ［名詞］モップ　［動詞］yulをモップがけする　［レベル］２　13:制 :定 :
beab/zon
beznipl  ［生物］カウパー腺、尿道球腺　［レベル］６　19

beznet  ［動物］ヒマラヤン　21:モップ猫
bezm  ［生物］腎臓、マメ　［レベル］３　13:制 :bezmai(尿の身体部位 )

bezmvano  ［生物］志室　［レベル］６　21

bezmgalt  ［生物］水道　21

bezmgao  ［生物］腎盂　rd;/　24

bezmjior  ［生物］腎兪、腎愈　［レベル］６　21

bezmlor  ［医療］尿管。bezlorと混同注意　［レベル］６　19

bezmlorhoho  ［医療］尿管結石　［レベル］６　19

bezlor  ［生物］尿道　［レベル］４　19

bezlorfaiz  ［医療］尿道炎　［レベル］５　19

bezlorhoho  ［医療］尿道結石　［レベル］５　19

beza  ［化学］アンモニア　［レベル］４　15:制 :bez/to（匂い）
bezaspel  ［化学］アニリン、アミノベンゼン、フェニルアミン、ベンゼ
ンアミン　19
bezan  ［化学］アミノ基　19

bezal  ［化学］アミン　［レベル］６　19:beza/l

bezik  ［植物］クランベリー　［レベル］３　15:制 :bezvank（尿の果実）。尿
路感染症などに効果があるため
bezin  ［化学］イミノ基　19

bezil  ［化学］イミン　［レベル］６　19:bezalのアプラウト
bezia  ［政治］過激派、タカ派、鷹派　［反意語］satia　［レベル］３　20:beez
el/lia（ベーゼルのような）
bezom  ［化学］オゾン　［レベル］４　19:beez/zomlil

bezomhank  ［化学］オゾン層　［レベル］４　19

bezet  ［形容詞］せっかちな、短気な、気が短い、気が早い　［形容詞］雪
や台風など天気が通年よりも早い　［形容詞］ドラムなどが走りがちな
　［反意語］mikt　［レベル］２　19:ベーゼルのような
bezer  ［生物］エリスロポエチン　rt;bezm/eri。腎臓から分泌される
ホルモンで、骨髄の幹細胞に作用して赤血球の合成を促進すること
から。　24
bezel  ［化学］雷汞、らいこう、雷酸第二水銀　rt;beezel.k　24

beja  ［卑語］デブ、クソデブ　［類義語］jax、jaxa、bonbe　［レベル］２　古 :be/
jaxaから
bel  ［言語］bの文字　［レベル］１　14:制 :料理　［語法］　第１２文字目の
幻字。
bel(2)  ［料理］［普通動名詞］料理、調理　［動詞］yulを料理して aを作る、料
理する。完成品を yulにする間違いが多いので注意。　［レベル］１　f;e
　13:制 :古 :sorn:kyuui, kyubelii（料理）　bel:bel:　［文化］　bellea　料
理は栄養のバランスを重視して作られる。偏食はしない。肉ばかり
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とか野菜ばかりということはない。ただ、日本人ほど魚を食べない。
料理は手早く作る物が多いが、たまにやる気になると何時間でも煮
込んで手の込んだ物を作る。味付けは塩などをできるだけ使わない
ように務め、薄味を好む。味付けで好まれるのは塩やソースではなく、
香辛料の類である。アルバザードには数多くの香辛料があり、どの
家庭にもたくさんの香辛料がある。使い方も心得ていて、どの料理
に合うか知っている。量はあまりかけない。アルバザードはレトル
トを嫌う。冷凍食品も嫌う。あまり食べない。調理法は様々である。生、
焼く、煮る、揚げる、燻すなど、日本にあるものは全てある。　料
理の種類は主にアンシャル料理とインサール料理に分かれる。その
他、メテ料理やルティア料理など、世界の料理があるが、主なもの
はアンシャルとインサールである。特にアルバザードはアンシャル
が多い。飽食は悪なので世界中の料理を食べることはない。アルバ
ザードに色々な料理があるのは色々な民族がいるからであり、一人
の人間が色々な国の料理を日常的に食べることはない。従ってアル
バザード人は日々大して代わり映えのないものを食べ続ける。そし
てそれで幸せであると満足する。　　・料理のプロトタイプ　　プ
ロトタイプはシチューとミネストローネである。これは現実にリディ
アの好物がシチューで、たびたびリディアがセレンに作ってくれた
手料理がミネストローネだったことから来ている。　【用例】　tu bel at 
atx in. その料理はおいしそうだった。
bel,bg  ［接辞］悪魔を意味する
belt  ［名詞］鍋、ナベ　［料理］［メトニミー］鍋料理　［レベル］２　13:制 :古 :belk。
belkの語形はソースに取られたため。　【成句】　belt t'arba アルバザー
ドの鍋：文化の坩堝、和洋折衷
belt(2)  ［化学］スルホン　19:bel（硫黄）/tat（ケトン）
belttxikl  ［被服］サンハット　rt;belt/txiklloob　24

beltxe  ［名詞］恩知らず　［レベル］３　古？ :umtona:beltxeは本来は ｢恩知
らず ｣という意味ではないそうだ。
beltzoma  ［化学］スルフィニル基　19

beltzomi  ［化学］スルホキシド、スルフオキサイド　19

beltloob  ［被服］ベレー帽　［レベル］２　rd;/　21:鍋状帽子　［文化］　芸術
家が着けるという印象はない。アルバザードだと女子校に通う lilia
までの少女の制服というイメージ。
belta  ［化学］スルホニル基　19

beltasl  ［化学］スルホン酸　19

belk  ［料理］ソース　［レベル］２　13:制 :古 :sorn:kyuuli, kyubelii（料理）
belk,hy  belg
belka  ［建築］台所、キッチン、調理場　［レベル］２　14:制 :料理の場所　［文化］
　日本と構造も同じだが、アルバザードの台所は広い。大家族なの
で数人で料理する。そのためには広いスペースが必要だからである。
台所用品で日本と違うのは電気釜であろう。これは普及していない。
また、食器洗い機は普及している。お湯は電気ポットで沸かすこと
が多い。薬缶で沸かしてポットに溜めておくこともある。
belkasoz  ［料理］換気扇　［レベル］２　16:制　【用例】　ar belkasoz 換気扇を
回す
belkil  ［料理］包丁　［レベル］２　13:制 :料理の刃。参考：古 :liizpiiki（小
さい剣）
belkon  ［料理］調理道具　［レベル］２　19

belna  ［形容詞］卑怯な、狡猾な、卑劣、ずるい、汚い　［類義語］tels　［レベ
ル］３　rd;<fv<be/al/na　24　belna:belna:belna　［語法］　tels

belfrea  ［地学］黄鉄鉱　19

belfa  ［形容詞］うざく明るい、明るくバカっぽい、体育会系な　［反意語］
dint　［レベル］３　古 :belは beoの意味。faは火で、火のような。「火
のようなクソ野郎」が原義。　［文化］　陰気以上に嫌われる性格。ア
ルバザードは大人しい雰囲気を好むので、うざい体育会系はとても
嫌われる。
belfe  ［地名］ベルフェ　［名詞］温泉→belfet　［レベル］３　古 :beeb elfe（臭
い泉）　［文化］　アルバザード北東部の一地方。アルバザードに珍しい
火山帯にあり、温泉が多い。中でもベルフェには硫化水素の混じっ
た温泉が沸く。臭いが健康には良い。
belfet  ［名詞］温泉、温泉施設、スパ← belfe　［レベル］３　21:belfe/te

belfel  ［料理］料理学、調理学　19

belfelil  ［化学］硫黄　［レベル］４　18:制
belma  ［名詞］ベルマ、クソ女、女　［反意語］flandia　［レベル］３　vl;bebel/
max　22:bebel/max「無駄穴」　［文化］　現実の女。漢字ではけものへんに
女と書く。　特性は右記の通り。一度別れると相手との思い出うっ
ちゃり投げ、口汚い、優しくない、むしろズルくて残酷、可哀想と
言う割には支援しない、意地が悪い、噂をする、低俗、高尚なもの
を介さない、フロンティア精神なし、明らかにマイナスな化粧がプ
ラスと思っている勘違い、お前らだけだったら何万年経っても穴蔵
生活だったくせにオタク系研究者を馬鹿にする、てゆうか全てがバ
カじゃねえの。どう考えたって世の中発展させたのは flandiaを夢見
る男たちの不朽の努力だろ。　【成句】　belma aliet til xiv kai. 性格の
ねじ曲がった女は声が大きい：悪貨は良貨を駆逐する。腐ったリンゴ。
一部の性格の悪い女のせいで他のまともな女まで色眼鏡で見られて
しまう。また、そのような性格の悪い女はしばしば同調行動を求めて、
まともな女を堕落した道に引きずり込もうとする。結果、大人しい
まともな子が孤立したくないという理由で悪化していく。腐ったリ
ンゴが良いリンゴを腐敗させるように。
belme  ［親族］どら妹　［レベル］２　19:ridia:be/amel　［語法］［文化］　alser

belg  ［地学］青銅、からかね、ブロンズ　［レベル］４　meltia 9:gilius;b
el/gi「錫とで料理された金属」　古 :gは gi（金属）　belg:belg::belk,

hy　［文化］　meltia 9にギリウスが銅鉱石の中から発見した。青銅は銅
と錫の合金だが、銅鉱石の多くは錫を含むため、比較的発見は速や
かであった。青銅はその後ギリウスによって意図的に取り出される
ようになった。　青銅は銅に比べて硬い。また、研磨や鋳造・圧延
などの加工ができた。地球では武器や壷などに使われたが、青銅は
ユノの伝導率が悪かったため、剣や斧には加工されなかった。その
一方で、壷や装飾品には用いられた。　よってアトラスの青銅器時
代は内容が限られる。地球では中東、現在のアフガニスタンに錫の
生産地があり、流通を維持するために各国は小競り合いをしながら
も大々的な征服は行わず、ある程度安定した勢力関係を保っていた。
しかしアトラスではその需要がないため、事情が異なっていた。　
神を通じてユーマの一族にも青銅が伝わったが、やはり装飾品とし
て用いられた。錫の産地は銅よりも限られるため、銅より高価なも
のとなった。神の実在するアトラスでは取り立てて祭祀用に使われ
ることもなかった。　なお、青銅は simelを短くする効果がある。日
常的にはあまり使うことのない機能なので、青銅は地球ほど重要な
金属にならなかった。
belgmekia  ［名詞］青銅器　［レベル］４　meltia 88:gilius;/　23　［文化］　
belg
belgand  ［アトラスの国家］ベルガンド　［レベル］４　zg;bel/gand　［文化］　面積：
258333.168725 km^2　yuuma 3606　バルマーユから広まっていった魔族が
ミュールへ入る。土着の魔物は知能の低いものが多く動物社会を形
成するにすぎなかった。今回入った知能の高い魔族は人類の少ない
ミュールを好都合と捉え、ここに belgand共和国を築いた。最初にで
きた国は王国となるイメージがあるかもしれないが、人間と違って
魔族の集まりは異なる種の集まりであり、その点を考慮せねばなら
ない。belgandは多種多様な魔族の集まりで、知能の高いヴェイガン・
エルヴェイグ・エリアンが主に支配階級にいた。彼らは各種族の代
表からひとりの執政官を選んで共同統治をさせるという政治システ
ムを採っていた。　belgandの領土はミュールと現カテージュで、カ
テージュは少数派だが個々では力の強い liant, lilm, galfrei, libeeze
などの魔族が多い。ごく少数だが verlansなども存在する。またここ
にも veiganは多い。カテージュでは混血が多く、魔人が多い。
belgandren  ［言語］ベルガンド語　［レベル］５　21　［文化］　悪魔の言葉は
何語か。まず神の生まれ方を見てみよう。　神は本から生まれたユ
ルグのように物から生まれるものや、テュアのように分娩を経ても
最初から服を着ていたり幼女だったりするものがいる。人間の生ま
れ方とは異なることがある。　テュアは生まれてすぐ親になぜ服を
着て生まれてきたかと問われ、自分は高貴だからと答えている。と
いうことは、生まれたときから言語を習得していなければならない。
しかし単に分娩しただけではこのようなことは起こりえない。とな
ると、先天的に脳の中に親の言語知識がコピーされ継承されている
ことになる。人間の分娩と異なり、神のそれは本から生まれたユル
グを見てもわかるが、どちらかというと自己の複製に近い。自己の
一面を複製して新たな命にしているという側面があり、それを下支
えするのが知識の継承である。　　アルマは fvを神から学習してい
る。テームスは喋れないが、vsではアルマの訴えに応じていること
からも、fvを解することはわかる。これはいつ学習したのかだが、
学習したのではなくベーゼルらを復活させたときに知識を親が逆に
子から継承したものと考えられる。　そのテームスから生まれたの
がアデルなので、bgと vxは基本的に fvと同じということになる。
zgを起点とし、fvを元にそれぞれ独自の変化を遂げていった言語と
いうことになる。
belgandi  ［音楽］リラ、ライアー　［レベル］６　21:「ベルガンドの」　［文化］
　厳密には、ベルガンドができる前からミュールの土着民が既に持っ
ていた。
belgaabe  ［料理］食材、食料品　［レベル］３　20:melidia xier

belp  ［料理］ガスコンロ、台所のガス、キャンプ用コンロ　［レベル］３　
16:制 :bel/psa（ガス）
belpaf  ［化学］チオエステル、スルフィド、硫化物　19

belpinkhou  ［化学］チオシアネート　19

belze  ［文末純詞］［gano］tisee　［レベル］１　21:kliiz:beg ser「お前は知る」
belzen  ［魔法］火。五行の４番　［医療］心　［レベル］４　szl;beezel。火　
21　［文化］　klevans

belzee  ［名詞］業火、地獄の業火、地獄の火炎　［レベル］５　zg;<szd<be
ezel.k　24　*:belzee:lu belzee
belzeere  ［天文］金環食、金環日食、金環日蝕　［レベル］６　21:beezel/
zeere
bella  ［名詞］オバン、おばん、おばさん、おばはん、オバサン　［類義語］
lanla　［反意語］bette　［レベル］２　20:be/lanla

bellazom  ［料理］食事のマナー　［レベル］３　rd;/　23　［文化］　小うるさ
いマナーはないが、全くマナーがないわけでもない。原則として合
理的であることが論点となる。たとえば食器を傷つけない食べ方を
するのが礼儀である。経済的に見て合理的である。具体的にいうと、
ナイフで肉を強く切りすぎて皿までギコギコ引いてしまったりして
はいけない。皿を置くときにドンと力強く置いてもいけない。合理
性は他の面にも現れる。たとえばスープはなるべく奥に置く。こぼ
れてもとっさに避けられるためにである。日本人は味噌汁を茶碗の
右に置くが、アルバザード人は危ないと思って置かない。茶碗の右
に置いたら手を引っ掛けてこぼしやすい。熱い汁物はなるべく遠ざ
けておく。もう一つの原則は、出された食器は使うということ。ナ
イフと肉があればナイフで切れという合図だと思って良い。だから
フォークを刺してかぶりつくようなことを避ければ良い。逆にいえ
ばナイフもフォークもなければ手で食えという合図である、ただ、
アルバザードは手で食べる習慣はない。パンなどをかろうじて手で
食べる程度である。音を立てるのは自由。麺やスープを啜っても良い。
ただ、げっぷは禁物。口の中に物があるのに喋るのも禁物。最低限
手で口を塞ぐ。食事中に喋るのも良い。何を話しても良いが、排泄
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に関することは嫌がられる。
bellei  ［料理］ベルレイ　［レベル］２　19:ridia　［語法］　料理本という意
味だが、アルバザードにはこれしか料理本がないので、固有名詞扱
いで構わない。　［文化］　政府発行の料理本。あらゆるアルバザード
料理が載っている。　メル 324年、国民の栄養と健康を配慮して、ミ
ロクがアーシェに作らせたのが始まり。ミロクはこれをアルソンに
普及させ、「アルバザード人はこの本に載る料理のみを食べるべし」
と命じた。同年、ベルレイのルティア版とメテ版が完成。世界中に
各国のものが作られることになる。　ミロクはグルメを悪とした上、
ベルレイは健康と栄養に主眼を置いているので、精進料理や病院食
に似ている。品目は少な目である。　索引は便利で、「食材別」「調
理法別」「季節別」「病気・栄養別」に検索することができる。日本
のタウンページと同じようにタダで配布されていたが、アルテナの
時代ではアンセを使うことが多い。また、アルテナになってから遊
びが増え、品目も微増した。　ベルレイに載らないコーラなどはな
るべく自重する。ガムは歯によいものは問題ない。
belate  ［料理］レストラン、食堂、大衆食堂、料理店、リストランテ
　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　→ ret　昼食と夕食に軽く用い
ることが多い。夕食はカフェになる店舗が多い。晩御飯の場合は豪
華なものが多い。ルージュの月は遅くまで営業を延長することが多
い。　仕組みは基本的に日本と変わらない。店に入ると席に案内さ
れる。タバコはないので禁煙席などはない。席に着くとウェイター
がメニューを持ってくる。おしぼりは資源節約のため出ない。水で
なくぬるま湯が出てくる。　メニューから好きなものを食べる。日
本人のように「あ、私もそれ」で済ますことは少ない。メニューを
選ぶと店員を呼ぶ。ウェイターは目下ではないので、丁重に呼ぶよ
うに注意。日本はテーブルに押しボタンがあるが、犬ではあるまい
し、アルバザードにはそんなものはない。　メニューについての細
かい注文はその場で行う。辛めとか良く焼くとか、そういった注文
はその場でする。日本人はただ料理名だけを頼んで詳細はお任せに
するが、アルバザードでは焼きかげんや味を指定する。でないとか
えって相手がどうしていいかわからず困る。これは紅茶を頼む時も
同様。茶葉の種類はもちろん、添え物も指定する。　メニューを言
いつけると、立って手を洗いに行く。これは無料である。固形でな
い石鹸もついている。暫くすると料理が来る。料理の種類にしたがっ
て食器が出てくる。出た食器は全て使う。料理は残さないのがマナー
である。食べ終わると会計を済ませる。テーブルの番号札がテーブ
ルにおいてあるので支払う人が入り口の会計所に持っていく。店員
は番号を端末に入力すると会計額が出る。客はアンセ等で払い、出る。
チップの習慣はない。味を一々会計で評価することもない。よほど
美味ければ言うが、ふつうは黙っている。　【用例】　an yuit belate le 
xa frem ati alka. = an yuit belate frem alka. 一番近いレストランを探
した。
belasl  ［化学］硫酸　［レベル］４　19

belaslado  ［地学］硫酸塩鉱物　19

belan  ［料理］シェフ、コック、クック、料理人、板前　［レベル］３　22

belado  ［地学］硫化鉱物　19

belalpinkhou  ［化学］イソチオシアネート　19

belis  ［名詞］粉塵、塵、塵芥、ちり、チリ　［レベル］３　19:seren:besa/lis
　［語法］　besaより細かいもので、砂のように舞う。
belissapm  ［医療］塵肺　［レベル］６　19:seren

belia  ［名詞］天邪鬼、あまのじゃく、腐った根性の持ち主、困った
ちゃん　［形容詞］荒しな、困ったちゃんな　［電算］荒らし　［レベル］３　
20:be/elian　［文化］　意地っ張りでプライドが高い割りに能力がなく、
人の足を引っ張るばかりの子供。地獄行きのシード。魔族エリアン
が一般的にこういう性格なので、この名がついた。
beliafut  ［経済］逆張り　［レベル］６　22

belo  ［名詞］偏見、固定観念、プレジャディス、先入観、バイアス　［レ
ベル］３　14:制 :定 :beclo（湾曲した考え）　【用例】　til belo a la 彼に
対して偏見を持つ
belom  ［料理］調理法、レシピ　［レベル］３　19　【用例】　ti ser belom e 
hogbak? チンジャオロースの作り方分かる？
beletta  ［被服］ゲートル。足首を隠すほうのゲートルは lebekka。　rt;,kt
（ブーツ）　24
beleg  ［名詞］下ネタ、シモネタ、シモネッタ　［レベル］４　rd;belea/
gaabe　23　［語法］　性的なものだけでなく排泄など下品なものも含む。
belea  ［形容詞］下品な、粗野な　［反意語］laft　［レベル］３　20:be/lea（悪い
礼儀）
beleakant  ［形容詞］育ちの悪い　［レベル］４　rd;/　24

beleavesto  ［言語］粗野な二重母音、粗野な発音　［レベル］６　20　［文化］
　eiが eeになるなど、粗野とみなされる二重母音で、北方語など
に見られる。同じ二重母音でも上方ルティアのそれは上品とみなさ
れ、ここに該当しない。ナディアの時代に自然と変化してできた現象。
belue  ［魔物］ベルエ（毒蛙）：第十一天：水の陽天　［レベル］５　19:rid
ia/seren/mel:be/lue　［文化］　爬族。大型の毒蛙。犬ほどの大きさ。黄
色と黒のまだら模様。舌を出して人の足を取り、毒で殺す。
bea  ［名詞］雑巾、ぞうきん　［レベル］２　13:制 :bee（古の卑音）/abe（古
アルカで布）
beas  ［化学］アミド　19:beza

beano  ［被服］モップハット　rt;.selan。麦わら帽子を汚さないよう帽子
の下に着ていたモップハットのことを当時の民衆はベアノと呼んで
いたことから。　24
beac  ［卑語］クソ、うんこ　［レベル］２　古　［語法］　bealを更に悪くした語。
beal  ［卑語］クソ、うんこ　［レベル］２　古 :be（くさい）/al（もの）

bei  ［医療］そばかす、雀斑　［レベル］３　17:古 :beel（汚い顔）。これは
童貞の beelと同音。
beis  ［化学］イミド　19:beas

bein  ［生物］泌尿器　［レベル］５　19:bez/main

beins  ［動詞］yulを蔑む、蔑む、さげすむ、悪い意味で哀れむ、卑下
する　［反意語］kaf　［レベル］３　20:汚いものを見るような目
beinpant  ［生物］泌尿系、泌尿器系　rt;/　24

beinpit  ［医療］泌尿器科　［レベル］５　19

beim  ［形容詞］醜い、美しくない、みにくい　［反意語］lant　［レベル］２　
19:been/mo（ブスな形）
beimon  ［動物］パグ　［レベル］６　21:beim/oma　［文化］　不人気。
beil  ［単位］セプト　21:sarbelia

beo  ［卑語］［感動詞］［名詞］クソ、バカ、、だめ、ダメ、駄目、マズイ、ま
ずい、マズい、ヤバイ、やばい、ヤバい　［類義語］ben、kuz　［レベル］
２　fv;beは卑音。　古　［語法］　悪い意味を表わす語。単独でも複合
語要素としても用いられる。benと意味は同じだが、beoの方が嫌
悪感が強い。気の荒い男性は日常的に使うが、女性は人によっては
生涯使わない。
beom  ［動物］バカ犬、クソ犬　［名詞］だだっこ、だだっ子、駄々っ子、ダダっ
子　［動詞］yulという内容のダダをこねる　［レベル］２　22:be/oma

beobeema  ［卑語］クソババア、くそばばあ　［レベル］２　fv;/　23

beolo  ［卑語］ドアホ、クソバカ、どあほ、馬鹿野郎、バカ野朗　［類義語］
teolo　［レベル］２　tm;beo/lo　古　［語法］　teoloよりもきつい。
beek  ［建築］トイレ、便所、厠　［類義語］xerka、benben　［レベル］１　rd
;beegl,fgn　14:制 :sorn:beeglから。beeglは語源不詳　［文化］　洋式
便器で、和式はない。水洗で、ウォッシュレットが備え付けてある。
大きさも日本のものと変わらない。ドアを開けると、入る人から見
て便器が向かい合わせか横になっている。つまり日本と同じである。
必ず鍵付きの個室で、ふつう狭い。両手を横に広げるスペースはない。
トイレと洗面所と風呂が一体化している家はない。日本にはホテル
などに多いが、体を清めるところと汚いものを出すところが同居す
ることに対してアルバザードは強い嫌悪を示す。　紙の設置はあり、
便器に座ったときの位置から見て左手についている。生理用品入れ
は置かない家が多い。適宜ティッシュに巻いたり包みに巻いたりし
て、外に出てから処分する。芳香剤は大抵置いてある。換気扇があ
るところもある。家には階ごとにトイレが備え付けられていること
も多い。　便器の使い方だが、大便の場合は男女とも座る。小便の
場合、女は必ず座るが、男は分かれる。便座をあげて用を足す人と
座って用を足す人がいる。便座は下げておくのがふつう。便座をあ
げて用を足しても下げておくのが礼儀。また、匂いを広げないため
に外蓋を閉じておく人もいる。アルバザードでは清潔なトイレが好
まれる。家庭で汚れやすいトイレや台所の美化には多くの家庭が気
を払う。　＜街中での設置＞　街中には日本と同じようにトイレが
いたるところに存在する。公園や店には必ずある。日本と違い、道
端にもある（これはフランスと同じ）。利用はどれもタダだが、店の
トイレを借りるときは何か買うのが礼儀。なお、トイレは清潔で無料。
　＜中座＞　フランスではパーティや会議などでトイレに中座する
のが失礼だが、アルバザードでは断りなく退席してよい。むしろト
イレにと断るほうが不潔と思われるので、黙って出て行く。周りも
「あぁ、トイレだな」と分かるので、何も言わない。　フランスと異
なり、人の家でもトイレを使うが、この場合は断りを入れる。無断
では使用しない。この習慣があるため、パーティを開くときはホス
ト側は必ずトイレを掃除しておく。してないと逆に「なんだこの家
は」と思われる。　＜ノック＞　ノックの習慣はない。カギをかけ
ると外側から鍵穴部分が赤くなる。鍵穴には赤と青のシールが貼ら
れており、鍵をかけることで外側から見たときのシールの色が変わ
る。赤なら使用中なので開けない。青ならノックなしに開ける。だ
から、鍵をかけ忘れていると大変なことになる。　この習慣は rdに
できたもので、メルがトイレの使用中にトイレの外に花飾りを置い
ておいたことからきている。花飾りはピンクで、赤系の色だったため、
使用中は赤を使い、開いている際は赤と区別のしやすい青が用いら
れるようになった。　＜性差＞　家庭のトイレ以外は男女に分かれ
ており、互いに入室はできない。入室は違法で、覗きとして逮捕さ
れる。女性が男子トイレに入った場合は覗きではなく迷惑行為とし
て捕まる。　＜便器＞　小便器は屋外にしかなく、家庭には設置さ
れていない。店のトイレは小さい店なら大便器しかない。　＜張り
紙＞　トイレを綺麗にしようしてほしいという旨を伝えるための張
り紙はアルバザードにもしてある。日本のコンビニなどでは「いつ
も綺麗に使っていただきありがとうございます」のように書いてあ
ることが多い。アルバザードの場合は、ans na nau ol el xal beek osk（綺
麗なトイレを保ってくれたら私たちは嬉しいです）というような表
現で書いてあることが多い。まだ綺麗に使っているかどうか分から
ないうちに勝手に綺麗に使っていただきありがとうございますと先
だって言われると押し付けがましい感じをアルバザード人は受ける。
そこで相手にあえて選択の余地を残した表現が好まれる。つまりも
し綺麗に保っていただいたら嬉しいですというような婉曲な言い方
である。　【用例】　vins er (ka beek) （トイレの）水を流す、トイレを
流す　yol{*rip} beek トイレに行く、トイレを借りる、トイレに入
る、トイレを使う　yol beek du fil トイレに篭る　xtam{sank} beek 
便座を上げる {下げる }　garnet{sank} beek 便座を上げる {下げる }
　sank rob 便器の外蓋を閉じる　an yolat ke beek. トイレに行った。
　an en vinsat er kelel. 水を流し忘れた：beekを使わなくても通じ
る。　tos e beek at yam kinel. においが酷かった。
beekskil  ［名詞］便器　［メトニミー］便座← skinal e beekskil　［レベル］２　20　
【用例】　sank{garnet} beekskil 便座を下げる {上げる }　ren sank beekskil 
xi yol. トイレを使ったら便座を下げておいてね。
beekmas  ［名詞］トイレットペーパー　［レベル］１　14
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beekmin  ［卑語］肉便器　［レベル］４　rd;/　23　［語法］［文化］　性処理のは
け口として使われる女性。
beekerx  ［建築］ユニットバス　［レベル］５　22:「トイレ風呂」
bees,fv  veer　bentxas.l→ bentxas,f参照　赤
been  ［俗語］ブス、ブサイク、不細工、ぶす、ぶさいく　［類義語］bon
be、booze、vemv　［レベル］２　古 :been　［語法］　男女ともに使える。
ただ女性のほうが美醜が問題になることが多いので、女性に使うこ
とのほうが相対的に多い。　［文化］　アルバザードは混血の割合が高
く、遺伝子がよく混ざっているため、美人が多い。そしてブスが少
ない。アルバザードでも美人のほうが何かとちやほやされるが、別
にブスだからといって扱いを悪くするような風潮はない。特に学歴
の高い人間ほど、ブスであろうと美人と扱いを変えない。柄の悪い
人間は平気で人をブスと罵る傾向にある。　【成句】　veilan mals been. 
ブスを娶る者もある：蓼食う虫も好き好き
beev  ［卑語］ジジイ　［レベル］２　古 :beev← beeb/viku

beem  ［植物］ラフレシア　［レベル］５　高 :臭い花
beema  ［俗語］ババア　［レベル］２　fv　古 :元は beemin｢ 汚い女 ｣。be
は糞尿などを示す汚いものを指す音で、minは女。中期ごろに beema
になったはずだが、その過程は不明。恐らく何かが beeminに後続
した後に、inなどの部分が消失したものと思われるが、何が後続し
たかは不明。オヴィとザナの説によると、語尾が inでは迫力に欠
けて罵倒語にならないので音を強い anに変えたが、指小辞の nが付
いていてはまだ迫力に欠けるということでこれさえ除去して aにし
た結果、今の beemaになったということである。　［語法］　自分より
年上なら年寄り以外にも使える。アニメなどでは２０代後半のキャ
ラに使われることもしばしば。　【用例】　den raso, beema. ババァ無理
すんな。ネットスラング。年齢に似つかわしくない女性の言動への
感想・ツッコミ。主に心配ではなく失笑の意味で用いられる。　be
ema t'ozakira et farenfitan. sa flonixt, im an iter tian, laabe hamat i 
kalte flon kon xiv kai yul gaato del "hujimaki rau, xian terk am kok
ko buc?". 尾崎ん家のババアは嫌みなババア。こないだなんか彼女と
デートしていたら、遠くの方からでっかい声で言いやがった。「藤巻
さんブタ連れてどこ行くの？」（『尾崎ん家のババア１』まりちゃんズ）
beemat  ［動物］ブルドッグ　［レベル］４　21:beema/te「垂れたババアの頬
のような顔」　［文化］　不人気。
beede  ［植物］ドクダミ、ドクダメ、毒溜め、ギョセイソウ、魚腥草、
ジゴクソバ、地獄蕎麦　［レベル］３　sm<be/ede,alt「臭い草」　23

beedeetek  ［料理］ドクダミ茶　［レベル］３　sm;/　23

beegl,fgn  beek
beeb  ［形容詞］臭い　［類義語］bob　［反意語］liito　［レベル］２　f;e　赤　【用
例】　xef beeb 臭い息
beebtaki  ［医療］わきが、腋臭　［レベル］３　19

beebxef  ［医療］口臭　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

beebset  ［名詞］芳香剤、フレグランス、防臭剤、消臭剤、消臭、脱臭　［レ
ベル］３　19:ridia:arbaxelt

beebsetenvi  ［名詞］消臭力　［レベル］４　rd;/　23

beebmain  ［医療］体臭　［レベル］３　19:ridia

beebet  ［形容詞］やましい、疚しい、疾しい　［レベル］３　fv;beeb/te「臭
いような」　23
beez  ［植物］イチョウ、銀杏　［レベル］５　古 :臭い木　［文化］　臭いので
アルバザードでは植えない。
beezik  ［植物］ぎんなん、銀杏、ギンナン　［レベル］５　23<beezeik:16:
制　［文化］　日本ではよく見られるが、臭いのでアルバザード人は嫌
い、植えない。
beeze  ［動物］ヤギ、山羊　［レベル］２　tm;beezel.k　19:beezel　［文化］　
現代ではあまり食肉にも乳にもしないため、アルバザードでは徐々
に数が減ってきている。　【成句】　beeze a(len) pab 馬に山羊を＝大人
しくさせる、火に油を注ぐの逆：山羊を馬の群れに入れると馬が大
人しくなることから
beezel  ［悪魔］ベーゼル　［歳時記］火曜日。週の第５日目。　［音楽］ソ　［名
詞］火事、大火← faivatai　［組み数字］５/７　［レベル］２　meltia 0:beeze
l;e　古 :ridia　［文化］　ソームの５番目。炎を身にまとった全裸の男。
体格が大きく筋肉質。短気。気の短い大柄な男性。炎をまとってい
るのでほぼ全裸。火を操る。黒灰色で硬い皮膚で覆われた筋肉質な
青年の姿をしているが、顔はヤギの顔をしており、角が２本生えて
いる。灼熱の炎で敵を焼き尽くし、長い爪で敵を引き裂く。爪には
炎がともっていて、敵を引き裂くと同時に燃やし尽くすことができ
る。世界中の休火山を転々としては活火山へと変える厄介者。　【成句】
　em beezel on{a} onに関して {aに対して }ムキになる、怒る、憤
慨する、苛立つ、イライラする　eria a beezel ベーゼルに水：青菜
に塩　beezel tifl seles 短気は損気　nias main a beezel 体をベー
ゼルに任せる：火葬する、だびにふす、荼毘に付す、荼毘にふす　【用
例】　beezel (lunak)! 火事だ！
beezelkape  ［名詞］短気、短気な、ベーゼルの角。短気の象徴。　［レベル］
３　18:制　【用例】　la til beezelkape. あいつは短気だ。
beezellil  ［化学］マンガン　［レベル］４　18:制
beezelat  ［アイテム］炎剣ベーゼラット、ベーゼラット　［レベル］４　meltia 
999999:tikno;beezel/te　古 :ridia:beezelはベーゼルだろうが、atは
不明　［文化］　ヴァストリアの１つ。ギルのもつ炎剣。ティクノがベー
ゼルを倒したときのもの。
beezeloob  ［被服］エナン　rd;/　24　［文化］　smでできた。ヤギの角の
ような形をしていることから。女性服。貴族用。

beezeifa  ［地球の星座］［ユマナ］やぎ座　24　［文化］　ifa

beezeovet  ［化学］マンガン乾電池　［レベル］４　19　［文化］　ナディアで
開発。
beel  ［俗語］童貞　［類義語］frenbeel　［レベル］４　古 :元は beeryolで、
更に意味を解釈すると bee（臭い）eria（水）yol（使う）に分かれ
る。｢小便専用」の意味。9年ごろにできてすぐに広まった語。ryo
の部分が言いにくかったため、すぐに音が切り詰められて beelになっ
た。　［語法］［文化］　男への代表的な罵倒語。ただし、アルバザードの
女は身持ちが固いので、男はたいてい童貞か素人童貞。風俗やレイ
プや尻軽女で童貞を捨てた場合、むしろ蔑みが増える。処女の恋人
ができてセックスした場合にだけ、完全に脱 beelできる。　１０代
のうちはみんなけん制しあっているので童貞は代表的な罵倒語だが、
２０後半が相手だと罵倒語として機能しなくなってくる。３０を超
えて童貞の場合、日本の魔法使いと同じく、達観していて女に興味
がないのだろうとみなされ、逆に一目置かれるようになる。アルバ
ザードには「性的な嗜好を一切見せない男性はいやらしくなく美し
い」と考える女が一定数いるため、３０超えて童貞だとある意味見
直される。　なお、アルバザードでも alから ljにかけて恋愛至上主
義になっていたため、日本同様３０才まで童貞処女なら魔法使いと
呼ばれるようになっていた。童貞なら黒魔道士（魔法使い）、処女な
ら白魔道士（僧侶）と呼ばれる。　ちなみに童貞はたいていキモが
られるが、素人童貞はなお見下される。　【用例】　leev beel im 17 ol
e{ok, kon, kolset} nene １７才で～相手に童貞を卒業する。oleが一
般的。okの目的語が女だと、女も処女だったイメージ。okの目的語
が男だと、男友達二人でソープに行って誰かを相手に脱童貞してき
たというようなイメージ。konの場合、相手を利用したイメージ。ko
lsetの場合、やらせてもらったイメージ。　"ag, xian et beel xanel sa
nna!?" "meliiis!" "el xal flen beel alkalt lisan eu!" "kyahkyah" 「えー
マジ童貞 !?」「キモーイ」「童貞が許されるのは小学生までだよねー」
「キャハハハハハハ」（『奪 !童貞。』キモーイガールズ）
beelo  ［感動詞］［alben］［gano］ばーか、バーカ　［レベル］２　21:teoloの卑音化
　［語法］　おどけて使う。
beelenvi  ［俗語］童貞力　［レベル］５　19　［語法］［文化］　→ impeld　雨の
日に傘を持っていたら小学生の女児が雨宿りして困っているので、
傘を貸してあげたら出会いができたなど、現実にありえないことを
妄想することができる能力。
beea  ［感動詞］［freint］pent　［レベル］３　19:リディアの書 :pent a→ bent 
a→ bee a→ beea。aは語気の文末純詞。
bu,fv  tun
bus  ［名詞］陶器、磁器、陶磁器　［レベル］４　fv;sは suで「砂」？　古
bun  ［化学］セラミックス　［レベル］４　16:制 :bus

buno  ［地学］畝、うね　［レベル］４　古
bup  ［形容詞］［擬態語］［ネガティブ］ぶつぶつ、ぷつぷつ。ブツブツ、プツプ
ツ　［レベル］２　20:ぶつぶつ小さく気泡が弾けるような音から　［語法］
　アルバザード人が最も嫌う物ないし音のひとつ。鳥肌や病気になっ
たときの肌などにできるぶつぶつのことで、無数の気泡ができたも
の。気持ち悪いものの代表で、身の毛がよだつ。ほかにも、皮を一
気にはぐと血管が気泡状に傷つくため、ぷつぷつと出血する。これ
を魔法で起こしたものが禁呪魔法 erix。
bupsir  ［生物］［ネガティブ］鳥肌　［レベル］２　20:ぶつぶつした肌　［語法］　
bupsirは恐怖や嫌悪によって生じた鳥肌のことで、気持ち悪く不快
とされる。同じ鳥肌でも感動によって起こったものは歓迎され、そ
の場合は yusirという。　【用例】　an tilat bupsir man insik veliz. 虫
を見て鳥肌が立った。
bub  ［動物］ハエ、蝿　［名詞］うるさいやつ、邪魔な奴　［レベル］２　古
bubins  ［医療］飛蚊症　［レベル］４　22:「蝿が飛んでいるように見える目」
　【用例】　til bubins 飛蚊症を患っている
bubifa  ［地球の星座］［ユマナ］はえ座　24　［文化］　ifa

buc  ［俗語］豚　［卑語］ブタみたいなやつ　［レベル］２　20:ridia:mirok:「ブ
ヒブヒ言う奴」という意味のオノマトペ
bucilnian  ［名詞］無為徒食　［レベル］４　22:「食べるだけの豚ニート」
bul  ［医療］ぼけ、ボケ、呆け、痴呆、認知症　［レベル］３　古 :bul← buluu（悲
しい）。もはやよく分からないが、当時は団体規模で身体よりも知性
に重きを置いていたので、「年とともに衰えていくのは悲しいね」的
な意味だったのではないか。　［語法］　認知症とボケの区別はしない。
bult  ［形容詞］厳しい、優しくない、辛く当たる　［反意語］niit　［レベル］
２　rd　19:赤 :bulta　bulta:bulta　【用例】　"kakka et bult kont maal et niit, 
tix xite noan", yul soa, luxia na sil kamilel. 「父さんは厳しい。母さん
は優しい。ウチ以外はねぇ」――とルシアが思いそうだな。
bultlaba  ［環境］ハードエネルギー　19

bulta,f  bult　e

bultati  ［名詞］厳しさ　［レベル］３　rd;/　24

bueca  ［俗語］ゲロ　［類義語］goa　［レベル］３　22:オノマトペ
buuna  ［形容詞］つまらない、楽しくない、退屈、不愉快　［反意語］ban　［レ
ベル］２　f;naは心。　赤 :つまらなくてぶすっと頬を膨らませてると
きの心と覚えると楽　buuna:buuna　【用例】　an nat buuna im fis. 今日
は退屈だった。　yuu et buuna vein nod el in mex tau fi. 人が
買い物しているのを見るほどつまらないものはない。
buud  ［地学］カオリナイト　［レベル］５　古 :busからだろう。
buudpit  ［地学］カオリン　［レベル］５　19
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hm  ［感動詞］ふーん、へえ、へぇ、ふうん、ふぅん、ふ～ん　［レベル］２
　tm;fovet　古　［語法］　関心したときの肯定的な相槌。新たな知らな
いことを聞いたときにも使う。
hmm  ［感動詞］ふうむ、うーむ、うーん　［レベル］２　tm;fovet　古
hyal  ［地学］土手、岸　［レベル］３　20:古 :hya（高い）
hyaa  ［感動詞］うわあ、きゃあ　［類義語］kyaa　［レベル］２　21

hyau  ［感動詞］ひゃう、はうっ、はうーん。喘ぎ声　［レベル］２　fv　23

hyos  ［動詞］yulをはためかせる、はためかせる、はためかす、はため
く　［レベル］３　古 :hyoo:恐らくオノマトペ　【用例】　ape and hyos. 旗
がはためいている。
hyu  ［擬音］ヒューという口笛の音　［レベル］２　17:制 :古　［語法］　ヒュー
という口笛の音。相手の行為などを誉める意味で鳴らす口笛のこと。
女は下品なのであまりしない。
hyu,f  sor, hal　e

hyuk,f  mod　hyu/ke「高く行く」
hyukal  ［アトラスの国家］ヒュカル　［レベル］５　19:ridia:高い土地
hyuku,f  hak　hyu/ku

hyuxa  ［軍事］将官、将軍、ジェネラル　［電算］ワークステーション　［名
詞］大ボス　［組み数字］２/７　［レベル］３　fv　古 :hyuxaは古で「高い存
在」の意味。軍隊の用語はミリタリーオタクだったザナが古の時代
にあらかた作った。だが軍隊に興味のないセレンは赤に hyuxaしか入
れなかった。古で作ったものは恐らくフランス軍を反映しているが、
新生のオリジナルの軍隊とは当然異なるので、古で使えそうなもの
を新生でリサイクルした。　［文化］　士官の中で最上位。大将、中将、
少将に分かれる。
hyuxa,f  hyuxa、hax　「高い存在」
hyuxa main  ［人名］ヒュシャ＝マイン　20　［文化］　(imul 1453:1510)ラグ
ナロクの研究員。1496年に自邸宅の倉庫から asteltの計算機を発見し、
経済省に引き渡す。自身の成果としたが計算機の外観が古びている
ことから怪しまれる。しかし証拠不十分として嫌疑を退けられ、1499
年にラグナロク学長となる。晩年は痛風に悩まされ、悪夢に魘され
るようになる。1502年にアキナス父子の悪霊を悪夢で見て以来、痛
風の原因は呪いだと思うようになり、1504年に真相を暴露。学長を
終われ、邸宅で 1510年に息を引き取る。これによりマイン家は没落。
hyuna  ［医療］催眠　［レベル］３　古 :hyuna← hyuno/na

hyuno,f  yuno　e

hyugno  ［地名］ヒュグノー　［レベル］５　15:制 :古 :hyuge（魔法陣）から。
　［文化］　ソーンの使徒ヴァルザの支配地。
hyugno(2)  ［アトラスの国家］ヒュグノー　［レベル］５　制　［文化］　面積：
362948.768627 km^2
hyupa,f  harp　hyu/papalura「高い太陽」
hyuhyu,f  hal　hyu/hyu

hyul,ly  hal　hyu/al「上の物」
hyulo,f  yulo　hyu/lo「上の頭」
hyulo,f(2)  lexe　「頭が高い」
hyuuto  ［地名］メテの使徒ヒューウェの支配地　［人名］リュウのアルカ
姓　［レベル］３　kako　［文化］　ラヴァスではエルトの本拠地。　【成句】　
hyuuto le xant hia 敵に塩を送る。smでヒュート軍が小競り合いの際、
困窮した敵のケートイアに塩を送った逸話から。
hyuuto(2)  ［アトラスの国家］ヒュート、飛国　［レベル］３　kako　［文化］　面積：
386891.050994 km^2
hyuuwe  ［人名］ヒューウェ　［組み数字］６/１５　［レベル］４　kako:古アル
カでの意味は ｢自由 ｣　［文化］　メテの第６使徒。
hyuuwelil  ［化学］プルトニウム　［レベル］５　18:制
hwa  ［感動詞］わーっ、わーい、やった、やったー　［類義語］ansoa　［レベル］
１　古 :hwa　［語法］　ansoa

hwi  ［動物］鶯、ウグイス　［レベル］４　alakta:オノマトペから
ha,alt  font
hat  ［料理］皿　［レベル］２　古　【成句】　xal hat mexet lex lant 他人の皿も綺
麗に保て：己の欲せざるところは人に施すことなかれ 。洗いものを
するなら人の皿も綺麗に洗ってやれということ。どうせ自分が食う
んじゃないんだしというのではなく。　【用例】　la solsat an olx hat. 彼女
は私に皿洗いをさせた。
hat(2)  ［感動詞］はっ、ふん　［文末純詞］軽蔑、軽視、見下し、無関心を装
いながらもいらだつ、苛立ち、冷淡、怒りを示す　［レベル］２　18:rid
ia:hamと同根。こちらは日本語でいうと ｢ハッ！ ｣という感じ。
hatar  ［名詞］食器洗い機、食器洗浄器、食洗器　［レベル］３　19:ridia:arb
axelt　［文化］　食器洗い機が普及しているのでそれを使う。大家族なの
で日本のものより遥かに大型である。アルバザードの家庭には食器
が多い。様々な種類のものがしかも大量に備えてある。これは放蕩
ではないのかというと、実は放蕩ではない。なぜか。食器洗い機は
水を使って洗うが、毎食ごとに洗うのでは水がもったいない。そこ
でアルバザードでは、晩ご飯の後にまとめて食器を洗う。朝使った
ものは食べ終わった先から食器洗い機に入れておく。そして昼食は
別の新しい食器を使う。そして晩ご飯の後、一斉に洗う。食器は始
めに一度買い込んでおけば後はずっと使えるわけだから、この方が
遥かに経済的である。しかも社会的に考えれば節水にも貢献してい
る。一枚の食器を四回洗うのを毎日繰り返せば水だけが浪費される。
だが、四枚の食器を一回で洗えば無駄な水は流れない。食器は減る
ものではないので経済的である。食器洗い機は同時に乾燥機でもあ
るので、吹く手間もない。熱風等を駆使してミクロの隙間に入り込

んで取れない雑菌も殺菌してくれる。臭いもなく、衛生的である。
hatia  ［普通動名詞］恋、恋愛　［動詞］yulに恋をしている、yulが好き、恋
する、恋愛する　［魔法］ハティア。利の中位白魔法。相手の脳にＰＥ
Ａなどの恋愛ホルモンを放出させ、術者に恋していると錯覚させる
魔法。tiiaと違って白魔法。　［レベル］２　赤 :愛になる　Hatia:Hatia:le
gnen:dialu,alt　［語法］　tiia, fiinelia　［文化］　hatiasel　革命中は恋愛と
結婚はいずれも届けが必要。　【用例】　non hatia la. 私は彼に恋をして
いる。
hatiaxivel  ［ユマナ］本命チョコ、チョコレート　23

hatiasel  ［歳時記］恋の日　［レベル］３　21　［文化］　mel jilの休日で、恋愛
を賛歌する日。rdで催日として設けられた。抑圧的な革命期にミロ
クが慈愛の気持ちから休日に変え、青春を謳歌するよう促した。た
だしこれは当時出生率が下がっていたことを背景に、リーファ隊が
アドバイスしたとも言われている。　現在はカップルだけでなく夫
婦などもお互いを見つめなおす日となっている。行政的には恋愛届
と婚姻届の更新日となっている。　多くの店ではカップル割引や夫
婦割引が行われる。休日にしたのは正解で、経済効果が大きい。　
　現実にはセレンがリディアと二度目のキスをした日で、小説版ア
ンクノット第三巻に挟んである紙に平成７年６・４と記録してある。
そこから恋愛の日が来ている。　ちなみに小説版アンクノットのシ
ナリオではこのときセレンとリディアは過去のルティアに戻って
リーザと会うことになっている。この記憶は中三の夏で、９５年と
いうことになる。　（メル暦だと２１・７・１９になる。７・１９！
ridiaの hatiaで diasel。すごい奇跡だ。アルカには奇跡が豊富。９５
年にはまだメル暦もなかったし、すごいことだ）
hatian  ［名詞］恋する者　［レベル］３　19:melidia axte

hatiank  ［形容詞］可愛い　［反意語］yuliank　［レベル］２　rd;hatia/ank　24:セ
レンが紫亞を可愛いと言った際、リディアが「わたしより可愛いの？」
と拗ねたので、リディアのほうが可愛いよと言ったら今度は紫亞が
拗ねたので、セレンは恋人に対する可愛いと子供に対する可愛いを
それぞれ造語して、リディアは hatiankの中で一番で、紫亞は yuliank
の中で一番だとして事を収めた。　［語法］　異性として見ている相手
に対する「可愛い」が hatiank。それ以外の子供や動物などに対する「可
愛い」が yuliank。
hatiamana  ［地学］［歴史］三畳紀　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

hatiayukka  ［天文］プレヤデス星団、すばる、昴　［レベル］５　19:ridia/se
ren/mel:恋の牢獄　［文化］　リアントとリルムの共闘に手を焼いたリ
ディアは、リアントとリルムを引き離して封印することにした。個
別ならば勝ち目は十分あるからだ。リルムを倒したリディアはライ
ファの魔法をリアントに打った。リディアの魔法に引き寄せられた
星々はリアントを倒すと、そのままリアントを封じた牢獄となった。
これが昴である。
hak  ［名詞］賞賛、称賛、賛辞　［動詞］yulを褒める、褒める、誉める　［反意語］
kuver　［レベル］２　13:制 :古 :hyuku（誉める）。高い口が原義。　hyu
ku:hyuku　［文化］　十徳では慈・信・礼。　フランスの職場では部下を
あまり褒めず、アメリカでは褒める。日本は前者に当たる。アルバザー
ドはアメリカ式で、よく褒める。そして貶さない。３つ褒めて１つ
欠点を指摘するというやり方である。ポジティブであることを良し
とするため、アルバザード人は他人の良いところを見る傾向がある。
　また、褒めるときは２個客観１個主観といわれている。そして貶
すときは必ず客観で、主観は絶対に入れてはならないとされている。
　＜褒める相手＞　謙遜の精神が強いため、身内をベタ褒めするこ
とはない。友人も仲良くなるほど褒めない。ただ、あくまで他人に
身内を紹介するときに身内を褒めすぎないだけで、他人に紹介する
シーンでなければ仲の良い間柄でもよく褒める。つまり、人前で妻
を褒められても謙遜し、自分でも自慢しないが、妻と話していると
きは「かわいいね」と褒める。　なお、日本人ほどは謙遜しない。
　【用例】　"ti sokta van to ol hacn tiil sins leis le nos ladat?"　"hak 
vaik rat kont fit aren on vaik yam lana kea tu tisee"　"son, ol ole et 
lestir?"　"hak vaik rat kont hak vaik rat"　「もし友人に絵を見せられ
たら、どう感想をつける？」 　「良い部分を褒め、悪い部分は良くな
るようアドバイスをするさ」 　「じゃあ相手が女の子だったら？」 　
「良い部分を褒め、良い部分を褒める」 　(rens 735)
hakt  ［地学］岬、ケープ、崎　［レベル］３　lakta

hakxilia  ［人名］ハクシリア　20:hakxius/lia　［文化］　yuuma 5766 ルカリア
で召喚士 hakxiliaが王を倒して新王となる 
hakxius  ［歴史］ハクシウス族　［レベル］６　20:古ヒュート語「高い魔導師」
hakn  ［動詞］yulをうぬぼれさせる、うぬぼれる。再帰動詞。　［名詞］（na
とともに）うぬぼれ、自惚れ　［レベル］３　13:制 :古 :hyukunon（私を
誉める）
hakm  ［名詞］哺乳類、哺乳動物、ママール　［生物］哺乳網　［レベル］３　13:制 :
古 :hyukum
hakdaz  ［形容詞］賞賛に値する　［レベル］４　22

hakl  ［名詞］賞、賞品　［レベル］３　lakta

haka  ［名詞］消しゴム　［レベル］２　15:制 :文字のゴム hachop　［語法］　消
しカスは tisi。
haku,alt  radl
hakuli,alt  an　hakulu

hakulu,alt  hax　<>hyu

hax  ［形容詞］優れた、優秀な　［反意語］his　［レベル］２　13:制 :古 :hyuxa（高
い存在）　hyuxa:hyuxa:'yuxa:hakulu,alt　【用例】　felan{nife} hax 優秀な学
生 {成績 }
haxt  ［軍事］上司、上官　［反意語］res　［レベル］３　16:制　::lu 'yuxat

haxna  ［名詞］優越感　［レベル］３　19
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haxfelan  ［名詞］優等生　［レベル］３　21

haxmelkand  ［魔法］高位魔法鏡　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

haxa  ［政治］爵位　sm;hyuxa.k　24　［文化］　日本と違って家単位ではなく
個人単位に与えられた。
haxet  ［名詞］アドバンテージ、有利、優勢、優位　［類義語］rata　［反意語］
hiset　［レベル］３　20:hax/te（優れているような）　【用例】　la til haxet 
on eri tel an. 彼は血筋においては私よりアドバンテージがある（＝
彼のほうが生まれがよい）
has  ［名詞］縦、垂直、鉛直　［シェルト］縦駒　［化学］族　［類義語］jint　［反意語］
hix　［レベル］２　13:制 :古 :his（わき腹）。英語になくアルカにもなかっ
たが、わき腹という語彙をセレンが横の意味で使い続けていつしか
わき腹が横になった。　［語法］　hasは縦、垂直、鉛直、鉛直、すなわ
ち上下方向のことで、地面と垂直に交わる方向である。ふだんは地
面に垂直な方向のことだが、人が寝ていたり水中、空中にいれば hal
と同じく頭から足の方向が hasになる。また、物についていう場合、
竪穴式住居のように動かないものなら天地の方向を hasという。本の
ように動かせるものの場合、細長いほうを hasという。棒なども同じ。
　hixは横、水平、地平、縦と垂直に交わる方向のこと。ふだんは自
分から見て左右の方向。日本語ではその物体を正面に捉えたときの
左右の側面という意味があるが、hixにはない。横顔は hixではない。
顔の hixとは右頬から左頬までの長さについて述べる方向を表わす。
横顔という意味はない。箱についても同じ。箱を正面に捉えて、そ
の右と左の面を意味するということはない。あくまで箱の正面の面
の右端から左端までの方向を指す。hixは細長いものの幅を表わす。
棒の縦に対する横である。横に棒を切るとは、断面が丸くなる切り
方で、キュウリをサラダ用に切るときも横に切るという。ここが難
しいところだが、hixは同時に水平方向も表わすわけだから、棒を縦
に置けば hasだが、横に寝かせれば hixといえる。この場合、hixは
むしろ棒の幅でなく、棒の長さを指す。横笛なども hixだが、この
hixはまさに笛の長さの方向を表わしている。なぜなら横笛の横は水
平方向に寝かせた方向を意味するからである。　このように、事情
によっては hixが物の水平方向の長さだったり物の幅だったりする。
hasも同じく物の鉛直方向の長さだったり、物の単純な長さだったり
する。混同しないように気をつけなければならない。
hast  ［動詞］yulを aに垂らす、垂らす、垂れる、ぶら下がる、ぶらさが
る　［レベル］２　13:制 :ha（舌）　【用例】　la hastes nia. 彼女は髪をおさげ
にしている。（あるいは伸ばしている）　la hastes nos a paflzon. 彼は
鉄棒にぶら下がっている。
hastkem  ［医療］胃下垂　［レベル］５　21

hastfosi  ［被服］キャミソール、キャミ　［レベル］４　21

hastbad  ［音楽］どら、ドラ、銅鑼、ゴング　［レベル］４　21:大きいので垂
らして使う
hastol  ［名詞］ストラップ、キーホルダー、マスコット、小さな人形　［レ
ベル］３　21:hast/ol

hastetona  ［名詞］上下関係　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

hastel  ［名詞］相性、ケミストリー　［レベル］３　21:haas/tel「合う合わない」
　【成句】　haas{toi} hastel 相性をよくする、馬を合わせる、音を合わせ
る　hastel haas{toi} 相性の良い　hastel tel 相性の悪い　fit hastel a 
～のバランスを整える
hask  ［音楽］ラップ　［レベル］４　16:制
hasm  ［形容詞］年上の、年長者、シニア　［反意語］hixn　［レベル］２　14:ser
en:klel:hasum（上の年）　halka:halka　【用例】　ミーファはセレンより４つ年
上だ。 miifa et hasm du 4 tolis nod{on} seren.
hasmiyusan  ［数学］連立方程式　［レベル］４　19

hasgalisliva  ［娯楽］縦スクロールシューティング、縦シュー　［レベル］４
　22
hasron  ［医療］上下圧、垂直圧。押手の母指と示指が鍼体をつまむ力の
こと。　rd;/　24
hasrein  ［名詞］縦線　［名詞］|記号　［レベル］２　20

hasjintfink  ［生物］矢状面、正中面　rd;/　24

hasl  ［音楽］リズム、調子律動、リズミカル、律動的　［レベル］３　13:制 :hisl

haslhokt  ［音楽］ライドシンバル、トップシンバル　21

hasan  ［文頭純詞］［ネガティブ］どうせ、案の定、～のくせに　［文頭純詞］どのみち、
どの道、いずれにせよ　［類義語］len　［レベル］２　20:melidia xier:haas 
an　［語法］　主に皮肉気に使ったり消極的にどうせダメだというイメー
ジで使う。　完了形と使うと「案の定」、未来形と使うと「どうせ」
の意味になる。現在形は文脈によってどちらにもなり、過去形も同様。
　【用例】　hasan esk luna van im fis tan. どうせ今日も雨だろう。
haset  ［形容詞］聞き分けの良い、良い子な、いい子な、イイ子な、イイ
コな　［レベル］２　21:haas/te　【用例】　miva haset 聞き分けの良い娘
hasesp  ［気象］積雲　19

hasenksan  ［数学］連立不等式　［レベル］４　19

haserk  ［親族］直系　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

han  ［形容詞］広い　［反意語］hem　［レベル］１　f;e　13:制 :sorn:haan（広い）
　han:han:haan　【用例】　kad han 広い国
han(2)  ［文末純詞］～でしょう？、～だろ、どうよ？　［レベル］２　古　［語法］
　語調を整える語。文末に来る。あまり丁寧ではない。女子はおど
けた口調でしか用いない。
han(3)  ［生物］［医療］臓、蔵。陰である。　［レベル］５　szl　24　［語法］［文化］
　地球の『素問』や『霊枢』など古代の東洋医学では臓という語はなく、
蔵という語しか出てこない。内臓の臓という字を宛てがったのは江
戸時代に腑分けを行った際に実際の臓器に対して名付けたものであ

る。古い東洋医学では臓という字は使っていなかった。蔵は内臓を
指すわけではなく、五神を蔵しているものを指した。現代人は蔵と
臓を同一視しているため、東洋医学の古典における蔵が西洋医学の
内臓と一致していないことから、東洋医学は古臭くて間違っていて
いい加減だと考えがちである。例えば脾は脾臓という内臓のことで
はなく、脾という蔵である。臓と蔵の区別ができていないと理解に
苦しむ。これは日本人だけでなく、欧米でもそうである。脾経はＳ
Ｐだが、これはｓｐｌｅｅｎから来ている。脾臓と脾の区別ができ
ていない。つまり臓と蔵の区別ができていない。　一方アルカでは
蔵は hanであり臓は hanmalmである。lukletiaのほうが siizarより先に
存在したため、lukletiaの han（蔵）に malm（内臓）を付けて合成語に
して「臓」を表現している。歴史的経緯により単純語レベルではな
く合成語レベルだが、蔵と臓は区別されている。なので地球人より
アトラス人のほうが蔵と臓の区別に長けていると言えるが、アルバ
ザード人でも一般人は「hanmalmは hanと言ったときに han（広い）と
区別するための長い言い方」くらいにしか考えていないものも多く、
医学的な知識がない人は蔵と臓の区別ができないのが実情である。
hant  ［名詞］積み重ね、累積　［数学］［接続詞］かける、掛ける、×　［動詞］
yulを aに積み重ねる、積み重ねる、積む、積み上げる、積み上がる
　［数学］掛け算、乗法、乗算　［名詞］～倍　［反意語］kend、fest　［レベル］
２　13:制 :古 :hanoi　［語法］　folk, tif

hantkeev  ［物理］倍振動　［レベル］５　19

hantxipl  ［料理］ミルフィーユ　［レベル］３　22

hantnif  ［言語］累積相　［レベル］６　20　［語法］　不定動詞の非単位動詞
の持つ非単位相。 　例えば不定動詞「歩行する」の非単位動詞「ｎ
歩歩く」の非単位相「歩行中」のこと。 　動詞の無標形で示される。 
　例：luk
hantdol  ［地学］堆積岩　19

hantyuo  ［言語］累積動詞　［レベル］６　20　［語法］　非単位動詞のうち、
不定動詞からできた動詞。「歩行する」など。 
hantzep  ［数学］掛け算　［レベル］２　21

hantliva  ［娯楽］落ちゲー、落ち物ゲー、落ち物パズル　［レベル］４　22:「積
み上がるゲーム」
hantalx  ［数学］倍数　［レベル］３　19

hanti  ［サール］ハンティ　［レベル］４　古 :hanoitikno（塔の龍）から。　［文化］
　塔の龍。アルデスとテュアの第４子。男性。toolと人型を使い分ける。
hantilm  ［名詞］ブランケット、ブランケット判、ブランケット版　［反意語］
hemtilm　［レベル］５　rd;/　24

hanten  ［数学］積　［レベル］２　21:hant属格　［語法］　foken

hanteet  ［化学］展性　［レベル］４　19

hank  ［地学］層、レイヤー　［美容］レイヤー　［レベル］３　13:制 :｢ 積み上
げられたもの ｣
hankmo  ［美容］レイヤーカット　21

hankad  広い国　19　［語法］　大国ではない。面積が広い国。
hankon  ［生物］［医療］臓腑　szl;/　24

hanke  ［宗教］侍祭、アコライト　zg;「火を起こす係」　24

hankerio  ［地学］地脈（地層の連続した筋）。風水のではなく。　［レベル］
６　rt;gaavehank/erio　23
hanx  ［動詞］yulを aに普及する、普及する、布教する　［レベル］３　14:制 :han
　【用例】　arka es hanx a divaik t'atolas. アルカはアトラスの大部分に普
及している。
hanxan  ［宗教］宣教師 (sorxerent)、普及者　［レベル］３　19

hanxaja  ［名詞］普及率　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

hans  ［動詞］yulを折りたたむ、折りたたむ、折り畳む、畳む、たたむ　［レ
ベル］２　13:制 :古 :hanois（塔にする）　【用例】　hans salas a val シャツを
四つ折りにする
hansgote  ［生物］移行上皮。膀胱、尿管、上部尿道、腎盂などに見られる。
　rt;/。常時は折り畳まれていて広げて大きくすることができること
から。　24
hansia  ［軍事］陣、陣営　［レベル］３　20:melidia xier:雨などを除けるた
めの広い幌を張ったことから。
hannival  ［アイテム］ランス　sm;hanival.k。ltでできた槍。この時代の騎士
が装備した。　24
hanver  ［医療］水疱瘡、水痘　［レベル］３　19:古 hooraaver（赤い呪い）
hanfaan  ［化学］クロロメタン、メチルクロライド、塩化メチル　19

hanmalm  ［生物］臓。西洋医学における臓のこと。　［レベル］５　rd;/　24　［語
法］［文化］　han

handes  ［化学］アセチルクロライド、エタノイルクロライド　19

hangar  ［名詞］アルバム、ＣＤアルバム　［レベル］４　al;/「広い円盤」　23

hanbel,szl  lette
hanbelia  ［企業］ハンベリア　［レベル］５　21　［文化］　日立製作所に相当
する企業。
hanhan  ［卑語］のっぽ、ノッポ　［レベル］３　21:hanoi　［文化］　使わないこ
と。
hanhemgar  ［名詞］マキシシングル、マキシ　［レベル］４　al;/「広いシン
グル」　23
hanl  ［普通動名詞］実用　［動詞］yulを実用する、実用する　［レベル］３　13:制 :
研究所以外で実際に使うことから
hanlati  ［名詞］実用性　［レベル］４　22

hana  ［親族］孫娘　［レベル］２　17:恣意
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hana(2)  ［化学］クロロ　［レベル］６　19

hana,alt  nim
hanatan  ［化学］クロロアルカン　19

hanasl  ［化学］塩酸　19

hanark  ［生物］［医療］臓会　rd;/　24

hanival  ［軍事］ハニヴァル、五常侍　［レベル］５　21　［文化］　五常侍（ごじょ
うじでなくごじょうざむらい）。zgでマレティスの側近として働い
た魔法剣士。シージア戦争で活躍。水の rendiはひょうひょうとし
て冷静で知的でクール。風の saraは唯一の女で男勝りだが、脆い面も。
よく legolisとぶつかるが、親交を深めていく。土の gardiは大柄で
どっしりと風格があり、実質リーダー的存在。最年長。火の plantは
明るくて騒がしくて軽い。雷の legolisは直情的な若き青年で、血気
盛んでまっすぐした正義漢。
hanival(2)  ［人名］ハニヴァル　21　［文化］　1467　内乱が鎮圧され、ヴェ
イガン族の執政官であった hanivalが王位に就き、王制を開始。これ
により belgandは王国となる。
hanivalmem  ［組み数字］ハニヴァルサークル　［レベル］５　21　［文化］　rapalx

hanot  ［形容詞］［ポジティブ］痩せた、やせた、スリムな、スレンダーな　［文
字］ナロー　［類義語］lixa　［反意語］zeplet　［レベル］３　20:hanoi/te（塔の
ような）　［語法］　男女ともに使える褒め言葉。
hanotvaim  ［名詞］［ポジティブ］細マッチョ　rd;/　24

hanon  ［魔法］ハノン、攻霊力　［レベル］４　20:古 hyuno（ユノ）/na→ h
anona→ hanon（母音脱落）　［語法］　envelen　【用例】　hanon envi{tin} 
強いハノン
hanoj  ［生物］中指　［レベル］２　19:hanoiji（塔の指）　seeji:

hanoi  ［名詞］塔　［動詞］yulを高く積む、積み上げる　［電算］タワー型パ
ソコン　［経済］［動詞］yulを積み立てる、積み立てる。hantを多義語に
すると掛け算と混同するので避けた。　［シェルト］塔駒　［ユマナ］ドコモ
タワー :luxia　［レベル］２　赤 :hanoi（塔）。最初期では kanoi(kai/no/i)
で、「大きな爪で天の幕を破ってその上を見やるような」という原義。
kanoの部分は現在の kano（鷲）と同根である。塔を天を破る爪になぞ
らえたもの。その後、kが Hに変わる。これは上海（ジョウカイ→シャ
ンハイ）のように、自然言語でもよく起こる現象で、アルシェも一
部の使徒が起こした。その後 hanoiに変わったのはメルが原因。hを
うまく言えなかった当時のメルは、haabeなどを aabeと発音していた。
彼女の中で自分が間違えている自覚は知識としてはあったため、aabe
ではいけないと思い、haabeと発音しようとする。すると haabeでは
なくたいてい kaabeか Haabeという発音になる。結果、メルは語頭に k
や Hが付いている場合、正しい形は hなのではないかと思うように
なった。こうなると本来 kや Hで始まる単語までも、本当は hで始
まるのではないかと彼女の中で疑念が生じるようになる。多くは暗
記により正しい語頭を覚えていたが、Hanoiに関しては間違えた。つ
まり Hで始まっているので、その Hは自分の間違いによるものであっ
て、本当は hで始まるのではないかと考えた。これがちょうどメル
が訓練によって hを言えたり言えなかったりしたころの話で、Hanoi
のことを hanoiと発音するようになった。hが言えたのを喜んだ周り
の年長者たちが、hanoiという語形を受け入れ、この単語を練習台に
メルに hの練習をさせた。そのことから hanoiが正式な語形と変わっ
ていった。以降、制・新生を通して変化せず、現在に至る。　kanoi:
Hanoi:Houst::kandzel,valmalea　［語法］　同じ「建て」でも、外貨建てなど
の「建て」は evとなるので注意。　【成句】　hanoi e garv 粒々辛苦
hanoitak  ［非言語］ハノイタック　［レベル］２　19:melidia axte　［語法］　両
腕を広げる仕草。真横でなく斜め下。結果、正面から見たら腕が「ハ」
の字になる。この形がアルカだと塔のように見えるため。主に男の
動作で、感動や驚きを表現するときに使う。ユンクはしない。
hanoitad  ［地学］巌、いわお　［レベル］５　rd;/　23　［語法］　高く大きな岩。
hanoipol  ［地名］塔方　［レベル］５　20　［文化］　イールゥート、マレナルト、
ヴァレナン、ヴァクセンの地域。キリワラは含まない。唯一植民化
を逃れて生き延びたマレットの地域。　このうちイールゥートは元々
シフェルの土地だが、アズゲルで一度マレットが支配していたこと
から、シフェルとマレットが最も混在している。
hanoiest  ［形容詞］［ポジティブ］高名な、著名な　［類義語］esti　［レベル］２　
20:塔の上に名前が掲げてあるような
hanoiesp  ［気象］積乱雲、雷雲、入道雲　［レベル］３　19

hanet  ［形容詞］目立った、目立つ、人目を引く　［動詞］yulを目立たせる、
目立たせる　［類義語］cas、alminx　［反意語］alhanet　［レベル］３　rd;hanoi/
te「塔のような→他より一本だけ抜け出ているような→目立った」　
23　［語法］　casは強調されて際立ったというニュアンス。hanetは他と
違っていて目立っているというニュアンス。alminxはわざと人に気付
かれるようにしたというニュアンス。
haneks  ［名詞］広義　［形容詞］広義的な　［反意語］hemeks　［レベル］５　20

hanes  ［人名］ハネス　［組み数字］２/５　［レベル］３　古 :ソーンの haanから。
広めるもの。　［文化］　yakka vland　リーファ隊の２番目。男性。布教、
広報、外交を担当した。非常に雄弁。
hanes(2)  ［気象］日向、ひなた　［音楽］メジャー　［生物］［医療］募穴。陽病
に使うことから、腹は陰でも日向とする。　［反意語］jior　［レベル］３
　20:古メディアン語で「白」。
hanessel  ［ユマナ］火曜日　［レベル］２　19

hanesviida  ［生物］［医療］募穴　rd;/。兪穴の反対側であることから。陽
病に用いる。　24
haneslil  ［化学］塩素　［レベル］４　18:制
hav  ［医療］傷　［レベル］２　19:hara/vix

havom  ［魔物］ハヴォム（炎狼）：第四十一天：火の巨天　［レベル］５　

19:ridia/seren/mel:holo/avom（火の輪の狼）　［文化］　獣族。焚き火な
ど、火から火へ移り住む。火から出ると、火の輪をまとった狼となっ
て人を襲う。　キャンプ中の旅人などが主な餌食となる。rdではセ
レンとメルが襲われ、彼らはレイクトで追い払った。
havol  ［医療］狂犬病　［レベル］４　19:ridia:havom　［文化］　ハヴォムに噛
まれるとなる。
havolvain  ［医療］狂犬病ウィルス　［レベル］５　19

haf  ［数学］累乗、べき乗、冪乗、指数、次数　［レベル］４　16:制 :ha/
fok。累乗を表わす数が右上に書かれることから。　［語法］　二乗は tah
af、三乗は vihaf。　次数が高いことは sor、低いは hait。
hafhaalsan  ［数学］指数法則　［レベル］５　19

ham  ［動詞］yulをぶんぶんと振り回す、振り回す、振りまわす、ふり回
す　［メタファー］［動詞］yulをほざく、ほざく、口走る、口ばしる、くちば
しる、さえずる、囀る　［類義語］piyo　［レベル］２　古　［語法］　piyoは
見下しや小ばかにした感じで、hamは苛立っている感じがある。「ガ
キがほざいてろｗ」が piyoで、「はぁ？ふざけんな、何ほざいてや
がる！」が hamのイメージ。　【用例】　wei, aca baz hamik to a! おいて
めぇ、なにほざいてやがる！
ham(2)  ［文末純詞］無関心の純詞。無感動、冷淡を示す　［レベル］２　18:ri
dia:どうでもいいという雰囲気を出すために ｢はんっ ｣と最後に吐き
捨てていたことから。品詞をあてがうなら文末の感動詞に相当する。
それを文末純詞としてリディアが定義し、単語として使えるように
hamにした。
hamk  ［動物］ハチドリ　［レベル］６　古 :ぶんぶんいう鳥
hamas  ［名詞］シート、帯、紙、広い平面状の物質　［レベル］２　rd;haan/
mas　23:mel。14にメルが造語していたものを 23に幻日に輸入。　［語法］
　広い平面状の物質を指す。シートなど。場所性は通常伴わないが、
ビニールシートみたいな場所性を伴うものに使うこともできる。
hamas(2)  ［人名］ハマス　先　［文化］　２代召喚省長官。２期１代ソーンの
使徒。クレタティスの使徒。２期１代ルシーラ・エ・アルシェのエ
ンデミルに毒を盛った。
had  ［俗語］［動詞］［普通動名詞］yulをレイプする、レイプする、強姦する、
レイプ、強姦　［レベル］３　古 :had（レイプ）。原型は hazdu。haは ｢
尻尾 ｣の意味。dzuは ｢壊す ｣の意味。男性器で女性器を壊すとい
う原義から。
hadhacma  ［丁寧］［感動詞］はじめまして、初めまして　［類義語］dacma　［アクセ
ント］hadhAcma　［レベル］２　20:dacma参照　［語法］　これ自体が dacmaの丁
寧形なので andacmaとはいわない。
hada,alt  har　<>hoora

hadik  ［医療］瘢痕、あばた、痘痕　［レベル］４　22:har/ik「赤の実」　【成句】
　hadik kaen kaam 目の上のこぶ、目の上のたんこぶ
hadir  ［地名］ハディール　［アクセント］hadIr　［レベル］５　20:フィルヴェー
ユ語「海辺の」　［文化］　レスティル南西部、ファルファニアに接する
地域。現在ではテージュ海に沈んでいる箇所。リュディア人が定住し、
人類の文明の基礎のひとつとなったところ。
haga  ［生物］前方、体の少し前、背後の反対　［反意語］manami　［レベル］３
　sm<alt;haga<hagali（太陽）。太陽を見るときに腹が太陽の側を向くこ
とから。　23
hagali,alt  faal　gali eks vik atu, istol faal

hagili,alt  fleu　hagali/ilu「太陽を見る」
hagel  ［企業］ハゲル　［レベル］５　21　［文化］　キャノンに相当する企業。
hagel(2)  ［名詞］トンスラ、剃髪　sm;<,hyugno.selan。ヒュグノーは高温
多湿なため、兜をかぶる際に蒸れないよう、この髪型をしていた。
地球と違って聖職者の髪型ではない。　24
hagulu,alt  tafl
hap  ［擬音］ハッ、はっ。気付いたりおびえたりしたときの息を呑む声。
　［副詞］はっと、何かに気付いて　［レベル］２　古
hap(2)  ［名詞］思い切り、威勢のいい行動、思い切りのいいこと　［副詞］
思い切って、思い切るように　［レベル］３　20:物を持ち上げるときの
「ハッ」という掛け声から。
haptik  ［亜魔］ハプティック、サラマンダー　［レベル］５　rd;haps/fatik　
23　【用例】　lu et tax nod haptik! サラマンダーよりはやーい（『バハムー
トラグーン』ヨヨ）
haps  ［動物］トカゲ、とかげ、蜥蜴、リザード　［レベル］２　lakta

hapsklea  ［アイテム］ハプスクレア、金の針　［組み数字］８/１２　［レベル］４
　20:とかげの粉　［文化］　ドルの魔法を解除する。ドルハプスに咬ま
れると石化してしまう。ドルハプスは山岳部の岩場を好むため、北
方ではヒュートに多く生息している。そのためヒュート国ではドル
ハプスによる石化被害が絶えなかった。しかし rdになるとヒュート
国の王子リュウがドルハプスの尻尾にドルを解除する成分が含まれ
ていることを発見した。リュウはドルハプスの尻尾を干してミイラ
化させ、粉末状に砕いたものを小さな指輪入れのような箱に入れて
民に配布したところ、被害は激減した。石化した箇所に粉末をさら
さらとふりかけて使う。
hapsifa  ［地球の星座］［ユマナ］とかげ座　24　［文化］　ifa

happa  ［名詞］ぶっきらぼう、つれない態度、てれかくし、照れ隠し、いじっ
ぱり、意地っ張り、がんこ、頑固　［形容詞］ぶっきらぼうな、愛想の
ない　［レベル］３　kk<alt　23

hah  ［感動詞］はぁはぁ　［動詞］yulをはぁはぁ言わせる、息切れさせる、
息切れする　［再帰動名詞］息切れ、はぁはぁ、ハァハァ、動悸、あえぎ、
喘ぎ　［類義語］bant　［レベル］２　古
hahlevn  ［医療］ぜんそく、喘息　［レベル］３　19
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hayu  ［格詞］［文頭純詞］まったく当然の流れで、強順接　［レベル］１　
19:hao/yul　loo:loo:pafet:tsuliso,alt　【用例】　"hayu fia emat lad?" 「そう
して世界はできたの？」
hac  ［言語］hの文字　［レベル］１　14:制 :使徒　［語法］［文化］　第１３文字
目の幻字。　ハ行に当たる摩擦音。口語で［h］は音と音の間で消失す
ることがある。例えば en hartの場合はエンナルトのように聞こえ
ることがある。消失してもしなくても特にアルバザード人は意識し
ていない。単語単体で発音するときは［h］は消えない。　音節末に来
るとドイツ語のｉｃｈのヒ、ａｃｈのハの音のように、元の位置よ
り前寄りの摩擦音に変わる。これはソノリティを上げるためである。
ただし、renteはこれを音が擦れて汚いと思うため、前寄りの摩擦音
を使わずに、はっと息を漏らす。聞こえは弱いが、色っぽい。　　・
音節末の hは制アルカ以前にも［ｘ］だった可能性が　　音節末の h
は制アルカで［ｘ］などの音声になるように定められた。しかしその
設定が突如何もないところから出てくるというのも考えにくいので、
その前段階があったのではないかと思われる。そのことがずっと気
になっていた。　ところでリディアはラーメンのことを「ラッハメン」
という癖がセレンが１８歳前後だったときにあった。なぜそんな変
な言い方をするのだろう、ラーメンと発音できないわけじゃないの
に――と思っていた。　24年になってある日突然そのふたつが結び
ついた。リディアはラーメンという日本語を覚えたとき、教科書か
何かで覚えたのではないだろうか。そのときカタカナのルビにｌａ
ｈｍｅｎと書いてあったのではないだろうか。このｈは長音を示す
が、もし後の制アルカのように［ｘ］の音だとリディアが考えたら？そ
う、「ラッハメン」になるではないか！長年の謎だったラッハメンの
謎がついに解けてセレンは「あぁ！！！」と驚いた。　しかし、そ
うなると音節末のｈの字を［ｘ］で解釈することが古アルカにはあった
ということになる。古アルカは表意文字だったので音にそこまで敏
感ではなく、また音節末のｈも頻度が低いので、ｈを［ｘ］で解釈する
ということは注目されていなかった。当時のセレンが制アルカで音
節末のｈを［ｘ］にしたのは古アルカの音声の使用実態を見た上でのこ
とだろうから、潜在的には［ｘ］の音声が古アルカで使われていたこと
もセレンは知っていて、特にそれが音節末のｈに現れやすいことに
気付いていたのではないだろうか。　ラッハメンの謎は幼馴染のフゥ
シカや仲間、後に家族にも話したことがあるが、誰も分からなかった。
リディア本人も「ラッハメンと覚えてしまったから」としか言わず
原因を究明しなかった。今になってようやく分かって感激している。
　【用例】　hac sakean{foil} 字の若い方、字の早い方。tと kなら tのこと。
　hac xikean{xeil} 字の遅い方
hac(2)  ［名詞］文字　［数学］文字、代数。定数や変数のこと。　［接尾辞］書
体名を指す。　［類義語］hacm、harma　［レベル］２　meltia 100:bert;e　13:
制 :har:hacma(使徒、幻字 )　［語法］　表意幻字（幼字）：harma　アルハ
ノン（塔字）：alhanon　ベルト幼字：bectharma　響字：forma　節字：
konton　京字：yula　極字：sanla　京極：mana　メテ幼字：meteharma　
竜字：abram　理字：tiaram　表音幻字（幻字）：hacm　［文化］　＜文字
と紙の歴史＞　　meltia 100にベルトが幼字を作った。これが最初の
文字であり、表意文字である。　ベルトは光の魔法 xanteで空中に字
を書いたため、曲線と直線を自由に組み合わせることができた。そ
の知識はエルトとサールに受け継がれ、ユーマの一族へも伝えられ
た。　　紙を最初に発明したのは悪魔ベルトである。　meltia 256、
ベルトは忘れっぽいサティのために動物の皮に棒で文字を書いた。
なお、最初のインクはヴァルク海で取れたイカの墨である。　この
皮が悪魔の中で人気になり、もっと薄く大量に作れるものはないか
と模索した結果、meltia 389にヴァルテが植物の繊維を用いた紙を考
案。最初は麻を使っていた。　meltia 423にヴァルテがペンを考案。
　麻の紙は悪魔から神に伝わり、神からユーマに伝わった。従って
アズゲルでは既に紙が存在した。しかし技術よりも製品ばかりが伝
播しており、どちらかというと神から紙を分けてもらっていた。　tm
でアルファエル川流域でパピルスを使った粗悪な紙が作られ、ユー
マの一族による紙ができる。　　ベルトは本をも発明し、神に伝えた。
　例えば賢者ユルグは本から生まれた九十九神である。　　木材に
よる紙は zgで開発された。　インクは植物を用いたものがナユに
よって作られ、ペンも多様化した。　　筆記具によって字のデザイ
ンは異なる。xanteは石に刻まないので自由に直線だけでなく曲線も
書ける。そのため幼字は直線と曲線を区別できた。これを利用して
エリア（水）に対するエーホ（氷）のような字の違いが生まれた。
　　＜書体の歴史＞　　初めて書体が登場したのは tmである。マレ
ア神によって幼字の書体がいくつか作られた。　zgでナユはマレア
に教えを請うて書体を学び、新しく幼字と響字の書体を作った。　
後にセレンはこれらを元に幻字の書体を増やしていく。　smでは響
字が各国で採用され、sm中に竜字や理字の筆記体ができる。ただし
カッパープレートは rdを待つ。　　rdでは幻字ができる。新生に
なるとセレンは正式な書体として tapを作った。ところが当時はボー
ルペンがなくインクを使っていたので、一文字ごとにペン先を離す
tapは使いづらかった。　幻字は表音文字なので、数文字がまとまっ
て初めてひとつの単語になる。なので、単語ごとにまとめて書きた
いという要望が出る。　そこで幻字にも竜字同様繋げ字が開発され
た。しかしセレンのものは質が悪く、ミルフが改良して hailenを作っ
た。一方セレンは hailenに感動し、書体に実用以上の意味を見出し
ていく。　その後セレンは芸術としての書体を求めた。当時セレン
は通常のペンを用いていた。tapは線の太さが均一だが、hailenは線
の太さに強弱があった。hailenは文字のある部分は流し、ある部分
は止めるという書き方をするため、ゆっくり書く部分はインクが多
く溜まって線が太くなる。　セレンは hailenの線の強弱を見て、文
字の線には太いものと細いものがあるとメリハリがつくと考えた。
そこでマレア神がかつて遊びで作った平ペンを使い、平ペンを４５
度に傾けることで、線の強弱をつけることに成功した。　　地球の
場合、石版に刻む刀が後の平ペンを生むので、地球とアトラスの歴
史はまるで逆である。アトラスの場合、マレアが書体のバリエーショ
ンを豊富にするために遊びで作った平ペンを用いて、丸ペンで作っ

た書体の後に平ペンを使った書体を作っている。　ところで日本で
カリグラフィーペンを買うとイタリックなどを書くための平ペンを
渡されるが、カリグラフィーは本来西洋書道のことであるから、カッ
パープレートなども含む。そしてカッパープレートは平ペンでは書
けないので、ああいった平ペンをカリグラフィーペンと命名するの
は適切でない。アルカの場合、書道としてのカリグラフィーと、イ
タリックなどを書くための平ペンはまるで別の単語である。　リュ
ウはこのころナユと魔法を使わない活版印刷を作っており、銅版に
手で刻み込む技術を考えていた。そこでセレンらは銅版に刻みやす
い線の細いカッパープレート体を考案した。その後、セレンはカッ
パープレートを最も華やかな書体へと発展させていき、axet体を作っ
た。　vlまでにセレンの書体を改良した書体が無数に出た。それは al
以降でも使われている。　　＜字の体系＞　　漢字に草書や行書な
どがあるように、アルカにも様々な書体がある。似たような書体を
まとめたものを字体 (hacpit)という。書体は具体的なフォント名で
あり、ark, hailenなどはすべてこれに当たる。arkと lutiaと hailenは
同じ ark字体に含まれる別々の書体である。　21年現在、公式の書体
は独立体で tap、連結体で axetである。　　＜文字の歴史＞　　・幼
字　　100mtにベルトが表意文字の幼字を考案。神、悪魔、ユーマ、
死神へ伝播。　tmは言語と文字にとって歴史上ほぼ唯一の蜜月期で、
少ない人口と優れた下記 elxeltにより長期にわたって安定していた。
　444mtにベルトがエルシェルトを考案し、各地に設置。エルシェル
トのおかげで神々の連絡はよく、通信技術の発達した現代同様、互
いに離れて暮らしても言語と文字は意思疎通ができる範囲で緩やか
に変化していた。神々に寿命がなく世代交代がないことも言語の変
化を緩めていた。　　・ベルト幼字 (bectharma)(2129)　　cvでエルシェ
ルトが徐々に破壊される。これにともない、徐々に各国の言語と文
字が独自の変化を始める。もともとエルシェルトがあっても長い間
で少しずつ互いの言語は独自の変化をしていたが、エルシェルトの
破壊とユーマの一族の寿命減により加速した。　大方は幼字を使っ
ていたが、文字の意味やデザインが異なったりといった齟齬が生じ
ていた。これはエルト・サール間にもいえることであった。このと
きは戦争中なので、スパイや翻訳者や前線の兵士以外にとっては取
り立てて齟齬があっても問題にならなかった。戦時中の日本が敵性
語として英語を嫌ったのと同様である。　　zgになると戦争が終わ
り、エルト・サール間に棲み分け前提ではあるものの対話の姿勢が
現れる。２０１０年現在における朝鮮半島のような状態に近い。　
対話が始まると当然齟齬が問題になってくる。さらに神人貿易への
依存も増えるため、人間との間の齟齬も問題になる。かといって何
千万ものアテンが絡む問題であるため、今日齟齬をなくそうと思っ
てすぐ変わるものでもない。特に zgはじめはまだ人間は部族単位で
暮らしており、彼らは神なき国の王になろうと躍起になっているこ
ろで、リーダーがいない。　新しい文字を伝播するには人間側にも
強いリーダーが必要である。アトラスに直接介入できなくなった神々
では伝導者としては不十分である。ベルトやユルグらはそのことを
理解していた。　　zgが進むにつれ齟齬は大きくなり、問題は以前
よりも意識されるようになる。　2120に veldian帝国ができる。続い
て 2125に silezian帝国ができると世界は東西に分かれ、一触触発の
冷戦状態へ突入する。いわゆる千年の冷戦である。　この時期は逆
説的な平和が訪れており、かつシフェランとマレティスという巨星
が存在したため、文字改革を行うには zgの中でも最もタイミングの
よい時期であった。　そこで神々は人間のみならずベルトやルノら
も加えて会談を開いた。これをベルト会談 (bectata)という。　この
時既に各言語間は音声面ではそこそこの開きが生じていたものの、
文字面ではそこまでの開きがなかった。地球でも通常言語はこうな
る。つまり音声の変化のほうが早い。　日本人が中国に行って喋れ
はしないが筆談はできるのと同じで、表意文字である幼字は筆談に
強い。しかし中国語で「走」が「歩く」という意味になっているの
と同じような齟齬が幼字にも存在した。　そこで彼らは統一の字を
企画した。ベルトが主幹となり、デザインや意味の統廃合を行い、
2129に４００字（ベルト幼字）にまとめた。細かい違いしかないのに
たくさんの文字があると不便なため、統合をして文字を減らすなど
といった手法がふんだんに採られた。こうしたデザイン等の統廃合
は地球でも秦の始皇帝が同じようなことをしている。　　・響字
(2129)→ lim　　新しくできた幼字セットは音声面では各国語の発音
で読まれる。同じ「火」でも「カ」だったり「フオ」だったりとい
うのと同じである。　そこでこの新しい文字セットの各文字をどの
ように読めばよいかという問題が生じる。現場では字典を作るわけ
だが、字の横に各国語の読みを書く必要がある。　漢字で例えると
「火」と「炎」は似ているから「火」だけに統一したとしよう。この
とき新しい「火」を「カ」と読むか「エン」と読むかあるいは第三
の読みをするか分からない。一人でやるならまだしもこういう作業
をベルト監修の下各国の研究者が混じってやっていたわけで、「この
文字を何と読むか」を記しておくことは必須であった。　各国にし
てみれば文字の読みは自分の言語分しか必要ないから自分の言語に
ない音素を表す文字はいらない。しかし各国の研究者が入り混じっ
て研究している状況では誰もがどうせ作るなら各言語共通に使える
表音文字のほうが便利だということに気付く。　そこでベルトはき
ちんと文字の音価が分かるよう、例えば diaの幼字で［d］という音を
示すようにし、表音文字を作った。これを響字といい、アトラス初
の表音文字である。響字は参加したすべての言語のすべての音素を
記せる必要があったため種類が多く、国際的に使えるものであった。
　　なお、響字は５０字で、rf,lsはこのうち２９を使用する。　響
字について詳しくは limを。　　・極字（1039000mt頃）　　カルセー
ルのヴェマを本拠地とするサールの勢力が弱くなったことで、周辺
諸国へのヴェマの影響力が低下する。この結果、東洋諸国特にヴェ
マから離れた地域において独自の文化が育つ土壌ができる。特に大
陸の東端で防衛に適したハーディアンでは人の往来も少ないことも
あり、閉鎖的な環境の中で独自の文化が華やいでいった。ハーディ
アンの最初の国風文化である。　ハーディアンは神との繋がりが弱
く、神の筆記用具がヴェマ以上に手に入らなかった。人々は甲骨な
どに文字を刻んでいた。線種の多い幼字は刻むのには適しておらず
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（甲骨などに星型や三角や丸を器用に刻むのは難しい）、幼字の形は
徐々にハーディアン建国以降簡略化され、線形化していった。　こ
のころまでに既に文字は線形化され、直線を主とする字体ができて
いった。線形化に併行して幼字にはない文字が多く作られ、独自の
文字を形成するに至った。これを極字という。　　・節字 (2133)　　
響字は rf,ls,szのような複雑な音節構造を持った言語には便利だが、
ハーディアン語のようなほぼＣＶからなる音節構造を持つ言語には
違和感がある。ハーディアン人は kaは kaでひとつの音と考えている
ので、これひとつに一字当てたい。日本語のひらがなと同じだ。日
本人は「か」を「か」だと思っていて、子供のころローマ字を習っ
て初めて「か」が子音 kと母音 aの複合だと感じるようになる。それ
と同じでハーディアン人にとって kaは kaで一音に感じられるため、
この一音に一字を当てたい。　結果ハーディアンでは響字は受け入
れられなかったが表音文字というコンセプト自体は受け入れられ、
節字という音節文字が開発された。ただ響字のアンチテーゼとして
zgで作られたため、コンセプトは響字と同じで、ひとつの幼字をひ
とつの音節文字として用いたものである。　節字はルビのように極
字の音を示すのに用いたため、現在のハングルのように表意文字に
置き換わるものではなかった。　　・京字 (3658)　　シフェランは同
盟の見返りとしてロロスをアルティア人の支配地とさせる。その代
わり自分に有利な関税をかけた。この結果ハーディアン、特にアル
ティアの国力は高まり、極字開発に次ぐ国風文化の兆しを見せる。
　この時期に豊かな国力を背景に国風文化を誇る風潮が高まり、文
学などの余剰な学問にも注力する余裕が生まれる。ルビとして用い
られていた節字の崩しはこのときまでに幾種も存在したが、政府は
学者の協力の下、これらを集めて崩し字の統一規格を創ることに成
功した。この規格を学者らが都で定めたことから京字という。政府
は覚えるのが簡単な京字を使って文を書くよう推奨したものの、極
字のほうが見てすぐ意味が取れることからその計画は失敗に終わっ
た。しかし完全に失敗だったわけではなく、このことがきっかけと
なり、機能語は京字で記すようになった。　　・京極　　京字が機
能語を表し、極字が内容語を表すようになった結果、これらのハー
ディアン文字をまとめて京極と呼ぶようになった。　→ manaに詳細。
　　・塔字（55000前）　　遡ってカルセールでは tmで独自の表音文
字 alhanon（塔字）ができていた。　カルセール人は神代からすでに
表意文字に見切りをつけて表音文字を開発していた。その理由は魔
法陣である。魔法陣は呪文を地面に書いて行う魔法であるが、何百
とある表意幻字を覚えて使いこなすには一定の教育が必要である。
　そこでカルセールの王 ilhanoiが塔字を開発し、アルハノン用の呪
文見本も作り、学のない国民でも魔法陣を使えるようにした。その
ためカルセールでは幼字からの脱却が早かった。アルハノンは魔法
陣の技術とともに神代でメディアンやスカルディアにも浸透した。
　　・メテ幼字 (meteharma)(7944)　　kkでメテが神とともに悪魔を倒
したとき、彼は人間社会の頂点にいた。この中央集権および神との
繋がりを活かし、メテは zg以降ふたたび言語間で齟齬が生じてきて
いた幼字の再制定に乗り出す。　メテは新字を追加したり統廃合を
し、４４４の幼字を制定した。これをメテ幼字といい、このときの神々
との会談をメテ会談 (meteata)という。主幹はメテとベルトである。　
　・４４４　　この数はどこから来ているのか。４が古くから聖数
(ratalx)なので４４４が並ぶことは理解できる。問題はなぜ１０００や
２０００ではないのか。なぜ５００程度なのかということだ。　も
とはといえば幼字は古アルカの幻字から来ている。『アルカ』ｐ５４
によると古アルカの幻字の総数は２０６５である。常用漢字が左記
執筆時で１９４５であるから、２０６５をそのまま流用すれば作業
が楽だ。２０００を５００にするにはかなりの選定・編集作業がいる。
なぜこれをわざわざ５００にするのか。　　最大の理由は古アルカ
がしょせん子供の作ったものだからである。カルディアで神が作っ
たとするには無理があるからだ。また、アポステリオリ性を完全に
排他できているか怪しい。それで選定する必要がある。　大々的に
減らすのは、表意文字の世界スタンダードを配慮してのことでもあ
る。漢字しか知らない日本人からすれば常用漢字が当然のものに見
えるが、世界の表意文字はたいてい３桁である。漢字は俗に５万あ
るといわれるが、むしろ漢字だけが群を抜いて多い。世の中の標準
はもっと少ない。　字が多いということはそれだけ学習効率が悪い。
また５万のうちほとんどはパーツの組み合わせで、単語でいうなら
合成である。単純語に相当する文字だけ抜きだすと世界標準に近付
く。　　だが常用漢字を２０００使っている民族からすれば、
５００では少なく感じるのも事実だ。　そこで接字という装飾を付
ける。アルカには alの付く語が多い。また limlet, kalmiyuでできてい
る語が相当ある。　そこで al系の字には基本となる字に○を付ける。
ベースとなる文字は４４４しかないが、○を使うことで実質的な数
を規則的に増やすことができる。同様に .lや .kには線を付ける。反
対語には古 janを示す×を付ける――などという要領で接字を付けて
ヴァリアントを増やしていく。　　接字３つでも４４４＊４になる
ので２０００弱となり、常用漢字に匹敵する。　むろんすべての字
に接字を付けるわけではない。付けても合計１０００程度だろう。
　　なお合理化大作戦を競っているわけではない点に注意。接字を
もっと増やせばベースはもっと少なくなる。５０＊５０でも２５００
だ。接字とベースが正方形になるように組めば必要な数は最も少な
く、組み合わせの数は最も多くなる。　この手の過合理は子供の好
むところで、私もずいぶん試した。しかしこの手のもので人間がい
ざ実用しようとして使いやすいと感じたものはない。今までに何度
もこういったものを年単位で人体実験しては結局覚えづらく使いや
すい自然言語的な体系に回帰していった。　　２０００を５００程
度に統廃合するというのは例えば漢字で言うなら「崎」と「嵜」、「島」
と「嶋」などをまとめて減らしていくことに相当する。　古で eria
は「３」のような字形で、水を意味する。波紋の象形である。線を
カクカクさせて直線にすると eeho（氷）になる。水が硬くなって氷
というわけだ。古でもそうだしベルト幼字以前もそうだった。　こ
こは合理化できる。eriaに線を引いて eehoとする。eriaというベー
スに線という接字を付けてヴァリアントを作るというわけだ。　ま
た、直線と曲線を区別すると楷書と草書のような書体のバリエーショ

ンが減ってしまう。そういう意味でも古にあった直線と曲線の区別
は廃棄したほうがよい。　　古幻字は子供の作ったものなので余剰
が多い。合理化しすぎるのも問題だが、ある程度の合理化ならむし
ろ望ましい。人間でいうなら、肥満は不健康だが痩せすぎも不健康
という感じだ。　　　ところで zgでも幻字は２０００程度はあった
と思われる。異体字が相当数あるだろうことが見込まれるからだ。
あるいはもっとあったかもしれない。現実のほうも２０００行った
のだから、そのくらいはアトラスでも余裕で行くだろう。　いずれ
にせよベルトらは統廃合を行い、５００程度までスリム化した。統
廃合の目的のひとつは字数を減らして学習効率を高めることだ。し
かし減らしすぎると運用効率が悪くなる。　セレンが思うに表意文
字は５００～１０００程度で学習と運用のバランスが取れるのでは
ないか。なら数をいったん５００にして学習効率を最大限範囲内で
高めた上で、接字を使ってそれを１０００程度に増やせば運用効率
もキープできる――と考えたわけだ。　これは総合的に合理的な手
法で、賢いベルトのことだから幼字を保存するという条件を満たし
つつ学習と運用を取ってこの道を選んだことだろう。　　　・幼字
の失墜　　7944にメテ幼字が制定されたのも束の間、メテがソーン
に暗殺され、さらに後釜についたアルシェまでソーンに敗れるや一
転、メテを象徴するメテ幼字の権威は失墜した。　ソーンはアルハ
ノンの文化圏出身者であったため、メテ幼字を廃してアルハノンを
支配地の効用文字に制定 (8009)。レスティルに初めて表音文字が公
的に入った。　ソーンが暗殺されアルバが王位につくと、アルバは
アルハノンを公用文字から除外。ところが彼自身アルハノンが公用
文字だったころの生き証人で、表音文字の便利さを肌で知っている
世代だった。　それまではルビとして響字を使うのみだったレスティ
ル（この時点でアルバザード）だったが、ここで表意の幼字に戻す
より表音を使ったほうが便利でかつ国民の適応も早いのではないか
と考えた。そこでアルバは幼字を廃し、響字だけで記すよう定めた
(imul 5)　　一方ルティアはすでにこのとき伝統を重んじる国になっ
ていたため、7969に採用していたメテ幼字しか使わず、表意が使わ
れ続けた。　メテとともに幼字を制定した神もむろん同様である
(7946)　幼字はその後もデザイン、看板、記号、時計、カレンダー、
数学記号や物理の定数といった科学などにおいて使われ続け、現在
でも生き残っている。　　・響字の普及　　sm前期になるとアルティ
アがルティアに侵攻。一時ルティアは支配される。その後首都を奪
還するも西部は長きにわたって取り戻せずにいた。　この征服時代
に節字が入り、アルティア人に牛耳られた王宮は節字を公用文字に
しようとしたが、音節構造がアルティア語と違いすぎ表記があまり
に不便なため見送られた。　結果節字はルティアではオノマトペの
表記などに用いられることになる。　アルティア人は節字を作って
から幼字を使っていなかったため、ルティア人の使う４４４もある
文字を受け入れることはなかった。この時点ではアルティア人が支
配者であるため、当然彼らは自分たちにルティア人を合わせようと
した。かといって節字はルティア語に合わず、ルティア人にアルティ
ア語をあまねく喋らせるのも現実的でない。　そこで同じ表音文字
の響字を取り入れ、折り合いをつけた。これならアルティア語もル
ティア語も同じ文字で記せて行政上便利である。結果ルティア語で
も響字を採用することとなった。　ルティアの役人はアルティア人
とルティア人で構成されるため、彼らはともに響字で記した。節字
でルティア語を書くのはきつく、かといって幼字を使う気にもなら
ないため、これが支配者にとっても最も合理的な選択であった。な
おアルティア本国ではむろん節字が使われ続けた。　　sm中期にな
ると神も響字の利便性から徐々に幼字の使用を減らしていった。背
景には発達するアルバザードの魔法学が作る新語をいちいち幼字に
訳すのが煩雑という思いがあり、まず rfにとっての外来語が響字の
まま入り、そのうちほかの語も響字で書かれるようになっていった。
　また、ベルトやルノらもこの動きに合わせた。　　・響字の崩壊
　　響字は大国間で通用する共通の文字としては便利だが、幼字が
元になっているのでしばしば画数が多いか一画が長い。作った時は
ベルトが取りまとめて世界共通の文字をという流れだったが、会談
が終わってしまえば各民族がそれぞれの土地で響字を使い続けるわ
けだから、当然好き勝手に各国ごとに崩れていくことになる。例え
ば日本人が漢字からひらがなを作ったように、変化しないほうが世
界的には合理的でも、その土地で生きている人間からすれば自分が
便利なほうが良いから当然変えるわけである。　　もし異国が別の
崩し文字を使っていてもそちらに合わせるかといえば、よほど力の
差がないかぎり合わせるわけがない。むろんそれぞれの国が好き勝
手に崩すと共通性が損なわれるということは皆も感じている。かと
いって、では自分が相手に合わせるかといえば、そんなお人好しは
いない。皆周りの国がこちらに合わせればいいと考える。　例えば
ひらがなとハングルがあると分かりにくいからひとつの表音文字に
しようねと誰かが言い出したとして、それ自体は日韓は確かに便利
だとは感じるかもしれない。だが日本人は当然ハングルに合わせる
気などないし、韓国もまた譲る気がないだろう。それと同じことで
ある。　　・竜字　　そこで sm後期でアルバザードで起こった文字
が竜字である。これは響字の下位概念とも子ともいえる存在で、響
字を崩したものである。アルバザード語にある音韻しか文字を持た
ないのが特徴である。　　竜字は２９で、詳しくは limを。　　・理
字　　同じく smで liize姫が取りまとめたものが理字である。宮廷
ではひとつの文字に対し複数の崩しデザインが存在しており、リー
ゼ姫はそれらをまとめて文字セットを作った。こちらもやはりルティ
ア語にある音韻のみを文字として持つ。　以下では響字というとア
ルバザードでは竜字、ルティアでは理字を指す。　　理字は３０で、
詳しくは limを。　　・ペンと筆　　竜字と理字ができたころ、アル
バザードはペン文化でルティアは筆文化であった。　ペンと筆は持
ち方から線の質まで異なる。ボールペンはインクが切れないので気
付きにくいが、インクとペンで書くと、ペンは画数の多い字が書き
にくいことに気付く。それどころか複数の文字をひとつにつないで
サラサラと書いたほうが書きやすい。　対して筆はペンよりスッスッ
と書くのが容易で、画数が多くても比較的書きやすい。線に太さも
付けやすい。　この違いは竜字と理字の崩しのデザインの差に影響
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を与えた。　　竜字も理字も響字から崩れたものだが、各国の国民
が勝手に崩れさせていった結果崩しのパターンがいくつもできてし
まったため国がまとめたという事情があるので、制定された崩し方
は国ごとに異なることになる。作る側としては誠に面倒だが。　　・
デザインと国民性　　竜字はペンで書きやすいようもともと筆記体
風な崩しになっている。元の響字のデザインを根本から変えて、自
分たちに書きやすいよう変えている。自分たちの合理性に合わせて
周りを変えようとするアルバザード人の強い国民性が出ている。　
　一方理字は元の響字の字形から一部を切り取るというタイプの省
略をしている。保守的で大人しい彼らは元のデザインに手を加える
気がない。かといって字形が長すぎるので省略もしたい。そこで一
部を切り取るという手法に到った。仮名でいうとカタカナに相当す
る。　　・神々の響字　　なお神々は世代交代をしないため、慣れ
た響字に固執した。彼らにとっては画数云々よりも慣れのほうが重
要であった。それはそうだろう。画数の多いのが嫌なら最初の響字
の時点で崩している。あくまで幼字の黄金期を生きた寿命の長い生
物の価値観だ。　　・幻字→ lim　　smでアルバザードやルティアか
ら神々に至るまで公用文字として広く採用された響字。しかしその
音価は時代とともに変わる。これが表音文字の欠点である。　例え
ば英語でも発音上は大母音推移が起こっても文字は据え置きだし、
同じｓでもｓａｄではサ行音だが独Ｓｔｅｉｎではシャ行音である。
sm_rdは現代の時間換算でも８００年あるため、この間に言語ごとに
地球の言葉と同じく文字と音のずれが起きている。　rdでアルシェ
が新しい使徒を迎えると、まず相手が同じ文字を使えるかという心
配があり、同じ竜字が使えてもはたして読みが同じかという心配が
常に付きまとった。さらに場合によっては文字が崩れてデザインが
変わっているケースすらあり、混沌としていた。　　アトラスでは
アポステリオリ人工言語である古アルカがピジン的に作られていく
過程でアルシェは『制定語彙』などを作成。ほかにセレンは『赤ア
ンクノット』などを作成。制定語彙は響字で書かれたが、赤アンクノッ
トはセレンの趣向で節字で書かれた。当時セレンが私的に節字を使
用していたことと、赤アンクノットがフルミネアが企画してセレン
が作った私物だったことにより、個人の趣向が通っていた。　　1601
にセレンが制アルカを作成しだす。このときアルカ用に幻字を作り、
乱立していた音をまとめた。それまでは各言語で使われる多様な音
を使っており、非常に多くの響字を用いていた。しかも文字の読み
も言語によってまちまちだったため、幻字で統一したわけである。
　制定語彙ほかはリーザが保護の目的でルティア王宮の金庫に保管
していたため、おいそれとは閲覧できないようになっていた。ただ
し赤アンクノットは私物なため、管理をまぬがれた。このためセレ
ンは制アルカと新生アルカの制作途中で赤アンクノットを参照する
しかないことがたびたびあった。　しかし赤アンクノットは節字で、
節字は響字ほど音が正確ではない。そのため制・新生は響字からす
ればあやまった音で作られた単語がある。使徒は制定語彙の暗記が
必須だったが、すべて忘れないというのは現実的に不可能なため、
このようなことが起きた。　　・ＩＰＡ (feeteda)　　rdではセレン
が 1609に響字に代わる包括的な表音文字（ＩＰＡに相当）を考案し
た→ lim　　・幻字の普及　　幻字はアルカの普及とともに広まった。
文字と言語なら文字のほうが先に普及する。日本でもハングルをよ
く見かけるが、韓国語ができる人はまだ少ない。例えばセレンもハ
ングルは読めるが韓国語は喋れない。それと同じで、幻字もアルカ
より早く広まった。　rdで幻字は多くの国に認知されていた。ただ
公用文字にはなっていない。rdではアルバザードでのみ公用文字と
された。alではルティア等多くの国が公用文字のひとつとしている。
　　ルティアでは rdに幻字が入り、alで公用文字のひとつとなった。
rdでリディアらが幻字でルティア語を記す方法を考案したが、理字
のほうがルティア語の表記には適していたため、普及しなかった。
ところがひとつ、電算の世界では普及した。というのも１バイトの
文字コードは幻字でいっぱいいっぱいだからここに理字が入るはず
もなく、幻字しか入らなかったためである。　ＩＴはアルバザード
から興って世界中に広まっていったため、中国でも英字のキーボー
ドを使うのと同じように、ルティアでもメティオでも幻字のキーボー
ドを使う。結果、幻字は電算で最初に普及した。　　alの革命後も理
字は生き続けている。しかし vlと違って民間人でもほぼ確実に幻字
への置換ができる。特に革命後に生まれた若い世代では幻字がデフォ
ルトというほうが多い。だがここまで来るのに３００年以上の時間
がかかっているのが流石ルティアというところか。　現ルティア語
は幻字で示すとアルカと音価がかなり異なる。lumiineはアルカで
はルミーネと読むが、ルティア語ではリュミーヌと読む。evanjelin
はエヴァンジェリンではなく、ゥヴォンジュリャンのように読む。
長い時間を経て地球の言語と同じように音と文字が乖離している。
　文字と音は常にイタチごっこで、正書法を定めても定めてもすぐ
に乖離してしまうものである。人工言語を作る立場からしてみれば
言語の変化は面倒くさく鼻もちならない問題児だが、嫌々でもリア
リティのために変化させざるをえない。神話の時代ならまだしも、
魔法が失われた時代なら地球に存在する言語程度には変化しなけれ
ば手抜きである。アラビア語のような変化の少ない言語にすれば楽
だが、あれはイスラム教という強い宗教があってのもので、そう簡
単に日本語などで行えることではない。まして英語のような国際語
という地位があればまして現実的でない。
hact  ［動詞］yulを印字する、印字する、印刷する　［レベル］３　13:制 :hacpret
（字を印刷する）
hack  ［動詞］yulをなぞる、なぞる　［レベル］２　13:制 :hacmatikl（字をま
ねるから）
hacka  ［感動詞］お誕生日おめでとう　［レベル］２　古 :ridia:オヴィの造語
diakaと melkaに似せてリディアが hacmakaiから造ったもの。誰にでも
使うことができる。
hacs  ［文字］インク　［レベル］３　meltia 256:bert;hac.k　13:制 :hacsip（字
の液体）
hacsfape  ［電算］インクジェット　［レベル］５　19

hacsas  ［言語］書き順　［レベル］２　22　［文化］　arnant

hacsan  ［数学］文字式　［レベル］４　19

hacn  ［名詞］友達、友人、ダチ　［類義語］semaim、bac、eriol、nakama　［レベル］
２　古 :hacn。hacmaからだろう。　Luula:Luula::halan,alt　［語法］　altisは
「旧友」かつ「親友」。diaserは altisのうち、恋仲にあるもの。腐れ
縁は baldis。　hacnaは何か行動を共にするのに適した相手のことで、
行動とはビジネスでもテロでも何でも当てはまる。通常二人一組に
なり、訳語は相棒がふさわしい。　hacnは友人のこと。semaimはそ
のうち女同士を指す。　【用例】　lein sit hacn{semaim} le la axo ok. レ
インには一緒に遊ぶ友達がいなかった。　taf hacn 友達を作る　tifl 
hacn 友達を失くす、失う。孤立するという意味は含意しない。ふつ
う一人の友だちを失うことを意味する。　vins hacn 友達を捨てる、
絶交する　hacn ant tan rukases nei il rafel ento an tilat nal. 友達も
宿題を全部は終わらせていなかったので安心した。
hacna  ［名詞］相棒、相方、伴侶、パートナー　［レベル］３　古 :hacma(使徒 )
から hacn(友人 )ができ、hacnから hacnaが特殊な意味を持った友達
即ち相棒の意味を持って生まれた。　［語法］　hacn

hacnolt  ［電算］文字コード　［レベル］４　20:文字の一揃え　［文化］　imul 
1603にリュウが sors用に開発した。当時作られた新生アルカの表音
文字は文字数が少なく便利という理由で採用された。sorsはタイプ
ライターのようにＣＲなどの制御文字を必要としていたため、地球
と同じく文字コードには制御文字を含んだ。最初に含まれたのは表
音幻字２５種、それに古アルカの表音文字４種である。これに新生
で使うテンペラなどの表意文字を追加し、:などの約物といわれる表
意幻字を追加。アルバザードで使うことを見越して通貨記号なども
入れておいた。その数がおおむね１００前後であったため、７ビッ
トで表すことにした。当時は魔動式のコンピュータを使っており、
最小単位が４ビットであったため、８ビットで表現し、残り１ビッ
トは空白で常に eres（１６進数で１。後の２進数で０）で表記した。
　1604にリュウは sorsをアルバザード国王とヒュート国王に献上。
経済省から量産を依頼される。　1606に影の女王であるリーザから
内々に sorsを紹介されていたルティア王であったが、この年、公に
sorsを紹介され、興味を示す。　1608に量産体制を整え、経済省に組
み込まれるようになる。　1609にルティアとメティオに輸出される。
　1610に両国で評価を受け、量産が決定する。　1611に両国で量産体
制が整う。　1612にパールがタイプライターを発明したころからこの
文字コードは lotteと呼ばれるようになった。　1613にリュウは拡張
機能として表意幻字を打てるように、表意幻字の文字コードを開発
しはじめた。このころルティアやメティオは弾道計算に sorsを使う
計画を立てており、sorsの研究は機密事項となっていたため、文字
コードについてもリュウと共同歩調を歩まず、独自の文字コードを
作成した。両国は sorsについてアルバザードに一歩常に遅れてきた
経緯があったため、アルバザードの開発を待っているばかりの体制
を打破しようとしていたというのもある。　しかしそれが結果的に
は各国ごとに表意文字の文字コードが異なり文字化けしてしまうと
いう不合理を生んだ。　この現象はヴェレイまで続き、ヴェレイで
ようやくアルバザードの文字コードを拡張したユニコードが開発さ
れ、落ち着く。　diaklelが lemir言語庁によって電子化されだした
のは rdのことであるが、このときレミールの方針はコンピュータと
異なり、なるべく各国が共同歩調を取るというものであった。当然、
省庁ごとに外交方針は異なる。レミールはしばしば文化的記述や百
科事典的記述において他国の情報を必要とした。そのため、各国の
レミールは協調姿勢を見せた。　しかし当時は文字コードが国ごと
に異なっていたため、レミールは文字化けのしない表音文字、すな
わち lotteの範囲で diaklelを電子化することにした。文字コードの変
換プラグインを用いれば変換は可能だが、アルバレンに存在せずティ
アレンには存在する幻字などには対応しきれず、また文字コードの
変換も完全なものではなかったため、レミールは作業の効率化と誤
解の回避のために lotteを選択した。さらに通貨記号など、各国に特
有な文字は化けるため、これも避けることとし、最小限の文字数で
辞書を記述するという方針が生まれた。　加えて、rd末期のレミー
ルは新生アルカを作ったセレンの意向を反映していたため、表意文
字をできるだけ退けたかったというのもある。セレンは当初新生を
表音文字だけで作ったが、表意幻字に慣れきった国民から表音文字
に変えることに不安の声が上がり、移行期間の間は使ってもよいと
いう条件付きで表意幻字の継続的使用も認めていた。レミールはセ
レンの意思を踏まえ、lotteを使うことでなしくずしに表意文字を消
していこうと考えた。しかしセレンやレミールの意向は国民には理
解されず、結局その後も装飾や古風な書記法などに表意文字は使わ
れ続けることになり、アレイユになった現在でも diaklelにはその見
出し語を表意文字で何と書くかという項目が残っている。　　＜地
球での文字コード＞　　地球での作業には地球で普及しているキー
ボードを使うのが合理的であるため、地球で幻字を表示するための
文字コードが別途必要になる。　全角は日本語などで用いるため汎
用性が低く、ファイルも重い。フィンランドに行ったとき、日本語
のフォントがインストールされておらず、インストールしようとし
たらホテルのなので制限がかかっており、非常に困った。もしアル
カが今後全角を採用したら、いざというとき日本語だけでなくアル
カも打てないことになって困る。　その上全角にしたら第三水準な
どの使わない漢字を潰して幻字で埋めることになり、一部の字が使
えなくなる。さらに制アルカで使っていた hacmのようなキーボード
レイアウトも必要になり、煩雑である。　　そこで欧文フォントで
ＡＳＣＩＩで表現できるようにしたい。これなら軽く、汎用性もあ
る。しかしＡＳＣＩＩは７ビットの１２８文字しかなく、その上実
質９４文字しか宛がわれていない。これではアルカには全然足りな
い。そこで文字コードを表音部と表意部に分け、hacmと harmaの２
つのフォントを作ることになる。　ところでＷＯＲＤなどでは文字
ごとにフォントを設定できるが、ＰＤＩＣやＨＴＭＬではそうでは
ない。　ＨＴＭＬはフォントを設定できないこともないが、ふつう
閲覧者はアルファベットで閲覧する。従ってオンライン幻日で２つ
のフォントを併用すると、アルファベットで表示したときに２つの
文字コードがごっちゃになる。　例えば axteをａに宛がった場合、「ﾜ
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ﾗﾜﾗｗ」と書くと naxnaxaと表記されることになる。naxnaxはいいとして、
aは一体何だという話になる。　ゆえにＷＯＲＤなど複数のフォント
を設定できる環境以外では harmaは用いないほうがよい。基本的にテ
キストデータは hacmだけで書いたほうがよい。反面、漫画や小説な
ど複数のフォントを使える環境で制作する場合は harmaとの併用が望
ましい。　　幻日は要するに巨大なテキストデータなので hacmだけ
にしたほうがよい。　ということは、例文中のイントネーションは
すべて hacmで表記できる必要がある。　地球の hacmは具体的には
arkantisなどのフォントで表現され、アトラスの hacmとは内容が異な
る。　地球では、幻字で表示した場合とアルファベットで表示した
場合とで違和感がないようにする必要がある。　tが tesの文字にな
るのはいい。カンマが tsunkになるのもいい。アルファベットは幻字
に転写対応しているし、カンマとツンクは見た目そのままだ。しか
し #が四点リーダーになるのは違和感がある。そういう違和感を排
他したのが地球の hacmである。　　そしてそう考えた場合、イント
ネーションの sikaや kiliなどは明らかにＡＳＣＩＩの中に似たデザ
インがない。そのため排他する必要がある。　ではイントネーショ
ンはどうやって表記すれば良いだろうか。そんなもの表意部の harma
で示せばよいと思うかもしれない。だが harmaは幻日では併用できな
いのであったことを思い出してほしい。　naxnaxaのような変な表記が
されないためにも、hacm内で組み合わせてイントネーションを表記
する必要がある。　　tempera, kuuno, gainについては hacmにある
のでよい。　mileejは ??だと分かりやすい。　sikaは _で表記する。
_は kalte, yuuma, tuunoなどの幼字に現れるパーツで、地面を指す。
見た目にも平坦なので平調を指すのに便利である。　kiliは |で表記
する。|は古で monoと同じデザインで、「壁」や「止める」という意
味である。中止調を指すのに申し分ない。　kimは下がって上がる音
調なので、!?で問題ない。　小音調は ,との組み合わせで作る。,??
で小ミレージュ。.を使わなかったのは文の数をカウントするとき面
倒にならないため。　このようにして hacmでイントネーションを示
す。　　一方、harmaもまた地球のものはアトラスのものと異なる。
　Ser, Zotなどは意味的に hacmに入るはずだが、近い記号がＡＳＣ
ＩＩにないため harmaに追いやった。　かといってこれが hacmにも
harmaにもないと、古文字の表記に困る。地図なども古文字を使って
いる。　イントネーションについては２０１０年までは sikaなどを
使っていたが、hacmで表記するのが一般化すれば harma内に無理に
作る必要はない。というのも、harmaも９４文字しか作れず、スペー
スが貴重なためである。　　さてその地球の harmaであるが、以下の
ように設定した。　　使徒の名前：２８：日付　使徒の苗字：２８：
著者表記、外国名、外貨（ただし使徒の数分しかないので、dimini
onなどは表記できない。アルバザードやルティアが表記できるのは
嬉しい）　アルミヴァ：１２：時刻　月相：８：天秤詞　ソーム：７：
曜日　アルシエル：４：四季、天秤詞　ミュシェット・アシェット・テー
ムス：３：カレンダー　アテン：４：種族　　これでちょうど９４
である。　以前全角の明朝 taphacで使っていた矢印は >などを使っ
て表記。○×は割愛。　helpaiは aaaalisなどと表記すればよいので割愛。
動詞媒介は廃止されたのでむろん割愛。arkaはそもそも余剰なので割
愛。　　惜しむらくは通貨 soltが表記できない点だが、わざわざ表
意にしなくても問題ない。というより国ごとに通貨があるのだから、
国名の使徒記号を外貨にすれば良いだろう。主要国の通貨は表現で
きる。経済の話であることが分かる場面でしか地球でも＄は使わな
いし、それならアルバザードの文字で soltを表すことに何ら問題は
ない。　それより、soltを問題にするのならむしろインテグラルなど
の数学記号を載せたいところである。しかしそれを入れると際限な
く増えるため、この９４字で幻文に使う最低限は十分に表現できる
だろう。ＡＳＣＩＩとて数学記号などはどのみち表現できていない。
　　さて harmaの配置だが、実際には古幻字のほうがアルシエルより
使わないだろうと考え、シフトに追いやった。　漫画や小説などを
書いていると天秤詞の頻度は高いので、シフトにしたくない。　と
はいえ０キーのシフトが存在しないので、アルミヴァをシフトに入
れることができない。そこで天秤詞として使われる月齢がシフトに
行くことになる。　（）＝が空くので、ここに axet, teemsを入れれば、
ひとつ空いた先の＝が myuxetになってちょうど良い。　そして余っ
たところにあまり使わない soomを入れる。ここの配置はあまり綺麗
でないが仕方がない。　バックスラッシュは￥になるので、xierは
日本のキーボードだと２回現れる。ＡＳＣＩＩを使っているのでた
いていの国のキーボードですべてかほとんど表示できるはずだ。
hacva  ［名詞］ハルヴァ、使徒規則　［レベル］６　古 :kmiir:｢ 使徒規則 ｣。
クミールの間違いによる造語。アルシェの使徒としてアルカを学ん
でいたクミールは、幻字の読みを覚えるために幻字を表音文字に転
写していた。そのとき使徒規則を意味するハルマ（使徒そのものと
同じ字）を誤って転写してしまった。使徒と使徒規則は別の意味だ
から単語も別なのだろうと勘違いして訂正しなかったそうで、彼女
は使徒規則のことを誤って発音していた。あるときクミールの hacva
という発音を聞いたセレンが ｢間違っている ｣というと、彼女はヒ
ステリーを起こして ｢これで良い ｣と言い張り、強引に使徒規則を
hacvaと呼び続けた。使徒自身、｢使徒 ｣と ｢使徒規則 ｣が同じなの
は使いづらいと思っていたのでちょうど受け入れることにしたよう
である。
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hacm  ［名詞］幻字　［シェルト］駒、コマ。駒の総称　［類義語］hac、harma　［レベル］
２　14:制 :古 :hacma（使徒、幻字）　［文化］　→ hac、tina、atom　　＜
概要＞　　アトラスではアルカで使う主に２５の表音文字のこと。
　地球では古アルカが使用していた表意文字と、制・新アルカが使
用する表音文字のこと。　「幻字」という訳は、古アルカで hacmaと
いう単語が「文字」を意味し、その字形が「幻」に似ているところ
から来ている。　　＜現実での幻字の歴史＞　　12年夏にセレンが
制のために作る。当時アルカが最も簡単な人工言語を目指していた
ため、極力字形を単純にした。「zは直線だが jは曲線」というよう
に、右手首に書きやすい字形にした。すなわち単純かつ労力の少な
い字として開発された。デザイン性は重視されなかった。　その後

約１０年でアルカは過合理を排他して文法等を変えたが、慣れがあ
るので字だけは変わらなかった。　　20末ごろにリディアがルシア
に幻字を書かせ始める。　21夏にきちんと幻字を学ばせようとする。
このときルシアはおよそ三才半。　幻字を灰色で刷ってなぞらせる
という勉強法をリディアは考えた。フォントを選ぼうとし、やはり ta
phacだろうと考えた。　ところが子供の一生がこれで決まると思っ
た彼女は本当にこれでいいのかと考え、子有りの女子に相談。　す
ぐに同じような悩みを抱えるだろうと自覚していたミルフらがこれ
に呼応し、本当に taphacでいいのか考察した。　大部分の文字がｘ
ハイトに収まっておらず、視線が上下動して可読性とデザインが悪
いという欠点をミルフが指摘。これは数年前の筆記体のときも挙がっ
た問題点。　自分たちはともかく子供はと考えた女子らが標準書体
があればいいのにと考え、リディアとミルフがセレンに相談。　こ
のときセレンはメルからの紫苑改訂、エンナ・クミールからの代詞
改訂でてんやわんや。そこで彼女らに丸投げし、自分で字案を作っ
てから言えと棄却。　彼女らが男子に相談を持ちかけたため、話が
大きくなった。　その後子供のためなら変更もやむをえまいとして
セレンも加わった。　　字案作成に多くの人がアイディアを出し、
1271までに保守案と革新案が作られた。　まず保守案ができた。ｘ
ハイトに合わせて aが傾き、アセンダからディセンダまで貫く不恰
好な pと bの余分な下降線が省略された。　その後「丸形が多い中、
斜線のみで構成された文字があると書体に統一感がない」といった
指摘から n列が修正。　「dと gは保守案だと wに近すぎる」とい
うことでこれも修正。　　保守案：http://cid-dd6eff55a81cbf67.
photos.live.com/self.aspx/arka/hacm1271%5E_1.png　革新案：
http://cid-dd6eff55a81cbf67.photos.live.com/self.aspx/arka/ha
cm1271%5E_2.png　　線種の統一感やデザインの美しさから革新
案が多数決で優勢となった。　このままでは既存のフォントが無駄
になってしまう。　そこで既存の書体は anjuren（夕月書体）とし、
革新案を arnant（幻京書体）とした。　　　夕月では避けていた混同
しやすい字形を幻京は取り入れている。　10年前は果たして自作の
表音文字なんかできちんと意思疎通ができるのだろうかという不安
があったため、確実に弁別できることを重視した。　10年経てば慣
れたもので、別に aと lが似ていても長さや前後関係で区別できると
大半の人が思うようになった。　実際地球でもｎとｈ、「や」と「ゃ」、
「１」と「ｌ」なども特に問題なく区別している。　　夕月に鏡文字
が多かったのは、反転して言葉遊びができるようにとの配慮。　し
かしもうそれに拘泥する必要もないので、幻京では d,gなどの対称
性を崩した。　　幻京は丸と直線で主に構成される。斜線はほとん
どない。　線種に統一感があり、かつ弁別できる範囲である。　ア
センダに届く文字は８種。ディセンダは４種。丸い文字は６種で、
うち子音が２種。　　数字も一部角度を変えた。丸みと角張りを変
更したものもある。　　合わせて約物も変更した。　f,mが変わった
ので大なり小なりは＞＜でよくなった。こうすることでフランス語
のギュメのようにも使える。　aが変わったのでハイフンが使えるよ
うになった。ハイフンはビンに入った液体の減少量を記した線とし、
マイナスの意味も持たせた。　ビンに水を追加したらマイナスの刻
みを修正する必要があるので、もうひと刻みつけて＋にした。これ
が増加量を示すのでプラスとなる。　アスタリスクは存在しないが、
バツ印がほしいこともあり、＋を傾かせた×を掛け算にした。　スラ
は oとして使うのを止め、割り算や分数を示す文字とした。文中に
突然記号が現れるのは美しくないと考える者が多かった。　　丸印
がないので＋を「良い」とか「正解」の意味で用いる。スラは中間
とする。　＋＝○　／＝△　×＝×　　●フォント　　当初フォント
はミルフに任せることにしたが、その代わりｗｅｂでの公開と配布
は許可しないとリディアに釘を刺され、それでは意味がないとして
結局セレンが作ることとなった。　　標準書体は幻字の本来の形を
伝える最もプレーンなものでなければならない。これをもとに様々
な書体が生まれる。　最もプレーンなので、サンセリフが採用され
た。サンセリフのうち最も基本的なもの、標準フォントを tinaとい
う。ミルフの命名で、ルシアを意味する。　tinaは外国人や幼児へ
の文字見本として使われる。見出し向きである。　　一方セリフも
作ることとなった。アトラスでは smまでに幻字以外の文字による様々
なセリフが既にできていたので、自由に選べる。　オールド、モダ
ン、トランジショナル、スラブなど色々あるが、どれがよいかとい
うことになった。　まず作るべきはセリフの中で最もプレーンなも
の、すなわち標準となるセリフである。　プレーンな tinaがサンセ
リフであるから、これに一番近いセリフが「最もプレーンなセリフ」
ということになる。　スラブは縦線と横線の幅が同一かほぼ同一で、
セリフの幅も同様である。それゆえ物によっては「セリフの付いた
サンセリフ」と呼ばれることもある。　従ってプレーンなセリフと
してはスラブがふさわしい。幻字ではスラブが「オールド」になる
わけである。　このフォントはミルフの命名で lantiaという。意味は
tinaと同様である。　lantiaは主に外国人や幼児向け書籍の本文に使
われる。　　　tinaのフォント面の設計はセレンが行った。　これ
までの手書きをスキャンするという方法を止め、数値的に設計して
いく方法を取った。幅や高さは２の乗数ないし１２の倍数をメイン
に組んでいく。　ミーンラインなどを意識して作るのは初めてであっ
た。設計図の一部を公開する。ただし作業中に画面を見ながら綺麗
な形に整えているため、出来上がりはこの紙の数値通りでない。　
　http://cid-dd6eff55a81cbf67.photos.live.com/self.aspx/arka/
hacm1271%5E_3.png　　●比較　　夕月と幻京を比較。　http://
cid-dd6eff55a81cbf67.photos.live.com/self.aspx/arka/hacm127
1%5E_4.png　　夕月はＸハイトに収まらず上下にパラついている
のが分かる。　また夕月は手書きのしやすさを重視しているため、
rは斜体だが hは立体といった違いがあり、スタイルに統一感がな
い。　斜体がかることで文字幅も取る。　しかし手首にとって書き
やすい字形であることは長所である。　　幻京は上記の欠点が補わ
れている代わりに f,mなどがやや冗長である。a,lの可読性も夕月が勝
る。　　●制作方法の要点　　・四角円ツールは画面クリックする
と大きさを指定するダイアログが出る。任意の大きさのものを作れ
る。全部作り終わってから修正の段階で気付いた。　　・表示で制
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御点番号を出す。赤点青点も表示。文字は黒塗り推奨。円を作った
ときにドーナツにならないという巻き方向修正のしわすれを防ぐた
め。　　・正円を描くには→円ツール。＋ＳＨＩＦＴで正円。位置
を決めるのが難しい。画面右下に座標が出る。画面を１００％程度
に拡大し、上端と下端の座標を画面右下で確認すれば、上端－下端
の半径の正円が得られる。完全に座標通りにはならないので、赤点
と青点を選んで細かく数ｐｘずらす。外周はこれで終わり。　内周
は外周をコピーする。円の太さが８０だとすると、約６５％（Qの場
合の概算値）に縮小すれば太さ８０になるような内周ができる。数
ｐｘずれるので点を選択して修正。　このままだと多分中身が黒塗
り。画面左上の炭で塗るモードにすれば分かる。編集の巻方向修正
でドーナツになる。　実はまだこの両円は繋がってない。任意の点
をダブルクリックすると片方の円しか選択されない。だからこれら
をつないで一個の円にするときはまず接着剤を使う。その後切るに
はカッターを使う。ｏをｃにするときに二箇所切るが、一箇所目を
切るときにカッターが通じず接着剤を使うのはこのため。つまり最
初はまだドーナツと認識されてない。ふたつの円があるだけで別別
のものと思われてるからカッターで切れない。正円のまま使う場合
は接着剤でくっつけておく必要はない。巻きだけ修正しておく。　
　・斜線の太さを保つには→斜線を斜めにすると角の辺も斜めにな
る。Ｘなどは角を水平にする必要がある。水平にして幅を８０にす
ると、線幅はなぜかそれより狭くなり、字が細くなる。そこで長め
に長方形を幅８０で作り、斜めにして設置。カッターで水平に切れ
ばいい。　　・ＯをＣにするには→切る部分２箇所をＡ，Ｂとし→
接着剤ボタン。＋ＳＨＩＦＴで４５°にＡ部を切る→ナイフボタン。
同様に４５°でＢ部を切る→完成。なぜかナイフだけではできない。
最初接着剤を使う必要がある。ここから oを作る。　　・tを作るに
は→Ｃを作る要領で wを小さく切断してパーツを作る。選択して十
字キーで動かして lに重ねる。lとパーツの交点に赤点を入れる。入
れるのは l側のパス。lの不要な部分の赤を下に動かしてパーツ内ど
こでもいいから置く→編集オーバーラップ削除。ここから kなどを作
る。反転するだけではダメ。ベアリングを計算する。　　・eを作
るには→ wを適当に切ってＣにする。長方形で幅 80のを作る。Ｃの
左中央の赤点の高さが長方形の真ん中の高さになるように合わせる。
長方形の右端はＣの右端と重なる→オーバーラップ削除→これでは
足が左寄りで短い。eの左端中央＝横線と縦線の交点の部分をＸと
する。Ｘを真一文字にナイフか接着剤（このときはナイフ）で切る。
足をダブルクリックして選択→＋ＣＴＲＬで横に拡大。線幅が維持
される→ eの右端よりやや内側に合わせる。ここから uを作る。　
　・その他　n→ lを２本。wを切る　p→ i/l　m→ wを横に＋ＣＴ
ＲＬで二倍に広げる。縦に両断する。lを入れて柱にする。lの高さ
を調節する。　f→ i/x。xを＋ＣＴＲＬで横に細くするのがポイン
ト。線の太さは変わらずフックの角度が急になる。　d→ wを切る。
長方形２つ作って融合。　z→長方形を繋ぐ。これは簡単。　j→大
変だった。wふたつ。二箇所切る。コピー。ひとつ左右上下反転。動
かして融合。Ｓ字になる。汚れた箇所を修正。全体の高さと線の太
さ調節。　g→ wを配置。頭はオーバーシュートで 568。lを加える。
wを切断。切断面の高さをミーンの 544に合わせると綺麗。しかし切
断面 45°で 544になるところを切ると、縦棒との間の隙間が狭すぎる。
そこでもっと左下の部分を切断する。こうなると切断面上部が 544
来ず、汚い。そこで一旦左翼と縦棒の交点のところをナイフでカッ
トし、左翼だけ取り出す。選択して＋ｃｔｒｌで太さ維持したまま
断面上部が 544になるまで上に拡大。その後オーバーラップ削除し
て繋げ直す。　3→半円と棒。文字の半分の高さになるよう円を潰
す。この円のエレメントは半分にする前に適当なところに取ってお
く。あとから別の文字に使う。oのようにそのままのがあるわけでは
ないので、取っておかないとまた作ることになる。　4→ tを回転さ
せて組み合わせる。案外簡単に組めた。　5→角度調節と交点の位置
決めがわりと難航。縦横の交点が中央に来ないのでやりづらい。　
8→棒３本。はみ出さないように合成するのは難しい。合成してから
余計な赤だけ消せば綺麗に消える。元の頂点は合成後も残っている
のでそこだけ残せば最終的にわずか６点まで減らせる。　9→ 3,6の
丸を活用。　q→ jの中心部を縦にカットし、上下に分断。上のパー
ツを洗濯して左右反転。　!→ l/wカット　?→ wを２つ潰して融合
してからカット。その後 Qから作り直し。　(→ wでなく l。lの中央
に赤点。左にずらしてくの字に。青点を８箇所入れて丸みを。低さ
はディセンダより少し上まで。　　N:－２２．５°。設定できないの
で－２３°。直角の１／４の傾き。その後幅が合わないので変更。　H:
－３０°。　Q,B:Qの丸を取っておく。それを Bに使う。そのままでは
使えないので計算して拡大率（９６％）を出す。外周と内周両方選
択しないと片方だけ太る。　B:上の方法で微妙だったのでアプロー
チを変える。l立てる。Fの横棒の長さの横棒２本上下に。Qの丸を
９６％にして２つ。横棒２本と縦棒、及び丸２つを別々の場所でオー
バーラップ削除で合成。８の字を横１２５％にし、逆コと重ねる。オー
バーラップしていびつになる。余分な点を消してカクカクにしてＢ
の形に。意外と大変だった。　I,O:オーバーシュートするとでかく
見えるのでやめる。　A:斜めは２３°。横棒は４７１。だがこれだと
広すぎたので狭めた。　J:○ふたつで Sを作ってそれをふたつ重ね
る。　S,D:lと wからステッキ。それを複製。横棒追加。Dは Sから。
Sを潰し、縦棒。Sの横棒を接着剤とカッターで切った後、邪魔な赤
点を削除。　Y,P:丸と棒を組む。Yが微妙。　G:丸、棒３つ。丸の
大きさはわりと感覚のほうがアテになる。開始位置は下から１／３。
　F:棒と v２つ。vを＋ CTRL,+SHIFTで潰す。拡大縮小も利用。線
幅の修正が必要。　R:(をリサイズして棒と合成。)(間の距離は二幅
分で 160にした。　X:jを伸ばして組み合わせる方法は失敗した。縦
棒置き、wをコピーして切ってフックを作って棒の上側に置く。下側
にも同様にコピって置いて、融合。いわない点を整理。インテグラ
ルを作る。コピーして９０°回転。いきすぎなので角度調整しながら
寝たインテグラルの底が床に付く位置に。横棒を加えてオーーバー
ラップ削除。インテグラルを噛みあわせた丸の部分がいびつになる
ので修正。横にでかすぎるので＋ＣＴＲＬで潰して完成。　　・数
値　アセンダ 852 　キャップオーバーシュート 844　キャップ 820

　ミーンオーバーシュート 568　ミーン 544　キャップ２／３ 547　
キャップハーフオーバーシュート 416　キャップハーフ 410　キャッ
プ１／３ 1/3 273　ベースオーバーシュート -12　実ディセンダ -284
　ディセンダ -300　　●制作順序　　w,l,t,k,x,s,i,o,e,u,n,v,h,y,c,r,a,p,
b,f,m,d,z,j,gの順に制作した。ここまでは作業開始日の 1271内に終了
した。　作業後の所感としては、エレメントが減ったからかあるい
は慣れたからか、taphacに比べてフォントが作り易くなったように感
じた。　続いて 1,9,2,0,3,6,4,5,8,7,q,!,?,その他約物の順に制作した。　
　その後大文字を作成することになった。大文字が増えた分、幻京
のほうがフォントを作りやすくなったという夢は儚く消えた。　N,V
,H,L,T,E,U,K,Q,W,B,I,O,A,J,Z,C,S,D,Y,P,G,F,R,Xの順で制作した。　　●
認定まで　　リディアらが発端となり、女子から男子へ通ったため、
アルシェは早い段階で通過。　ソーンは子がないので子供のためと
いう理由では通過しづらいと思われたが、難聴者のいないアルシェ
を押して代詞改定を受け入れさせた件が同時期にあったため、魚心
あれば水心的にすんなり通過。　同時に問題が起こったせいでセレ
ンは大変だったが、意見がまとまったという点では珍しくありがた
かった。　リーザがどう出るか不安だったが、帰国後 1272に特に問
題なく承認。むしろ溜りに溜まった異体字問題が片付いたことを歓
迎していたように思える。　　＜幻字の発展＞　　http://leviantar
ka.web.fc2.com/hacm.html　【用例】　hacm sakean{foil} 幻字の若い方、
幻字の早い方。tと kなら tのこと。　hacm xikean{xeil} 幻字の遅い
方
hacmregalkant  ［音楽］幻字の歌、幻字の覚え歌　［レベル］２　22　［文化］　制
アルカ時代に作られた幻字の子音の覚え歌。22年に作り直された。
hacma  ［名詞］使徒、ハルマ、月、ムーン　［名詞］委員、大幹部、幹部　［名詞］
大学院修士課程　［シェルト］チェック、ハルマチェック　［名詞］だんな様、
旦那様、ご主人様（dyussouとも）。元はミルフがザナを呼ぶときの
non keno hacmaから。使徒という意味でなく「勇者様」のこと。転
じてメイドなどが主人を呼ぶときの呼称となった。　［レベル］２　初 :l
iiza:元々両団体の中枢となる構成員を指す言葉で、リーザ以前から
存在していた語。初代からあったと思われる語で、その意味はもは
や不明。リーザがその語を古アルカの音韻論に合わせて借入したの
で、リーザの造語とする。　［反意語］rsiila　［文化］　アルシェ・ソーン
を構成する者。どちらの団体も１３人を固定とする。アルシェ・ソー
ンの運営をルシーラの下で行なう。抗争や事故によって死亡しても
代は変遷しない。ルシーラに途中で格上げされることはない。任期
はない。変遷か死亡まで貫く。ルシーラの命令に逆らう権限はない。
　【成句】　kil soven hacma 刎頚の交わり。アシェットの使徒が互いに
刃物を押し当てても信用できる間柄だったことから。
hacma(2)  ［文字］概念記号、ハルマ　［レベル］６　古 :文字　［文化］　leiha

hacmat  ［形容詞］少数精鋭の　［レベル］４　22:hacma/te

hacmataxe  ［名詞］精鋭部隊　［レベル］４　rd;/　24

hacmania  ［非言語］ハルマニア　［レベル］５　古　［文化］　忠誠と士気の高
さを示す礼法。男女兼用。手を祈るように組んで胸の前に持ってくる。
元は奴隷の手が枷でつながれているジェスチャーであり、服従を意
味した。　両手を組んで両親指の先端同士は接触させる。両手の付
け根同士は１０ｃｍほど離しておく。手の甲は上を向く。この状態
で組んだ手をみぞおちのやや上、胸骨の剣状突起らへんの高さに持っ
てくる。剣状突起から組んだ手は５ｃｍほど離しておく。これがハ
ルマニアである。 
hacmadaiman  ［名詞］修士中退　［レベル］６　19

hacmadespel  ［魔法］使徒結界　［レベル］６　18

hacmaregast  ［名詞］修士卒　［レベル］６　19

hacpit  ［文字］字体、書体　［レベル］４　20　［文化］　hac　具体的なフォン
ト名ではなく、字の種類のこと。平ペン体（イタリックやゴシック）、
銅版体（カッパープレート）のように、書くペンの性質で分けるこ
ともあれば、イタリックやゴシックのように文字の特徴で分けるこ
ともある。また、魔女文字や少女文字のように、文字の表すイメー
ジで分ける場合もある。具体的なフォント名以外の分類名が字体と
なる。セリフやサンセリフのように、特徴の有無を元に分類される
こともある。　例えば axet体はフォント名であり atomであるが、そ
の字体は「筆記体・カッパープレート体・サンセリフ」といったい
くつかの字体項目を持つ。　＜線の種類による字体＞　線が一定の
太さを保つボールペンや鉛筆のような線による文字を鉛筆体という。
rdのころはボールペンがなかったため、このようにいう。鉛筆体の
代表は tapである。　先の尖ったペンで書かれた文字をペン体という。
ペンの性質上、ゆっくり書く部分は太くなり、払う部分では細くなる。
ボールペンではこのようなことが起きない。よってペン体は線に強
弱がある。代表は hailenである。　先の平たい平ペンで書かれた文
字を平体という。イタリック体などに用いる。ペン体と同じく線に
強弱があるが、ペン体と異なり、運筆方向により線の強弱が決まる。
また、ペン体よりも線の強弱の差が激しい。　先の細いペンで、銅
版に刻むのに使っていた文字を銅版体という。カッパープレート体
に用いる。元はデザイン用に作られたものでなかったが、線が細い
ので飾りを付けて複雑な形にする余裕があり、デザイン性に富んだ
書体がセレンによって作られた。平ペン体だと線が太い部分は非常
に太くなるため、装飾のヒゲを付けることが難しい。このことは市
販のカリグラフィーペンでカッパープレート体のアルファベットを
書いてみると実感できる。絶対にカッパープレート並みの装飾を付
ける余裕はないはずだ。
haclots  ［電算］文字キー　［レベル］３　20

hacant  ［文字］文字駒、活字　［レベル］５　21:hacm/lanta　［文化］　pret

hacanttus  ［文字］級数、ポイント→ tus　［レベル］５　21

hace  ［動物］アジ、鰺　［レベル］３　lakta

har  ［色］赤、ハール　［形容詞］赤い　［経済］赤字。アルカでも赤で記し
た。　［象徴］女。女に魔導師が多いのは virが多いためで、virが赤
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色の光であることから。　［レベル］１　13;hoora,lsl.xik　13←古 :hoora　
fan:hoora:la sante:hada,alt　【成句】　taf ver kont xim har palmel 先に損し
て後から得を取れ：負けるが勝ち、損して得取れ。verは財政の黒字、
harは赤字のこと。
hart  ［形容詞］暑い、熱い　［形容詞］暑苦しい、邪魔くさい、面倒くさい、
うざったい、ウザい、うざい　［動詞］yulを熱くする、熱くする、熱
する　［類義語］baaze　［反意語］sort　［レベル］１　19:赤い風　hort:hort:'o
rt　［語法］　hart, sortは言外に［ネガティブ］なイメージがあり、melt, diit
は［ポジティブ］なイメージがある。これは人間にとって暖かいと涼しい
が快適であることから来ている。　温度だけでなく快不快をも表す
ため、必ずしも sortが diitより冷たいとは限らない。ぬるま湯を頼
んだとき、それが希望よりも温かくなかったら、tu et sortとなる。
多少冷めていてもぬるま湯なので３０度はあるだろう。外気なら暑
いのレベルだ。しかしこれを sortという。このように、sortが３０
度を表すこともある。なお、お茶がぬるい場合は sortか diitという。
これはぬるさにより２段階に表現を分けている。冷め切ったお茶は
sortだが、ややぬるいお茶は diit。この diitに［ポジティブ］なイメー
ジは特になく、文脈ごとに異なる。飲みやすいという風に話者が感
じていれば［ポジティブ］。　【用例】　an ket lekka ok hacn lana fonl hartati. 
暑気払いのため、友達とプールに行った。　tu em hart frelel. だん
だん暑くなる。　fis at hart. 今日は暑かった。　an nat hart im fis. 
今日は暑さを感じた。　tu at hart kinel tin ento an hino vil. 本当
に耐え難い暑さだった。　☆ milf as sil hart xalel ter. ミルフの月に
なっても暑さが残るらしい。　an na garv mil hart. 暑さに苦しんで
いる。　an mokat vil var vird mil hart. 暑くて一晩中眠れなかった。
　☆ non nat hart on kaam mil txu. 恥ずかしくて顔が火照った：kaam
のほうが eelより自然。　an na hart ka tu ez. この部屋暑い。
hartkuo  ［名詞］揉め事、もめごと、争い、（til, aで）争う、言い合う　［類
義語］hartbaog　［レベル］３　rd;/　23　【用例】　til hartkuo a{tel} ～と揉め
る
hartserip  ［名詞］高温多湿　［形容詞］高温多湿な　［レベル］４　rd;/　24　【用
例】　pol hartserip 高温多湿な地方
hartvird  ［気象］熱帯夜　［レベル］３　19　［文化］　durneと virdの平均
気温が２８度以上の夜のこと。最低気温ではないので、アルバザー
ドでも意外に頻度が多い。　【用例】　an mokat vil mil hartvird. 熱帯夜
のせいで寝付けなかった。
hartmiir  ［名詞］丁々発止　［レベル］４　22

hartdirei  ［気象］温暖前線　［レベル］６　19

hartdot  ［形容詞］熱烈な　［反意語］sortliv　［レベル］３　20:熱く激しい
hartgeretar  ［美容］ホットカーラー　［レベル］６　21

hartpol  ［地学］熱帯　［レベル］４　19

hartbaog  ［名詞］揉め事、もめごと、争い、（til, aで）争う、殴りあう、
殴り合い、殴りあい　［類義語］hartkuo　［レベル］３　rd;/　23

hartboi  ［地学］ハンメル図法　［レベル］５　20:赤道 /楕球　［語法］　最後
に kaxaをつけてもよい。
harthank  ［気象］熱圏　［レベル］６　19

hartrein  ［地学］赤道　［地球の国名］エクアドル　［レベル］４　19:暑い線
hartatte  ［名詞］叱咤激励　［レベル］３　22:「熱いがんばって」
harti  ［気象］エルニーニョ　［レベル］５　19:hart/tier

harteskkalto  ［地学］熱帯雨林　［レベル］４　19

harteev  ［気象］熱波　［レベル］４　19

harteeze  ［気象］熱風　［レベル］３　22:「赤い風」
harklet(2)  ［人名］ハークレット　20　［文化］　(yuuma 4156:4673)神商会の
会長。イグナストの後釜となる。イグナストよりも強力で長命だった。
harkaam  ［名詞］紅潮した頬　［再帰動名詞］紅潮　［動詞］yulの頬を赤くする、
頬を赤くする、頬が紅くなる、紅潮する、恥じらいなどでカーっと
なる　［類義語］kaam　［レベル］３　rd;har/kaam　23　【用例】　la ik harkam. 彼女
は紅潮した。　la tilik harkam mil xiks rom. 彼女はふいにキスされて
頬が赤くなった＝彼女はキスでナッカーした。
harkov  ［名詞］ストーブ　［レベル］２　20:赤い箱　［文化］　rdでアシェッ
トが発明した。　vlでは石油ストーブが普及したが、火事が起こる
という問題があった。　【用例】　ar jarkov ストーブを点ける
harx  ［料理］昼食　［レベル］１　19:sorn:harpxon　［語法］　弁当や給食など、
形態によって昼食を言い換えることを、単語レベルではしない。文
中で適宜訳し分ける必要がある。　［文化］　朝を少量取った場合、ま
だ胃は重いものに慣れていない。そこで昼食は消化に悪くないもの
を中心に食べる。良く茹でたパスタやパン類、その他胃に負担がか
からない麺類が好まれる。米食もありえる。人によっては弁当を持っ
ていく。そうでない人は外食する。　【用例】　☆ an pia nelt harx tat 
sel. 私は毎日お弁当を持って行く：harxを kuilとしないこと。　an 
pias harx. 弁当を持ってきた。　maal lad harx fiina an siina. 母さん
が弁当を詰めてくれる。　tiia e maal xa tu harx na. お母さんの愛情
がこのお弁当に詰まっていると思う。　an ail xit kov e harx sin. と
きどき弁当箱をなくすことがある。　☆ felka antes fit harx. うちの
学校は昼に給食が出る。　el yol fal dopm e harx. 私たちは昼食券
を利用しなければならない。　☆ an kuit harx fast. 軽く昼を食べた。
　an kuit kalol im harx. 昼は少しだけ食べた。　an kuit harx fast man 
an kui sil bel atx im dunex ter. 夜に美味しい物を食べられそうなの
で、昼は軽めに食べた。　☆ an xikat harx. 昼ごはんを抜いた。　an 
kuit harx ka belate. 今日は昼に外食をした。　an kuit lax harx ka bela
te im fis. 今日は外食がしたかった。　an kuit harx ka belate fiiyu 
im fis. 今日は素敵なレストランでランチを食べた。
harxe  ［天文］昼月　［言葉遊び］アルシェ、上弦の月　［類音］arxe　［レベル］

４　22:harp/xelt　［文化］　昼に見える上弦側の月のこと。arxeが上弦の
月であり類音であるため、掛詞に使われる。
hars  ［言語］綴り、スペル　［言語］古アルカの幻字の字形　［レベル］２　古 :
原型は hacmaso？　［語法］　制・新生アルカについては単語ごとのスペ
ル。２５しかない文字を覚えられないことはありえないので、単語
単位でのスペリングの意味を指す。古アルカについては表意文字な
ので、単語でなくその幻字そのものの字形を指す。同じスペルでも、
表意文字の場合は１文字の字形を指すということである。　【用例】　an 
fesat hars. スペルミスをした。
harsir  ［医療］紅皮症　19

harsoret  ［地球の国名］ドミニカ共和国、ドミニカ　20:19:国旗内に青と
赤の対称が多く見られる
harn  ［植物］ベニバナ、紅花、末摘花　［レベル］４　19:ridia:harnim（花
自体は黄色だが、赤の染料に使う）
harndilfai  ［医療］紅灸　rd;/　24

harna  ［名詞］［形容詞］興奮している、イラだっている、キレている、怒っ
ている。名詞の場合は tilとともに。　［レベル］３　19:har/na「赤い心」
　［語法］　til harnaまたは na harのように、「持つ＋心の色」または「感
じる＋色」で表現する。til melna, na imelのように語形が変則的な
ものに注意。
harnasl  ［化学］リノール酸　19:ridia

harva  ［名詞］ハルヴァ。アルティスに属さない異教徒　［名詞］罰当たり
な信者。とても信者とは思えないという意味で。　［レベル］２　古 :rid
ia:havva（戦いになる）
harve  ［魔物］ハーヴェ（焔蟲）：第四十四天：火の風天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:har/veb。赤は火の意味　［文化］　巨大なゴキブリ。
素早く、固く、しぶとく、強い。溶岩の流れる洞窟でも生息可能。
洞窟など、暗くじめじめしたところに生息。rdでは、リーザがルティ
ア王の後継者になるための試練を受けた際、洞窟内でハーヴェに遭
遇した。リディアは肋骨を骨折し、セレンとユーアも苦戦したほど
の魔物。弱点は冷気。　【成句】　tizo tu harve. とりあえずこのハーヴェ
を倒せ。後のことは後で考えるぞ：後は野となれ山となれ。セレン
が過去に戻った際、傷ついたリーザとリディアを守ってユーアと共
闘したときの台詞から。
harvefrens  ［魔法］［アイテム］ハーヴェの羽、ハーヴェフレンス　［レベル］
６　22　［文化］　非常に固く、魔法を跳ね返す効果がある。加工して盾
にする。
harf  ［物理］赤外線　［レベル］４　19:defoに倣って har/fとした。
harfreadol  ［地学］赤鉄鉱　19

harfleu  ［地球の国名］トンガ　19:意味は南の国。国旗が赤いので赤を足
した。
harfalm  ［形容詞］［ネガティブ］悪名高い　［類義語］esti　［レベル］３　20:赤札
→ verfalm
harfaal  ［地球の国名］マラウイ　19:国旗に赤い太陽
harma  ［言語］表意幻字、幼字　［類義語］hac、hacm　［レベル］３　meltia 
100:bert;hac/miyu「変化する文字」　21　［文化］　hac、lim　【成句】　harma 
til eeste 幼字はエーステを持つ：名は体を表す
harmit  ［名詞］ハーミット気質　［レベル］５　制？　［文化］　アルヴィナに
おいてユノ・ヴィル・ノア・アルマのバランスがよく総量が多い人間。
万能タイプ。
harmitte  ［人名］ハーミッテ　20　［文化］　yuuma 7984 ユクレシア王 har
mitte、ソナリアの本拠地 mistinに侵攻 
harmem  ［地球の国名］バングラディッシュ　［レベル］６　19:国旗が赤丸
harmel  ［名詞］赤色時代　［レベル］４　rd;/　23　［語法］［文化］　duurmel

hard  ［単位］溝　21:hird

hardit  ［名詞］ハーディット　［反意語］solfer　［レベル］３　22:hardit← har
vet← harva/te　［文化］　lufet以外の人物。俗人と凡人の両方を含む。
hardin  ［名詞］魔女、魔男、魔法使い　［名詞］lantis t anver期における
アルティス教徒　［レベル］３　meltia 18:haadis;haadis.k　古 :haadisから ,aa
が arに変化している　［語法］　災厄をもたらすと忌み嫌われる人。男
女は問わない。アルティルではアルティス教徒がアデュでこう呼ば
れた。敢えて使う場合はその相手の強大さを称える意味があり、悪
口にはならない。　【成句】　la et hardin! あいつは魔女だ！：確信が
ないのに人を非難する行為を揶揄した言い回し。ランティス・タン
ヴェルでは魔女の冤罪を着せられ処刑台送りになった人が多くいた。
たいていは近隣住民の「あいつは魔女だ」という噂が根拠となって
いた。そのことから証拠もないのに非難する様を la et hardin!と揶
揄するようになった。
hardinvexl  ［天文］ミザール　19:ridia/seren/mel:魔女の嘆き　［文化］　
生きたまま炎にくべられたラスティアディンはリーザによって、火
を消されぬままミザールに封印された。先代が封印した唯一の魔族。
地獄の業火に焼かれたラスティアディンは苦しみのあまり泣き叫び
続け、ミザールは真っ赤に燃えあがった。みかねたメルがリディア
から奪うようにリーファスを身につけ、ラスティアディンのもとに
赴き、慈悲を与えて殺した。メルはライファを放ち、ラスティアディ
ンの回復力を凌ぐ破壊力で彼女を殺した。ラスティアディンはメル
に感謝し、ミザールは青白い静かな星へと変わった。なお、リディ
ア以外の人物がライファを放ったのはこれが初めて。
hardinhac  ［言語］魔女体　19　［文化］　taphacを元に作った書体。おどろ
おどろしさを表現。
hardirei  ［地名］ハーディレイ川　［レベル］５　meltia 95 sen via;?　20:
フィルヴェーユ「ハディールの川」　［文化］　ファルファニアとレス
ティルの国境付近を流れ、ハディールを通ってテージュ海に注ぐ大
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河。リュディア人の文明の基礎となった。灌漑が行われ、湿地では
パピルスが得られた。水鳥を捕獲して食べることもあった。
hardia  ［名詞］聖人、セイント　［ユマナ］地球の宗教に出てくる高僧や聖
人やセイントなど　［レベル］３　古 :hardia← hyuloardia（rd面の、rd
上の、rdに出てくる）　【成句】　amis hardia 聖人に頼る：他力本願　［語法］
　英雄との違い。英雄はたいてい戦いと関連している。ソーンのよ
うに。hardiaは宗教上の偉人なら戦っていようといまいと関係ない。
シオン＝アマンゼ、リディア＝ルティア、ミロク＝ユティアなど以
外に、ナユなども含まれる。
hardian  ［軍事］大将、ハーディアン　［組み数字］３/２０　［レベル］３　
19:ridia:hardia（聖人）　［語法］［文化］　kana

hardian(2)  ［地名］ハーディアン　［レベル］５　sert;Hardian,fv　20:ridia:
Ha（尻尾）/dia（土地）「尻尾のような形をした土地」　［文化］　古代国
家のひとつ。アルカット東端の国家。
harga  ［動詞］怒鳴って yulという、怒鳴る、どなる、叱り飛ばす　［動詞］
怒鳴り　［類義語］gaax　［レベル］３　20:har/gaax（赤い叫び）　［語法］　gaax

hargii  ［動物］赤い顔をしたサル　［レベル］５　22　【成句】　em hargii 開
き直る、盗人猛々しい、ぬすっとたけだけしい。悪事を見咎められ
た猿が開き直って喚いたことから。
hargier  ［地学］辰砂、ヴァーミリオン　19

harp  ［名詞］昼過ぎ、昼。１２時～１６時　［レベル］１　rd;fgn　19:sorn:
制 harpar（赤い太陽）ないし、新 hart/制 parで（暑い太陽）。ここ
の parは語頭でないので p音のまま fにならずに残存している。　
hyupa:hyupa:la kaltie　［文化］　午後はゆったり仕事をする。学校もまず
は午前の復習から始める。やがて昼食の消化が終わって目も覚めた
頃に午後の授業を始める。夕方までそんなに長くない期間を勉強に
費やし、夕方過ぎになると放課後になる。日本と同じアフターファ
イブである。　【用例】　an terk elf total var harp e flea. 夏の昼に外
出するのは嫌だ。
harpnian  ［名詞］昼休み　［レベル］２　19:melidia alis　［文化］　昼食を含
めて二時間は必ず取る。学校でも会社でも同じである。法で定まっ
ている。食後胃を休めた後、消化が大分すんでから二十分ほど眠る。
したがって昼休みはまず始めの三十分で食事を取り、残り一時間ほ
ど友達と歓談したりして、最後の二十分ほどを昼寝に使う。　【用例】　
an milx harpnian et fil vein. 昼休みがもう少し長ければいいのに。
harbana  ［地球の国名］トルコ　［レベル］５　15:制
harhops  ［生物］赤色骨髄　rt;/　24

harcat  ［ユマナ］赤の曜日　［レベル］６　19　［語法］　セレンの個人語。なぜ
か子どものころから火木が赤の曜日で、月水金が青の曜日というイ
メージを持っていた。
harrei  ［料理］赤ワイン　［レベル］４　21:液の色から
harrein  ［交通］急行電車　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アルバ
ザードを走る急行電車。銀のボディに赤いライン。別料金が取られる。
　アルミヴァ線の場合、vrevaltとカルテンにしか止まらない。電車
は２駅の区間を往来する。　ランティス線の場合、ポエン、カルザス、
ティクノ、コノーテにしか止まらない。
harzel  ［歴史］［軍事］枢軸国、ハーゼル　［レベル］５　vl;haas/al「従うもの」 
haas mirokの意。　22
harjo  ［名詞］激怒　［レベル］３　19:赤い怒り　【用例】　an nat harjo. 激怒
した。　an nat harjo a la. 彼に怒りがこみ上げた。
harjeiddol  ［地学］紅簾石　19

harlettidol  ［地学］赤銅鉱　19

harlette  ［名詞］［形容詞］赤褐色、赤茶色、赤毛の　［レベル］３　rd;/　24

harlept  ［医療］赤痢（細菌性赤痢）　［レベル］６　19:血便の下痢
harleptliik  ［生物］赤痢菌　19

harluo  ［植物］赤松、アカマツ　［レベル］［レベル］５　　22:letteではない
harluolixk  ［植物］松茸、マツタケ　［レベル］５　22:主にアカマツのとこ
ろに生えることから。
hara  ［医療］あざ、アザ、痣　［レベル］２　15:制 :lexe:har　【用例】　til hara 
on nast 肘にあざができる
harakon  ［地学］［植物］赤色土　19:ridia　［語法］　メテなど、温暖な土地に
見られる土壌。
haraxti  ［地球の国名］東ティモール　19:国名が東。国旗の赤を足した。
haran  ［名詞］赤色人種　［レベル］５　19:har/an　［語法］　アデントなどにい
る人種。肌が赤らんでいる。特徴は imelanに近い。おおむねマレッ
ト人。
haranknot  ［ユマナ］赤アンクノット　［レベル］５　15:制 :古 :hooraanknot　［語
法］　セレンの書いた古アルカに関する本。数百の幻字が収められて
いる。表紙が赤いのでこう呼ばれている。
haramn  ［医療］じんましん、蕁麻疹　［レベル］３　14:制 :赤い発疹
haria  ［地名］ハリア海　20:ridia:古 ha（尻尾）の水。キリワラが尻尾
状であることから。　［文化］　サヴィア・ケヴェア間の海。
hariasiza  ［地学］ハリアプレート　23

haret  ［法律］刑事　［反意語］asort　［レベル］３　20:har/te（赤い感じの）。
役所で刑事の案件を赤い箱へ入れたことから。刑事→刑罰→死刑→
斬首→血→赤のイメージで赤い箱が選ばれた。
hared  ［名詞］修正液　［レベル］３　19:hacdから。hacsと混同のため :13:制 :
hacsed（字を消すもの）
harerivoxn  ［生物］赤血球　［レベル］４　19

harerivoxnalx  ［生物］ヘマトクリット値　rt;/　24

harelb  ［被服］赤ずきん、赤頭巾　［レベル］４　22

hareel  ［名詞］赤面　［レベル］３　19　【用例】　an tilat hareel man rekl. 失敗
して赤面した。
hazel  ［名詞］相、相同　［形容詞］相な　［反意語］balte　［レベル］４　21:haas/eel
　［語法］　多義語。hazelは互いに性質が同じ方向性を持っていること。
性質同士がぶつかり合わないこと。人の性格が似ていること。仕事
の目標が互いに同じ方向性であること。balteはその逆。　telと違い、
balteに「逆らうような」という上下関係のニュアンスはない。互い
に相反する主義主張や性格という比較的水平な対立である。とはい
え、両者の間に上下関係があるときは使えない単語という意味では
ない。
hazelart  ［魔法］相魔法　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

hazelet  ［名詞］強み　［魔法］相性　［類義語］vienet　［反意語］baltet　［レベル］
３　21　［語法］　vienet　［文化］　dolmiyu

hazelu,alt  es, or, and
hal  ［名詞］上　［形容詞］上の　［格詞］～の上に　［反意語］mol　［レベル］１　19:
古 :hyu　hyu, hyuhyu（上に）:hyul
halt  ［形容詞］高位の、上位、目上　［反意語］molk　［レベル］３　19:hal　halka:
halka:　［文化］　目上と目下の序列を作るものは何か。　まずは地位であ
る。王族などは位が高い。王族＞僧侶＞学者＞医者の順番で位が高い。
同じ会社の社員同士なら、kanaが高いほど目上となる。　もうひと
つの条件は年齢である。同じ地位なら年齢の高いほうが目上になる。
　なお、年齢は地位を覆さない。つまり、いくら年寄りの学者でも、
若造の僧侶のほうが格上になる。このとき注意したいのが、敬意で
ある。年齢は地位を覆さないので若造が目上になるが、必ず年齢が
低いほうが年齢の高いほうに敬意を示す。上下関係と敬意が別個に
計算される点に注意。　例えばこの場合、ドアを先に通るのは若造
の僧侶になるが、教訓を講釈していいのは年寄りの学者になる。また、
前者は何かと後者に気を使い、後者の言うことを黙って聞く。その
代わり、ドアは先に通り、席も上座に座る。この使い分けができな
いと社会人として一人前とはいえない。
haltskit  ［名詞］上座　［レベル］４　20　［文化］　skitka

haltnoie  ［軍事］准尉　［レベル］５　19:ridia

haltvei  ［政治］衆議院、下院、庶民院　［レベル］４　19

haltmool  ［軍事］曹長　［レベル］４　19:ridia

haltbenom  ［軍事］大佐　［レベル］４　19:ridia

halthyuxa  ［軍事］大将　［レベル］４　19:ridia

haltwalt  ［軍事］兵長　［レベル］５　19:ridia

haltak  ［生物］上腕　［レベル］３　19:melidia alis

haltaz  ［生物］上肢　rd;/　24

haltik  ［数学］直角、９０度、垂直　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:単位円
内に十字を書くと、アルカの数学では上向きの線が９０度を指すこ
とから
haltikanoz  ［音楽］ピックスクラッチ　21

haltikin  ［物理］平行法。立体視の平行法。　［レベル］４　23　【用例】　in 
ixta kon{xalt} haltikin 平行法で画像を見る
haltimpis  ［政治］与党、上位の党　［レベル］４　19

haltoa  ［生物］神庭　21:上部にあり、鼻に効く
halteeze  ［美容］アップスタイル　21

halk  ［名詞］ハンガー　［動詞］yulをハンガーで a（壁など）に掛ける、掛
ける、かける　［レベル］２　13:制 :halpから　【用例】　an en halkat les nos 
alsabat. 脱いだ服をハンガーにかけなかった。
halka  ［代詞］［女性］貴方。女性敬体。　［レベル］２　21:kmiir:halka,fv

halka,fv  hasm、halt　hyu/kal「高いところにいる人」
halkan  ［代詞］［女性］貴方の。女性敬体。　［レベル］２　21:kmiir:halka/en

halkami  ［生物］曲泉　21

halkad  ［地球の国名］ボリビア　19:もともと「高地ペルー」と呼ばれていた。
sorより高いので hal
halkool  ［電算］上にスクロールする、バックスクロール　［レベル］４　vl;/
　23
halkem  ［生物］巨闕　21

halxisleahopis  ［生物］上後腸骨棘　rd;/　24

hals  ［名詞］手提げ鞄、手提げ袋、鞄、カバン　［レベル］２　13:制 :halpmesk

halsasleahopis  ［生物］上前腸骨棘。ベルトが引っかかる部分のこと。　
rd;/　24
halsank  ［動詞］yulを仰向けにする、仰向けにする　［普通動名詞］仰向け　［反
意語］molsank　［レベル］２　19:sonohinoki　【用例】　☆ tu de sennag xalt an 
xel an mok mesa halsank. 仰向けになって寝るのは寝心地が悪い。
halsaplor  ［生物］上気道。鼻腔、咽頭、喉頭の総称。　［レベル］４　19

halm  ［形容詞］遅い、遅まきの、今更、いまさら、今更な、いまさら
な。起こる時間までが長い。起こるのが遅い。　［副詞］遅ればせなが
ら、もういい加減、ようやく、やっと、まだ　［文頭純詞］遅ればせなが
ら、言い忘れていたが、ときに、そういえば、遅まきながら、言い
そびれたが　［医療］遅発、晩発　［類義語］ai、nov、xeil　［反意語］map　［レ
ベル］１　20:古 :Haima（尻尾の時間）ないし Haimul（尻尾の時間）　【用例】
　dunex halm 遅い夕飯　"tyu et moa halm e. xan non randit tyu fol 
fil" 「もう遅いよ。ずっと好きだったのに」（『僕のすべて君へのすべ
て』）
halmseron  ［植物］八重桜　［レベル］６　22:ridia:「遅まきの桜」　桜の後
に咲くことから。　［文化］　seronほど分布してはいない。カレンシア
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やフェリシアなどにはよく植えられている。アルティアには山里な
どに自生する。
halman  ［名詞］［ネガティブ］小僧、コゾウ、コゾー、こぞう、若造　［反意語］
eliize　［レベル］３　szd　23

halmain  ［生物］上半身、上体　［レベル］３　19:melidia alis

halmort  ［医療］遅発月経　［レベル］６　20

hald  ［化学］ハロゲン　［レベル］５　19:seren:hou/lad＋母音調和
halddes  ［化学］ハロゲン化アシル、アシルハライド　19

halda  ［化学］ハロ　［レベル］６　19

haldatan  ［化学］ハロアルカン　19

haldado  ［地学］ハロゲン化鉱物　19

haldul  ［化学］ハロゲン化物　19

halp  ［名詞］フック、鉤、首吊りの縄、釣かえし、何かものを吊るした
り掛けたりするためのものの総称　［交通］つりかわ、つり革、吊り革、
吊革　［動詞］yulを aに掛ける、掛ける、かける、引っ掛ける　［魔法］
ハルプ。中位時魔法。魔法の紐が敵の首にかけ、敵の首を吊る魔法。
重力を操るため、敵がどの方向を向いていても足方向に重みがかか
るため、必ず吊って死ぬ。紐を千切ると魔法が解ける。　［建築］窓のフッ
ク　［レベル］３　lakta

halpkuki  ［名詞］南京錠　［レベル］６　20:引っ掛ける鍵。鍵を開けるとで
きる隙間を使って引っ掛けることから。引っ掛けるタイプの鍵はほ
かにもあるが、引っ掛け鍵というとアルカでは南京錠。
halpesr  ［料理］エール　［レベル］６　rd　22　［文化］　pesr

halrop  ［生物］上まぶた、上眼瞼　［レベル］３　19

halzid  ［生物］上顎　rd;/　24

halzidho  ［生物］上顎骨　rd;/　24

halzelo  ［生物］頭頂葉　［レベル］５　19

haljip  ［論理］上位概念　［レベル］５　19

haljenti  ［地球の国名］サンマリノ　19:イタリア内の小国家。高台にある
halwalma  ［アトラスの国家］ハルワルマ　［レベル］４　23:ridia

hallooz  ［生物］上端、上縁　rd;/　24

hala,alt  kok
halaks  ［建築］上の階　［レベル］３　19:melidia alis

halas  ［丁寧］［動詞］yulを aに下賜する、下賜する、与える、やる、くれ
てやる　［類義語］fit　［レベル］３　22:hal/wa/so「上から手をやる」　［語法］
　solが yulより身分がだいぶ上である場合、あるいは大した差がな
くともかしこまった場合は基本的に fitでなく halasを使う。　fitの
丁寧語でもあるので、上限関係がない場合でも丁寧さを出すときは
使える。
halasex  ［動詞］yulをハルアセッシュさせる、請い笑む　［レベル］４　
19:melidia axte:下唇を持ち上げてほほ笑むことから　［語法］　男性のし
ぐさ。女性に請うような態度を見せるときに自然とする。自分より
下の立場と思っている相手にはしないので、女性には概ね好評。ま
ず口を閉じる。閉じた接触面を維持しながら、下唇を上に持ち上げる。
asidが固くなり、やや唇が突き出る。ポイントは明らかに突き出さな
いこと。やや持ち上げるのがコツ。このまま口の端を持ち上げてほ
ほ笑む。ちょっと困った感じの顔。眉間は若干 daptにし、少し首を
傾げておく。
halan,alt  hacn　hala,alt

halanoz  ［音楽］アップピッキング　21

halahalu,alt  kok
halal  ［魔法］付加物、ハラール　［アクセント］halAl　［レベル］５　20:Ha/al/al（尻
尾、物、物）　［文化］　adist　精錬物を変化させる素材。
halikal  ［人名］ハリカル　20　［文化］　(yuuma 5288:5426)メルテナ後期のレ
スティル王ミハリルの息子。ルカリア軍とドフレットで戦い、戦死。
halikalis  ［交通］東条、東大通り　［名詞］青龍、ハリカリス　［レベル］５　
rd;hy。hyの四方を収める四神の名から　23
halis  ［名詞］im、時点、とき、時　lt　［レベル］２　21

halin  ［動詞］yulを見上げる、見上げる　［レベル］２　22　【用例】　lu rei
yu kant halinor xelt ka zok t'anxe ikl. 成長した自分はどこかの家の屋
上で、綺麗な月を見上げていた。
halins  ［動詞］yulをふっと見上げる、見上げる　［レベル］２　19:melidia 
axte
halifa  ［色］群青　［レベル］３　古 sorn

hales  ［魔法］ハレス　［ユマナ］ドルイド　zg　24　［文化］　旧ルカリアで起
こった司祭のこと。
halen  ［接続詞］hal　［レベル］３　21

halef  ［魔法］ドルイド術　zg;<>hales　24

haleil  ［被服］トップス　［レベル］４　21

haleilmelet  ［被服］ペプラム、バスク　rd;/　24　［文化］　トップスの裾
に付いた短いフレアやひだ飾りのこと。
haa  ［感動詞］はぁ、はあ。ため息のオノマトペ。　［レベル］２　古
haak  ［名詞］満ち潮、満潮、上げ潮、差し潮　［反意語］hiit　［レベル］３　13:
制 :haake（上の潮）
haas  ［格詞］～に従って、～の通りに　［動詞］yulに服従する、服従する、
従う　［形容詞］（haasanで）従順な　［形容詞］（haasanで）順、順な　［類義
語］hazel　［反意語］tel　［レベル］２　19:melidia alis:hacmaso:制の kelm（服
従）と tol（従う）を統合。　【成句】　haas an! いいから！：日本人がよ

くいう「いいからやれ」の「いいから」に相当。検索しやすいよう
に成句扱いとした。　［メタファー］haasan yun eketone エケトネのように
従順な。唯々諾々。極めて従順なさま。　【用例】　yulian alxa haas ax rs
iil. 子は親に従うべきだ。　see lu haas fan netal le til envi fein 
nod lu yun oma haasan. それでいて自分より能力の高い人間には尻尾
を振って従うような性格の子。
haaskonl  ［形容詞］常識的な　［レベル］３　22

haasxets  ［形容詞］倫理的な　［反意語］telxets　［レベル］４　rd;/　23

haasvort  ［普通動名詞］殉死、殉教、致命、後追い、後追い自殺　［動詞］
yulの様態で殉死する、殉死する、殉教する、致命する、後を追う　
［レベル］４　rd;/「従って死ぬ」　23　［語法］　殉死と殉教の両方を指す。
　【用例】　ridia ar haasvort im seren vort. リディアはセレンが死ぬ
ときに殉教する。　xaran mika haasvortat fiina artis. 敬虔な信者がア
ルティス教に殉教した。
haasfar  ［名詞］順光　［レベル］４　22

haasrein  ［言語］［論理］順説、順説的な　［反意語］telrein　［レベル］４　20:
従う線→従う流れ
haasjiiz  ［論理］正命題　rd;/　23

haasark  ［言語］順接　［レベル］４　rd;/「順な接続（接続詞ではないので
arkiではない）」　23
haasen  ［接続詞］haas　［レベル］３　21

haan  ［感動詞］なるほど、どうやら　［レベル］２　f:elt;fovet　古
haane  ［人名］ハーネ　［レベル］４　kako:語源不詳。古アルカでの意味は無し。
　［文化］　(6980)　yuuma 6980 アンダント、クレプティアとの間に息
子 haaneを授かる。暴動が治まりを見せる。代わってレスティル宮中
はイーファ派とハーネ派に分かれる 　＜現実＞　生没年不詳。ドゥ
ルガの抗争派の代表者。和平派により暗殺される。
haam  ［感動詞］［rente］もーっ、もうっ、もー　［レベル］２　古　［語法］　あき
れたり驚いたりしたときに使う。saaと同じように語調を整える効果
がメインで、apenのように強い意味はない。
haadis  ［サール］ハーディス　［法律］［政治］異端審問、異端尋問、魔女裁判　［レ
ベル］４　meltia 18:haadis;e　2:ridia:古　［文化］　濃い茶色の服を着た骸
骨型のサール。左手の袖をまくっていて、その手に本を持っている。
ハーディスは裁判官であり、必ず被告人を有罪・死刑にする。右手
の人差し指は常に死刑にしてきた者たちの血で赤く染まっており、
ハーディスはその指で字を書く。　クレーヴェルの服の染みから生
まれた。クレーヴェルが私怨に駆られて公平な裁きをしなかったこ
とで、クレーヴェルの邪心の集積として生まれた。その結果、相反
するサールとしての性質を持って生まれた。
haabe  ［死神］ハーベ　［反意語］lastia　［レベル］４　ridia:古 :赤アンクノッ
トにも記載。21にエルトから死神に　［文化］　→ maltiia　生まれ生きる
ことに初めて喜びを覚えた者。生を司る死神で、セレスクレールの
登記者。
haah  ［感動詞］はぁ。移動などにともなう息切れや喘ぎ　［レベル］２　lakta

haar  ［感動詞］なぁ？　［レベル］２　古 :haar同意や返答を求める言葉。男
言葉。威圧的あるいはがさつで、丁寧でない。
haal  ［論理］演繹　［動詞］yul（演繹結果）を iから演繹する、演繹する　［反
意語］kolf　［レベル］５　古 :haal（演繹）。上へ行くものが原義。演繹は法
則が底にあり、論理が底からどんどん上へと昇っていくと考えられ
たことから haalと呼ばれた。　［文化］　lantahaal

haalsan  ［数学］公式、法則　［レベル］４　19:演繹して使用する数式
haalvet  ［言語］演繹音　［レベル］４　21:直訳は演繹語　［語法］　以下は
fovetの続き。　　・演繹音　　演繹音のおかげで、アルカは音に関
して非常に細やかな表現を可能にしている。　演繹音は幻日では［演
繹音］のタグで示される。　　しかし上述の pxat, bjad, pxitなどをす
べて見出し語に挙げると、無尽蔵に単語が増えてしまう。　水嵩を
増してまで辞書の収録語数が多いことを誇示しても詮なきことであ
り、むしろ管理の煩雑さとユーザビリティを考慮した見出し語シス
テムを整えるべきと考える。　　そこで見出し語には pxtのみを立て
ることとする。　清音が無標であるから清音を表記し、母音は無標
がないので省略する。　［演繹音］のタグがあるので、ユーザーはすぐ
にそれが頭字語などでないことが理解できる。　そしてこれを元に
ユーザーは自由に音質を変えることができる。では音質はどのよう
に変化させることができるだろうか。　　1:子音の清濁　　清音は弱
い、綺麗、澄んだ、軽い、涼しいなどの音質を与える。　濁音は強い、
汚い、濁った、重い、熱いなどの音質を与える。　　pxat　ぱしゃ　
bjad　ばしゃ、べちゃ　　中国語などでは清音はないが、事実上無
声音になっている有気音が無気音より勢いがあるため、pangと bang
だと pangのほうが強いと考える。　これは大学時代に筆者が実際に
複数の中国人に尋ねた際に得た回答である。　そのため、アルカや
日本語とは感覚が逆である。　　2:母音の音質　　a:明度　　明度は
i>e>a>o>uの順序である。　iのほうが uより「明るい、前に出ている、
活発、賑やか、幼稚」などの印象を持つ。　　b:重度　　重度は o>
u>a>e>iの順序である。明度の反対ではないことに注意。　oのほう
が iより「重い、大きい、深い、不活性、大人、大人しい」などの
印象を持つ。　　----　　よって、同じ水の撥ねる音でも、pxitは
最も軽く弱く明るく、雫の撥ねる音を表す。　一方、bjodは粘度の
高い重い油や泥などが撥ねる音を表す。　　3:母音の長短　　短母音
が無標。　長母音はその音が長く持続していることを示す。　　pxat
はぱしゃっと少しだけ水が撥ねる音だが、pxaatは例えばピペットで
ぴゅっとある程度の量を吹き出すときの音。　　4:繰り返し　　演
繹音を繰り返すことで、反復を示すことができる。　pxatpxatで「ぱしゃ
ぱしゃ」、pxaatpxaatで「ぴゅーぴゅー」。　　・子音の構成　　音節頭
の子音は 1ないし 2音からなる。　これらはその演繹音の全体的な音
の種類を決定する。　例えば px-は「何らか水が動くとき」という
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音の種類を決定している。　　一方、音節末の子音は 1つからなる。
　これはその演繹音の部分的な音の種類を決定する。　同じpx-でも、
-nの場合は「柔らかく撥ねたり転がったりする音」であり、-tは「撥
ねたり止まったりする音」である。　　よって pxatと pxanでは音の
種類が異なる。　px-を共有しているので全体的な音の種類は同じだ
が、-tか-nかという違いで部分的に音の種類が異なる。　　そういっ
た子音の構成が決まった上で、上記の子音の清濁による音質変化や、
母音や繰り返しなどによる音質変化があるため、実際に演繹される
演繹音の数は極めて多い。　これをもってアルカは音に対して細や
かな言語と評している。　　・末子音　　末子音の種類と音質例は
以下の通り。　元々有声音なものはこれ以上有声音になれないし、
無声音にもなれない。　　t：撥ねる、止まる　k：ぶつかる、転がる、
回転する、固い　x：伸びる、吹く、続く、擦れる、鋭い、冷たい　
s：伸びる、吹く、続く、擦れる、鋭くない、涼しい　n：撥ねる、転
がる、回転する、柔らかい　f：吹く、続く、擦れる、弱い　m：ま
ろやか、転がる、微動する、回転する　p：弾ける、止まる、破裂す
る、静止する　h：擦れる、鈍い　c：響く、連続する、打ち付ける、
攻撃的　r：消える、去る、行く、流れる　l：現れる、来る、留まる、
流れる　　・演繹音の用途　　演繹音の用途は小説や日常会話だけ
でなく、漫画に出てくる多種多様な擬音語を示すのにも役立つ。　　・
演繹音の文法　　演繹音は基本的に名詞なので、文中では fo格など
を取る。　tef lunak kaam fo pxit（雫が頬にぴしゃっと当たった）
haalfel  ［言語］生成文法。変形生成文法などを含んで総称的に。　［レベル］
６　19　［文化］　セレンとリュウにより大成。セレンはその後認知革命
を起こして生成を捨てたが、リュウは人工知能などへ活かしていっ
た。ただし魔法の力を利用したので、地球のような人工知能はレイ
ユまで休眠することになる。
haai  ［感動詞］よっ。挨拶。　［レベル］２　古 :誰ともなく言い出した語で、
会ったときに haaiとか haiとかいっていた。soonoyunと違って特に
決まった形はなかった。
hai  ［文頭純詞］ところで　［類義語］zekka　［レベル］１　f:elt:感動詞、オノ
マトペ、フィラーの類が語源。　古　hai:hai:'ai　［文化］　相手が今の
話題を消化しきっていない段階で転換すると嫌がられることがある。
だが、未消化の場合でも相手がその話題を嫌がっているときは転換
して歓迎される。場面次第である。また、相手が今の話題をどう思っ
ているかではなく、単に自分がその話題が嫌な場合や、他の話題に
移したいときにも転換を行う。それによって相手がどういう反応を
取るかはまちまちである。一般にアルバザードは日本と比べてある
程度一つの話題に結論か結論めいたものを出してから次の話題へ移
る傾向がある。いきなり話題を変えるのはあまり好ましくない。た
だ、どうでも良い雑談ではそういうことも多い。一々相手も怒らな
い。特に何か良い発想を思いついたときは相手の話が終わるのを待っ
ていたら忘れてしまうので、相手を遮って話すことがあるし、大抵
許される。
hait  ［形容詞］低い　［反意語］sor　szd　［レベル］１　15:制 :haat:古 :hyu（高
い）。当然英語のｈｉｇｈｔとは関係ない。　mos:mos:hait　【用例】　sor
it{main} hait 低い身長
haittamagl  ［音楽］イングリッシュホルン、コーラングレ、コールアング
レ、コール・アングレ、アルトオーボエ　rt;hait/tamagl「低音の出るオー
ボエ」　22
haitkad  ［地球の国名］オランダ　［レベル］５　19:低い国
haitsia  ［音楽］バスドラム、バスドラ、キック　［レベル］６　21　［語法］　
ペダルは wont。
haitfran  ［数学］導関数　［レベル］５　19:元の関数に対して次数が低くな
ることから、hait。
haitmag  ［音楽］モルデント　19

haitmagl  ［音楽］ファゴット、バスーン、バズーン　21:hait/tamagl

haitpasol  ［名詞］カウントダウン　［動詞］yulを数え下げる、数えさげる
　［反意語］sorpasol　［レベル］３　21　【用例】　ketta, el haitpasol du 10 a mel
sel tisee! さぁ新年まであとテンカウントだ！　ret, haitpasol duen 
10. １０数えてください。カウントダウン１０秒願います。
haithank  ［気象］［軍事］［交通］低高度　［レベル］６　rt;/　23

haityulo  ［地学］離水、離水海岸　19

haitakon  ［地学］［植物］低地土　19:ridia　［語法］　河川によって低地にで
きた土壌。水田に利用。
haitagepgao  ［音楽］アルトホルン　rt　22

haitesp  ［気象］下層雲　19

haik  ［政治］［法律］裁判、裁き　［動詞］yulを onについて裁く、裁く　［レベル］
３　19:xion:hain/ku　［文化］　・未成年の裁判　　未成年が犯罪を起こ
した場合、子供だけでなく親も罰される。子供の犯罪の責任を取る
必要がある。　子供といっても mana, laz, fian, tina, nanaの順で連座
が軽くなる。子供が成人に近づくにつれ、親の監督責任も問われに
くくなるということである。　親が離婚している場合、連座に問わ
れるのは親権者のみである。　　・動物裁判　　犬が人を噛んだ場
合など、飼い主だけでなく動物も裁判を経て裁かれる。
haikhoi  ［政治］［法律］司法　［レベル］４　19

haikhoika  ［政治］［法律］司法府。裁判所のこと　［レベル］４　19

haikhoilagel  ［政治］［法律］司法権　［レベル］４　19

haiklizno  ［政治］［法律］裁判庁　［レベル］４　19　［語法］　イムル 20年に事
務省の下に作られた庁。裁判を取り仕切る。
haika  ［政治］［法律］裁判所　［レベル］３　19:xion

haikan  ［政治］［法律］裁判官　［レベル］３　19

haix  ［形容詞］合法な　［反意語］ved　［レベル］３　19:hain/kaxu（ハインの法）
hais  ［動物］マグロ、鮪、ツナ　［レベル］２　lakta　［文化］　非常に好まれよ

く食べられる魚。数が少なくなって困っている。
haiso  ［地球の国名］ソ連、ソビエト連邦　［レベル］５　23:liiza:han/soiso。
アルシェが結成されたのは９１年で、ソ連は同年に解体している。
ソ連の凋落から崩壊の過程はアルシェ発足の原因のひとつで、ソ連
はリーザらにとって関心のある存在だった。そのため先代アルカに
はソ連を指す語があったようだが自然言語由来であり、具体的には
フィンランド語でソ連を意味する単語を使用していたため、新生に
は採用できない。古アルカは９１年以降なのでロシアを指す単語は
あってもソ連はなかった。しかし歴史的記述をしていたリーザが必
要に駆られ、23に造語した。
hain  ［サール］ハイン　［動詞］yul（約束や計画など）を守る、守る　［反意語］
veig　［レベル］２　meltia 5:hain;e　ridia:古　［文化］　約束、虚偽、嘘、
真実を司る。fenzelが無性生殖で鏡から作り出した息子。
hain alteems  ［人名］ハイン＝アルテームス　［レベル］６　17:seren:xion　
［文化］　(356_)　アレイユのアルタレス。フェンゼル＝アルサールを討
伐した。　『紫苑の書』の登場人物。アルシェの父。紫苑に魔杖ヴァ
ルデを託され、フェンゼルを倒した。その後、フェンゼルに代わっ
てアルタレスとなる。
haivet  ［言語］起語　［レベル］６　21

haif  ［天文］彗星、コメット、ほうき星　［魔法］ハイフ（コメット）。中
位時魔法。時空を曲げて彗星を呼び寄せ、敵にぶつける。rdではメ
ルがありえない幼さで習得し、異性魔王を倒した。　［レベル］３　13:制 :
古 :haliifa（尻尾の星）
haim  ［政治］（行政単位としての）市→ salai　［レベル］３　19:ridia:kal/imul
（イムルの土地）。行政単位は kで始まるのが多すぎたので hに。　［文
化］　カコで使徒イムルが制定した行政単位。
haimvai  ［軍事］市民兵　［レベル］５　20

haid  ［植物］サルビア　［レベル］４　19:ridia:har/feid。先端が矛のよう
だから。
haidasl  ［化学］リノレン酸、アルファリノレン酸　［レベル］５　19:ridia

haigen  ［人名］ハイゲン　cv;e　24　［文化］　ジンティと人間の娘の間に
生まれた息子。
haigenifa  ［地球の星座］［ユマナ］ペルセウス座　24　［文化］　ifa

haiz  ［非言語］ハイズの動作をする　［レベル］２　古　［語法］　手を胸から
腰までの高さに持っていく。肘は自然と曲がる。手は開いた状態で、
掌を４５度に傾けておく。この状態から、手を開く。「開く」という
のは、４５度の掌を完全に上向きにするという意味。つまり、掌が
完全に空を向く。この動作をすると自然と手が体の軸側から外側へ
５～１０センチほど移動する。　この動作がハイズである。言語と
しては dinaに最も近い。相手を否定するわけではないが、肯定もで
きないという意味を表わす。相手がこちらに「賛成して当然」と思っ
ているときは haizに対して当然不快感を示す。逆にこちらが我慢し
ているときは、相手は haizを「しぶしぶ了解」の意味で取る。　依
頼に関係ない場面では、単に haizは分からないという意味を指す。
また、少し驚いて戸惑ってリアクションをどう返したらいいか分か
らないということも示す。この場合、しばしば目をそらす。　【用例】　
lu haizik ok sena kal. くすりとしながら彼女は腕を広げた。
haizen  ［人名］ハイゼン　［感動詞］罰当たりめ、バチ当たりめ、こら、
コラ　［レベル］１　9:ridia:語源不詳。リディアがセレンにその名と設
定を伝えた。その直後、ral tanにセレンは夢でその設定どおりの少
女に会っている。そのことは当時のセレンの絵を挟んだ黄色いファ
イルで確認できる。ここでは初めて haizenに ｢囲卓 ｣という漢字を
当てているが、この字は夢の中でセレンが編み出したもの。19年ま
では漠然とアルティス教によって生まれた神となっていたが、20年
で rdに生まれたと設定された。神話上は hailenから haizenができ
たことになっている。　［文化］　yuuma　アルティス教の背信者を裁き、
罰する神。母アルテは教徒を無差別に救い、罰は与えない。唯一絶
対の救いである。それに対し、ハイゼンは背信者を罰するために存
在する。アルティス教徒にあるまじき物事があればハイゼンが罰を
下す。ユーマの少女時代の見た目をしており、長く黒い髪だが、性
格はきつい。　【成句】　haizen lut hoi ti 天に唾す、 天網恢恢疎にし
て漏らさず
haizenkakx  ［法律］違法コピー、海賊版、パイレーツ　［レベル］４　19:rid
ia:arbaxelt
haizengalt  ［魔法］ハイゼンガルト、禁斷の門、禁門　［レベル］３
haizenbolt  ［名詞］天罰、天誅、仏罰、ハイゼンボルト　［類義語］mirokb
olt　［レベル］３　rd;/「ハイゼンの鉄槌」　［文化］　mirokbolt

haizenhipt  ［法律］違法セックス　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt　［文化］　
革命中の決まり。人口を国が管理できるよう、免許を持っている恋
人と夫婦以外はセックスをしてはいけないことになっている。ただ
しインプレンは合法。
haizenra  ［ユマナ］教会。アルティス以外の宗教の教会、神社、仏閣、
モスクの総称　［ユマナ］［音楽］ア・カペッラ、アカペラ　［レベル］４　制
haizenlevn  ［医療］成人病　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt:罰当たり病
haijing  ［人名］ハイジング　［レベル］５　古　［文化］　性別不詳。３期の
ソーンのルシーラ。
hailenhac  ［言語］ハイレン筆記　19　［文化］　ミルフが lutiahacを元に作っ
た筆記体。センターラインを固定化することで、文字が上下に躍る
のを防ぎ、安定感を出した。また、文字を数種類変えている。sと x
のみセレンのデザイン。メル 19年末に公式の筆記体となった。
hailen eltoa  ［人名］ハイレン＝エルトア　19:milf/zana:haizen。神話上
は hailenから haizenができたことになっている。hailenは神話上
は hacma/len（使徒の人形→使徒の子）が語源。　［文化］　(mel 19 ral 
lis→ )ザナ＝ゲノスとミルフ＝エルトアの長女。漢字名は「囲蓮」。
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ハイが「囲」となっているのは、彼女の語源が haizen（囲卓）であ
ることから。
hao  ［文頭純詞］当然、もちろん、勿論、いうまでもなく、言うまでもなく、
言わずもがなで、ごく自然に、いわんや、況や　［名詞］当然なこと　［法
副詞］～するのが当然だ、～しなければならない　［レベル］１　古？　［語
法］　fal　【用例】　tu et hao xel setan yuv vort. 殺人者が死刑になるの
は当然だ。
haon  ［文頭純詞］［rente］hao　［レベル］２　18

hau  ［動詞］yulをあくびさせる、あくびする、欠伸する　［普通動名詞］あ
くび　［レベル］２　古 :ふあーぁというあくび声　【用例】　an haut mil 
omo. 眠くて欠伸した。
hau,alt  moa
haudakt  ［交通］追突、追突事故　［レベル］４　22　【用例】　an yuvat haudakt 
milgaal amo xien nos. 後ろの車に追突された。オカマを掘られた。
hi,alt  fai
hit  ［形容詞］焦っている、焦った　［動詞］yulを焦らせる、焦らせる、
焦らす、じらす、慌てさせる、慌てる、取り乱す、うろたえる　［名詞］
焦り、（tilとともに）慌てる、取り乱す、うろたえる　［反意語］ref　［レ
ベル］２　15:制 :古 :ehiso（汗をかく）から。ehiは汗の意味。　【用例】
　an emat hit mil veitan. 強盗が入ってうろたえた。　an nat hit man 
xaklik gils es eft. 財布が盗まれているのに気が付いて慌てた。
hitdagd  ［名詞］［形容詞］もどかしい、もどかしさ　［レベル］３　22

hito varsiila  ［人名］ヒト＝ヴァルシーラ　［レベル］５　古 :右の名は後
付け　［文化］　初代ソーンの第１使徒。異性魔王。
hik  ［感動詞］女などの高い ｢ひっ ｣｢ ひい ｣という掠れた悲鳴　［レベル］
２　19
hikotan  ［魔法］サラマンダー　alt;/　24

hix  ［名詞］横、水平　［シェルト］横駒　［化学］周期　［類義語］akom　［反意語］has
　［レベル］２　＠ 19

hixtetona  ［名詞］横の関係　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

hixsien  ［生物］横紋　rd;/　24

hixn  ［形容詞］年下、ジュニアな　［反意語］hasm　［レベル］２　＠ 19

hixgalisliva  ［娯楽］横スクロールシューティング、横シュー　［レベル］４
　22
hixron  ［医療］左右圧、水平圧。押手の母指と示指で刺入部位にかけ
る垂直方向の圧のこと。　rd;/　24
hixrein  ［名詞］横線　［レベル］２　20

hixjintfink  ［生物］前頭面、前額面　rd;/　24

hixin  ［動詞］yulを横目で見る、横目で見る　［レベル］３　19:melidia 
alis
hixesp  ［気象］層雲　19

hixerk  ［親族］傍系　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

his  ［形容詞］劣った、劣等な　［反意語］hax　［レベル］２　＠ 19　::moles:mok
ulu,alt
hisna  ［医療］劣等感、コンプレックス　［類義語］blanz　［レベル］３　19:mel
idia alis　【用例】　an til hisna on sorit. 背が小さいのが悩みだ。
hismelkand  ［魔法］低位魔法鏡　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

hishis  ［アトラスの国家］ヒスヒス　［アクセント］hishIs　［レベル］５　19:ridia:
接着（船を着ける）
hiset  ［名詞］ハンディキャップ、不利、劣勢、劣位　［類義語］yama　［反意語］
haxet　［レベル］３　20:his/te（劣るような）
hink  ［名詞］汗　［動詞］yulに汗をかかせる、汗をかく　［レベル］２　14:制 :『制
定語彙』では ehi（しょっぱい水）。hieと同じ語源。　［文化］　制汗
剤はあまり使わない。汗はハンカチで拭き、シャツが冷えて臭くな
らないようにする。日本では汗をハンカチで拭くのはおっさんくさ
いが、アルバザードではふつう。むしろ女子が服の隙間に差し入れ
て拭いているさまは色っぽい。ただし女子は人前で汗を拭くのが恥
と思っているため、手や額など見えている部分しか外では拭かない。
　【用例】　an hink sofel. 私は汗かきだ。　an hinkat fin an arat vav 
ati kal tis. ちょっと運動しただけで汗をかいた。　hink at sod onkel. 
汗が流れ続けた。　an at eves mil hink merel. 汗でびっしょりになっ
た。　an toat hink. 汗の臭いがした。　an at beeb mil hink toan. 体
が汗臭かった。　☆ an hink xepel. 私はほとんど汗をかかない。　an 
at hink merel man akt avan im toxel. 昨日悪夢を見たので寝汗をかいた。
hinkliti  ［生物］汗腺　［レベル］４　21

hinkluko  ［動詞］yulに辿り着く、辿り着く、たどりつく、たどり着く、
辿りつく　［レベル］３　21

hinkamn  ［医療］あせも、汗疹、汗も　［レベル］２　14:制 :汗の発疹
hina  ［組み数字］９/１０　［哲学］忍　［医療］心　［歳時記］辛、かのと　［レベル］
４　rd;hina,szl　21　::la hina
hina(2)  ［植物］桐、キリ　［レベル］４　sm,;alt　22

hina,szd  hino　hino.l

hinata  ［魔法］［哲学］陽、陽命、丁信仰　［レベル］３　sm;<alt<hinoto.l　21　
［文化］　アルティア人の宗教で、丁 (hinoto)という神秘的な存在を信
仰する。丁は意思のある神のようなものもいれば、意思を持たない
自然物のようなものもある。意思を持つものも生き物とはみなさず、
言葉を操るものにすぎないと考える。つまり陽において丁は生き物
というより現象のような存在である。　丁の訳語はコンテクストに
応じて丁、神、精、霊などとする。意思を持つものを神 (amin)、持た
ないものを精 (kotan)、その中間を霊 (leizen)という。丁は総称であ

る。　丁は万物に宿ると考えられており、ヴィードを持っていると
考えられている。丁は亜晄泉に吹き溜まると考えられており、神を
祀るための神主がいる。　　神主は常に男性である。神主は神に仕
え、神の棲む夕庵を守護する。場合によっては神木から作った剣 (am
ikal)を使って悪霊 (kanleizen)や邪神 (kanamin)や邪精 (kankotan)を退魔
することもある。服装は白装束に黒袴。　一方、言葉を持たない精
のほか、言葉を直接伝えようとしない種類の霊や神の意思を訊く者
を yukali（巫女）という。yukaliの語源が yuua/kal（神主の刀）である
ことからも分かるように、神木刀を胎内に kalxelieしている。巫女は
常に未婚の処女である。巫女は境内の泉で身を清め、酒を一口含み、
白い装束と陽命朱の袴を着て精霊の意思を訊く。　神主、巫女とも
に枝分かれした榊の枝を持っており、祈りや精霊への指示などに用
いる。　　陽では年長者を尊重し男性を尊重する。従ってアルティ
ア社会は男系で男尊女卑で年功序列である。　言葉においても lyumi
（彼女）は lyu（彼）を元に作るなど、男性中心の考え方になっている。
hinata(2)  ［人名］ひなた　21:hinata　［文化］　『ねこの郵便屋さん』の登場
人物。うみの飼い主。
hinatahada,alt  陽命朱
hinakan  ［生物］［医療］心経　szl;/　24

hino  ［動詞］yulを耐える、耐える、たえる、我慢する、こらえる、堪
える　［類義語］yuya、hina　［反意語］etin　［レベル］２　f:saal;e　赤　hino
:hino:hina　【用例】　an hino vil vein man na jo tinka. あまりに腹が
立つのでこれ以上我慢できない。　an hinot fal sortati. 寒さに耐え
なくてはならなかった。　tu at kin tin xel an hino tu garv merel. 
その苦しみを耐え抜くのはとても辛いことだった。　an hinot jo 
enzel. 怒りをどうにか抑えた。　an hinot vil vein. もう我慢でき
なかった。
hinoto  ［魔法］［生物］丁、神、精霊、精、霊　［レベル］３　sm;<alt　［文化］　
hinata
hinoto yuuan  ［人名］雨宮丁　21

hinolil  ［化学］アルカリ土類金属　［レベル］５　19:水に溶けず、火に溶
融しないことから、耐える元素とリュウが名付けた。
hinoenvi  ［名詞］忍耐力　［レベル］３　19:lein　【用例】　til hinoenvi 我
慢強い、忍耐強い
him  ［名詞］性、性別　［言語］文法性、名詞の性　［生物］性、有性　［医療］セッ
クスとしての性　［レベル］３　13:性 :hitmai（性 /身体）　rimululu:rim
ululu　［語法］［文化］　vikasa

himt  ［生物］陰部　［レベル］４　rd;him/et　24

himtxin  ［生物］亀頭　［レベル］５　19:鈴に似ている
himtood  ［生物］恥丘　［レベル］５　20:seren/ridia

himkepl  ［名詞］色仕掛け、色じかけ、ハニートラップ、ハニトラ　［レベル］
４　rd;/「性的な罠」　24　【用例】　ar himkepl a velsan 政治家にハニー
トラップを仕掛ける　yuv himkepl 色仕掛けを食らう
himkeel  ［生物］精巣上体、副睾丸　［レベル］６　19:睾丸を半分包んでい
るように見えることから
himspat  ［名詞］性差別、男女差別　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　
himvelx, minlangakn, mindaz
himsiine  ［名詞］性癖、性的趣向　［レベル］５　rd;/「性的趣向」　24　［文
化］　アルバザード人は多種多様な性癖を持つ民族で、性癖は人それ
ぞれである。　ちなむ必要はまるでないのだが、セレンの性癖のひ
とつに「惚れさせておいて手を出さず、女を焦らせ、本来がっつく
はずの男ががっつかない状況を作ることで、余裕があり純粋で紳士
な自分に陶酔する」という訳の分からないものがある。このように、
アルバザード人の性癖は本当に人それぞれで、しかもたいてい意味
がわからない。
himsex  ［生物］陰唇　［レベル］４　14:制 :性器の唇
himna  ［医療］性欲　［類義語］himgalena　［レベル］４　rd;/　23

himnipl  ［生物］クリトリス、陰核　［レベル］４　16:制 :外性器としての
見た目から
himvelx  ［名詞］男女区別　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　minlangakn, min
daz　男女差別は悪だが、男女区別は当然のものとして受け入れられ
ている。一方的に女性に不利ということではなく、互いに役割を分
担し、その結果として差別が発生している。　アルバザードでは女
性は無条件で助けられる。自転車がパンクしたとか、荷物が重いとか、
電車で席がないなど、あらゆる場面で女性は男性に守られる。美醜
や年齢に関係なく、幼女であっても親切に助けられる。ただし注意
したいのは、助けられるのは女性であってメスではないという点で
ある。女性らしくしていなければ助けられない。身なりが汚いとか、
素行が悪いとか、言葉が汚いなど、品のない行いをしている者は女
性とみなされないので放置される。　アルバザードの少年は子供の
ころから女性を守ることを厳しく躾けられる。困っている人を見て
みぬ振りすると、すかさず母親に引っぱたかれ、助けにいけと怒鳴
られる。ふだん温厚な父親も、人を見捨てたときは嘆いて息子を叩
くことになっている。　逆に女性は「パンクの直し方くらい知って
るんだけどな」と思っていても、あくまで近くの男性が助けてくれ
るまで困ったフリをする。さっさと自分で直す女は変人扱いされる。
　また、優雅さや大人しさや従順さは男性より女性に求められるた
め、女性は抑圧的な生活を強いられる。最も差別が大きいのは性に
関することで、男性はインプレンに通えるが、女性は夫以外の男と
寝れば死刑になる。これはイスラム圏と同じだが、以下がまったく
異なる。アルバザードは女性にも性欲を認めており、むしろ好まし
い行為として男女ともに奨励している。その結果、女性が決まった
男性にセックスを求めるのは非常に一般的で、恋人や夫婦間ではふ
つう女性が男性をそれとなく誘う。頻度はフランス人以上に多く、
男性は拒めない。　なお、このことについてほとんどのアルバザー
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ド人男性は自分に性的な魅力があり、恋人を快楽に溺れさせている
と自負しているが、ほとんどの場合それは誤解である。アルバザー
ド人女性の本音では、恋人に言い寄るのは快楽を求めてのことでは
ない。自分の誘惑に相手が屈服したことによる自尊心が８割で、快
楽は２割程度である。この自尊心は「自分は相手に愛されている」
という内容であり、優越感ではない。カレシに性的サービスをさせ
ることで自尊心を得ることが誘惑の主目的で、愛情の確認にもなっ
ている。しかしアルバザード人の女はしたたかなので、それを言わ
ない。　また、アルバザードでは女性による自慰や同性愛が公然と
していて、あまり恥ずかしいことではない。例えば、レインや紗枝
もするし、していることを隠してごまかさない。
himfeme  ［医療］性器期　［レベル］６　22

himmaim  ［名詞］体位→ maim。性交の。　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　
アルバザード人にとって一般的な体位は正常位、バック、騎乗位の順。
騎乗位は sarmixiが生じるのと、それに加えて女性が疲れるので、男
性が女性にサービスしがちなアルバザードでは日本ほど行われない。
　日本の四十八手に相当するのは valonvalmaimである。４４手あるに
はあるが、一般の人は知らない。ふつうは正常位、バック、寝バック、
立ちバック、騎乗位、駅弁などある程度限られている。　一般的な
アルバザード人は一回のセックスで複数の体位を変える。あまり頻
繁に変えると女性に面倒臭がられ、バリエーションが少ないと飽き
られる。
himmiyuvalk  ［医療］性別適合手術、性転換手術　［レベル］６　rd;/　24

himmesl  ［生物］陰嚢　［レベル］４　19

himdio  ［生物］処女膜　［レベル］４　14:制 :性器の歯　［文化］　女性器は
口に譬えられる。処女膜の多くが膣口を囲む歯のような形をしてい
ることも関与している。以前処女膜はセレンの発想で膜となってい
たが、やがて歯に変わっていった。　【用例】　xiv en luna i himdio. 
処女膜から声が出ていない：limeercootと呼ばれる人たちがいたこ
ろに言われた言葉。アイドルや声優果ては一般人に対し、処女でな
いと知るや非難めいてこのように呼んだことから。
himgakt  ［生物］性ホルモン　［レベル］６　20

himgalena  ［医療］［ネガティブ］性欲　［類義語］himna　［レベル］４　vl;/　23

himgek  ［生物］精巣、睾丸　［レベル］４　16:制
himgekfaiz  ［医療］精巣炎　［レベル］６　19

himhipt  ［生物］有性生殖　［レベル］５　19

himhok  ［生物］膣前庭。陰核から膣口までの間で小陰唇に囲まれた部分。
メラニン色素がないので人種によらずピンク色で、ふだんは小陰唇
が閉じているので見えない。　［レベル］５　rd;/「性の貝」　24

himrius  ［名詞］仮装、仮装パーティ、男装、女装、コスプレ　［レベル］
３　21:him/ixirius　［文化］　ミロクらが紫苑祭で始めた遊び。女のよ
うに美しいミロクを引っ張りだこにした女子たちが彼を捕まえて女
装をさせたことがきっかけとなり、その後紫苑祭で伝統的に行われ
るようになった。全員がするのではなく、その遊びに興じる人たち
が行う性格のものである。　ミロク
は正義に関すること以外はわりと大
人しく従順な少年で、特に言葉づか
いや仕草が下品でない限り女性に強
く出れないタイプだったため、良い
玩具にされることがあった。　あま
りにもミロクが美しい少女になった
ことから女子が狂喜乱舞し、ヒムリ
ウスが流行った。このときアルソン
は面白がったリーファ隊にけしかけ
られて男装させられたが、りりしさ
ゆえに女子から黄色い声援を受け、
親衛隊ができるに至った。　右の画
像は５才当時女装趣味のあったユル
トに「将来の自分が可愛いか見てみ
たいからパパ男の娘になって！」と
せがまれて 23年に生まれて初めて
女装したセレン＝アルバザードのも
の。このときセレンは３２才手前で
あった。
himzon  ［生物］陰茎　［レベル］４　19　【用例】　himzon em nek. 陰茎が勃
起する。
himwenz  ［医療］性的倒錯、変態　［類義語］melej　［レベル］４　vl;/　23

himlevn  ［医療］性病、性感染症　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

himalsi  ［名詞］セクシャルハラスメント、セクハラ　［レベル］４　19:rid
ia:arbaxelt　［語法］　会社や学校だけでなく、電車の痴漢、父親による
娘への悪戯などもこれに入る。性的な嫌がらせならすべて含まれる。
　［文化］　セクハラには極めて厳しい。アルバザード人は性的屈折度
と性欲の強い人種だが、自尊心が上回るため、ちょっと胸を揉む程
度の中途半端なエロスを嫌う。やるならやる、やらないならやらな
いとハッキリしているため、あまりセクハラに興味がない。中途半
端にオフィスで女に触るという発想がそもそもない。やるならカッ
プルになってオフィスラブとか、それが無理でレイプとか、濃淡が
ハッキリしている。
himini  ［生物］陰毛　［レベル］４　19:him/ini　［文化］　男女ともに剃らな
いのがふつう。ただ、女性は薄いほうが一般的に好まれるため、短
くしたり一部を剃ったりすることはある。特に水着を着る場合はビ
キニラインは必ず剃る。男性が付き合っている女性のものを好みで
剃ることは日本同様ある。
himok  ［名詞］セックスの相手、性の対象　［レベル］４　20

hime  ［名詞］姫　［類義語］neeme　sm;<,alt<himelu,alt「奥にいる人」　24　［文
化］　凪の姫君を指す言葉だが、sm以降は一般的に姫を指すようになっ

た。　rdでユーアは生涯リーザのことを himeと呼び敬った。　実
際に王族の娘でなくとも大切な女性に向かって himeと呼びかけるこ
とがある。
himext  ［生物］恥垢　［レベル］４　rd;/　23

himepn  ［生物］子宮頚部、子宮頸部　［レベル］５　19:ezの前に位置する
ので廊下
himepnpig  ［医療］子宮頸がん　［レベル］５　19

himez  ［生物］子宮　［レベル］３　15:制 :lexe:性器の部屋
himezvim  ［生物］子宮筋　［レベル］６　24<19:seren

himezvimpoa  ［医療］子宮筋腫　［レベル］６　24<19:seren

himelm  ［生物］性器、生殖器　［レベル］４　19:ridia

himelu,alt  lie。奥にあるという形容詞。
hip  ［動物］テントウムシ、てんとうむし、天道虫、てんとう虫　［レベル］
２　lakta
hipt  ［動詞］yulとセックスする、セックスする、性交する　［普通動名詞］
セックス、性交、生殖　［類義語］esse　［レベル］３　13:制 :hapt　［語法］　子
作りのためのセックス。　［文化］　esse, meldixiv

hiptvoxn  ［生物］生殖細胞、胚細胞　［レベル］６　19

hiptpant  ［生物］生殖系　rt;/　24

hiptenvi  ［生物］生殖能力　［レベル］４　rd　23

hib  ［植物］どんぐり、ドングリ、団栗　［レベル］２　古 :hib。hibutsか
らか？
hibloho  ［アイテム］ノルマンヘルム　rd;/「どんぐり状の兜」　24　［文化］
　kkの inで作られた。
hirx  ［料理］キャビア　［レベル］４　16:制 :hird/xaki

hirvel  ［軍事］中将、ヒーヴェル　［組み数字］４/２０　［レベル］３　古 :zana:
中将軍　［語法］［文化］　kana

hird  ［動物］さめ、サメ、シャーク、鮫　［レベル］３　lakta

hil  ［軍事］突撃銃、アサルトライフル、小銃、銃。現代の小銃はほぼ
この突撃銃。　vl;hiloo。アルバザードが開発したが、旧カレンシ
アが研究に大きな貢献をしたため、凪霧の hilooを元に造語された。
　24　［文化］　gel

hiloo  ［軍事］飛火槍　sm;alt「火筒」　24　［文化］　gel

hia  ［料理］塩、塩分、ソルト、食塩　［レベル］１　rd　lakta:塩の海の意？
　Hia:Hia　［文化］　丁信仰では清めの力があり、悪霊などに有効とさ
れている。塩の殺菌能力に由来する。　【用例】　ev hia a bel 塩を料
理にふりかける
hiakaxa  ［地学］ウェルナー図法、ヴェルナー図法　［レベル］５　20:形が古
の「塩」の字に似ていることから。
hiadilfai  ［医療］塩灸　rd;/　24

hiadol  ［地学］岩塩　［レベル］４　19

hiabak  ［料理］コンビーフ　nd;/「塩漬け牛肉」　23　［文化］　大航海時代
で作られた。現在は缶に入った非常食というイメージ。
hial  ［政治］［経済］年金　［レベル］５　19:ilmus:ridia:hia/gil（塩の金）　［語法］
　年金制度ができたのは家族制度が整ったイムル１５００年の時代。
当時は金でなく塩や香辛料で配られていた。
hii  ［感動詞］［rente］きゃあ、ひい、ひぃ、ひいっ　［類義語］hiik　［レベル］
２　tm;fovet　20:melidia xier
hiit  ［名詞］引き潮　［反意語］haak　［レベル］４　＠ 19

hiitkad  ［地球の国名］バハマ　19:スペイン語の水位の下がった土地、引
き潮という説から
hiik  ［感動詞］［rente］きゃあ、hii　［類義語］hii　［レベル］２　22

hiiwi  ［動物］キーウィ、キウィ　［レベル］６　lakta:鳴き声のオノマトペ
から
hio  ［料理］生地、素地、ペーストリー　［レベル］３　16:制 :hi（下）
hie  ［形容詞］しょっぱい、塩辛い、鹹い、塩味のある　［類義語］afix　［レ
ベル］１　sert　17:制　Hi:Hi

hiet  ［料理］サラダ　［レベル］２　13:制 :lakta:hie（塩水）
hies  ［料理］ドレッシング　［レベル］２　15:制 :hietから　【用例】　ev 
hies ドレッシングをかける
hier  ［地学］塩湖　［レベル］５　18:古の hi/eria

ho  ［生物］骨　［レベル］２　f;faia　赤　ho:ho:lu 'o　【用例】　ho ik dom. 
骨が折れた。
hot  ［形容詞］～だけ、だけ、唯一、唯一の　［副詞］ただ～する、ただ、
だけ　［類義語］ilia　［レベル］１　13←古 :hotsma　hotsuma:hotsuma　【用例】　
an tiia ti hot. 君だけが好きだ。
hotsma,f  hot
hotmyukale  ［宗教］拝一神教　rd;/　24

hotalu  ［アイテム］螢　［レベル］４　rd;altで「雨などが降るの「降る」」　24　［文
化］　→ gel　ヴァストリアの１つ。セレンのもつ神刀。
hok  ［動物］貝　［レベル］２　13:制 :laktaでは hoaku（殻の生き物）　hoaku:ho
aku::aho.alt
hokt  ［音楽］シンバル　［レベル］３　13:制 :"ｅｅｓｔｅ┤ｌｎ ｋｕｋｕ
ｌｉ ｅ ｌｅｍ┤ｎ♪ "｢ 貝 ｣
hokx  ［料理］ワッフル　［レベル］３　lakta:貝型の甘いもの
hoks  ［動詞］yulをえぐる、えぐる、抉る、刳り抜く、くりぬく　［レベル］
２　13:制 :古 :hokksoスプーンでするが原義。スプーンで目玉を刳り
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貫くというところからえぐるになった。　iHi:iHi
hokn  ［名詞］スプーン、さじ、匙、レンゲ、れんげ　［レベル］２　13:制 :lak
ta:hokk、hoku。｢貝（hoaku）｣からきている。スプーンの形が貝に似て
いるからか、太古の人間がスプーンの代わりに貝を使っていたから
かはわからない。　［文化］　kuikon　金属か木。
hoknin  ［植物］デージー、デイジー、雛菊、ヒナギク　［レベル］３　13:
制 :hoknmina。スプーンに見えることから。
hokm  ［地学］石炭　［レベル］４　meltia 8:gilus:ho.faia（固い）　16:制 :hon/
akm
hos  ［名詞］器、容器、入れ物、ケース、コンテナ　［レベル］２　13:制 :古 :
hoosa（器）　hoosa:hoosa
host  ［生物］鱗、ウロコ、うろこ　［レベル］３　lakta:固いもの
hosthons  ［アイテム］スケイルアーマー　rd;/　24　［文化］　金属の小片を
うろこ状に付けた鎧で、zgで作られた。
hostesp  ［気象］巻積雲、絹積雲、うろこ雲、鰯（いわし）雲、さば雲
　19
hosl  ［植物］アスパラガス　［レベル］３　13:制 :hostlo（頭がうろこ状になっ
ていることから）
hosi  ［電算］ファイル。パソコンのファイル　［レベル］３　13:制　【用例】　
hosi kai サイズが大きいファイル、重いファイル
hosevn  ［生物］骨組織　rt;/　24

hosu,f  dol　「固い砂」
hon  ［軍事］装甲　［レベル］４　fv;hono.k　24

hont  ［形容詞］形式ぶった、仰々しい、堅苦しい、フォーマルな　［反意語］
milte　［レベル］３　16:制 :hon

hons  ［軍事］［アイテム］よろい、鎧、アーマー、甲冑　［レベル］２　13:制 :
古 :honosabe,yaho　yaho:yaho　［文化］　aavhons　臆病の象徴。鎧で身を
固めるのが臆病と揶揄されたため。もちろんヴィード戦でも戦時に
は兵卒は当たり前に着たが。　ヴィード戦でも鎧は有効だが、超一
流の戦士は鎧の防御力に頼らないため、機動力を重視して付けない
ことも多かった。
honslasl  ［被服］プーレイン　rd;/　24　［文化］　smでできた。貴族の男性
用。
honvaspa  ［軍事］装甲戦闘車両。戦車などの上位概念。　［レベル］６　vl;/
　24
honz  ［植物］オーク、樫、ライヴオーク。オークは樫の誤用で、正式
には樫はライブトークである。オークとは本来楢のことである。し
かし樫をオークと思っている人が多いので採録した。　［レベル］３　
古 :hono/zamo（固い木）　［文化］　アルバザードのものは常緑であるが、
以北になると常緑は珍しい。
hona  ［医療］たこ、タコ、胼胝、うおのめ、魚の目　［レベル］３　19:hono　［語
法］　うおのめとたこの区別はしない。
hono  ［形容詞］固い、固まった　［動詞］yulを固める、固める、固まる　
［形容詞］パフォーマンスの悪い、低能な、調子が悪い　［反意語］hoomi
　［レベル］２　f;hoは faia　赤　hono:hono:'ono:honolu,alt　［語法］　緊
張などでも硬くなる。　暖かいと筋肉が柔らかくなり、柔軟にもなる。
人体の運動能力は温めると向上するため、柔らかいがハイパフォー
マンスを示すようになった。その後、人体だけでなく機械や物にも
適応され、高性能なという意味になった。固いはその反対。　hoomi
は運動、技能、技術などが上質であることを指す。機械の働きが上々
であることを指す。honoはその反対。状況次第では日本語と同じく
固いと訳してもかまわない。　【用例】　［メタファー］hono yun frea 鉄の
ように固い　tee, tee, ti ov honol. だめだめ、動きが固いよ。　amo 
et hono im fis a. 今日は車の調子が悪いな。
hono,alt  dol　hono.volt

honot  ［地学］硬度　［レベル］４　19

honoka  ［被服］振袖、ふりそで、振り袖　［レベル］４　21:alt。「雪を振り払
うような」という原義。
honoka(2)  ［気象］sae　［伝統色］雪白、純白、凪雪：正直：＃ＦＦＦＦＦＦ：
ruj rav　［レベル］６　22:honolu/ka「固まった粉」
honokali  ［ジョブ］石切り　［レベル］５　alt　20　［文化］　kalan

honoxeltem  ［生物］甲殻類　［レベル］４　22

hononia  ［美容］剛毛　［レベル］５　21

honoflel  ［医療］肩こり、肩凝り　［レベル］４　20

honopitm  ［医療］肝硬変　［レベル］５　19

honolobo  ［名詞］ハードカバー。本。　［レベル］４　rd;/　23

honoleas  ［医療］動脈硬化　［レベル］５　19

honolu,alt  hono
honoems  ［化学］硬化油　19

hovar  ［電算］［医療］骨伝導　［レベル］５　20:骨を通って
hovo  ［医療］便秘　［反意語］lept　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:hono/voj　【用
例】　na garv mil hovo 便秘で苦しむ
hovoxn  ［生物］骨細胞　rt;/　24

hof  ［生物］ひれ、鰭、フィン　［レベル］３　13:制 :古 :elihof

hom  ［動詞］yulを開ける、開ける、あける、開く、ひらく、服を開く　［形
容詞］開いている、ひらいている、店がやっている　［反意語］deyu　［レベル］
２　13:制 :har:homyu　【用例】　hom omi{ate} ドアを {店を }開ける
homk  ［地学］海峡　［レベル］５　13:制 :homska（陸に挟まれた海）
homs  ［動詞］yulを挟む、挟む、はさむ、つまむ、摘む　［レベル］２　13:

制 :sorn:homyus（挟む）。homyuは扉で、sは接尾辞 as。クミールの造
語で、homyuの幻字が×の形。もとはハサミの意味で使い始めたが、
やがて挟むの意味になっていった。　:::omulu,alt
homp  ［料理］サンドイッチ、サンドウィッチ　［レベル］２　13:制 :homspof
（野菜などを）挟むパン　【用例】　an kuit hiet o homp im harx. 昼に
サラダとサンドイッチを食べた。
hompax  ［数学］展開図　［レベル］４　19

hompet  ［美容］バレッタ　［レベル］６　21:homp/te

homa  ［名詞］栓、コック、蛇口の栓、蛇口の栓、ひねったりして開閉す
るもの、レバー　［レベル］２　16:制 :hom

homami  ［生物］骨基質　rt;/　24

homi  ［生物］軟骨　［レベル］４　19:古 hoomi（やわらかい）
homis  ［サール］ホミス　［レベル］６　seren:古 :homyu（ドア）　［文化］　ド
アを半開きにしていたり開け放しにしていると出てくるサール。甘
開きしたドアとサール界をホミスは繋ぎ、サール界に人間を引き釣
りこんでは食ってしまう。
hod  ［医療］骨折　［レベル］３　19:ho/dom

hog  ［植物］ピーマン　［植物］パプリカ（熟したピーマン）→ hoore　［レベル］
２　lakta:gは gyu（苦い）だと思う。　［文化］　子どもが嫌いというイメー
ジがある。
hogbak  ［料理］チンジャオロース　［レベル］３　19:ピーマン肉。bakhogと
区別　［語法］［文化］　ピーマンと牛肉を炒め、タケノコなどを加えた料
理。
hogl  ［名詞］［軍事］リボルバー、レボルバー　［化学］レボルバー。顕微鏡の。
　［レベル］３　rd;/hol/gi/al　23　【用例】　ar hogl e gel 銃のリボルバー
を倒す（いつでも撃てる状態にする）
hop  ［名詞］ゴム　［レベル］２　13:制 :古 :honopas（ゴム）。honoは固いだが、
pasは何であるか不明。　［文化］　ふつうゴムの木でなく汁から作った
物質。ラテックスアレルギーが有名。
hops  ［医療］骨髄　［レベル］４　古 :hops。hoは骨。pはやわらかいとか
膨らんだという意味で、骨の空洞のクッションになっていることか
らだろう。sは不明。
hopseripoa  ［医療］骨髄性白血病　［レベル］６　22

hopn  ［植物］サボテン、仙人掌　［レベル］３　13:制 :lakta:hopin

hopl  ［化学］絶縁体　［レベル］４　19:ridia:hop

hoplxiit  ［物理］分極（誘電分極、電気分極）　［レベル］５　19:hopltesxiit
だと長いため。
hoplado  ［地学］雲母　［レベル］５　19:制と同じネーミング
hopa  ［料理］グミ、グミキャンディ　［レベル］２　16:制 :hop

hopi  ［植物］アカシア　［レベル］５　16:制 :hop

hopit  ［医療］整形外科、骨接ぎ、ほねつぎ、骨つぎ。筋肉も診る。　［レ
ベル］３　19

hoh  ［動物］亀、タートル、トータス　［メタファー］のろま、カテージュ人　［レ
ベル］２　lakta

hoho  ［名詞］塊　［医療］結石　［レベル］２　f;ho/ho「固い /固い」　赤　
hoho:hoho
hort,fv  hart　hoora/teeze

hork  ［植物］苔　［レベル］３　13:制 :hor（緑）
hord  ［化学］［地学］ダイヤモンド、ダイアモンド、金剛石　［類義語］kland
ia　［レベル］２　古 :固い宝石の意　［語法］　魔法や貴金属では通常 kland
ia。工業用途などでは hord。　［文化］　→ dolmiyu　時魔導師の魔石。
時魔法の能力が上がる。　恐らく、「硬いがもろい」→「なら圧力に
は強い」→「重力に強い」→「時空の歪みに強い」→「時魔導師の
宝石だ」という発想。
hordkad  ［地球の国名］スリナム　19:国章にダイヤモンド
horaivoxn  ［生物］骨芽細胞　rt;/　24

horig  ［生物］破骨、骨吸収　rt;/　24

horigvoxn  ［生物］破骨細胞　rt;/　24

horoga  ［アトラスの国家］ホルオガ　［レベル］５　19:ridia:皮膚が赤くなる病
気　［文化］　レイユでアデリックから独立。
hore  ［料理］ベルモット。ワインの一種。　16:制 :horrei

hol  ［名詞］回転、ターン、旋回、スピン、回旋　［動詞］yulを回す、回
す　［天文］自転　［自然動名詞］［普通動名詞］ひねり、スピン。ビリヤード。　［類
義語］menk、mes、mem　［レベル］２　13:制 :古 :holo（わっか）　::sai　［語
法］　自分自身が回るのが hol。公転のように取り囲むように周るのが
menk。囲むのが mes。　　回転軸は３次元の場合、左右がｘで前後が
ｙで上下がｚ→ sanl　回転の名前は反転しない軸の名前で呼ぶ。例え
ば xtarholは上下および前後に運動するが左右には運動しない。そこ
でｘ軸周りの回転と呼ぶ。直感的には xtarなのでｚ軸回転と呼びた
いところで、注意が必要。
holt  ［名詞］手回しレバー、ハンドル、ノブ　［レベル］３　16:制 :hol　［語法］
　手などで回す棒やつまみや丸みのこと。
holtbeiyu  ［企業］ホルトベイユ　［レベル］６　21　［文化］　三菱重工業に相
当する企業。
holxezo  ［物理］回転軸　［レベル］５　21

hols  ［娯楽］独楽、コマ、こま　［レベル］２　14:制 :古 :holx（回して遊ぶもの）
holsakl  ［名詞］ベルトコンベア、ベルトコンベアー、ベルトコンベヤ、
ベルトコンベヤー　［レベル］４　rt;/「回転ベルト」。輪状のベルト自身
が回転することでその上に乗ったものが移動することから。　24　［文
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化］　回転寿司のベルトコンベアは構造が holsaktではないが、表面だけ
見えている状態だといかにもベルトコンベアに見えるので、ふつう
holsaktと呼んでしまう。
holn  ［植物］落花生、ラッカセイ、ピーナッツ、南京豆、ナンキンマメ
　［レベル］３　13:制 :語源不詳
holmembaog  ［物理］スピン角運動量　［反意語］menkmembaog　vl;/「自転
角運動量」。地球は太陽のまわりを回る（公転）と同時にそれ自身で
も回転運動（自転）をしている。また太陽も自転している。これを
原子に当てはめれば、電子は原子核のまわりを公転しながら自分自
身も自転している。そのモデルが vlにあり、このようなネーミング
となった。
holb  ［名詞］タイヤ、タイア　［レベル］２　13:制 :hololob（車輪のカバー）
holwaaz  ［物理］トルク、ねじりモーメント、力矩　［レベル］６　21:holxe
zo/vianwaaz
holad  ［生物］骨形成　rt;/　24

holalfai  ［料理］ケバブ、ケバフ　［レベル］４　14:ridia:回転ロースト。
幻幻から輸入。トルコ語を訳したものと思われる。　［文化］　羊の肉
を回転してローストしたもの。魔方で食べられる。アルバザードで
は南方には流入しているが、北方では珍しい。
holo  ［植物］竹　［レベル］３　rd;<holo.lls　13:制 :lakta:holoo（固い筒）　hol
oo:holoo:lu 'olo:holo,alt, holo,lls
holo,f  ov, olo　e

holofrei  ［アイテム］竹刀　［レベル］３　17:制
holopafi  ［名詞］すのこ、スノコ、簀子　［レベル］３　sm;<alt「竹の橋」。
すのこの下に水を流し水はけを良くするために用いたことから。　23
　*:holopafi:lu holopafi:holopafi,alt
holoo,fv  holo　ho/loolo

holet  ［名詞］こより、紙縒り　［動詞］yulをこよって aにする、こよる　
［レベル］３　21:hol/te

holeh  ［生物］大転子　rd;hol/et/ho「回るような骨」　24

hoa  ［生物］殻　［レベル］２　fv;↓　lakta:固いもの　hoa:hoa

hoaku,fv  hok　hoa/ku

hoan  ［化学］固体　［レベル］４　19:hohomain（塊の体）
hoanxtap  ［化学］ソリッドフォーム　19

hoansaptulf  ［化学］昇華熱　［レベル］５　19

hoansapka  ［化学］昇華点　［レベル］４　19

hoansapem  ［化学］昇華、気化　［レベル］４　19

hoansapeila  ［化学］ソリッドエアロゾル　19

hoanpoet  ［医療］嚢腫　19:seren

hoanesitulf  ［化学］融解熱　［レベル］５　19

hoanesika  ［化学］融点　［レベル］４　19

hoanesiem  ［化学］融解　［レベル］４　19

hoanems  ［化学］脂　［レベル］３　19

hoaneila  ［化学］ソリッドゾル　19

hoark  ［生物］［医療］骨会　rd;/　24

hoaifal  ［生物］節足動物　［レベル］４　22:硬い殻と関節を持つ門　［語法］
　昆虫類、甲殻類、クモ類、ムカデ類など。　【用例】　以下はルシアの
日記の抜粋。節足動物を hoaifanと勘違いして覚えているのが散見
される。　　23 fav dia　　veliz lunat xalm lenan ento maal ik coki. 
maal setat il veliz kokko mait atu.　hoaifan et pit daak ati alka lot ruma 
ento 80 oksgal t'il ruma et tuus.　tu et zal xel yuu hoaifan xa xalm le
nan fien hoaifan til 150 sen as pit.　tu fia et kax kokko hoaifan. tet 
yuu az fral yuu es lat a xalm e selan.　komo non na xalm t'ern e yuu
ma et despel eu.　　2012年 10月 4日　　家に虫が出て、お母さんが
発狂した。お母さんは薬で虫を全滅させた。　節足動物は全生物の
80%を占める、最も繁栄した種だ。　150万種もの数がありながら節
足動物が家の中にいないというのは不思議なものだ。　この世界は
節足動物で溢れているにもかかわらず、住居に侵入しているのはゼ
ロかほぼゼロだ。　なんとなく人間の住居というのは結界のような
ものだと感じる。　　・おまけ　　なんでさっきの日付の日記をアッ
プしたのかというと、日記を付ける習慣のないユルトが珍しくこの
日日記を付けていたから、息子と娘で内容比較できると思って。　
ユルトはまだキーボードを打てないので、ノートに書いたものを僕
が見てタイプして訳しました。まぁこれが通常の 5才男児だよなぁ
と実感。　　veliz di o di. nat melis. maal vexlat o vexlat. nat vem. 
beeb tinka ka ra. mama naxat tinkal. nektat a kove ok xia. nat ban.　虫、いっ
ぱいいっぱい。キモかった。お母さんがギャーギャー。怖かった。
おウチすごく臭い。ママすごく笑ってた。紫亞とクローゼットに隠
れた。楽しかった。
hoi  ［名詞］監督、管理、監視、管理運営、監査　［経済］監査　［動詞］yul
を管理する、管理する、監督する　［電算］［動詞］yulをフォローする、フォ
ローする。ツイッターなどで。　［類義語］mesti　［レベル］２　古 :hoi（監
督）。しっかりと見るが原義。　【用例】　hao. ans hoi xiit xok. もちろん。
相互フォローしましょう。　kok misentant man ti hoi an siina. an et 
mive t'arka o levian. こちらこそフォローありがとうございます。ま
だアルカも人工言語もひよっこです。
hoikaxn  ［名詞］監視カメラ　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

hoin  ［電算］モニター（画面のモニターではなく）　［レベル］５　16:制 :hoi
　［語法］　送信録音を担う機械。画面としてのモニターではない。
hoivelk  ［経済］管理会計　19

hoigart  ［経済］管理費　［経済］一般管理費　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

hoian  ［名詞］観察者、観測者、監督、管理人、管理者、フォロワー、ツイッ
ターのフォロワー、ディレクター　［レベル］２　19:melidia axte　［文化］
　集合住宅の管理人はその集合住宅の住人でもある。ゆえにふつう
に一室を借りて住んでいる。
hook  ［動詞］yulを回転させて巻く、巻く　［レベル］２　20:hol/kool（巻物
のようにくるくる回転させる）
hookmelk  ［名詞］ねじ巻き式時計　［レベル］５　20　［文化］　ナディアで廃
れた。
hoosa,fv  hos　hoは「頑丈」
hoon  ［形容詞］ぽろぽろ、ぼろぼろ、ポロポロ、そぼろな　［名詞］おが
くずやそぼろ肉のようにポロポロこぼれたもの　［名詞］おがくず、オ
ガクズ、大鋸屑、オガ屑　［レベル］３　16:制 :hoo

hoomi  ［形容詞］柔らかい　［形容詞］パフォーマンスの良い、ハイパフォー
マンスな、高性能な、調子が良い　［反意語］hono　［レベル］２　f;hono/
myu「固くない」　赤　hoomi:hoomi　［語法］　hono　【成句】　hoomi et 
vien nod hono. 柔よく剛を制す
hoominia  ［美容］軟毛　［レベル］５　21

hoomilins  ［地学］輝安鉱　19

hoomilobo  ［名詞］ソフトカバー。本。　［レベル］４　rd;/　23

hoop  ［医療］錠剤、丸薬　［反意語］heef　［レベル］３　13:制 :hoopita

hoora  ［悪魔］ホーラ、赤の悪魔ホーラ　［料理］トマトを煮込んだときに
出てくる赤い灰汁、灰汁、あく　［レベル］４　meltia 0:hoora;e　ridia:
古 :hoora（赤）。赤アンクノットにも記載。　［文化］　赤い毛で覆われ
た怪物。攻撃的。　プスホーラとペアをなす。ホーラ・プスホーラ
を使った子供を怖がらせるための話がある。古アルカにおいて男が
やっていけない７つのことと、女がやってはいけない１４個のこと
をすると、７月３週目の第６曜日（この時点の暦では存在しない暦
とされた）にホーラがやってきて、親の首を刎ね、子の腕脚を刎ね、
眼前で食い、子を頭から串刺しにして門前に立てる。プスホーラは
頼むと助けてくれるが、誤って怒らせると男子は皮を剥がれ、女子
は股から縦に引き裂き、右半身をホーラ。左半身をプスホーラが食
らう。　赤いもじゃもじゃした姿の悪魔。
hoora,lsl  har　hoora

hooraliifa  ［天文］ベテルギウス　［レベル］５　19:ridia/seren/mel　［文化］
　ヴァステにおいてアルミヴァがフレスティアと戦った際、護衛の
悪魔ホーラ・プスホーラ・テクラ・インプラががっちりフレスティ
アを囲んでいたために倒せなかった話は有名。そのときニムラが位
置したのがオリオン座である。ホーラがベテルギウス、プスホーラ
がベラトリクス、テクラがサイフ、インプラがリゲルである。そし
てリゲルからフォーメーションが破られた。　中心にいるのは悪魔
フレスティア。フレスティアの右手がアルニタク、左手がミンタカ、
頭がアルニラムである。そしてアルミヴァはオリオン星雲にフレス
ティアを封じ込めた。
hoore  ［植物］パプリカ← hog　［レベル］３　制 :古 :hoora

hou  ［化学］塩（えん）、化学物質の塩のこと　［レベル］５　古 :ho（硬い、塊）
he,fv  副詞を作る接続詞。deからできた leがさらに弱化したもの。
baog he viviのように使う。meltia 4以降は語順が逆転。　fv:saal;le.
l
het  ［名詞］尻尾　［動詞］yulをする、する、スル、盗む、スリをする、
ガメる：ネコが尻尾で物を盗むという言い伝えから（リディアによ
る古時代の発案）　［電算］端末　［言語］［文字］テール　［類義語］flayu　rd;
Ha, He　［レベル］２　14:制 :古 :ha　Ha, He:Ha, He:lu Hette（棒状）　［語法］
　日本語の「する」と違って大きなものを盗むときにも使える。　【用
例】　hetan xa frem atu in. スリがこの辺りにいるはずなんだが。
hettij  ［言語］脚韻　［レベル］４　23

hettemel  ［歴史］近代、rt_vl　［レベル］４　21　［語法］　mirmel

hettel  ［法律］［普通動名詞］横領、横取り　［動詞］yulを iから横取りする、
横取りする　［レベル］３　21:het/古 l

hetkert  ［約物］）記号　［レベル］３　21

hetxezl  ［生物］尾索　19

hets  ［動詞］yulをじらす、じらす、焦らす、じれる、焦れる　［形容詞］
（hetsanで）じれったい、焦れったい　［レベル］３　rd;het/so「しっぽ
する→猫がしっぽをゆらゆらさせて焦らすことから」　23
hetsev  ［言語］後付け　［レベル］４　21

hetmev  ［言語］接尾辞　［レベル］４　19

hethac  ［言語］末尾文字　［反意語］osnhac　［レベル］５　22:mel

hetho  ［生物］尾骨　［レベル］５　22:「尻尾のような骨」
hethet  ［電算］Ｐ２Ｐ、ピアトゥーピア　［レベル］５　19

hetreit  ［言語］文末純詞　［レベル］４　22

hetlots  ［電算］エンドキー　［レベル］５　20

hetafi  ［言語］文末音調、連接、ジャンクチャー　19　［語法］　アルカで
はいずれも区別がなく、文末の ?などの音調を指す。
hetarvij  ［約物］］記号　［レベル］３　21

hetinim  ［美容］テールコーム　21

hete  ［名詞］裏、ウラ　［名詞］見えない面　［名詞］真意、隠された真実　［動詞］
yulを裏返す、裏返すめくる　［動詞］yul（嘘などを）あばく、あばく、
暴く、ばらす、バラす、バレる、ばれる→ fie　［格詞］～の裏に　［反意語］
yulo　［レベル］２　19:尻尾の顔（面）　【成句】　xalt hete 実際は、実質は、
実質的には　【用例】　lus noan at hete mil teeze. スカートが風でめく
れた。　"man fia sil sedo ol fie lam em hete. 「だって最初の嘘が
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ばれてしまったら、世界は消えてしまうから。
hetet  ［名詞］裏、表面下　［形容詞］裏の、表面下の　［形容詞］非正規の、
違法な　［反意語］yulet　［レベル］３　rd;hete/te　23

hetetveiz  ［名詞］裏動画、裏ビデオ　［レベル］４　23

hetetlei  ［名詞］裏本　［レベル］４　23

hetetakvim  ［生物］上腕三頭筋　［レベル］５　24<22

hetetolkvim  ［生物］大腿二頭筋　［レベル］６　24<22

heten  ［接続詞］hete　［レベル］３　rd;/　23

heteantovim  ［生物］下腿二頭筋　［レベル］６　24<22

hek  ［名詞］手紙、メール　［類義語］hekka　［レベル］２　13:制 :古 :heka（伝える、
手紙、はがき）　heka:heka　［語法］　件名は olmaで内容は dosm。　【用例】
　xant hek 手紙を送る、出す　an axtat lax em hek a fi. 誰かに手紙を
書きたくなった。
hek,f  xax
hektpol  ［地名］沙方　［レベル］５　20:hektar　［文化］　ヘクター及びアルヘ
クター地方。
hektar  ［地名］ヘクター　［レベル］６　20:「尻尾」　［文化］　竜の尻尾と呼ば
れる土地で、ヴァルマレアとヒュグノーの部分。
hekka  ［名詞］手紙　［類義語］hek　［レベル］３　21:ridia/luxia:hek　［語法］　hek
に比べてやや幼い感じがする。
hekkad  ［地球の国名］グアマテラ　19:国章に手紙（おそらく条文か何か）
heks  ［動詞］yulを aに添える、添える、そえる、添付する　［レベル］３　
14:制 :hekから
heka,fv  hek、okt　<hek,f

hestia  ［軍事］少将、ヘスティア　［組み数字］５/２０　［レベル］３　19:rid
ia:lastia（死の神のような）→語頭を hにするために hastia→語頭が ha
だと大将とかぶるので母音を eに　［語法］［文化］　kana

hen  ［名詞］古アルカの８　赤→ sidalx

hen,lsk  8　huugi.k

hen,alt  hemp　hemp,fv.l

henka  ［料理］おから　［レベル］３　sm;henka,alt「大豆の粉」。きなこではな
い。　22　［文化］　smで豆腐とともに流入。vlの健康ブームで全土に広
まる。南部ではごま油や山菜などと和えて食べられる。
henji  ［名詞］筆　［類義語］kaz、exl　［レベル］２　sm;Henji,szl　21　::lu 
Henji（棒状なので）　［文化］　→ fin　少なくとも zgではカルセー
ル人が用いていた。アルティア、ルティアへ。smでアルバザードへ。
現代ではアートなどに用いられる。アルバザードはペンが主流なの
で日常的には用いない。
henan  ［植物］びわ、ビワ、枇杷　rd;<me　24

henanmuepaf  ［化学］酢酸オクチル　19

henandilfai  ［医療］ビワの葉灸　rd;/　24

hene  ［動物］蛸、たこ、タコ、オクトパス　［レベル］２　古 :henは８。
eは水。　［文化］　アルティア人の影響を受けてアルバザード人もたま
に食べる。
hem  ［形容詞］狭い　［反意語］han　［医療］狭窄　［レベル］１　13:seren:klel:h
om。制では閉める。　【用例】　ez hem{lis} 狭い部屋
hemt  ［料理］味噌、みそ、ミソ　［レベル］２　lakta:hemt。hempから来てい
る。　［文化］　ロロス原産の調味料。rdでルビィら忍者によってアル
シェにもたらされた。醤油ほど一般的ではないが、アルバザードで
も買える。
hemtdilfai  ［医療］味噌灸　rd;/　24

hemtlemi  ［料理］味噌汁、みそしる、みそ汁　［レベル］２　sm;altの訳語　
19:ridia:arbaxelt
hemtilm  ［名詞］タブロイド、タブロイド紙　［反意語］hantilm　［レベル］５
　rd;/　24
hemkad  ［地学］狭い国、ミニ国家　［レベル］５　19　［語法］　hankad

hemnosliifa  ［地球の星座］［ユマナ］少北斗七星　24　［文化］　ifa

hemv  ［言語］符牒　［レベル］５　19:hemvet（狭い集団で用いられる言葉）
集団の占める面積が狭いことを指すので、この場合のメタファーは
hemでよい。　［語法］　パスワードでも暗号でもない。○番で「トイレ」
を指すデパート用語など、仲間内の言葉を指す。
hemvlevian  ［言語］符牒型人工言語　22　［語法］　暗号のように隠して使
うのが目的ではないが、仲間内だけで使うことを想定したもの。制・
新アルカなど。
hemgar  ［名詞］シングル、ＣＤシングル、シングルＣＤ　［レベル］４　al;/「狭
い円盤」　23
hemp  ［植物］大豆　［レベル］３　fv;e　lakta　hemp:hemp::hen,alt

hemppaxil  ［化学］イソフラボン　［レベル］６　vl;/。大豆に多く含まれる
フラボノイドであることから。　23
hempa  ［地球の国名］フィリピン　［レベル］６　古 :８つの光（hen/paa）が原義。
hemb  ［料理］しょうゆ、醤油　［レベル］２　16:制 :hemp/belk　［文化］　ア
ルティア産の調味料で、ルティアを経由して rdでアルバザードに
入った。アルバザードの軟水に合うため、現在では一般的な調味料
としてうどんなどに用いられる。ただし刺身の習慣はない。
hemjenti  ［地球の国名］バチカン　［レベル］６　19:イタリアの中にある狭
い国
hemas  ［経済］勘定、ビル、お勘定　［レベル］３　rd;hem/mas「小さい紙」
　23

hemasmat  ［経済］割り勘、ゴーダッチ、わりかん、ワリカン　［レベル］３
　rd;/　［文化］　tawa, mindaz　【用例】　ans arat hemasmat ka tu belate. 私た
ちはそのレストランの代金を割り勘にした。
hemeks  ［名詞］狭義　［形容詞］狭義的な　［反意語］haneks　［レベル］５　20

hemes  ［被服］ボルサ　rd;<Hemes,ard.l「尻尾の（垂れ下がった）袋」　
24
hep  ［感動詞］へっ？、えっ？　［レベル］２　古
herk  ［地球の国名］カナダ　［レベル］４　古
herx  ［植物］マンゴー　［レベル］３　13:制 :lakta:her/古 xaki。黄色い卵。
heren,cv  miik　saar(kalseel);cvでサールの一族が現ヴェマ北部で発
見。後に栽培。エルトに伝わり、人類にも伝わった。
hel  ［動詞］yulを思い出す、思い出す、思いだす　［感動詞］あ、そうだ、
そういえば、そう言えば。思い出したときにいう。　［感動詞］ほら。
相手に言う場合は何かを思い出すのを促すときに使う。　［レベル］２
　13:制 :古 :helo（頭に聞く）　【用例】　hel, la luna van an im fis xa. あ、
あいつ今日来るんだったっけ。
helte  ［建築］さげもん、吊るし飾り　［名詞］オルゴールメリー、メリーゴー
ランド、メリー　［レベル］１　kk;helte,alt.l　23　*:helte:lu helte:helute,alt
　［文化］　kkの凪で興った。邪気を払うために室内にちりめんで作った
人形や飾りなどを吊るしておいた。その習慣が飾りとして smでアル
バザードに流入し、ちりめん以外の様々な材料を使った豪華絢爛な
さげもんが宮中を中心に興った。ltには smで入ったが、ここではち
りめんの代わりに花飾りが流行し、生花や造花を吊り下げるように
発展していった。　ndでは一般家庭にも浸透し、al以降も部屋の装
飾として好まれる。特に子供のいる家庭で多く行われる。　　また、
赤ん坊をあやすために天井にくるくる回る音の出る玩具（オルゴー
ルメリー）を置いておくことがあるが、あれの名前も helteである。
元はちりめんでできたものだったが、時代を経るごとに機械化され、
vlでは回転したり音が鳴ったりするようになった。
helm  ［生物］膵臓、すい臓　［レベル］４　13:制 :恣意
helmfaiz  ［医療］膵炎　［レベル］５　19

helmpig  ［医療］すい臓がん、膵臓がん、膵臓癌　［レベル］６　19

helpai  ［言語］ヘルパイ、字返し、繰り返し記号　［レベル］２　古 :始め
は波ダッシュの字形だったが、fを二つ重ねた形になり、後に f形
になった。制アルカではこれだとややこしいので、ffの字を繋げて
書いた新たな字形をセレンが作った。　［語法］　前の音を連続させる
文字。
helet  ［被服］フロック　nd;het/et。尻尾のように長くなっていること
から。　24　［文化］　nd_rtまで着られた。男性服。富裕層向け。
helute,alt  helte　kk;<>Ha「尻尾のように垂れ下がった」
hei  ［感動詞］やぁ、やあ、よう、よぅ、へい、よお、なぁ、ねえ、ねぇ
　［レベル］１　古　［語法］　あまり丁寧でない。
heika  ［名詞］ハガキ、はがき、ポストカード、葉書　［レベル］３　21:rid
ia<heka:古　【用例】　xant heika ハガキを出す
heist  ［地名］ヘイスト　［レベル］６　20　［文化］　古アルディアル西南部の
都市。メルテナではレスティルは現ディミニオン西南部も占めてい
たが、heistはアルディアルの領土で、現ディミニオンの都市。
heisoo  ［感動詞］［alben］［arden］soono　［レベル］２　19:ovi:hei, soonoの短
縮
heifa  ［名詞］コンドーム、サック、浮き袋、ゴム、ラバー、ルーデサッ
ク　［レベル］４　古 :クミールが作った全く語源のない造語。古アルカ
には heifaという音に近い語がなかったので、｢他の語と聞き間違え
て恥ずかしい思いをしなくて済む ｣という理由でこの音形が選ばれ
た。だからなぜ heifaでコンドームを示すのかといわれても、クミー
ルがぱっと思いついたのが原因だとしか言いようがない。　［文化］　
potleev　【用例】　ev{sab} heifa コンドームを付ける
heim  ［宗教］修道士、修道女　zg　［レベル］４　22　［文化］　アルヴェーテ
やアリスカンテなどの修行に身を置く人のこと。
heef  ［医療］散剤、粉薬　［反意語］hoop　［レベル］３　＠ 19

hum  ［動詞］yulを口ずさむ、口ずさむ、くちずさむ　［レベル］３　古 :擬
音語から
hua  ［動詞］yulを aにふわっと投げる、投げる、コインを投げる、トス
する　［レベル］２　古　【成句】　hua gald hal teej, toto テージュ海の上
でコインを投げたら～だ。運任せでいたら～になった：rdでテージュ
海の魔人と戦った際、作戦に困ったアルシェが運任せでコインを投
げて運命を決めたことから。　hua gald hal teej, xim yulo 運任せで
いったら大当たり。なお、heteだと大外れ。
huu  ［擬音］ふぅっ。息をつく音　［レベル］２　19:unilei

huugi  tips fil、frei fen　?/gi

huup  ［擬音］ふーふー　［レベル］１　20　［語法］　冷ましたりするときの音。
　【用例】　lax huuphuup? ふーふーしてあげようか？
hqt  ［感動詞］はっ、ふん、へっ　［レベル］２　tm;fovet　23

hqm  ［感動詞］へぇ、ふん　［レベル］２　f;fovet　古
hqr  ［感動詞］え、はぁ　［レベル］２　f;fovet　古
Ha,f  het
Hanoi,f  hanoi　Ha=het, i=in

Hardian,fv  hardian　meltia 95 sen via;Ha/dia「尻尾のような土地」
Haan,f  em　<>Ha

Hau,fv  尻叩き　Haはしっぽ→尻。
Hi,f  hie　e



281 yayulilHia,f
Hia,f  hia　Hi/al

Houst,szd  hanoi　hanoi.l

He,f  het　e

Hette,szd  het　<> He,f

Henji,szl  henji　Hette/ji

Hemes,ard  hemes　He/messa

y
y,ly  対格の接尾辞。読みは i。　ju.k

ya  ［感動詞］うん、はい、えぇ、ええ、ああ、あぁ、わかった、そう、
そうだ　［レベル］１　古 :nnya,ya（肯定の相槌の一種）ちっちゃい「ン」
＋「ヤ」といった感じ。　【成句】　a ya あぁうん、あぁそう、えぇまぁ
ya(2)  ［南方］［文末純詞］da, de, a, e　［レベル］３　21

yat  ［南方］［接尾辞］過去動詞語尾。閉音節でしか使わない。開音節では t。
　［レベル］３　21

yatte  ［文末純詞］［gano］kok　［レベル］１　21:kliiz:"ya" te?「『そうです』だろ？」
の語彙化。
yak  ［名詞］準ずるもの、本来あるべきものではないのだがそれに近いも
の　［形容詞］準～、亜～、セミ　［接辞］複合語の前置要素で、「～に近い」
という意味を表わす。｢瀕死 ｣などの ｢瀕 ｣に当たる。　［レベル］３　
17:制 :恣意。古アルカではこのfiyoという語が数字の 2の youになっ
た。そこでfiiは 2というところからきて｢準じる｣という意味を持っ
た。　【用例】　tian yak 恋人未満
yaktid  ［地学］準長石　19

yaktian  ［名詞］カノジョ未満　［レベル］３　19:melidia axte

yakka vland  ［人名］ヤッカ＝ヴランド　［レベル］４　21　［文化］　リーファ隊
ハネスの本名。
yaksal  ［名詞］教頭、副リーダー、副班長、副長、副社長　［レベル］３　19

yaksorsvet  ［電算］ニーモニック　［レベル］５　19

yaksorseld  ［電算］アセンブリ言語　［レベル］６　19

yakvag  ［言語］準ネイティブ　［名詞］［形容詞］半野生　［レベル］５　rd;/　24　【用
例】　kils, yakvag tan ser tu kamilel. 厳密には準ネイティブもであろう
が。
yakvort  ［医療］仮死　［レベル］４　20

yakdar  ［名詞］［形容詞］セミオート、半自動。銃や自動ドアなどに用いる。
　［レベル］４　rd;/　24

yakdargel  ［軍事］セミオートマチック、セミオート、半自動　［レベル］５
　rd;/　24　［文化］　gel

yakhacma  ［名詞］準ハルマ　［レベル］４　17:制 :準ハルマ
yakhot  ［形容詞］ほとんど、ほぼ～だけ、ほぼ唯一　［レベル］３　20

yaka,f  sof　kayaの対
yakamiso  ［言語］半子音、半母音、わたり音。w,yのこと　［レベル］４　19

yakaltian  ［名詞］カレシ候補　［レベル］３　19:melidia axte

yakalteej  ［名詞］準決勝　［レベル］３　rd;/　23

yakifan  ［天文］準惑星　［レベル］４　20

yakena  ［普通動名詞］半べそ、半ベソ、半泣き　［レベル］３　20:kalie

yas  ［植物］タバコ、たばこ、煙草、シガレット、紙巻たばこ　［レベル］３
　13:制 :lakta:yasa「毒の煙」　［文化］　→ kuzgin　革命中は一時麻薬扱い
で禁止された。　たばこはぜいたく品に分類される。そのため消費
税のほかに、別途たばこ税がかかる。またその消費税には、軽減税
率が適用されない。　副流煙による周りの人への健康への被害があ
るため、街中等公共の場所でタバコを吸うことはできない。タバコ
を吸うための場所が特別に用意されているので、その場所で吸うこ
とになる。また自宅の場合は、通常家族を配慮して、人のいないと
ころで吸う。　【用例】　ar yas 煙草を吸う、喫煙する
yaskuz  ［俗語］タバコ厨、喫煙厨、ヤニ厨　［レベル］５　rd;/　24　【用例】
　aal yaskuz et fuo ento an gaax sat mifel. re til piadoflhos ol ar lax 
yas ka tant a! 特にヤニ厨は怒鳴りたくなるほどひどい。外で吸いたい
なら灰皿携帯しろよ！
yasfidn  ［名詞］吸殻→ fidn　［レベル］４　rd;/　24

yaslor  ［名詞］キセル、きせる、煙管、パイプ、マドロスパイプ、シガレッ
トホルダー　［レベル］５　19

yasesta  ［名詞］ホタル族、ほたる族、蛍族　［レベル］４　al;/「タバコ蛍」　
23　［文化］　屋外でタバコを吸う人のこと。alごろから喫煙者の肩身が
狭くなるにつれて出現した。
yaselp  ［化学］ニコチン　［レベル］４　19:煙草のピリジン
yan  ［格詞］［文頭純詞］そして、また、中順接　［格詞］［文頭純詞］しかし、だ
が。反論の順接→ tal　［レベル］１　古 :alvol,yan（等位的なものを添加、
並列するときの接続詞）。yanは肯定を意味する yaからきた。　loo:lo
o:pafet:tsuliso,alt　［語法］　sonと違って並列するときに使う。原因結果
の関係ではない。　【用例】　yan la kut. そして彼は言った。
yan(2)  ［名詞］nyanの異形態　［レベル］１　22　［語法］　敬称。s,xなどで終
わる単語の後に付く。alis→ alisyanのように。発音は「ありしゃん」
だが、正確には「しゃ」でなく「すゃ」という感じ。
yant  ［形容詞］中途半端な、ハンパな、悪く事足りている（＝悪い意味
で１００％でない＝中途半端）　［レベル］３　22:yamtuval<19:ilmus:ridia

yantkui  ［動詞］yulをつまみ食いする　［普通動名詞］つまみ食い　［レベル］３
　21?
yanna  ［遊女］［文末純詞］da, de, aano　［レベル］４　21:ya/nonno

yav  ［言語］節、クローズ　［レベル］４　19:yak/vok

yafal  ［天文］クエーサー、準星、クェーサー、クエイサー　［レベル］５　
20:yak/palif
yam  ［形容詞］悪い　［反意語］rat　［レベル］１　19:赤 :yaamo　yaamo:yaamo::kanlu
,alt　【用例】　sool yam 悪い行い
yamtook  ［娯楽］バッドエンド、バッドエンディング、ＢＥ、ＢＥＤ、
ＢＡＤ　［レベル］４　vl;/　23

yamsipal  ［医療］呼吸不全　［レベル］５　19

yamfout  ［音楽］音痴、おんち、オンチ　［レベル］３　20:悪い音程　【用例】
　la et yam on fout 彼は音痴だ。　la et{til} yamfout 同上
yammifnam  ［医療］自律神経失調症　［レベル］５　19

yamdio  ［医療］虫歯、う歯、齲歯　［レベル］２　19　【用例】　til yamdio 虫
歯になる　kea yamdio 虫歯を治療する→ dio
yamp  ［動詞］yulをぶれさせる、ブレる、ぶれる、ぶらつく、ぶらぶらする、
ふらふらする、フラフラ　［魔法］ヤンプ（ブリンク）。利の低位白魔法。
自分の体をブレさせ、攻撃の命中率を下げる。あまり役に立たない。
　［レベル］３　19:yam/mag/pur（ぶれてにじんだように見える）
yampals  ［医療］不整脈　［レベル］５　19

yampitm  ［医療］肝不全、肝障害。アルカでは両者まとめて指す。　［レベ
ル］５　19

yampins  ［医療］乱視　［レベル］４　19

yambez  ［医療］尿毒症　［レベル］６　19

yambezm  ［医療］腎不全　［レベル］５　19

yamyol  ［動詞］yulを乱用する、乱用する　［普通動名詞］乱用　［レベル］４　
19
yamzid  ［医療］顎関節症　［レベル］６　19

yamliik  ［生物］悪玉菌　［レベル］４　22:ridia

yama  ［名詞］短所、欠点、欠陥　［経済］欠陥　［類義語］hiset　［反意語］rata　［レ
ベル］３　19:lein:ratが rataになるのを参考に、yamを yamaにした。　【用
例】　la til yama del leit. 彼女は頭が悪いという欠点がある。
yamat  ［医療］ジストロフィー　［レベル］６　19:yam/kant

yamavin  ［経済］不況、不景気　［レベル］４　20

yamadil  ［植物］［医療］粗悪艾、粗悪モグサ　rd;/　24

yamalx  ［言語］忌数、忌み数　［反意語］ratalx　［レベル］４　21　［文化］　ratalx

yamaatmol  ［経済］欠陥商品　［レベル］４　19

yami  ［アトラスの国家］ヤミ　［レベル］５　23:ridia

yami,alt  leis
yamins  ［医療］弱視　［レベル］４　19

yamort  ［医療］月経異常　［レベル］５　19

yame  ［交通］自転車　［類義語］vangard　［レベル］２　13:制 :古 :youholo（二
輪手動車）　［文化］　→ vangard　個人で買う人はスポーツ仕様。ママ
チャリは本来カレンにしかなく、Ｔチャリがメイン。Ｔチャリは駐
輪場に置いてあり、アンセをかざせば使える。銀色のバーを錠代わ
りに自転車が留められている。アンセをかざすと使用者データがバー
を通じて役所に送信され、バーが外れる。無料で借りられる。男性
用は青、女性用は赤、子供用は黄色。それぞれサイズが異なる。　
ライトは付いている。冬になると５時くらいで暗いため。
yameka  ［交通］駐輪場　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

yamefont  ［交通］自転車道　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　lanfont

yamer  ［人名］ヤメール　［アクセント］yamEr　20　［文化］　(yuuma 6745:6994)
　yuuma 6994 旧アルティリア高官 yamer、イクスタンがウロのもと
を離れたのを機に、10歳のウロを暗殺。しかしわずか 10歳のウロに
返り討ちにあう 　翌日 ウロはヤメール派を洗い出し、城門前でヤ
メール派及びその家族を引き回した上虐殺。高官の拷問は法律で禁
止されており、斬首か絞首刑が量刑によって選ばれたが、ウロは拷
問の末に凄惨な処刑を行った 　同月 ウロに対する国民の暴動が起
こる。10歳のウロは主導者 anzenを単身本拠地に乗り込んで捕らえ、
城門前で高官らと同じように処刑。anzen一派も処刑され、少年ウロ
の恐怖政治に国民は静まり返った 
yamerim  ［医療］心不全　［レベル］４　19

yagaa  ［俗語］ペチャパイ、ぺちゃぱい、まな板、まないた、ちっぱい、
ちっぱいぱんのちっぱい　［類義語］leizmam　［レベル］４　fv　赤 :男の胸。
リディアの悪口で、オヴィがもっぱら使っていた。（確かにアシェッ
ト内ではそうだし本人も気にしているが、ふつうの日本人と変わら
ないと思う）
yapi  ［医療］注射　［動詞］yulを aに注射する、注射する　［レベル］２　古 :｢
痛い針 ｣　【用例】　yapi yai 痛い注射
yaho,fv  hons　ya/ho「痛みから守る固いもの」
yayu  ［医療］毒　［反意語］pita　［魔法］ヤユ（ポイズン）。害の低位黒魔法。
敵を毒に犯し、徐々に生命力を奪う。青酸カリのような化学毒でな
いため、即効性はあっても威力は大して強くない。ユークで簡単に
解除できる。　［レベル］２　fv;yaは「痛い苦しい」yuは「受ける」　
赤　yayu:yayu::ayu　【成句】　xen yayu ib 自暴自棄　【用例】　tu lixk til 
yayu. このきのこは毒がある。
yayudol  ［地学］鶏冠石　19:砒素の材料としたことから
yayulil  ［化学］ヒ素、砒素　［レベル］４　19
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yayuaslado  ［地学］ヒ酸塩鉱物　19

yal  ［医療］ワクチン　［レベル］３　13:制 :古 :yapilizku（注射の細菌）　【用例】
　fit yal e kofa a ～にインフルエンザワクチンを投与する
yal,szf  fol　hya/al

yaa  ［感動詞］ya　［レベル］１　23

yaamo  ［形容詞］まずい、不味い　［反意語］atx、lant　［レベル］２　赤 :yaamo（悪
い、まずい）。yaamoは悪いの意味だが、古アルカの幻字の形を見て
も分かるとおり、ベーブ（臭い）の字に似ている（向きが違う）。そ
のため、臭くて悪い→風味が悪くて悪い→まずいの発想で語義を獲
得した。新では悪いという意味では使わない。　【用例】　tu bakm et yaa
mo. この牛乳はまずい。
yaamo,f  yam　saal;ya/mo「痛い形→悪い形→悪い」　赤
yaad  ［生物］［医療］阿是穴、あぜけつ、畦穴、天応穴、圧痛点、知覚過敏
点、圧診点、丘診点、皮電点、良導点、トリガーポイント。畦は「あ
ぜ」と読む。　szl;ya/viida「痛い穴」　24　［語法］［文化］　viida

yaayo,fv  sokn　「苦しくする」
yai  ［形容詞］痛い　［反意語］nozl　［レベル］１　17:制 :感動詞で痛いは yau
　［語法］　yaiは口語的。「苦痛」「痛み」という意味では vixet。　【用例】
　yai yun faiz ひりひりした痛み　an na yai yun faiz mil pafa. 日
に焼けてヒリヒリする。
yaivals  ［医療］ペインクリニックの医師　［レベル］５　19

yaivala  ［医療］ペインクリニック　［レベル］５　19

yau  ［幼児］［感動詞］いたっ　［レベル］１　古 :yauはメルが怪我をして痛が
るときや、リディアが嫌がるときにいっている感動詞。未だに変わ
らない。可愛いので幼児語に。
yoxiim  ［化学］二糖類　19

yos  ［動詞］yulを操る、操る、操作する、制御する、コントロールする、
御す　［普通動名詞］操作、制御、コントロール　［経済］運用　［レベル］３　
13:制 :yol
yosfont  ［電算］コントロールバス　19

yospelyobel  ［化学］ジフェニルジスルフィド　19

yosar  ［電算］制御装置　［レベル］４　19

yon  ［動詞］yulを lexとして扱う、扱う、取り扱う、看做す、見做す、
みなす、見なす、待遇　［レベル］３　13:制 :古 :lo yukke～「（相手を）
～だと思って（振舞う）」
yovitovonanilzom  ［化学］ジタートブチルペルオキサイド　19

yofaanbeza  ［化学］ジメチルアミン（基官能）　19

yofaanbelt  ［化学］ジメチルスルホン（基官能）　19

yofaanbelpaf  ［化学］ジメチルスルフィド（基官能）　19

yomi,alt  val
yog  ［名詞］太っ腹　［動詞］yulを気前よく使う、使う、消費する　［普通動名詞］
大盤振る舞い、大盤振舞、消費、大量消費、浪費　［形容詞］（yoganの形で）
気前が良い、贅沢な　［副詞］贅沢に、景気よく、景気良く、気前よく　［類
義語］olg　［反意語］yed　［レベル］３　13:制 :yolgil

yogl  ［名詞］臼　［レベル］３　14:制 :２枚の円盤
yogel  ［医療］痛風　［レベル］４　19:yog/levn（贅沢病）
yop  ［名詞］刺激　［反意語］yev　［レベル］３　13:制 :古 :yap。元は ｢痛い ｣
というオノマトペ。　【用例】　fit yop 刺激を与える
yopger  ［植物］ワサビダイコン　20:制
yobeli  ［化学］ジスルフィド　19

yoyoanfip  ［化学］ジエチルエーテル（基官能）　19

yorit  ［化学］グリコール、ジオール　19

yol  ［動詞］yulを使う、使う、利用する、費やす、使用する、投入する　［普
通動名詞］使用、利用　［反意語］kar　［経済］消費　［レベル］１　f:elt;lは alで
「物」　古 :lは alで「物」。yoは yuで「～される」。従って「～され
る物→動作を受けるもの→使われる→（視点の転換で）使う」が原義。
ただし fでは yuは juの音なので、これだと fでのあるべき語形が
jolになってしまう。そこで fにおいて yoは語源不詳となる。　yol
:yol　【用例】　yol axkel 利用する　an yolat sel a liva. ファミコンに一日
費やしてしまった。　an yolat gil di a sai. パソコンにお金をたくさ
んつぎ込んだ。　an yolat mel a vers. どうでもいいことに時間を浪
費した。　el yolor tu. 使用中です。
yolx  ［動詞］yulを使い切る、使い切る、使いきる、消耗しきる、消費する、
靴を履きつぶす、使い果たす、売り切る、配りきる、期限が来る　［普
通動名詞］消耗、使いきり、消費　［反意語］kar　［レベル］３　13:制 :yolxi（使っ
てなくす）　【用例】　tu xipl es yolx. このケーキは賞味期限がきれてい
る。
yolxaz  ［料理］消費期限、使用期限　［レベル］３　20

yols  ［被服］スニーカー　［レベル］３　13:制 :lakta:yos/luas

yolf  ［被服］ガーター　sm;yolo/fot　24　［文化］　ホーズが落ちないため
の紐。
yolda  ［名詞］非処女　［反意語］limeer　［レベル］４　古 :yold（使われた）/
lantis（人）　［語法］　俗語ではない。
yoldan  ［文字］ステンシル　［レベル］５　21:yolda/en「穴の開いた」　［文化］
　完全に閉じた部分のない文字のこと。切り傷のように裂けた穴が
開いていることから yoldanという。
yoldansio  ［文字］ステンシルテンプレート　21

yolp  ［被服］ズボンつり、ズボン吊り、サスペンダー、スカート吊り　［レ

ベル］３　13:制 :yolohalp　［語法］　語源はズボン吊りだが、その後少女
のスカート吊りにも使われるようになった。少女はまだ尻が小さい
ので、サスペンダーがないとスカートが落ちることがあるため。
yollang  ［名詞］使用権　［レベル］４　20

yolan  ［経済］消費者　［レベル］３　19

yolo  ［被服］ズボン、パンタロン、パンツ　［レベル］２　fv;↓　13:制 :
古 :youloolo（２本の筒）　yolo:yolo　［語法］　下着の上に履くもので、
日本語のズボンと同義。男性服で、女は着ない。但し、スポーツウェ
アないし作業服としては着ることができる。平服としては着ない。
yolova  ［言語］用例、例文、文例　［名詞］使用例、サンプル　［レベル］３　
21
yolom  ［名詞］使い方、使用法、用法　［言語］語法　［レベル］３　14:制 :使
う方法
yolol  ［経済］消費財　［レベル］５　19

yolek  ［言語］アフォーダンス　［レベル］６　20:yol/eki

yolekyuo  ［言語］転換動詞　［レベル］６　rd;/「アフォーダンス動詞」　23

yoluzasl  ［化学］シュウ酸　［レベル］５　19

yoa  ［形容詞］便利な、使える、役に立つ、ためになる、便利、楽な、手軽な、
使い心地の良い、便利だ　［反意語］eno　［レベル］２　13:制 :古 :｢ 使う
yol｣　［語法］　人にも使えるが、失礼。　【用例】　ragna yoa 便利な機械
yoakim  ［アトラスの国家］ヨアキム　［レベル］５　23:ridia

yoan  ［化学］エタン　［レベル］５　19:ryuu

yoankos  ［化学］アセトアルデヒド（基官能）、エタナール　［レベル］５　
19　［文化］　酒のエタノールを分解するとアセトアルデヒドになり、紅
潮や二日酔いと関連するようになる。という知識で進学校を出たア
ルバザード人は一般に理解している。
yoanvonanpaf  ［化学］エチルブチルエステル（基官能）　19

yoanmuepaf  ［化学］酢酸エチル、エチルアセテート　19

yoanbeas  ［化学］アセトアミド、エタンアミド（基官能）　19

yoanyorit  ［化学］エチレングリコール（基官能）　19

yoanreil  ［化学］エタンチオール、エチルメルカプタン　19

yoanluzasl  ［化学］酢酸、エタン酸（基官能）→ mueasl　［レベル］４　19　［文
化］　酢の化学名として知られる。長いのでふつうは mueasl。
yoanimpipaf  ［化学］ギ酸エチル→ diapaf　19

yoalots  ［電算］ＷＩＮキー　［レベル］４　20

yoin  ［化学］エチレン　［レベル］５　19:ryuu

yoo  ［感動詞］［alben］よぅ、よぉ、よう、よう　［レベル］２　古
yoos  ［動詞］yulをやり直す、やり直す、取り戻す、改める　［レベル］３
　14:制 :古 :yoos（２度する）
yoon  ［化学］エチン、アセチレン　［レベル］５　19:ryuu

you  ［名詞］古アルカの２　［レベル］３　赤→ sidalx

you(2)  ［名詞］重複、被り、ダブり、だぶり　［形容詞］重複した、二重の、
だぶった、ダブった、ダブる、だぶる、ダブル　［レベル］３　古 :you（数
字の 2）
you,lsk  2　fiyo.k

youkalp  ［言語］二重把握　［レベル］６　rd　22　［文化］　nakleldfel

youf  ［アイテム］フォーク　zg;you/fuugi「二股の槍」。農具から転じた。
　24
youm  ［被服］キルト、キルティング、掛け布団　［レベル］５　古 :ridia:youm
（キルト）← you(2)/meli（糸、縫う）から。キルトが２枚の布の間に
綿などを入れて縫う防寒具であることから。
youeeste  ［言語］重複エーステ　［レベル］６　23　［文化］　→ eeste

yet  ［名詞］問題、プロブレム、厄介、始末に悪いこと、始末におえな
いこと、始末が悪いこと、トラブル　［形容詞］厄介な、問題な、問題
のある　［類義語］slim　［レベル］３　13:制 :古 :yant｢ 痛いところ ｣　［語法］
　試験に出てくる問題は knoos。　【用例】　xed yet つつがなく、恙無
く、恙なく、問題なく　yet tin 大きな問題、ビッグプロブレム　tu 
til yet aluut na. 何か問題があるに違いない。　an vaxtat fal yet. tal an 
falesat tu man tu de vax. 問題を解説しなければならなかったが、急
ぐ必要はなかったので後回しにした。　an til yet l'an from fal. 考
えなければならない問題がある。　tu et yet xel om ans took tu lab. 
問題はいつその仕事を終わらせるかということだった。　an tilat em 
yet mil la. 彼のせいで厄介事に巻きこまれた。
yetman  ［名詞］トラブルメーカー　［レベル］４　19:トラブルの原因　【用例】
　la et yetman ter. 彼はトラブルメーカーだと言われている。
yetyuli  ［名詞］問題児　［レベル］４　rd;/　19　【用例】　fosik, baz, yetyu
li! このやろう、てこずらせやがって！：てこずる、手こずる。この
場合、子供とは限らない
yetrsiil  ［名詞］問題親、モンスターペアレント、モンペア、モンペ　［レ
ベル］４　rd;/　24

yek  ［生物］肉　［反意語］yuka　［動詞］yul（動物や魚の皮など）を剥いで調
理できる状態にする、剥く、むく　［レベル］２　13:制 :yok（皮）:古 :yuuka
（皮剥ぎ刑）　komma::la salend　［語法］　動物の場合、肉 (yek)に対して皮
(yuka)がある。植物には、実 (veik)に対して種 (kmi)と皮 (stei)がある。
　【用例】　fai yek 肉を焼く
yekbel  ［料理］肉料理　［レベル］３　19

yeka  ［植物］ふすま、麩、麬、フスマ。食べ物の。食品の「お麩」のこ
とではない。　［レベル］６　16:制 :yek/past
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yes  ［交通］コース、進路、課程、順路、行く道、行き道、課程、ルー
ト、道筋、道すじ、道を尋ねるなどの道　［レベル］３　sorn:yes（順路）
　【用例】　asm yes 道を尋ねる、道を聞く　☆ xi yes e yuli, an ket yes 
e malt. 初級コースの後、中級コースへ行った：場所としてのコース
は yes、レベルとしてのコースは nif。　an ket yes e mav miskanel. 
上級コースを滑ってみた。　haas{tel} yes コースに従う {逆走する }
　tifl yes コースを外れる　☆ an namtat tifl yes. コースを外れない
ように気を付けた：reizは道に迷うこと。tifl yesはスキーやボー
リングなどでコースを外れること。スキーで reizといったら、コー
スを外れたというより遭難したの意味になる。なお、ボーリングで
reizはありえない。
yestelt  ［アトラスの国家］イェステルト　［レベル］５　19:ridia:道となる土地
　［文化］　レイユでアデリックから独立。
yeng  ［魔物］イェング（毒蜘蛛）：第九十四天：害の空天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:yayu/feng　［文化］　蟲族。兎ほどの大きさの毒蜘
蛛。洞窟や森に巣を張り、人や家畜をも引っかけて食い殺す。毒牙
にかかるとたちまち動けなくなる。
yengmain  ［天文］毒グモ星雲　19:ridia/seren/mel　［文化］　yengra

yengra  ［天文］大マゼラン銀河、大マゼラン星雲　［レベル］６　19:ridia/
seren/mel　［文化］　毒蜘蛛の魔物 yengの巣のように見えることから。
なお、yeng本人はそこから少し離れた yengmainにいる。面白いこ
とに yengmainの地球での名前も「毒グモ銀河」。確かに蜘蛛に見える。
yev  ［名詞］反応　［反意語］yop　［レベル］３　＠ 19　【用例】　fit{pef} yev 
反応を返す
yevtulf  ［化学］反応熱　［レベル］５　19

yevsan  ［化学］化学反応式　［レベル］４　19

yevsera  ［化学］官能基　［レベル］６　19

yem  ［動詞］yulを onについて参考にする、参考する、参考にする、参
照する　［普通動名詞］参考、参照　［レベル］４　古
yed  ［名詞］質素、吝嗇、倹約、ケチ、けち、省～　［動詞］yulを倹約
して使う、使う　［形容詞］（yedanの形で）質素倹約な、質素な、倹約
な、ケチな、けちな　［類義語］enfi、kalon　［反意語］yog　［レベル］３　
＠ 19:ridia:arbaxelt　［文化］　アルバザードは倹約が基本である。なる
べく無駄遣いはしない。
yedzomp  ［環境］省資源　19

yedlaba  ［環境］省エネルギー、省エネ　［レベル］４　19

yez  ［植物］ツタ、つた、蔦　［レベル］４　古
yel  ［音楽］半音　［レベル］３　19:制 ie

yel,szd  sanl　ie,f.l

yelkan  ［生物］［医療］帯脈　szl;/。流注が体の正中線から外れて左右にあ
ることから。　24
yelsar  ［音楽］ナチュラル　［レベル］４　19

yelsor  ［音楽］シャープ　［レベル］４　19

yelhait  ［音楽］フラット　［レベル］４　19

yeevel  ［人名］イェーヴェル　［組み数字］１５/１６　［レベル］４　meltia 
49:ardu/esta;e　古　［文化］　esta　エスタの第１５子。女。
yu  ［法副詞］～される。受動態（態はないので受身の文が正確だが）を
作る副詞。　［動詞］yulを受ける、受ける、受け取る、もらう、貰う　［類
義語］yuv、mix、yuxil　［レベル］１　fv;ju,f.l　14←古 :ju。メル 13年
の幻日に受動態の yuに関する例や説明が一切出ていないので 14年
初出である。　ju, yu:yu:　［語法］　受身の文を作るには、動詞の後に
yuをいれ、solと yulを交換する。　an siina ti ＝ ti siina yu an　

【用例】　an badat yu la. 彼に叩かれた。　an yut hek. 手紙を受け取った。
yu,alt  yul　<>ju

yut  ［接続詞］～による、～によって、よる、による、によって、によっ
て作られた　［レベル］２　15:制 :古 :yu（受ける）から。yutは古では「～
であるかのような」という意味。　juju:juju　［語法］　e　【用例】　klel 
yut seren arbazard セレン＝アルバザードによる辞書
yut(2)  yu/at
yuta  ［動詞］yulを受け入れる、受け入れる、受ける、受理する、引き
受ける、合意する、受容する、引き取る　［普通動名詞］受け入れ、合意、
受理、引き受け、受容　［反意語］yuki　［レベル］２　16:制 :古 :yuから　［文化］
　xiyu　【用例】　yuta vort 死を受け入れる　yuta faar 朝を迎える。詩
的
yutata  ［アトラスの国家］ユタタ　［レベル］５　19:ridia:「幾度も戦禍にあった」
yutakon  ［名詞］受容体　［レベル］６　22

yutan  ［魔法］導晄体　［レベル］６　21:yuta/an　［文化］　dolmiyu

yutia  ［人名］ユティア。大召喚士リディアの呼称。　［人名］ユティア家。
カイン、ミロク、アルテナ、アリシア、ミーファの姓。レインも同
じ苗字。　［レベル］３　ridia:古 :｢ 神に愛された ｣　［文化］　ミロク以
降、ユティア家の人物にはそれぞれ特徴的な呼称がある。　ミロク：
「神の御子」：人々に神と崇められたことから。　アリシア：「亜麻色
の乙女」：隔世遺伝でかなり異なった容姿を持って生まれたことから。
ちなみに、おてんばだったことから、亜麻色とかけて「暴れ馬の尻尾」
とも。　アルテナ：「天使の翼」：人徳があり、美しく、女優として
の演技が舞うように華やかだったことから。　ミーファ：「人徳の月
姫」
yutia(2)  ［形容詞］リディアの望むような　［反意語］vandit　［レベル］４　rd;
「（リディアに）愛される」　24　［語法］［文化］　セレンの唯一にして最大
の価値観。セレンは物事を行うとき、常に「これをやっている自分
をリディアは望むだろうか」と考える。「今の自分はリディアから見

て好きなタイプの男か」と考える。この考え方は中学生くらいのこ
ろからあり、特に２０１３年１月２９日なりたての深夜４時ごろに
唯一絶対の価値観として昇華したものである。　元はリディアが子
供のころから「セレン君が見てなくても、もしセレン君が見ていた
らセレン君は今のわたしをどう思うかと考えて生きている。だから
誰も見ていなくてもわたしはセレン君に恥じないような生き方をし
ている」と言って実践してきたのが先で、それをセレンが真似した
のが事の始まりである。セレンがリディアの真似をしてこの概念に
価値を見出したことでこの概念を指す単語が必要になり、yutiaが生
まれた。そしてその反意語の vanditが生まれた。同時に、yutiaがで
きたことで逆にセレンから見た理想のリディア像に適うようなとい
う意味の serestと alserest（翌日 dimanxに変わる）が生まれ、話を聞
いていたメルが「じゃあ私も」と言って meltonと almeltonを作った。
　yutiaの価値観を正式に採用してからのセレンは、リディアが見て
いなくても誰も見ていなくても居住まいを正している。家の中でも
だらしない格好をせずにパジャマなどでうろつかず、小奇麗な格好
でいる。外に出るときも身なりを正し、素行も他人に対して丁寧で
優しい。性格は優しく、怒らない。これは他人のためにしているわ
けでも自分のためにしているわけでもなく、ただひたすらリディア
が望むセレン像を維持するために行なっていることである。セレン
はしばしば持たざる者に施し弱きを助けて強きを挫くが、これもま
たリディアが持つ理想像に適合するために行なっていることで、そ
こにリディアの目があろうとなかろうと関係ない。リディアが心の
中の神となり、いつでも自分を見ているという気で生きている。リ
ディアの基本的な男の好みは「強くて優しくて頭良くてカッコいい」
なので、とりあえずセレンはこれを満たさねばならない。その上で
細々としたリディアの要求に応じなければならない。ただしリディ
ア本人は自分の理想は高くないと思っている。リディアにとってそ
れくらいのことは当たり前で、逆に言えば自分も高いレベルのハー
ドルを自分に課していることを示唆している。　リディアも同様で、
常にセレンという心の中の神に見られているように意識し、絶対に
下品な行動を取ったりせず、清楚で女の子らしくいる。身奇麗でつ
ましやかで知的で清純でいる。人がいようがいなかろうがリディア
はそうしている。常にセレンに見られている気で生きている。　セ
レンもリディアもお互いが自分をどう見ているかしか気にせず生き
ている。だからそこに他人がいようがいまいが関係ない。言い換え
れば他人の目を気にしない。相手の理想像が世間の理想像に合わず
物笑いにされたとしても一切気にしない。　この相互理想像維持の
生活が成り立つのは、ひとつにはふたりの異性に対する理想像が幼
少期から変化しないことが原因として挙げられる。セレンもリディ
アも一度気に入ったものはまず生涯変えないし、子供のころから好
みや善悪などの価値観が殆ど変わらないタイプの人間である。その
ことが互いの理想像を一定に保ち、互いにとって理想の自分を維持
しやすい理由になっていると思われる。　セレンもリディアも自分
を根幹とした信念がなく、自分を信じていない。自分を拠り所にし
ない。お互いに相手を想い、相手のために良い理想の自分を作り維
持しようと考える。ふたりとも自分で自分の理想像を持っていない
し、自分のためだと頑張れない。自分で自分の理想像がなく、愛す
る人の理想像に理想の自分を見つける。愛する人のためだと思うか
ら面倒でも辛くても頑張れる。これは遠距離恋愛が可能にした、愛
情を越えた一種の信仰ではないかと思われる。　　＜リディアの理
想像＞　　以下は 24（２０１３年２月１５日）にリディアにインタ
ビューして出たリディアの理想像であり、その時点のセレンはほぼ
要件を満たしていた。　まず大原則として強くて優しくて頭が良く
てカッコいいことが前提。その上で様々な要件がある。義憤を感じ、
他人のために怒るが、しかして感情は爆発させない。正義感があり、
悪を許さない。自分の正義を確固として持っている。人が決めた法
律に唯々諾々と従わず、自分の正義感に忠実である。理不尽なこと
をしない人。相手によって態度を変えない人。髪は長めで肩近くま
で来る。酒は飲み過ぎないが下戸もカッコ悪いので、たしなむ程度
には飲む。酒は飲んでも飲まれない。飲む酒はラム酒、ワイン、ビー
ルならギネスか瓶ビール、日本酒なら夢幻（これはセレンにとって
旧友の思い入れがあるから）。特にラム酒のカッコよく似合う人がい
い。ただし聖職者を好む彼女からすると聖職者らしく酒を常飲する
ことは許されない。身だしなみが清潔で身奇麗にしており、だらし
ない格好をしていない。素直になれないくせにいやに利他的でつい
つい人を助けてしまう心の優しさを持っている。素行は丁寧で優し
いが、実は強く、幼い頃にやんちゃをしていて更生しているため、
怒らせると半端無く怖いが普段はそうとは分からないほど優しく人
に接している。元不良だが更生して過去の罪を償っている。戦闘術
に長けていて強い。クロスバイクを乗りこなして自分の足でどこま
でも行ける。身長は１７２ｃｍ前後で体重は６５ｋｇ前後。それよ
り大きいとかえって気持ち悪いし、小さいのは論外。細マッチョ必
須で、腹が出ているのはアウト。他人にはほどほどに優しいが、リ
ディアには特に優しい。たまにリディアをからかうような悪戯っぽ
い素振りを見せる。女の子に言い寄られるといい年して恥ずかしがっ
て初々しい。でもたまに女の子をからかうような発言をすることも
ある。ただ決してリディア以外には愛情を注がず、心の底からは靡
かない。清貧で身綺麗で贅沢を嫌う。集団に属することを嫌い、孤
高に生きる。売れない学者や芸術家や医者であるとなお高潔で良い。
人に施し自分は質素に暮らし、金満を嫌って地位や名誉には靡かな
い。性格は穏やかで怒らず、でも芯は強い。他人のためには怒るが
自分のためには怒らないし、怒っても感情を爆発させない。静かで
綺麗な音楽を好む。暴飲暴食をしない。ジャンクフードなどに手を
出さない。健康に気を使う。年の割に若々しい。静謐な雰囲気を好み、
そのような文芸や音楽を嗜む。人の悲しみに共感できる。泣き上戸
で感情豊か。感受性が強く綺麗な心を持っている。高尚なものを好
み俗物で低俗なものを避ける傾向にある。深く狭く人と付き合うタ
イプである。友達は少ないが親友は多い人。生真面目で誠実である。
タバコは吸わない。運動習慣があり、健康である。知的で、色んな
ことを知っていて、頭の回転が早い。下ネタが苦手で、そういうこ
とは言わない。でも性的なことを一切遮断はせず、リディアが望む
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のに応じて持ち前の精力の強さを見せる。子供を可愛がり愛するが、
リディア以上には愛さない。猫を好み、小動物や弱い者に優しい。
逆に悪しき強きを挫く。身銭を切ってでも他者を助ける。平生から
学術書を読んでいて理知的。だがそれを人に自慢はしない。他人に
対しては過度にオープンでもなくクローズドでもなく付かず離れず
を保つ。黒のトレンチコートがトレードマークである。それ以外は
灰色系の服を着ていることが多い。　　・武力について　　格闘技
や戦闘術や武道に長けているとよい。ただし柔道はデブで汗臭いイ
メージなので男としてはアウトで、合気道は弱すぎるので男として
はアウトで、ボクシングみたいにボコスカあほみたいに殴り殴られ
続けるのはグローブなしの実戦では考えられないし防御もグローブ
頼りだし優雅でなくがさつで泥臭くかっこ良くないという。　スマー
トな打撃や制圧するための柔法の護身術系がティアベールとしては
一番という。ユベールとしてはナイフや銃を使った戦闘術が最も実
戦的でかつスマートでカッコいいと言う。銃火器の扱いを知ってい
ると良いが、小銃は個人的にカッコよく思えないという。拳銃が最
もカッコよく感じるというが、リディアは銃そのものが好きではな
いので、拳銃を所持していることがカッコいいとは感じないようだ。
　　・乗り物について　　車はセダンで、痛いスポーツカーや軽で
はない。バイクに乗れ、kernにまたがって颯爽としているとカッコ
いい。ただしリディアはファルディアス＞自転車＞バイク＞車の順
でカッコいいと思っているとのこと。自分の力で進む自立した男ら
しさが好きなので、バイクや車のように機械の力に頼りきって自分
はアクセルを踏むだけというのは依存していてカッコ悪いし体力の
ない女でもできることなので全くカッコよく感じないらしい。「セレ
ン君がバイクに乗ればそりゃカッコいいけど、クロスバイクで自分
の力で走ってたらもっとカッコいいよね」と言っていた。車は暑さ
寒さもないし女でも簡単に運転できるのでフェラーリだろうとベン
ツだろうとトヨタだろうとカッコいいと思わないらしい。バイクは
環境が厳しいので車よりはカッコいいが、「自分で走ってるわけじゃ
ないじゃん。ガソリン頼りで、ガソリン切れたら何もできないし」
と言っていた。　自転車はママチャリはリディアは見慣れてないし
日本のおばちゃんというイメージがあるので却下だそうだ。ロード
レーサーは舗装道に頼りきっているので敷かれたレールの上しか走
れないのがアウトローさがなくてカッコよくないらしい。マウンテ
ンは逆に舗装道で劣るので、結局クロスバイクが一番カッコよく映
るとのこと。　ちなみにファルディアスが乗り物の中では最もカッ
コいいと思っているようだが、架空の魔法の乗り物なので現実のセ
レンには求めないし求められないとのこと。なので事実上クロスバ
イクが一番らしい。　　・スポーツについて　　意外にも格闘技を
カッコいいと思っているわけではないらしい。基本的に殴る蹴るは
見苦しいと思っているし、かといって柔道みたいな取っ組み合いも
むさ苦しいと思っているそうだ。柔法で軽やかに相手をいなすのが
一番スマートでカッコいいと思っている様子。　それを除けばパル
クールがカッコいいと思っているようだが、パルクールの技がカッ
コいいわけであって、やっている人間には憧れないとのこと。とい
うのも、基本リディアは落ち着きのある人が好きなので、ぴょんぴょ
ん飛び回ってるのはダサいと思うそうだ。　結局リディアの中でス
ポーツは学問や芸術ほど評価が高くないらしい。　【用例】　an so elf 
man tu de yutia. リディアが望まないからしない。
yutiasel  ［歳時記］召喚の日　［レベル］３　21　［文化］　リディアが召喚士と
して覚醒した日。zan kun。　この日は召喚士の格好をしたコスプレ
で召喚士の真似事をして遊ぶ。一種のハロウィンのようになってお
り、一番の定番はリディアのコスプレをすることである。リディア
はヴァストリアが多いので、コスプレイヤーとしてはやりがいのあ
る内容となっている。　　小説版アンクノット第三巻の８・８（土）
に、リディアの召喚士としての目覚めについて触れてある。曜日か
ら９９年と分かる。
yutiagarma  ［歴史］［軍事］第二次世界大戦、ユティアガルマ　［レベル］３　
22:ミロクが起こした戦争第二弾だが、先のものに mirokgarmaと名付
けてしまったので弁別するために今度は苗字を用いて yutiagarmaとし
たもの。実際その後の世界において連合国はユティア家との対立に
なっていくわけだから、案外言い得て妙。
yutiaizem  ［政治］ユティア朝　［レベル］４　vl;/　23

yuto  ［アトラスの国家］ユト　［レベル］５　19:ridia:ユト族の
yute  ［言語］受動、受動態　［反意語］sote　［レベル］４　20:「されるような」
yuk  yu/ik
yukka  ［名詞］檻、オリ、カゴ、籠、篭、ケージ、独房、牢屋、監獄、留
置場、留置所　［建築］１Ｋ、１Ｒ、ワンルーム　［レベル］３　古 :yukka（檻）。
元は yunkkal（ユンクの場所）。　::kain
yukko  ［名詞］囚人　［レベル］３　rd;↓　23<yukkaol.l 19:ridia:arbaxelt　::lu 
volg
yukkofal  ［法律］懲役、服役　［レベル］４　rd;/　23

yukke,f  yun　f;keは「方向」だが、ここでは特にその意味はない。
yu自体に比況の意味があり、他の語と区別するために keを付けた。
　赤
yuks  ［農耕］［普通動名詞］脱穀　［動詞］yul（穀物）を a（脱穀された穀物）
に脱穀する、脱穀する　［レベル］４　rm;yuuka/so「皮する」　22

yuksar  ［農耕］脱穀機　［レベル］５　rd　22

yukl  ［形容詞］控えめな、大人しい、弱腰の、自信なさげな　［反意語］
kolte　［レベル］３　20:yun klan。19までは girs。dals,dalx,dalkと似たのが
多かったので離した。
yuklesika  ［地名］ユクレシカ　［レベル］４　20:古スカルディア語「北の山
間の」　［文化］　yuuma 3620にシフェラン率いる竜騎兵隊がカルセール
西部を制圧し、その土地に建国したもの。その後 sornaと tunasに分
かれることとなる。この国ができたことでカルセール内の首都名だっ
たヴェマは国名になる。

yuklesia  ［人名］ユクレシア　［レベル］４　20:yuklesika　［文化］　(yuuma 6423)
カコ中期のルティアの大魔導師。アルシアの１１魔将の師匠。　yuu
ma 6817 ルティアから大魔導師 yuklesiaがアゼリアに招聘される。引
き換えにレスティルはルカリアに経済的援助を行う 　yuuma 6822 ユ
クレシア、lyuux研究所をレスティリア城郊外に置き、宮廷魔導師の
養成を行う 　yuuma 6839 ユクレシアがダイズアイライの二次感染が
魔族 aldilikや arvainによる疫病と類似していることに気付き、dizia
（病原菌）の存在を仮説として立てる。diziaの駆除は清潔にするこ
とであると説き、実証のため、比較的人口が少なくかつ症状の出て
いた地方都市アルシアに出張する 　yuuma 6841 ユクレシア、アル
シアでのダイズアイライの駆除に成功。同時に病気の感染も減らし、
dizia理論が正しいことを証明する。ここから、実験をさらに実証す
るため、ユクレシアは地方都市へ次々と行き、ダイズアイライの駆
除を行う 　yuuma 6844 ユクレシア、地方都市のダイズアイライを
駆除しおえる。首都レスティリアはなまじ人口が多いため、駆除が
困難であった 
yuka  ［生物］皮　［動詞］yulの皮を剥がす、剥がす、はがす、はぐ、剥ぐ、
むく、剥く　［類義語］stei　［レベル］２　f;e　古 :yuuka（皮剥ぎ刑）　yu
uka:yuuka:lu yuuka（肉の対）:yuka,alt, yukalu,alt　［語法］　植物の皮は stei。
　【用例】　☆ sir at yuka mil parp rak. 日に当たりすぎて皮がむけた：
yukaを名詞として捉えないこと。もっとも、その場合は文意が破綻
するので、その心配はないが。
yukat  ［電算］ラスター、ラスタ　［反意語］anop　［レベル］６　vl;yunka/et。
格子状になった各座標に位置するデータからできていることから。
　24
yukattex  ［電算］ラスターデータ、ラスタデータ　［レベル］６　vl;/　24

yukatixta  ［電算］ラスター画像、ラスタ画像　［レベル］６　vl;/　24

yukas  ［法律］拘留、拘置、強制収容　［レベル］４　13:制 :yuka（檻）
yukaska  ［法律］拘置所　［レベル］５　21

yukali  ［魔法］［哲学］巫女、縁、みこ、ゆかり　［アクセント］yukalI　［レベル］３
　sm;<alt<yuua/kal　21　［文化］　hinata

yukalu,alt  yuka（剥ぐ）　yuka

yuki  ［動詞］yulを拒絶する、拒絶する、断る、ことわる、絶つ、受け
入れない、拒む、採用しない、非合意である、却下する、阻却する　［普
通動名詞］拒絶、不採用、非合意、却下、阻却　［反意語］yuta　［レベル］２　＠ 19
　［文化］　xiyu　【成句】　les yukit yu fia yuki flen fia. 世界から拒絶
された人間は世界を拒絶していい（ridia lutia）→ sertwen　【用例】　
aajels et fuo tinka da. el yuki di vart im aaj xe. 選ぶというのはと
ても残酷なことだ。その影でたくさんのものを拒絶しているのだか
ら (seren arbazard)
yuki(2)  ［言語］［文字］標準京極書体、ユキ、漿京極、漿果京極、苺京極　［レ
ベル］４　22:yuki(2),alt　［文化］　サンセリフの京極書体。ロゴやＰＣでの
文字表示などに用いる。
yuki(2),alt  melik、苺、野いちご
yuki,fv  fiina-fian　saar;現 vema地方原産
yuki,alt  alas　「落ちるところ」
yukin  ［魔法］不導体　［レベル］４　21　［文化］　dolmiyu

yukina  ［人名］ユキナ　20　［文化］　(yuuma 4895:5565)メルテナ後期の神
商会会長。5491にペティの摂政となる。
yukun,alt  omit
yukulu,alt  met, mim
yuxa  ［化学］不飽和　［レベル］５　19:ridia:myuxa

yuxat  ［医療］［哲学］君　szdの 'yuxatから　24

yuxatgram  ［医療］君火、くんか　szl;/「君子の火」　24　［文化］　felis

yuxatil  ［医療］君薬　szl;/　24

yuxaark  ［化学］不飽和結合　［レベル］５　21

yuxaarluno  ［化学］不飽和炭化水素　［レベル］５　19

yuxil  ［動詞］solは yulを iから賜る、賜る、たまわる、賜わる、ちょ
うだいする、頂戴する、いただく、頂く、戴く、もらう、貰う　［類義
語］yu　［レベル］３　22:ridia:yu/xili「慈悲を得る」
yuxet  ［名詞］母語が互いに異なる多くの人々で構成される集団、ユ
シェット　［レベル］５　rd;yun/axet「アシェットのような」　24

yus  yu/es
yusti  ［形容詞］個別の、個別に、一人一人、ひとつひとつ　［形容詞］小
分けの、すこしずつ、小分けに、こわけに、少しずつ、分包の、逐
次　［医療］［形容詞］薬が分包になっている　［反意語］sifet　［レベル］３　20:
恣意　【成句】　yol t yustil haas lana tを目的に応じて使い分ける
yustiren  ［電算］インタプリタ、インタープリタ、インタープリター、
インタプリタ言語　［反意語］sifetren　［レベル］６　vl;/。ソースコード
を逐次訳していくことから。　24
yusvar  ［動詞］yulを見逃す、見逃す、見過ごす、看過する　［レベル］３
　22:yuus var「通らせる」
yusifer  ［名詞］ユシフェール、アルシアの１１魔将　［アクセント］yusif
Er　［レベル］６　20　［文化］　yuuma 6881 はじめは季節ごとに訪れて研
究発表をしていた所長たちだったが、そのうち自分たちの研究所よ
りもここで仲間と研究しているほうがはかどると感じ、velmareで暮
らすことに決める。velmareは手狭だったため、アルシアの lyusiaと
velmareをいちど壊し、yusifel研究所を設立。これにより国内には
10の lyusiaと 1の lyuuxができた。所長ら 11人は yusifer（アルシア
の 11魔将）を名乗り、首都アルナでは alsiaの名で親しまれるように
なる 
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yusifel  ［ランドマーク］ユシフェル研究所　［レベル］６　20:yuklesia/fel　［文
化］　yuuma 6881 はじめは季節ごとに訪れて研究発表をしていた所長
たちだったが、そのうち自分たちの研究所よりもここで仲間と研究
しているほうがはかどると感じ、velmareで暮らすことに決める。ve
lmareは手狭だったため、アルシアの lyusiaと velmareをいちど壊し、
yusifel研究所を設立。これにより国内には 10の lyusiaと 1の lyuux
ができた。所長ら 11人は yusifer（アルシアの 11魔将）を名乗り、
首都アルナでは alsiaの名で親しまれるようになる 
yusir  ［生物］［ポジティブ］鳥肌　［レベル］３　20:受ける肌→感動する肌　［語
法］　bupsir

yun  ［言語］yの文字　［レベル］１　14:制 :鳥籠姫　［語法］　第１４文字目
の幻字。
yun(2)  ［格詞］～であるかのようだ、～ように、ように　［動詞］solは yul
であるかのようだ、まるで～であるかのようだ、ようだ。etのよう
に使う。　［副詞］～しそうな　［文末純詞］～であるかのような、～する
かのような　［レベル］２　ard　古？　yukke:yukke　【用例】　la yun mirok. 
彼は神のようだ。　komo an fel kit eld sam im an si mel yun el osk 
ez nozet sa sel e tas. なんとなく時間がないときはテスト前に部屋片
付けをするような感じで新しい言語に手を付けてしまう。
yunte  ［名詞］ユンテ　［レベル］２　20:yunk/te　［文化］　freint

yunk  ［名詞］ユンク。女性のリースのうち、綺麗で大人しいほう。　［形
容詞］～さん。通常前置。　［法律］（主に性犯罪の）被害者の女性　［名詞］
囚われの身の人、囚人、鳥籠の中身　［名詞］デスパに捕まっている悪
魔　［音楽］メゾ・ソプラノ、メゾソプラノ　［婉曲］女性器　［レベル］２　
frf;yunk,fv.hem　古 :yunk（鳥籠姫、お嬢さん）。ju/kuから。juは「受
ける」。kuは kumで「生き物」。「～されたもの」←「捕えられたもの」。
元は女性でなく「人質」。女性のほうが人質にしやすいため、やがて
意味が変化。　yunk:yunk　［文化］　典型的には、綺麗で知的で大人し
く慎ましく儚いながらも、芯は強いような女性。
yunk,fv  ［名詞］yunk、yuns、anai、鳥籠姫、犠牲、身代わり　yu＜ ju（さ
れる）/kum（動物）「される者→犠牲、身代わり」。現在の yunkは fv
が hemしたもの。　赤
yunkgakt  ［化学］エストロゲン、卵胞ホルモン、女性ホルモン　［レベル］
６　vl;/「乙女のホルモン」　23
yunka  ［名詞］［形容詞］格子、チェック、チェック模様　［レベル］３　19:yun
kka,yunkは格子の牢屋に閉じ込められたものであることから
yunkakad  ［地球の国名］クロアチア　［レベル］６　19:国旗がチェック模様
yunkahans  ［普通動名詞］ミウラ折り、ミウラ折　al;/「格子状に折れ目が
付いている畳み方」　24
yunkarob  ［建築］グレーチング。鋼材を格子状に組んだ溝蓋。　vl;/　
23
yunko  ［名詞］鳥かご、鳥カゴ、鳥籠　sm;yunk.k（囚われの身→鳥籠姫
→鳥籠）　24
yunkot  ［被服］パニエ、ファージンゲール　sm;yunko/te　24　［文化］　
→ flanjet
yuns  ［名詞］犠牲、餌食、獲物、人身御供、人柱、代償、代価、代金、生贄、
いけにえ　［類義語］istis、myukli　［レベル］３　frf;yunk,fv.k　lakta:yuns,y
unkから　yunk:yuns　【用例】　la distat nos lex yuns. 彼女は自分を犠牲
にした。　"sol gaato mineeme fut sen yuns a tyu mil lu et ca dait
en sete?" 「そんなご立派な立場にいるからこそ、あなたとの大きな
取引ができるんじゃなくて？」
yunssifa  ［地球の星座］［ユマナ］アンドロメダ座　24　［文化］　ifa

yunfi  ［形容詞］儚い、かよわい、可憐な、すぐ死んでしまいそうな、
傷つきやすい、か細い、か弱い、ひ弱な、むなしい　［文字］シン　［類義語］
ivn　［反意語］ette　［レベル］３　16:制 :yunfa:yunk/fam（丈夫なユンク）
yunfimal  ［電算］ＤＲＡＭ　［レベル］５　19

yundi  ［文末純詞］［amma］eyo　［レベル］１　21:ridia:yun da（そのようだが）
の語彙化。
yundite  ［軍事］天馬騎士団、ペガサス騎士団、ペガサスナイツ　［アクセント］
yunditE　［レベル］５　zg:szk(lz);yundite,szd.axek　21　［文化］　lyusiel

yundite,szd  limeer　><yunk

yundin,li  mava
yundinrai,li  ageit
yundira  ［地名］ユンディラ　［料理］ユンディラ油。オリーブオイルの品
種名。　［アクセント］yundirA　［レベル］４　21:yundinrai.slli　［語法］　yun
diranはオリーブオイルの等級で、yundiraはオリーブオイルの種名。
yundiraの中に yundiranな等級もあれば、pestonな等級もある。yu
ndira e yundiranが最高品質。　［文化］　アゲイト島中央部北寄りに
ある丘陵地帯で、オリーブの産地。高品質なオリーブオイルである
ユンディラ油の産地。
yundiran  ［料理］エクストラバージンオリーブオイル　［レベル］５　21:「ユ
ンディラの」
yunhols  ［天文］歳差、歳差運動　［レベル］６　21

yunya  ［代詞］yunaの冗語。ゆにゃあ。　［レベル］２　22

yunyun  ［被服］銘仙、めいせん、ゆんゆん　rt;<alt　24

yunl  ［動詞］yulを aに監禁する、監禁する、閉じ込める　［普通動名詞］監
禁、閉じ込め　［類義語］despa　［レベル］４　13:制 :yunk（鳥籠姫）
yuna  ［代詞］［yunk］私、わたくし　［レベル］１　21:kmiir:古 yuna（ミリア
位相を喋る人）
yuna,alt  est
yunatemali  ［言語］ゆなてまり、花言葉　［類義語］miinarens　［レベル］４　

22:alt「名飾り」
yunasokuli  ［普通動名詞］名交わし　［レベル］４　22　［文化］　アルティア人の
男女が互いに互いの名を書くことで愛を伝え合う習慣のこと。
yunaameli  ［普通動名詞］名隠し　［レベル］４　22　［文化］　アルティア人が想
い人の名を書いて忍ばせておくことで恋のまじないとすること。
yuni  ［形容詞］非正式な、非公式な、簡易の、簡略な　［類義語］ism　［反意語］
yuma　［レベル］３　＠ 19　【用例】　labast yuni 非正規社員（パート、アル
バイト、派遣、契約）
yunis  ［動詞］yulを神睡させる、神睡する　［魔法］［普通動名詞］［再帰動名詞］神睡、
しんすい、ユニス、半寝、ぼんやり、うたたね、うたた寝、転寝、午睡、
神のうたたね、神々のうたたね、神々の午睡　［レベル］４　fv;uni/so
「猫のようにする」　23　［文化］　・神睡とは　　アテンというのは神性
が高ければ高いほど一日のうち活動期間が短い。活動をしていない
不活性の状態は半分寝たような状態であり、これを神睡という。　
flの arteは最も活動期間が短く、atwaayuや lunoは次に短く、eltや
saalはその次に短い。力が強いほど活動期間は短く、神睡は長く、総
じて気も長い。力を失うごとに神睡の長さは減っていく。　　神睡
中は朦朧とした意識があり、周りの状態はおぼろげに把握している。
ただし明晰な思考はできず、危険回避等、生命に関わるとっさの動
作以外は抑制された状態にあり、エネルギーセーブの状態にある。
エタンでいう冬眠状態にやや近い。ただし四季は関係ない。　日常
生活でいえば猫がぼーっとしている状態に近い。猫は一日の大半を
寝ているが、そのうちほとんどは熟睡でなく浅い半寝の状態であり、
怪しい物音などがするとすぐに活動を再開する。神睡はその状態に
似ている。実際、yunisの語源もそこから来ている。　　ユーマの一
族も神睡をする。世代が遡るほど神睡の時間が長い。神睡の時間は
世代が下るごとに短くなっていった。同世代のユーマの一族であっ
ても、ヴィードの強いほうが長い神睡を取っていた。　神睡は smご
ろにヴィードの弱い庶民から徐々に喪失しかけていった。rdでは大
半の庶民が神睡を喪失しつつあった。nd以降は 3,2遺伝子の普及とと
もに、ヴィードを大量に持った一部の魔導師の生き残りを除き、人々
は神睡を喪失した。　　・神睡と進化の歴史　　地球に比べてアト
ラスはアテンという高度な知能を持った者が長く存在した。にもか
かわらず、両世界の技術や言語における変化や進歩の歴史はそんな
に大差ない。この背景に神睡が関与している。　確かに flや tmなど
神代は非常に長い期間があるが、神々は魔法を使って暖を取ったり
物を作ったりしていたため、技術の進歩が遅れた。技術を進歩させ
る必要性がなかったためである。　また、成員も少なく寿命も事実
上ないため成員の入れ替わりもなく、しかも神睡のせいで活動期間
が異様に短いため、言語の変化もほとんどなかった。何百万年とい
う期間があっても、現代の言語変化とは速度がまるで異なる。現代
人はたった数十年で世代交代し、数億人が一つの言語をせわしなく
毎日長時間使う。この現象は現代にしかないものである。　　言語
が地球並みの速度で変化するようになったのは、神睡の喪失と寿命
の短化が原因である。よって言語変化は smまでは超緩慢で、smごろ
から徐々に加速し、nd以降は地球のそれと変わりない。特に vl以
降における言語の変化は地球同様、めまぐるしいものがある。　神
睡と長い寿命を失いはじめた smから、それらを失いきった nd以降、
人類の進化は早くなり、社会の変化も早くなり、ユーマの一族の気
も短くなった。　気が短いと言われている悪魔ベーゼルなど現代人
から見れば信じられないほど気長である。彼は何年という時間をま
るで数分か数時間のように捉えているためである。それでも悪魔の
中ではベーゼルは気が短いほうであるため、bezet（せっかちな）な
どの語源となっている。だが実際にはよほど人類のほうが気が短い。
そしてそれは神睡や寿命の違いに起因している。
yuno  ［魔法］蒼晄、そうこう、ユノ　［名詞］スタミナ、体力　［医療］水　
［レベル］１　sert　17:制 :古 :hyuno（ユノ）フルミネアの造語で、｢巫
女の力 ｣が原義。制まではフルミネアの母語で巫女の力と思われて
いたが、本人の弁で古アルカから造語したということなので採用す
る。実際北欧語のどれを探しても hyunoで巫女の力を意味する単語
は見つからない。　hyuno:hyuno:lu hyuno　［文化］　envelen, dolmi
yu　人体を囲む青い光で表現される。『アティーリ』ではヴィルやノ
アよりも一般的な能力とされる　ユノには凹凸と開閉がある。→ dol
miyu　開はアテンの体外で安定し、閉は体内で安定する。　ユノは
虚質量を持っている。→ diiyu　【成句】　xim yuno 元気をつける、体
力をつける　feil yuno あまりに真剣な態度でオーラが出ている状
態になること　til yuno {vien, vein nod nene} 快活だ、元気だ
　yuno asp on 無理だと諦める、気の遠くなるような、絶望的な　
mat yuno 緊張を解く　yuno es mim 意気消沈　yuno es sokt 意気投
合　yuno es nek 意気揚々　net yuno 一念発起　kon yuno e ser
en 一気呵成　sab yuno e ridia 一心不乱、無我夢中　toi yuno fi
ina ～を気に入る　met yu on yuno 拍子抜けする　【用例】　an yolxes 
yuno. 元気を使い果たした。
yunoflit  ［魔法］霊水晶、ユノフリート　［アクセント］yunoflIt　［レベル］５
　sm;yuno/iflit　21　［文化］　iflit

yunofox  ［魔法］霊力摩擦　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

yunobal  ［魔法］ユノの壁　［レベル］５　21

yunoron  ［魔法］霊圧　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

yunol  ［代詞］［yunk］私の、わたくしの　［レベル］１　21:kmiir:yuna/al

yunoliil,ard  ユノ粒　/

yunoelxe  ［生物］廉泉　21

yunen  ［接続詞］yun。～であるかのような。　［レベル］３　21　【用例】　ins 
yunen xante 満月のような目
yuner  ［形容詞］静的な、非活動的な、非活発な、不活性の　［反意語］dals　［化
学］［電算］不活性　［アクセント］yunEr　［レベル］３　20:yun er（水のような）
　【成句】　mat yuner 動かないウムト：うどの大木。レレゾナの命名。
yunertantoa  ［魔法］静殻　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu
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yunervemv  ［娯楽］ノンアクティブモンスター　22

yunerfreyu  ［言語］法副詞、助動詞　［レベル］４　21　［語法］　freyu

yunerdoa  ［経済］不動産　［レベル］４　21

yunerdoaserg  ［経済］不動産投資　［レベル］５　21

yunergarma  ［政治］［軍事］冷戦　［レベル］４　20

yunerlil  ［化学］不活性元素、希ガス　［レベル］５　20

yuv  ［動詞］yulを喰らう、食らう、喰らう、くらう、こうむる、被る、嫌々
受け入れる　［医療］yulを罹患する、罹患する、罹病する　［普通動名詞］
罹患、罹病、被害、受け入れ　［類義語］yu、mix　［レベル］２　20:yu/vix
　yuuvi:yuuvi　［語法］　話者にとってそれを受け取ることがマイナ
スに感じられるときに使う。敵に向かってユノを撃つときは、敵の
主観でなく自分の主観に基づくので re yuvでなく re yuが正しい。
逆に味方がダメージを食らったときは la yuvatが適切。　【用例】　yuv 
vont ヴォントを食らう
yuvvok  ［言語］非文ではないが不自然な文、不自然な文　［レベル］６　22
　［語法］　dimvok

yuvalt  ［軍事］前線　［レベル］４　21:yuv/古 balt（攻撃を食らう壁）
yuvel  ［運動］［武道］ユベール、ユヴェール、ユベル、ユヴェル、格闘技、
武道　［類義語］bcanz　［アクセント］yuvEl　［レベル］３　古 :yu/vel（闇を食
らう）　［文化］　・概要　　rdの時代にアシェットが作った実践戦闘術。
アデルや犯罪者から身を守り、或いは倒すためにアシェットが民間
に広めた。その結果、それ以降アトラスの世界規模的な戦闘術並び
に格闘技としての地位を得るようになった。　現実にはルティア家
個人の格闘技をアシェットに広めたものを指す。リーザが護身術と
して使徒らに学ばせたものをリディアやセレンらが洗練させて体系
付けた。　打突は回転系のものが少なく、軍隊の戦闘術をモチーフ
に作られている。また、靴を履いて服を着た状態での戦闘を始めか
ら想定している。　敵を制するよりも破壊する方法を重視している
ため、危険な部位を狙う技が中心となる。練習時は寸止めをするより、
打点をずらすか防具を着ける方法の方が人気のようである。打点は
関節や筋肉の薄い部分だが、こういうところにこそ防具を着けづら
い。なので打点をずらすのはある程度必須であろう。　また、武器
の使用を前提としており、特に棒とナイフと銃の使用を考慮してい
る。棒と括っているのは木刀、剣、バット、木片などを代表するも
のである。　　・実戦的な戦闘術としてのユベール　　現実のセレ
ンはフルコン空手、キックボクシング、少林寺拳法、柔道、剣道、
居合、棒術、弓道、合気道、鎌術、銃の取り扱いの経験がある。　様々
な格闘技や戦闘術を行ったが、どれも実戦向けではないというのが
結論だった。　セレンは高校時代を中心に路上で頻繁に裸拳で喧嘩
をしていた。拳を骨折しても放置したまま喧嘩し続け、中指が化骨
したほど喧嘩に明け暮れていた時期があった。　その実戦経験から
して、どの格闘技もスポーツであり、実戦向けではないと感じた。
　例えば空手はセレンが経験したのはフルコンだったが、顔面への
殴打はなしというよくあるルールであった。顔面を殴られないとい
う安心感があるため、明らかに実戦なら殴られる間合いにも平気で
顔面ノーガードで入っていく。これはフルコン空手の自由組手を見
ればすく分かることで、明らかに「今殴れるだろ」という場面で殴
らない。これは全く実戦的ではない。現実にはそのような間合いの
取り方は起こり得ない。当たり前だが、殴られてしまう。　ちなみ
に極真ルールは実践的でないと感じたが、空手の中では大道塾空道
が一番実践的ではないかと感じる。あれは投げや関節も豊富に取り
入れているのでかなり実戦向きだと思う。　キックボクシングにつ
いては剣道と同じく道具を使ったスポーツであると感じた。最大の
理由がガードの方法である。相手の拳をはたくパリィはまだいい。
しかし腕でガードするブロックはグローブありきである。ボクシン
グのガードの大半は実際は両手を眼前に置いたグローブでの防御で
ある。これは現実にはまるで役立たない。実戦ではあのような大き
なグローブをはめないため、あのようなガード方法では相手の拳が
こちらの拳と拳の間をすり抜けてしまう。あのようなガード方法は
実戦ではまず取れないのである。ボクシングはガードしてダメージ
を減らしつつ、打たれること前提で打ち合っていく。グローブをは
めた拳なので重いが痛くはなく、裸拳と違って複数回打っても受け
ても体が壊れない。ゆえにキックボクシングはグローブありきのス
ポーツであり、剣道と大差ないと感じた。もしキックボクシングで
喧嘩をしようと思ったら、竹刀を持ち歩くがごとくいつもグローブ
を持ち歩く必要がある。もちろんグローブなしでも喧嘩はできるが、
いつものような戦い方はできなくなる。つまりふだんの実力が出せ
ないまま終わってしまう。　また、空手にもキックボクシングにも
言えることだが、基本的に蹴りは回転系が多い。空手は回し蹴り、キッ
クボクシングは左ミドルや右ローなどを多用するが、いずれも分類
上は回し蹴りである。これが実戦向けでない。回し蹴りというのは
パンチよりスペースを取る。それなりに広い場所でないと繰り出せ
ないし、ガードレール、電柱、道路標識のポール、路上の自転車、
室内なら机などが障害となり、しばしば打つことができない。その
上前蹴りと違って回し蹴りは基本脛で打つ。キックボクシングなど
では防具を脚などにつけてスパーリングを行うから脛を折ることは
まずない。ところが実戦は違う。回し蹴りを打ったら相手は膝か肘
で合わせてくる。人体は肘のほうが脛より硬くできているので、両
者が接触すれば攻撃したほうが逆に折れてしまうことがある。実際
にプロテクターなしのＫ１などでローに膝を合わせられて攻撃した
ほうが逆に脚を折るということがある。プロでさえそうなのだから、
素人はまして危険である。　また、地面がぬかるんでいたり濡れて
いたりしない保証もない。段差や坂でない保証もない。地面が不安
定なら軸足が不安定になるハイキックなどはましてもってリスクが
高くて打てない。　さらに、回し蹴りは懐に入られやすいという決
定的な欠点がある。ナイフなどを持った相手に回し蹴りは非常に危
険である。　回し蹴りは脚を取られて転ばされマウントされやすく、
リスクが高い。空手やキックボクシングで回し蹴りがあそこまで不
自然に多用されているのは脚を取ってからのマウントや固めという

ルールがないためである。実戦では脚を取ってマウントされるリス
クもあり、あんなに安易には打てない。　さらに、素足で打つとい
う前提も現実にはありえない。実戦では靴を履いて戦う。このとき
脛は守られていない。しかし足は守られていて固い。そこで実戦で
は前蹴りが安全である。靴を履いているため、攻撃側がダメージを
受けるリスクが最も少ないためである。大学時代のセレンのように
軍靴を履いて爪先に鉄甲が入っている場合は爪先を突きこむように
蹴るのが特に有効で、この蹴りを使えば厚いドアにも人力で穴を開
けられる。人体相手なら膝で合わせてこようがどこで合わせてこよ
うが確実に破壊できる。　ときに柔道は路上がコンクリであること
を考えると、相手を掴みさえすれば空手などよりも強い。投げるだ
けで簡単に致命傷である。投げなくとも固め技が豊富なので相手を
取り押さえることもできる。ただ柔道は打撃に対するガードの練習
が圧倒的に不足しており、空手の人間を掴む前にＫＯされる恐れが
ある。　また、柔道の最大の弱点は服装である。柔道着のような服
を普段着ている現代人はいない。もし相手がタンクトップだったら
思うように技をかけられない。まして相手が上半身裸になってしま
えばよりいっそう技を封じられる。それゆえセレンは柔道経験者と
喧嘩するときは常に上着をすべて脱ぐようにしていた。柔道もキッ
クボクシングがグローブありきなのと同じで道着ありきのスポーツ
である。相手が裸になってしまえば戦力がだいぶそがれてしまう。
　少林寺拳法は剛法と柔法が混在していて空手と柔道の間の子のよ
うでスタンスとしては実戦向きだが、残念なことにフルコンではな
いため実戦向きの訓練にならない。セレンが行った流派は打ち合い
があったものの、それは例外的な催しであり、普段は型稽古や約束
組手ばかりである。これでは戦闘訓練にならない。　合気道も同様で、
これは要は約束組手であり、実際に戦いはしない。合気道にうまい
はあっても強いはない。しかも基本的に柔法であって剛法に疎いと
いう欠点がある。正直、実戦的な観点でいえば、格闘技の中でセレ
ンは合気道が最弱だと感じた。Ｋ１などに合気道が参戦しないこと
からもなんとなく分かるだろう。　ちなみに柔道も合気道も相手に
圧倒的な腕力があれば固めることはまず無理である。よく相手の力
の流れに合わせて技をかけていくと言うが、それは現実的でなく、
言うほど簡単ではない。実際セレンは合気道をやっている腕力の弱
い女性に技をかけてもらったが、セレンが力づくで相手の手を振り
解いたら、いともたやすく振りほどけた。あれはそれなりに腕力の
ある人間でないと制圧できない。　セレンは柔法もできるので泥酔
者を取り押さえたことがあるが、警察を呼んだところ、やってきた
警官は泥酔者を取り押さえられなかったということがある。訓練を
積んだ現役警官でさえこのザマである。腕力のない素人であればな
おさら人を固めて取り押さえるのは難しいと分かる。それに、どん
なに技術があっても圧倒的な腕力には敵わない。振り回されて終わ
りである。　剣道は正直かなり強い。ただし欠点があり、常に棒な
ど持ち歩かないのでいざというときに役に立たない。ただ居合を経
験した剣道の有段者が真剣を持って空手道場に突っ込んでいったら、
そこにいる門下生を皆殺しにするのは容易だろう。いくら強靭な肉
体を持った空手家であっても真剣相手では突き殺されるか斬り殺さ
れるかである。間合いも攻撃力も圧倒的に真剣のほうが上である。
真剣相手に生身で勝つのは漫画か映画くらいのものだろう。　ただ、
もし剣道が竹刀を持って戦ったら空手にも柔道にも勝てないだろう。
最初の一発は入るだろうが、そんなもの強靭な肉体を持った彼らは
たやすく耐え、間合いに入ってくる。そうなればおしまいである。
竹刀で勝つにはよほど鋭い突きを喉元にでも入れない限り無理だろ
うが、そこを正確に打つのは武道家相手には厳しい。また、竹刀な
ど掴んでしまえばたやすく制圧できるので、そこも欠点である。木
刀ならまだ面一撃で相手を殺せるだろうが、それでも腕一本犠牲に
されて突っ込んでこられたら負ける。ただ最初に言ったように、真
剣なら剣道が最強である。これは防ぎようがないし耐えようがない
からである。問題点は、真剣を持って歩くことができないという点
である。やるとしたら人生破滅覚悟で襲撃に乗り込むときくらいで
ある。　また、室内では天井に剣がぶつかる恐れがあり、室内での
戦闘には不向きという弱点もある。回し蹴りは横にフリースペース
が必要だが、剣道は基本的に縦にフリースペースが必要なことが多
く、室内ではいっそう不利である。　居合は剣道と違って型稽古な
ので、居合の達人と剣道の達人が真剣で殺し合いをすれば、恐らく
剣道の達人が勝つだろう。少なくとも現在の居合は演舞であり、実
戦向けの技術ではない。ただ剣道家も一本を取るための稽古をして
いるので、実際に真剣を使った剣道家の剣さばきは綺麗に切れるも
のではないということを付け加えておく。　棒術は棒なので空手家
などが一発目を耐えて棒を取ってしまえば終わりである。また、強
靭な空手家相手なら棒を折られる恐れもある。真剣と比べても棒の
威力は見劣りする。しかも棒術は手を滑らせて行うため、棒が少し
でもささくれだっているだけで満足に使えなくなる。つまりそこら
の角材などを使って急遽戦うというようなことはまず無理である。
　鞭術はリディアはできるがセレンはできない。鞭術についてはよ
く分からないが、やはり刃物ではないので一撃目を耐えられてしま
えば終わりではないか。　弓道は和弓が世界最大なくせに世界最弱
の威力という点で全く戦闘に向かない。まず命中率が悪すぎる。そ
してボウガンなどに比べて威力が弱すぎる。その上大きすぎて取り
扱いが戦場では困難である。開けた場所ならともかく路上で戦うと
いうのはまず無理である。まして室内では長さがありすぎて天井に
ぶつかり、弓を引くことすらできない。室内では坐射がせいぜいだが、
坐射で戦えるわけがなかろう。特に近接戦闘に持ち込まれたら何も
できない。つがえて引いて射るまでに間合いに入られて制圧される。
実戦という意味では合気道より弱く、そもそも格闘技の類ですらな
かろう。　鎌術は特殊な武術で、大学のときに長野で習った。恐ら
く刀狩以降の農民による武器術なのだろう。農具は徴発されないの
で、その農具で戦おうという主旨のものだと思われる。鎌は間合い
が短いため、真剣と対峙すればかなり不利である。　実はセレンは
経験がないが、薙刀は剣道より強いと思う。薙刀は日本では基本的
に女子のスポーツなのでセレンは経験がない。しかし薙刀は遡れば
男性の武将がもとは使っていたもので、剣より間合いが長いのと馬
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の脚を切れるという利点があるため、戦場では使い勝手が案外良かっ
たという。　薙刀はリーチがあるため、剣道と試合をすれば薙刀の
ほうが有利である。また剣道にはない脛が有効打突点として存在す
るのも強みである。実戦においても薙刀のほうが真剣より有利と思
われるが、柄が木製なので柄を叩き切られれば無力化される。空手
家も強靭な者は木の棒くらいは折ってしまうので、無力化される恐
れがある。なにより薙刀は路上でやるにはスペースがいりすぎる。
薙刀は縦だけでなく横斜めにもフリースペースが必要で、しかもそ
のスペースは剣道より大きい。とても路上や室内で自由に振るえる
ものではない。さらに携帯するのが真剣以上に不便である。なお、
言うまでもなく刃のついていない練習用の薙刀は竹刀と同じく威力
に乏しく、実戦では空手家などに通用しないだろう。仮に刃が付い
ていたとしても、真剣と違って刃の部分が短いので、木の柄を握ら
れて制圧される恐れもある。　もしセレンが真剣で薙刀と戦うとし
たら、脛を切られないよう間合いをとりながら木の柄を切るだろう。
どちらも刃が付いている場合、ふつうにやったら薙刀に足を切られ
て殺されるだろう。だからむしろ武器破壊を狙う。薙刀は長すぎて
柄を金属製にできない。重すぎて振れないからだ。なので必然的に
木製になるが、木製なら真剣で切れないこともない。ただ、かなり
難しくはあるが。　ときに銃は言うまでもなく最強である。もはや
武術や格闘技の域を超えている。頑張れば子供でも取り扱え、空手
のように何年も体格を上げながら鍛える必要もない。リコイルショッ
クで手首を痛めるなどということもあるが、それは銃の種類と取り
扱い方次第でどうとでもなる。素人は１ｍ先のものにすら当たらな
いというがそれは俗説で、セレンは最初に実弾を撃ったときから射
撃場の的に当てた。それも取り回しの効きやすい小銃などではない。
デザートイーグルである。セレンの腕力が強いこともあるだろうが、
リコイルショックもたいしたことないし、手首を痛めるというよう
なことも最初からなかった。　銃はアメリカなどでは携帯もできる
ので、アメリカでは銃を持っていれば最強で、わざわざ格闘技をや
る必要性すら感じられないように思える。　では銃と真剣はどちら
が強いのだろうか。もちろん銃のほうが戦争に向いているので刀が
廃れたわけだが、近接戦闘の個人戦では本当に銃が強いかは不明で
ある。というのも、よほどのマグナムでもなければ銃は当たっても
即死しない。マグナムであってもヘッドショットしないかぎり即死
はしない。動きまわる剣術家に対して大型のマグナムでヘッドショッ
トを綺麗に撃つのは相当な技術がいる。かなり慣れた人間でも難し
い。そして撃つ前に真剣で小手を打たれたら手が落ちる。そうなれ
ば銃は撃てなくなる。また、撃ったとしても即死はしないので間合
いに入られて斬り殺される。恐らく銃と真剣が路上で戦ったら、銃
が勝つか相打ちになるだろう。　ただ銃はそもそも格闘技ではない。
戦闘術として確立はするかもしれないが、武術ではない。銃が最強
なのは歴史が証明しているが、日本のように銃を携帯できない国で
は真剣も捨てたものではない。真剣は所持していても違法ではない
が、銃は所持だけで違法になる。真剣は買えるが銃はふつう買えない。
日本においてはいざというときに真剣を持って殴りこみに行けるが、
銃は持っていないので使えないということになる。　　さて、以上
の経験を踏まえた上でセレンはリディアらとユベールを確立させた。
ユベールは戦闘術で、実戦に向いている。服を着て靴を履いた状態
で戦うことを想定している。また地面が不安定で狭い場所や障害物
のある場所で戦うことを想定している。　顔面はむろんありだし、
大きなグローブでガードもできないし、脛を折りやすくナイフの突
進に弱い回し蹴りも多用しない。　ユベールは相手が武器を持って
いるケースも想定しているため、最も怪我のリスクが少なく相手と
の距離を調節でき、かつ相手に届くまでの距離が最も短い前蹴りを
多用する。これは実際に戦闘を行う軍隊の戦闘術、自衛隊の戦闘術
などに共通している。前蹴りは威力こそないが相手を容易に吹き飛
ばせ、距離を保て、かつ刃物相手でも懐に入られずに攻撃できると
いう利点がある。　またユベールは剛法だけでなく柔法も取り入れ
ているため、投げや固めなどの技もある。この点で、譬えるなら少
林寺拳法のフルコン版に近い。また空手と柔道の融合した形にも近
い。空手で柔法を取り入れている流派にも近い。総合格闘技にも近い。
　ユベールは固めがあるので相手をＫＯするだけでなく制圧するこ
ともできる。　またユベールは武器使用も前提としているため、ナ
イフや真剣などで戦う技術も身につける。要するにユベールは剛法、
柔法、武器を使用した総合的な戦闘術であり、実戦に向いている。
　　以上が現実での事情だが、これを踏まえて rdではセレンが様々
な武術を経験したことになっており、その経験から最も実戦に向い
た戦闘術は何かということをアシェット内で研究し、リーザの打ち
立てたユベールをリディアらと昇華させたという歴史になっている。
　rdのセレンの考え方はその後も受け継がれ、ユベールは ljでも実
戦的な戦闘術として生き残っている。アルバザード人は学校でユベー
ルが必修なので、剛法、柔法、武器のいずれかができる国民が大半
である。そのため、日本同様軍役はないが、平均的なアルバザード
人は平均的な日本人よりも戦闘力が高い。　　ちなみにセレンは格
闘技についてこんな風に考えている。身長が２ｍあろうと体重が
１００ｋｇ超えていようと、どれだけ鍛えていようと世界チャンピ
オンであろうと、銃を持った５歳の女の子に簡単に殺されてしまう。
それほど現実には銃は強く人間の体は脆い。どれだけ鍛えようと銃
の前ではヒョロガリもマッチョも等しく無力である。そういう意味
で格闘技も武術ももはやむなしい過去の産物でしかなく、歌舞伎の
ように廃れ行く伝統芸能に近しいのだろうと。　どれだけ鍛えて最
強の男になって極めたところで銃を持った子供にすら勝てない。む
なしい現実である。なんだか語学に似ている。どれだけ頑張って東
大生が語学を勉強しても、ネイティブの子供より巧く話せることは
絶対にないのとよく似ている。　だからセレンは格闘技にも武道に
もそんなに重きを実は置いていない。ほどほどにできてそれなりに
身を守れればいいかという程度で、ないよりはマシな程度の力とし
てしか考えていないので、そこまで強さにはこだわらない。どうせ
最強になったところで５歳の幼女に勝てないのなら、そんなもの馬
鹿馬鹿しいからである。　だが知能は違う。数学などの学問や芸術
などの技術は磨くことでどんな道具にも負けない能力を引き出すこ

とができる。コンピュータは計算は早いが人間と違って創造力がな
い。知能や芸術センスを駆使してものを作るというのは人間のほう
が機械より遥かに上で、どんな道具でも代替が効かない。銃を使え
ば人間の努力は覆る。だが機械を使っても人間の叡智は覆らない。
機械は補佐でしかなく、機械単体が人間の叡智を上回ることはない。
銃は単体で屈強な男を殺せるが、機械は単独で学者の閃きを追い越
せない。　セレンはそのことが分かっているため、武術よりも知能、
力よりも頭を重視している。突き詰めれば力など銃という機械の前
では無力なのだから。　　・体格と戦闘　　戦闘に向いた体格とい
うのがある。まず体重だが、除脂肪体重が大きいほど有利である。
単に太っているだけでスタミナがないとわずか数十秒でバテるので
話にならない。キックボクシングなどを練習したことがあれば分か
るだろうが、攻撃というのはかなりスタミナを要する。ただひたす
ら相手を攻撃することが許されたとしても、スタミナのないデブは
わずか数十秒でバテる。そして筋肉量が少なく訓練されていない人
間の打撃では素人は倒せてもやっている人間は倒せないので最終的
にスタミナ負けする。つまり鍵となるのは除脂肪体重である。　次
に身長だが、これは高いほうが有利と思われがちだが実戦ではそう
でもない。ボクシングのような競技ならリーチが長いほうが圧倒的
に有利なので身長があると確かに有利だが、喧嘩はノールールであ
る。小さい人間は大きい人間の懐に入りやすく、タックルからのマ
ウントを取りやすい。逆に大きければリーチが長いし、攻撃も上か
ら下に打ち下ろすようにできるため威力が増す。つまり小さくても
大きくてもメリットがあるということである。逆に言えば大きけれ
ば懐に入られやすく、小さければリーチ負けしやすいということで
あり、実は大きくても小さくてもデメリットがある。そういうわけ
で意外かもしれないが、実戦において最も有利なのは目立ったデメ
リットのない平均身長である。理想を言えば、平均身長で腕が長い
と良い。セレンなどはこのタイプである。　平均身長で除脂肪体重
が重ければ実戦においてその者はかなり強いと言えよう。実際に競
技の中でも合気道などに比べて比較的実戦に近いＫ１や脩斗などを
見ていると、必ずしも長身が勝つとは限らないことが見て取れる。
yuvel genos  ［人名］ユベール＝ゲノス　［レベル］６　19:ilmus:ridia　［文化］
　アルティル期の思想家。ミナリスの側近。
yuvelan  ［名詞］格闘家　［類義語］ebcand　［レベル］４　21

yufa  ［動物］コアラ　［レベル］３　lakta:｢ 毒を食う者 ｣
yufa,fv  vixet　yu/fa「火を受けるような」
yufi  ［形容詞］思いやりのある、利他的な　［反意語］emis　［レベル］３　
19:melidia alis:yunkfiin（ユンクが尽くすように）
yufu  ［電算］ビット　［レベル］４　古 :yufu(ビット )｢0と 1｣ が原義から
yum  ［形容詞］弛緩した、リラックスした、ゆったりした　［動詞］yulを
弛緩させる、弛緩させる、弛緩する、リラックスする、脱力する、
力を抜く　［反意語］nop　［レベル］３　19:ridia:オノマトペ。びよーん
と伸びた感じの音　【成句】　yum flel 肩の力を抜く　【用例】　vort lamel 
kok? yum ax flel. 死は初めてか？肩の力を抜くといい（死神ヴァンガ
ルディ）　lu es yum tin in. すごいゆったりしてるなぁ。
yumpe  ［地名］ユンペ　20:星のような　［文化］　ヴェマ中央部よりやや
東南よりの都市。
yumpexilk  ［料理］シュウマイ、シューマイ　［レベル］４　20:ユンペ産饅
頭
yuma  ［形容詞］正式な、公式な、本格的な、簡易でない、シャチハタで
ない、正攻法な　［類義語］axn　［反意語］yuni　［レベル］３　16:制 :恣意　［語
法］　axnは血筋や血統などが正統。　【用例】　labast yuma 正社員
yumana  ［ユマナ］［地名］ユマナ、人間界　［レベル］３　fv;e　古 :赤の時代
に霊人（当時は現在でいうレ・カイの人などを指した）をランティス、
人間（当時は現在でいう悪人や非アディアの人間や人間界の人を指
した）をヒューマやユーマと呼んでいた。ユーマはこのとき現在で
いうユーマの一族という意味ではなく、現実では非アディア系の人
や悪人、架空では人間界の人を指していた。後者の語義の yuumaに
心を指す naがくっついてできたのが yumanaで、元は「人間の心」と
いうのが原義で、それがやがて「人間界」という意味で使われるよ
うになったのではないか。赤の後に制でユーマはカルディアにおけ
る人類の祖先を指すようになったが、こちらは少女ユーマが原義に
あり、人間界の人という原義は失われている。要するに人間界とユー
マの一族はユマナとカルディアほどの開きがあるにもかかわらず同
根なのである。それでは神話的には辻褄が合わず困るので、神話上
は yumanaの語源はエーステとしてある。　［語法］［文化］　・語義　　地
球のあるこの現実世界を指す。　ユマナの存在では神代から神々や
悪魔の間で囁かれていて、ユーマの一族の間でも存在するのではな
いかという説が囁かれている。　悪魔メルティアやベルトや死神ヴァ
ンガルディはユマナが実在することを知っているが、公表はしない。
彼らの言動の端々から神々がユマナの存在を推測した。　一部の神々
はその世界のエーステがユマナという音であるということを根拠に、
エーステがあるということはユマナが実在するはずだと説いた。し
かし一部の神々はエーステは実在か架空かにかかわらずあらゆる概
念に付与されるものなので、それでは説得力に欠けるとした。　結
局直接ユマナに干渉できない者にとって、ユマナの存在は伝説でし
かなく、それが存在するかは不定である。　　・ユマナタグ　　本
辞典の［ユマナ］タグは「連体詞」や「フィンランド」のように、アト
ラスにはないが地球にはあるものを指す。　［ユマナ］はアルカの単語で
ないのでカルディアとの整合性は考証せず、地球でアルカを使う人
間にとって分かりやすいかどうかを重要視する。例えば国名などが
そうである。セレンらにとってわかりやすいネーミングをしている
にすぎない。除夜の鐘 (tinl t'axet)などもそうで、グレゴリオの年末
はメル暦でアシェットの日ではない。
yumanan  ［ユマナ］人間界の人間　［レベル］３　19:リディアの書
yumi  ［名詞］ユミ、赤い糸、運命の糸　［数学］写像。２つの集合において、
一方の集合の各元に対し１つずつ、他方の集合の元を指定して結び
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つける対応関係であることから。　［レベル］３　古 :yumi← yu（受ける）
/meli（糸）　［文化］　人間には必ず相思相愛になれる相手が一人 (viri
us)存在する。その相手とは目に見えない糸で繋がっており、しばし
ば出会いの際に糸が反応して強く惹かれあうようになる。その相手
と出会って結ばれれば一生幸せでいられるが、ほとんどの人は違う
人と出会って恋をしてしまう。　なお、糸は原則見えないので何色
ともされていない。魔法の指である人差し指につながっている。も
ちろん神の手である右手の。　カコの時代にできた考え方で、レイ
ユで廃れたが、ミロク革命以後、貞操観念が再び強まり、一般的に
信じられるようになった。
yumi,alt  im, mel
yumikl  ［電算］ユミクル、２ｃｈ、２ちゃん、２ちゃんねる　［レベル］４
　al;yumi.k　20:赤い糸　［文化］　alで作られたインターネット上の巨大
匿名掲示板。匿名性から犯罪の温床にもなっていたが、ljのミロク
革命でセレンにより匿名での誹謗中傷の取り締まりが強化され、健
全化した。
yumiklan  ［電算］ユミクラン、２ｃｈねら、２ちゃんねら、ねらー　［レベル］
４　20　［文化］　独特のユミクル用語を使う人種。metio ik net(aaa（メ
ティオ始まったｗｗｗ）など。
yumisel  ［歳時記］運命の日　［レベル］３　21　［文化］　この日にできたカッ
プルは幸せになれるという俗説のある日。mik zan。ミルフとザナ
がアシェットでも特に熱烈なカップルだったことから。この日たま
たま人差し指同士がぶつかった男女は互いに運命の相手であるとい
う俗説がある。青少年が意識しやすい日だが、経済効果は小さい。
yumiを糸に見立て、女子が毛糸のセーターなどを意中の相手に送る
習慣がある。
yumina  ［丁寧］［親族］お孫様、おまごさま、女のお孫様、ユミナ　［レベル］
２　21:yunk/miina　［文化］　laala

yumil  ［形容詞］［ネガティブ］変哲のない、月並みな、面白みのない、あり
ふれた、ただの　［類義語］nie　［反意語］zal　［レベル］３　20:yun miik（り
んごのようにありふれた）
yumialx  ［数学］［論理］［電算］ゲーデル数　［レベル］６　vl;数理論理学にお
いて何らかの形式言語のそれぞれの記号や整論理式に一意に割り振
られる自然数であることから。ひとつの記号や式がひとつの自然数
に一意的に割り当てられる様が赤い糸で繋がっているように見える
ため。　23
yumiir  ［生物］メソティーソ、ユミール　［レベル］３　19:ridia　［文化］　
lanpit
yumel  ［名詞］昔　［類義語］ses　［レベル］２　tm;lyu/mel　23　［語法］　最低で
も５～１０年より前のことを指す。　【成句】　yumel o yumel むかし
むかし、昔々、昔昔
yumeli  ［形容詞］細い、極めて細い、糸のように細い　［ポジティブ］女性の
線が非常に細い、非常にスリムな、痩せた、ほっそりした　［文字］エ
クストラコンデンス　［類義語］lixa、silf、zeplet　［反意語］pofte　［レベル］
３　20:yun meli（糸のような）　［語法］　人に使う場合は細さを強調し
ている。良い意味で使うが、女性とユールのみ。ガリガリはこの yu
meliの罵倒語。
yudis  ［単位］ユディス。約１７．４ｋｇ。　［類義語］elua　［レベル］５　
20:seren/ridia:yuuma/dadas　［文化］　(meltia 4)形状を人間型に安定さ
せたことで神々のサイズが固定化された。これにより神々にとって
サイズは可変なものという意識から固有なものという意識が生まれ
た。そして度量衡が作られることになった。エルトでもサールでも
悪魔でもない中立な存在として少女ユーマの身長と体重を単位とし
た。5歳程度の姿をしていたユーマの身長は約１０７．２ｃｍ、体重
は約１７．４ｋｇ。すなわち１ユディスはおよそ１７．４ｋｇ。　エ
ルアとユディスは rdまで使われ続けた。
yudia  ［名詞］孤児、みなしご　［動詞］yul（子）を捨てる、捨てる、子
を手放す　［レベル］３　rd:ridia;yu/dia　古 :リディアされる
yudol  ［形容詞］面白くない、興味がない、つまらない　［反意語］lol　［レベ
ル］２　20:yun dol（石のような＝なんでもない）
yudolk  ［言語］被修飾語　［レベル］４　20:飾られる
yupitol  ［アトラスの国家］ユピトール、ユピトル　［アクセント］yupitOl　［レベル］
４　19:ridia:針で刺された地竜　［文化］　面積：988126.399382 km^2

yupea  ［言語］格詞の目的語、前置詞の目的語、目的語　［類義語］yulvet　［レ
ベル］４　rd;/「格詞を受ける」。語源的には peaには動詞用法がない
ので peayuでもよいのだが、yudolkからの類推でこの語順となった。
　23　［語法］　solや yulも含めて格詞の目的語といえるので、通常単に
目的語と呼んでいる yul格の目的語も広義的には yupeaに含まれる。
yubel  ［アトラスの国家］ユベール　［アクセント］yubEl　［レベル］５　19:ridia:yub
el→ yuvel→「vemaの暗さを受ける」→「ヴェマの隣」　［文化］　面積：
1012231.002307 km^2
yuya  ［動詞］yulを耐え忍ぶ、耐え忍ぶ、耐える　［普通動名詞］忍耐　［類義語］
hino、hina　［レベル］３　21:古 yu/yai

yuya,alt  onna
yuyu  ［名詞］ゆゆ、遊女、キャバ嬢　［レベル］３　sm;alt　古 :jiil,relezon
a:yuut　［語法］　職業のひとつ、また、女の身分のひとつ。インプレン
で働く高級な女。売春婦でなくキャバ嬢に近い。男の話し相手になっ
て楽しませる女のこと。身寄りのない女の子が処分されずに生き残
る方法のひとつ。小さいうちでないと引き取り手はいない。小さい
うちに引き取られ、芸をしこまれ、学問を覚えさせられる。引き取
り手の出費で勉強をさせてもらえ、寝食も保証されるという見方も
できる。出来が悪ければ主に laz以降売春婦になって生きるしかない。
出来がよければ店で男を相手取るようになり、遊女（キャバ嬢みた
いなもの）として稼ぐ。男が気に入れば相応の額を払って身請けし、

ゆゆを引き取る。引き取られれば嫁となり、自由の身となる。売れ
残ったゆゆはやがて客がつかなくなるとインプレンで雑用をしたり、
ゆゆの教育や世話をするようになる。　売春婦の身分は低いが、ゆ
ゆはあまり低くない。率先してなりたい職業ではないものの、訳あ
りで小さいころから働かされてる点に社会は同情の目を向けている。
ゆゆ本人のモチベーションは一般に高い。ゆゆになるような子は、
もともと捨て子が多い。彼らにはアンセが配給されない。国から国
民として認可を受けないため、福祉を受けられない。そこで、生き
延びた子供の中から顔や健康状態のいい少女がゆゆとして引き取ら
れる。　ゆゆは男に身請けされれば妻としてＩＤをもらえ、アンセ
を配給される。これでようやく自由市民である。そこで、ゆゆは芸
を磨いて男に身請けされるよう、体を清め、知性を磨き、これとい
う男以外には貞操を持ち、会話や芸で男を喜ばせるよう努める。そ
こがキャバ嬢とは異なる。　男は自由市民の女よりもゆゆの見せる
幻想の女像に萌えやすい。一般にアルバザードのオタクが萌える対
象は、このゆゆである。日本で言うのが難しいのだが、メイドカフェ
が作るありえない幻想を素で見せてくれるので、特にオタクな男は
ゆゆに惹かれやすい。自由市民の女たちはゆゆには同情しているが、
彼氏がインプレンに行くのは許さない。女によってはキレて怒鳴り
散らし、顔を引っかきまわす。ただ、会話やらで遊んで楽しむ程度
なら許す女もいる。また、女が同意していれば、売春婦を買うのも
ゆゆと付き合うのも許している。が、それはレアである。
yuyutorte  ［植物］イランイラン　［レベル］５　21:遊女の吐息　［文化］　ア
ルバザードでは催淫作用のある香りとされている。
yuyuka  ［名詞］ゆゆか、揚屋、キャバクラ　［レベル］３　19　［語法］［文化］　
昔の揚屋、今のキャバクラに相当するところ。
yuria  ［地名］ユリア海　20:ridia:myuo/eria（離れた水）ミュオネイト
は大陸的に元々繋がっていたが、神代以降既に大陸と離れているこ
とから。エルトとサールのころは繋がっていた。　［文化］　ミュオネ
イトやオプクリアの西の海。
yurens  ［名詞］使い魔、遣い魔、ユーレンス、召使、召使い、召し使い　［レ
ベル］４　20:yu/rens（言葉を受ける→命を受ける）レスティル語で、
それ以前は使い魔は hacma（使徒）と呼ばれた。jurensの juが弱化
したもの。　［文化］　黒魔導師の使い魔は鴉、黒猫、梟、蛇。　白魔
導師の使い魔は白猫、兎、小鳥。　召喚士の使い魔は狐、山猫、狼。
　呪術士の使い魔は鼠、虫。
yuz  ［植物］ユーカリ　［レベル］５　16:制
yuzki  ［医療］三焦　［哲学］侠。義侠心のことで adiiyuと意味は同じ。
　rd;<szl　24
yuzkikan  ［生物］［医療］三焦経　szl;/　24

yujins  ［娯楽］当たり判定→ jins　21　【用例】　yujins han{hem} 当たり
判定が大きい {小さい }
yul  ［格詞］対格の格詞。対象を示す。　［言語］目的語→ omit　［レベル］１
　19:yual（受けるもの）から。この alは古の al。　::saj:yu,alt　［語法］　
ふだんは省略する。強調や倒置の際に復活する。　［文化］　soi　【用例】
　an et yul soan. 俺はまさにその「犯人」なんだよ。
yultnim  ［色］ユルト色、ユルタン人種の肌の色、鳥の子色、とりのこ
いろ、肌色、＃ｆｆｆ１ｃｆ　［レベル］６　19

yultverant  ［医療］学習障害、ＬＤ、精神遅滞、知的障害　［レベル］５　
vl;yult/verant。xiaverantに対して命名された。周りの子供、特に紫
亞と比べたときに幼いころのユルトの学習障害が顕著だったことか
ら。　23:mel
yultyulia  ［天文］主星　［レベル］６　21

yultliifa  ［天文］ドゥーベ、夕月星　［レベル］６　19:ridia/seren/mel　［文
化］　２００７年３月８日アルバザードの南を見ると、天頂付近に２
つ縦に並んだ恒星が並んでいる。どちらもほぼこの日の０時に南中
しており、距離も近く、まるで兄弟のように見える。隣り合った恒
星はいくらでもあるが、南中線上に、しかもこの距離と明るさで並
ぶのは珍しい。　ゆえにこれら２つの星ドゥーベとメラクは兄と妹
の星と考えられ、双子の兄妹ユルトとルシアの名を取って yultliifa,
luxialiifaと名付けられた。より高いところで大きく輝く方が男性の
兄星ドゥーベである。
yult lutia  ［人名］ユルト＝ルティア、ユルト、夕月、ゆづき、ゆーちゃん、
ゆうちゃん　［ユマナ］［人名］ユルト＝ルティア　［レベル］３　18:ridia:yulg
　［文化］　(18 gil ser_)　セレンとリディアの長男。ルシアと双子の兄
弟で、兄。　幼少期のセレンと同じくこげ茶色の髪だったが、５歳
ごろでほぼ黒になった。それでも光の加減でこげ茶色に見えること
がある。髪はもともと短かったが、４歳ごろから伸ばし始めた。ほ
ぼ直毛。目はほぼ黒で、二重。肌は白：黄＝３：７。かなり黄色人
種寄り。　０歳のころから大人しく物静かだった。３歳ごろ、父親
に憧れて強い男になりたがり、子供用の木刀を買ってもらって素振
りをしていた。体が大きく腕力が強く、４歳ごろには近所の小学生
のいじめっ子を倒したりしていた。気が優しいので喧嘩はしないが、
紫亞がいじめられたときだけ怒って相手を殴り飛ばしていた。力が
強く根性があるので年上の子供でも倒してしまっていた。５歳で紫
亞がＰＣを買ってもらって引きこもりになっていじめられなくなっ
てからは喧嘩をしなくなった。自分がいじめられてもえぐえぐ泣く
だけで喧嘩をしないタイプ。２０１１年の２月ごろ（３歳末）から「パ
パ、僕可愛いですか」とか聞いてきたりするようになり、女の子趣
味に目覚めだした。周りの環境が女性ばかりで、可愛いということ
が良いことだと思っていた節がある。　２０１１年の６月１４日に
メルの付き添いで初めて父親に会い、相模大野や新宿に行った。　
メルのことが大好きでいつも座っているメルの胸にしがみついてコ
アラのようになっていた。４歳頃メルが「太った子は嫌い」と言っ
たことでショックを受けてダイエットをし、５歳ごろ痩せた。　３
歳頃、父親に憧れて剣道を志したが、フランスに剣道場が少ないこ
とで５歳に諦めて木刀を振らなくなった。同時にリディアに格闘技
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をやるよう勧められたが人を傷つけるのが嫌いな性格のため、拒否。
護身術の合気道ならいいと言ったため、父親は２０１３年の正月す
ぎに子供用の合気道着を送った。これが初めての父親からのプレゼ
ントだった。ユルトはそのひと月ほど前に「とびだせどうぶつの森」
が欲しいと言っていたが、すれ違い通信をしそうにないので合気道
着にした。　５歳中頃過ぎには日常的に女の子の服を着るようにな
り、その格好で外に出て公園で男の子にからかわれ、泣いて引きこ
もるようになった。幼稚園にも行っていないのでそのまま引きこも
る公算が高い。　痩せて木刀も振らず腕も細くなったことで余計に
女の子らしくなった。顔がもともと父親に似ず派手でなく、大人し
く儚げな顔をしており、髪質も両親に似ずほぼ直毛で、父親の好み
のタイプの女の子なのだが、セレンは息子は息子らしくあってほし
いと考えているため、複雑な気持ちである。しばしば「僕可愛いで
すか」と聞いてくるのだが、最初「いや、男だし……」と答えて拒
絶していたら泣きだしてリディアらに怒られたので、その後は「見
た目だけなら紫亞より可愛い。パパの好みではね」と答えるように
したら、機嫌が良くなった。　性格は優しく利他的で穏やかだが、
祖父に似て物静かで喋らず、大人しい。誠に残念ながら知能は低い。
　　1168:おもちゃの剣を振っている。人は叩かない。ぬいぐるみも。
かわいそうだからだそうだ。何で振るのか聞いたら「強くなりたい
から」。なんでと聞くと「紫亞を守る」。「ママは？」と聞いたら「マ
マ強い」という。　　６歳になり、やっぱり竹刀と道着が欲しいと
いうので誕生日プレゼントとして買ってあげることにした。しかし
相変わらずの女装趣味で、見た目には紫亞と並んでいると姉と妹に
見える。ちなみに６歳になったときに身長を測ったら１２５ｃｍで、
やはりかなり大きかった。体重も３０ｋｇあり、紫亞のちょうど倍
だった。身長のわりにちょっと太ってるんじゃないかと思った。こ
れでも４，５歳から比べればダイエットしたので、当時の体重は記録
がないそうだが、知るのが怖い。なお、もう少し痩せないと可愛く
なれないと本人は思っている様子。　【成句】　yult lax holalfai nod fil
in ユルトは美少女に目もくれず「ケバブくれ」と言う：花より団子、
花よりだんご　yult demi saen solxe yun farm. のろまなユルトも親
を背にすれば輝いて見える：親の光は七光り
yultan  ［名詞］白人の混ざった黄色人種　［レベル］３　19:→ luxian　［語法］
　こちらもアルバザードに多い。女子は可愛い顔をしており、男子
はずっと若く見える。体格は luxianにしばしば劣る。ユルト、セレン、
ユーア、クミール（この人は美人系だが）などがこれに当たる。神
のモデルにもよくなる人種で、アルデス王などもこれに当たる。
yulte  ［形容詞］［ポジティブ］いやらしさのない、真面目な、清純な、おかたい、
いやらしくない、性的に清潔な、下心のない　［類義語］sorttak、visplu
fi、alyuul　［反意語］esel　［レベル］３　20:yulg/te（ユルグのような）　［語法］
　女子が理想の男子に求める条件のひとつ。反面、付き合った後は
これだと困るとされ、できるだけ精力旺盛で自分にだけ向けてくれ
るのが良いと条件付けている。　男子が女子に当然そうあるべきと
期待する性格のひとつでもある。
yuls  ［化学］ナフタレン　［レベル］５　19:ridia:yulm/spel。ベンゼンが２
つくっついたもの。メガネのように見えることから。
yulsame  ［言語］対格、目的格　［レベル］４　rd;/　20

yulvet  ［言語］目的語　［類義語］yupea　［レベル］４　20

yulf  ［動詞］yulを研究する、研究する　［普通動名詞］研究　［類義語］fel　［レ
ベル］３　19:xion:yulg/fel　［文化］　→ armetia

yulfka  ［名詞］研究所、設備、ラボ　［レベル］４　22

yulfsev  ［名詞］論文→ sev　［レベル］４　23:ridia

yulfaxe  ［名詞］研究会、学会　［レベル］４　rd;/　23

yulfan  ［名詞］研究者、学者　［レベル］４　19　［文化］　frenxen

yulfez  ［名詞］研究室　［レベル］４　22

yulm  ［被服］メガネ、めがね、眼鏡　［レベル］３　19:古 :yulgmyul（ユル
グ神の鏡）。学問の神ユルグがめがねをかけて生まれてきたことから。
　【成句】　yui yulm kaen dap 額の眼鏡を探す。灯台もと暗し　【用例】　
sab yulm めがねをかける
yulmslet  ［電算］ＨＭＤ、ヘッドマウントディスプレイ　［レベル］４　21:
眼鏡ディスプレイ
yulmfaan  ［形容詞］［ネガティブ］くそまじめな、クソ真面目、馬鹿真面目　［類
義語］faan　［レベル］３　20:「めがねをかけて目を悪くするくらい真面目
な」
yulma  ［形容詞］体が賢い　［類義語］lexe　［反意語］xima　［レベル］３　rd;xia/
main「ユルトの体」　24　［語法］　頭では簡単に理解することの反対
で、体で簡単に理解すること。例えばユルトは算数など勉強が苦手
で中々理解しないが、竹刀の振り方や格闘技の型などは言われた通
りにすぐ模倣できる。逆に紫亞はできない。これを見たセレンらは
紫亞は頭は賢いが体は馬鹿で、ユルトはその反対だと考えた。この
とき lexeが頭の良さしか示さず、ユルトを褒める言葉がなくて困り、
体が賢いという意味の言葉を作るに至った。
yulg  ［エルト］ユルグ　［レベル］３　ridia:古　［文化］　エルト界の賢者。
青年の姿をしている。本から生まれた。メガネを掛けて生まれてきた。
本を読みすぎたためである。そのためメガネやコンタクトの神でも
あり、縁起を担いでアルバザードの眼鏡屋や本屋には殆どユルグが
描かれたものが置かれている。　　・制アルカの『vaste』より　　
そしてアルデたちは多くの紙を集め、自分たちが持つ全ての知識を
これらの紙に書いた。その後、彼らはこれらの紙を繋げ、一冊の本
を作った。そして皆は多くのヴィードをこの本に与えた。そしてこ
の本はユルグという青年 (20代 )になった。ユルグは賢者である。エ
ルトの一族のほうがサールの一族より多くのヴィードを与えたため、
彼はエルトである。ユルグは眼鏡とともに生まれた。　彼は賢いが
目のため近づきがたいようだ。めがねの無効にある彼の目は畏怖を
感じさせる。これは鋭く冷たい。彼の長い髪は目と同じく銀である。
　【成句】　yulg ar vil vels. 学者の取った天下なし。日本と違い、皮肉

ではなく学者は高尚で世俗のことに疎いので卑俗な政治に向かない
という意味で使われる。なおこの諺に反し、実は ljでセレンが学者
として初めて天下を取ったという例がある。
yulgxalet  ［企業］ユルグシャレット　［レベル］４　21:「ユルグの部屋」　［文化］
　ジュンク堂書店や紀伊國屋書店やリブロや三省堂書店に相当する
企業。
yulyuoayua  ［言語］対格分詞　［レベル］４　21　［文化］　iva

yulren  ［言語］対格言語、対格型　［反意語］kanren　rd;/　24

yula  ［名詞］燈、仄かな灯り、灯籠、燈篭、灯篭、蟷螂、燈籠、とうろ
う　［動詞］yulをくゆらせる、くゆらせる、くゆる、くゆらす、燻ら
す　［形容詞］ゆらゆらした　古 :ものをくゆらせるときのオノマトペ。
また、水がゆっくり流れたり、羽や炎がゆっくり揺れるときのオノ
マトペ。幻日の余っている音リストに載っていたのにリディアが気
付き、19年末に引き揚げたもの。
yula(2)  ［言語］京字　21　［文化］　hac

yulat  ［動詞］yulを aに誘導する、誘導する、いざなう、誘う、案内する　［普
通動名詞］誘導、案内、いざない、誘い　20:melidia xier:yula/jet

yulan  ［生物］［死神］誘燈　［形容詞］誘燈の～　19:ridia:yula/an　［語法］　死
神属誘燈。最も一般的な死神。通常業務をこなす種類のもの。死ん
だ人間を導くために燈を持っていることからこの名がついた。夢織
などは燈を持っていないか使わない。　【成句】　［婉曲］sef nene a yul
an 手にかける、殺す　【用例】　xier. non sef xir semaim enat a yulan, 
veit yuli luut, lein kahi" よっつ。私は私の友をこの手にかけ、友
の子を奪い、罪を背負う」
yulal  ［物理］流体　20:yula/al（くゆる物）
yulaltaxit  ［物理］流体速度、流体の速度　20

yulalfoaja  ［物理］マッハ数　20:流体速度 /音速 /比を短くしたもの　［文
化］　流体速度と流体中の音速の比の数。
yuli  ［名詞］子供、動物のひな　［名詞］初級、ビギナー、ひよっこ、初
心者、初級者　［反意語］mav　［レベル］２　19:yulia　miva:miva:la amiv　［文化］
　mav　【用例】　an at axk xalt yuli na. 初級者にしてはうまかったと思う。
yuli,alt  elo
yulikloa  ［名詞］童話、メルヘン、お伽話、おとぎ話　［レベル］２　rd;/「子
供の物語」　23に幻英から転載。20年にリディアが造語。
yuliklel  ［名詞］子供用の辞書　［レベル］３　19:xion

yulixis  ［魔法］［アイテム］ユリシス、月柩、月宮、月の柩、つきのひつぎ　［レ
ベル］３　al;yulixis,in（柩）　23　［文化］　→ kaade　rdでフルミネアが作っ
たカーデに ljまでの偉人たちを加えて新たに作った kardiaのこと。al
ででき ljまでカードの追加が続いた。占いやゲームなど、様々な用
途に用いる。　ユリシスの一枚一枚のカードのことを kardiaという
が、この場合は「月」と訳す。「月」はここではキャラクターの意味
で、使徒を指す英単語がｍｏｏｎであることからの訳語である。また、
柩に関してはそれらのキャラクターがカードに封じ込められている
という意味において「柩」の字を冠されている。
yulixili  ［ユマナ］［政治］子ども手当　［レベル］６　21

yulis,szd  min
yulisiiz  ［筐堺］ユリシーズ　［レベル］５　rd;yupitool/liizel/siizia　22
　［文化］　筐堺司：axx valina　筐堺国：liizel, yupitol, akuoria axti

yulivietifa  ［地球の星座］［ユマナ］こじし座　24　［文化］　ifa

yulifeme  ［地学］［歴史］原生代　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gaavefeme
　約２５億年前～約５億４２００万年前を指す。古原生代 (nanafeme)、
中原生代 (tinafeme)、新原生代 (fianfeme)に分かれる。
yulideltifa  ［地球の星座］［ユマナ］こぐま座　24　［文化］　ifa

yuligart  ［名詞］子供料金　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

yuligalis  ［娯楽］ＢＢ弾　［レベル］３　al;/「子供弾丸」　24

yuligel  ［娯楽］エアガン、エアソフトガン　［レベル］３　rd;/　24　［文化］
　ＢＢ弾を撃ち出す子供用のおもちゃ。
yulipab  ［動物］子馬、ポニー　［レベル］３　rd;/　24

yulipabifa  ［地球の星座］［ユマナ］こうま座　24　［文化］　ifa

yulipit  ［医療］小児科　［レベル］２　19

yuliha  ［魔法］［工学］［交通］滑走路　［レベル］４　sm<yuliha,alt kk;yuli/ha「櫂
の道」。altの死神が櫂を使って飛ぶときに１ｍ程度の滑走路を必要と
したことから。特に着陸時のほうがブレーキを徐々にかける関係で
長い滑走路が必要だった。それが転じてrtでは飛行機の滑走路になっ
た。　23
yuli jileel  ［人名］ユリ＝ジレール　20　［文化］　(imul 1369:1433)ラグナ
ロクの研究員。gelと kaigelの発明者。オスティアの子孫。
yuliwil  ［医療］ペドフィリア、ロリコン、ロリータコンプレックス　
［類義語］wakana　［レベル］４　19　［文化］　アルバザードにはロリコンが少
ないため、社会問題として取り上げられない。アルバザードにおけ
るロリコンの定義はソーンの年未満すなわち１５歳未満の少女を相
手にする場合に限られる。日本だと女子高生は児童なので援助交際
をすると条例違反になるが、アルバザードだと１６歳はとっくに性
的対象とみなされる。　なお、伝統的にアルバザードは１２歳から
セックスの対象としてきたため、１２，１３，１４歳を対象にした場
合はロリコンと定義されないこともある。　さて、アルバザードに
は１１歳までの少女に性欲を感じる男性が少ないため、ロリコンが
少ないということになる。ロリコンが少ないのはいくつか原因があ
る。もともとロリコンは「セックスをしたいが彼女がいないしレイ
プする度胸もないので、逆らいそうもない子供で我慢しよう」とい
うタイプと、「子供に性欲を感じる」というタイプがいる。前者に関
してはアルバザードは風俗が発達していて女性に困らないので、存
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在しない。後者に関して、なぜ大人が子供に魅力を感じるかだが、
それは恐らく成人女性に相手にされないとか馬鹿にされるという恐
怖心が元になっている。ところがアルバザードの女性は表面上大人
しくたおやかで男性を立てるため、男性は女性を恐れない。その結
果、子供に走ることがない。アルバザードのロリコンは従って、純
粋に少女の肉体に性欲を感じるタイプである。　【用例】　an nar nos et 
zal a nos de yuliwil var ines senaleiz(axte　ala es yuliwil di xa tu 
kad.　xink, an wil siia fian im manan. tal an sot man koksaim genom van 
an ol an kui fian. alfi, fian et ampkon xalt an ses.　mon an wilat fian 
tal hao an en kuit fian tix mel. la et aal. la de ampkon.　xan, an wil lut 
alnaat ova fukatsu eli i malt. yuli o malt de tor merel xalt an tea luus 
de ampkon.
yulilei  ［名詞］子ども文庫、子供文庫、児童文学　［レベル］３　rd;/　23

yulia  ［人名］ユリア　［名詞］双子　［形容詞］双子の　［類義語］tayuli　［レベル］
３　18:ridia az mel:yult/luxia　［文化］　ユルトとルシアを一緒くたにし
た名前。双子なので一緒に世話されることが多く、一々ユルトとル
シアというのが面倒なので、その二人ともという意味でよく使われ
ている。
yulia(2)  ［人名］ユリア　20　［文化］　(yuuma 7821)　yuuma 7994 ソナリ
ア、実の娘ユリアとの間に娘 sornを授かる 
yulian  ［親族］自分の子供、子供、子弟。息子と娘の総称。　［反意語］
rsiil　［レベル］２　19:yuli/an（子供な人）　miva:miva　【用例】　laas xiilas 
yulian man ladat lu novel. 遅くにできた子供だったので、可愛がった。
yuliant  ［魔法］錬金術、ユリアント　［レベル］４　20:古 yulg/lantis。avel/
lantisが avelantになるのと同じ形成過程。ただし錬金術師はほかの
魔法体系の命名同様、強変化して yuliantisとなる。　［文化］　rdの
時代に民衆の魔力が弱まったことで魔法のアイテムに頼るようにな
り、アディストの需要が高まった。このアディストを作る研究が錬
金術ユリアントである。錬金術というのはあくまで訳語であり、ア
トラスにおいては金を作るものではない。　アディストの研究には
巨額の資金のほかに若い才能ある魔女が必要だった。そこで各国は
ユリアンティス育成所を普通教育を行う学校以外に設けた。しかし
ほとんどの施設は人員と資金の不足で、パイオニアの論文を研究す
るしかなかった。ちょうど今の日本の言語学研究がアメリカの先行
研究を追いかけるのに似ている。　そのパイオニアになっていたの
がアルバザードがメインとなりルティア・アルシア自治区と共同出
資をしてできたミスティア錬金術舎である。ルティアには姉妹校の
イスフィリア錬金術舎があり、世界初の単位交換制度を開始してい
た。アルバザードは伝統的に西洋魔法に特化しており、一方ルティ
アは土地柄東洋魔法にも西洋魔法にも通じる。深く狭くのアルバザー
ドと浅く広くのルティアでは魔法の研究も異なる。そこで学生が広
く学べるよう、交換留学を可能にした。　ミスティアは 1575年にア
ルシアに、イスフィリアは遅れて 1579年にエリーゼルに建てられた。
　錬金術師が隆盛したのは上記のとおり rdだが、必要に応じてある
日突然錬金術が生まれるわけではないので、錬金術に当たるものは
smやそれ以前に萌芽があり、錬金術師もいた。ただそれが国家的プ
ロジェクトになったのが rdである。
yuliantsel  ［歳時記］錬金術の日　［レベル］３　21　［文化］　→ rantevals　ミス
ティア校のできた日。gil lis。錬金術を称える日。錬金術は当時の
医療 lukletiaと密接に関係していたため、医療関係の日になっている。
この日はホームドクター（町医者）が錬金術師の格好をして勤務す
る日で、人気なのはリュウのコスプレ。子供に人気があるため、子
供が嫌がらずに病院に行ってくれるという効果があり、親に人気が
高い。予約が殺到するため、この日は診療時間が前後に延びる。　
薬局ではジョークグッズとして adistが売られる。
yuliantis  ［魔法］錬金術師、錬金術士、ユリアンティス　［レベル］４　
20:yulg/lantis　［文化］　yuliant　代表的なのはアリス＝アンシャルな
ど。　【成句】　asm adist a yuliantis 餅は餅屋
yuliank  ［形容詞］可愛い　［反意語］hatiank　［レベル］２　rd;yuli/ank　24　［語
法］　hatiank

yuliankad  ［政治］属国　［レベル］５　20:子供の国
yuliankild  ［政治］属州　［レベル］５　rd;/　24

yulianvent  ［経済］子会社　［レベル］４　19

yuliangio  ［経済］経常利益、経常損益　［レベル］６　19

yulianarko  ［言語］子ノード　rd:mel;/　23:mel

yulialiifa  ［天文］連星、双子星　［レベル］６　21

yuliaifa  ［地球の星座］［ユマナ］ふたご座　24　［文化］　ifa

yuliowi  ［牧畜］子豚　［レベル］３　22

yuliet  ［形容詞］本当の、真の　［副詞］本当に、真に、まことに　［類義語］
xan　［レベル］３　20:赤 ruli（本当）の異形態 yuliから。yuliは既に
新生で意味を持っているため、et（～な）を付けたもの。　::lu milko
　［語法］　xanの持って回った言い方。rulの代わりに使うこともでき
るので、xanと rulの上位概念と見る向きもある。
yuliest  ［名詞］幼名　［レベル］５　rd;/　［文化］　→ est, estlang, kuzest　ア
ルバザードやルティアに幼名の習慣は有史以来ない。凪は smまで幼
名の習慣があったが、rd以降廃れた。
yuliel  ［運動］ユリエール　［アクセント］yuliEl。mileelだと eeの部分にア
クセントが来る。語根を活かした。　［レベル］５　20:ridia:yula/mileel（燈
の羽）ゆらゆらと動く燈や舞う羽のような動きであることから。　［文
化］　武道から生まれた呼吸法のひとつ。ユリエールは瞑想ルヴァン
の呼吸と格闘技ユベールの中間的な存在で、動く瞑想とも流水のよ
うな格闘技とも表現することができる。地球でいうなら太極拳や能
に近い動きである。　体が固く呼吸の浅い人用にどう深い呼吸をさ
せるか考えたリディアは、ユリエールの動きに発声を入れた。緊張
しやすく運動中に無呼吸になりやすい人でも自然と呼吸ができるよ

う、ユリエールでは常に動きの間に言葉を発声するようになってい
る。この言葉は呪文であり、意味を持った文になっている。無論ア
ルカである。呪文はシュワーの使用率が高く、常に開音節のＣＶを
取る。lantならば la nq tqと区切る。響きの弱いシュワーが増えるため、
オペラよりも能に近い。　ユリエールは第一教～四教で構成される。
　●第一教　いわゆるストレッチに当たるもの。通常のストレッチ
と変わらないが、大腰筋などの深層筋を伸ばすことに意識を置いて
いる。言葉は出さないが、mmというハミングとともに筋肉を伸ばす
点が特徴的。　●第二教　徒手による呼吸法。ユベールの型をスロー
モーションにしたような動きで構成される。　●第三教　扇子を使っ
た呼吸法。元々存在しなかった教だが、第四教で使う長い木の杖が
重いため、わたりとして編み出された。実際ユリエールの動きをす
るとただ動くだけでもものすごく筋肉を使う。杖を剣道のように振
るのはたやすいが、ユリエールのゆったりとした動きでやると非常
に負荷が大きい。そこで編み出されたのが軽くて優雅な動きのでき
る扇子を持ったこの教である。　●第四教　杖を使った呼吸法。杖
を振りながら舞うように動く。剣術よりも杖術の得意なリディアな
らではといえる。また rdでもリディアの装備は杖なので、文化的に
も矛盾なく好ましい。　これを上から順に行うが、できれば四教が
終わった時点で一教をもう一度行うとクールダウンになって筋肉に
良い。
yulius  ［地名］ユリウス。ディミニオン国の首都。　［魔法］［名前］第一祠
徒ユリウス　zg;yu/xili「神の恩恵を受けた土地」 | lj;第一祠徒が降
臨した土地であることから。　24　【用例】　yulius del diminion fuu 
= diminion fuu del yulius 第一祠徒ユリウス
yulo  ［名詞］表、オモテ、表面　［名詞］見えている面　［名詞］本音、真実　［動詞］
yulを表にする、表にする　［格詞］～の表に　［物理］［化学］表面　korei
参照　［反意語］hete　［レベル］２　19:赤 :hyulo　hyulo:hyulo　【成句】　xalt 
yulo 表向き　xalt yulo hot 表面的には、表向きには
yulo(2)  ［地名］ユロ　［レベル］５　15:制 :古 :hyulo（賢い）から。　［文化］
　ソーンの使徒ヴァロの支配地。
yulo(3)  ［アトラスの国家］ユロ　［レベル］５　制　［文化］　面積：1700064.368612 
km^2
yulotakvim  ［生物］上腕二頭筋　［レベル］４　24<22

yulotolkvim  ［生物］大腿四頭筋　［レベル］５　24<22

yulofotvian  ［物理］表面張力　［レベル］４　20　［文化］　界面張力 koreif
otvianの一種。コップの水と周りの空気の接する境界などが典型例。
液体は表面をできるだけ小さくしようとするため、コップに水を満
杯以上に注いでも、少しくらいなら水が零れない。それはこの力が
働くため。
yuloen  ［接続詞］yulo　［レベル］３　rd;/　23

yulet  ［人名］ユレット　［レベル］４　古　［文化］　(mel 260？→ 310？ )マ
ルテとアフレインの息子。ameliの兄弟にして夫。ミロク＝ユティア
の父。アルティス教の派閥アルマスト派の２代目リーダー。
yulet(2)  ［アトラスの国家］ユレット諸島　［レベル］４　19:ridia:マレットの
yulet(3)  ［名詞］表面　［形容詞］表面の、表の　［形容詞］正規の　［反意語］
hetet　［レベル］３　rd;yulo/te　23

yulen  ［接続詞］対格の接続詞　［レベル］３　19:melidia axte

yulev  ［動詞］yul（人）を aに送る、yulを kaで見送る、送る、見送る　［普
通動名詞］見送り　［類義語］xant　［レベル］３　20:gyu/leev（苦く別れる＝
別れを惜しむ）
yulem  ［音楽］楽器　19:yuule/lem。この単語ができる前は lemkonだっ
たが、音が綺麗でないので不採用。　［文化］　flianj　楽器が最も盛ん
なのはケートイア。意外にエルトアではない。フリアンジュ社など
もケート発祥。
yua  ［代詞］［形容詞］あのような、あんな　［類義語］klens、vandol　［反意語］
soa　［レベル］１　19:lyu/soa　［語法］　soa　指示用法では前置。　【用例】　an 
ris vandol lab. あんな仕事は嫌だ。
yuat  ［電算］バイト　［レベル］４　17:制 :古 :yufu(ビット )｢0と 1｣ が原
義から ,バイトは 8ビットであることから 2対にした
yuatlots  ［電算］半角全角キー　［レベル］３　20

yuan  ［言語］形副詞　［レベル］４　16:制 :yue（形副詞）
yuan(2)  ［代詞］あのようなもの。yuaの属格。　［レベル］１　22

yuan(3)  ［電算］クライアント　［俗語］受け、右側、右、猫、ネコ　［レベル］
４　22:「受けるもの」
yui  ［動詞］yulを探す、探す、捜す、さがす、求める、もとめる　［普通
動名詞］探査、捜査、捜索、検索、探索　［類義語］sak　［レベル］２　19:古の
yunki（姫探し）から。なお、yunkiは「ユンクを見る」が原義。　【成
句】　yui pot feis 暗中模索　yui ka xeak 五里霧中　【用例】　yui lemm
as 楽譜を探す　yui ranel きちんと探す　non yuitor lendi kom ank 
e. そんな可愛いワンちゃんを探していたの。
yui(2)  ［魔法］忌み　［レベル］４　sm<zg;alt　22　［文化］　adelが kanleizen
になったもの。
yuim  ［企業］［人名］ユイム、時任　［ユマナ］グーグル　［動詞］yulをググる、
ググる、ユイムで検索する　［レベル］３　22:yuiyulem<21:yui　［文化］　
グーグルに相当する企業。　【成句】　re yuim, kuz. ググレカス、ググ
れカス、ｇｇｒｋｓ
yuipam  ［名詞］サーチライト　［レベル］４　22

yuil  ［名詞］探し物　［言語］検索語、検索ワード　［レベル］３　20

yuiar  ［名詞］探知機、レーダー　［レベル］４　21

yuo  ［言語］動詞　［レベル］４　16:yuon　［語法］　動詞自体に意思の有無を
示す効果はない。一般的に意思を伴う場合は他動詞か再帰型自動詞
を、伴わない場合は繋辞型自動詞を使うことが多い。つまり文法的
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に意志の有無を示す。　また、voxelや sinなどで意思の有無を表す
こともできる。　　an metat hat. 皿を落とした。有意思。　an metat 
hat sin. 皿を落としてしまった。無意思。人為的。　hat at met. 皿が
落ちた。無意思。自然。
yuosevet  ［言語］動詞句　［レベル］５　23:mel

yuonif  ［言語］アスペクト→ nif　［レベル］５　20　［語法］　ひとつの動
詞につき、アスペクトは７相。将然・開始・経過・完了・継続・終了・
影響の７相。 　それぞれ下記のように表す。内側の３つのみ動詞語
尾で、あとは副詞である。 　sat, kit, (o)r, (i)k, (e)s, took, ilt 　この
７相に２つの無相が加わる。無相は相がないので、アルカの相は７種。 
　無相は２種ある。ひとつは kit～ ikまでの「行為無相」。ひとつは
ik～ tookまでの「状態無相」。 　前者は動詞に何も付けない無標形
であるが、「これは動詞である」と明示するために接尾辞 (e)mを使う
こともできる。後者は副詞 xaを付けて表す。 　　fai（燃やす）の
実例 　fai：燃やす 　fai xa：燃えている。燃え始めから燃え終わり
までの総称 　fai sat：燃やそうと考える。準備する。火を近づける 
　fai kit：火をつけ始める 　fair：火を当てている。チリチリいう 
　faik：火がつく。点火 　fais：燃えている途中 　fai took：燃え終
わる 　fai ilt：灰になっていて燃やした結果が残存している 　　
skin（座る（正確には座らせる））の実例 　skin：座る 　skin xa：座っ
ている。座り始めから起立までの総称 　skin sat：座ろうとしている 
　skin kit：座り始めて腰を曲げた 　skinor：腰を下ろしている途中 
　skinik：座面に尻が着いた 　skines：座っている状態 　skin took：
座り終えて立つ瞬間 　skin ilt：座面が暖かく、座っていた影響が残っ
ている 　＜例外動詞＞　xa（いる）、siina（好き）などは、無標が行
為無相でなく継続相になる。 　例外動詞では継続相が無標になる代
わりに、行為無相に必ず (e)mが付く。 　　siina（好き）の実例 　
siinam：好む 　siina xa：好きである。好きになり始めから好きで
なくなるまでの総称 　siina sat：好きになろうとしている。まだ他
人 　siina kit：好きになり始めた。意識し始めた 　siinar：好きに
なる途中。あの人いいかも状態 　siinak：好きになった。私この人
のこと好きなんだという気付きの時点 　siina：好きである。好きだ 
　siina took：好きでありおわる。好きでなくなる 　siina ilt：むか
しは好きでした的な意味 　　継続相で使う頻度が最も高く、かつ行
為無相で使う機会がほとんどない動詞のみが例外動詞になる。 　そ
の動詞はこのとおり。 　存在動詞：xa, mi 　所有動詞：til, si 　心
理所有動詞：naのみ 　定義動詞：eks, mols, gartなど 　心理動詞：
siina, tiia, sin, varae, hatia, kafなど、siina型の動詞
yuofreyu  ［言語］動副詞　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　freyu

yuoasa  ［言語］動名詞　［レベル］４　21　［文化］　iva

yuoapian  ［言語］動詞を指す形態素、動詞語尾等　［レベル］４　20

yuoayua  ［言語］分詞、動形容詞　［レベル］４　21　［文化］　iva

yuoisti  ［言語］代動詞　［レベル］５　rd;/　24

yue  ［副詞］［形容詞］やや　［レベル］１　20:恣意。ここから強調の程度が
弱くなるので、音を柔らかめに。また、類音がないように。　［語法］
　vart
yue(2)  ［医療］心包　［哲学］堪。「おしん」や「コゼット」のようにひた
すら耐え忍ぶ美徳のこと。　rd;<szl　24
yue,fv  asl
yuekan  ［生物］［医療］心包経　szl;/　24

yuenti  ［電算］クライアントソフト　［レベル］６　22

yuemam  ［生物］貧乳、ひんぬー、ヒンヌー　［レベル］４　rd;/　24

yuu  ［単位］０、ない、ゼロ、零、れい　［名詞］古アルカの０　［代詞］何
もないもの、誰も～ない。零人称代名詞。所有格は yuutでなく yu
ute。　［形容詞］０の、全くない、ない、無い　［レベル］１　fv;e　赤　:
:la myul（数はアルミヴァの性と一致。０は時計などで１２と同一視
されるためコノーテで、女性 :nan,alt　［語法］　長母音で終わる珍しい単
語。実際の発音は yuと大差ない。単に綴字上の区別を設けるためと
いってもいい。　【成句】　yuu. 別に。なんでもない。　yuu aal(el). 別に。
特に何も。　tu et yuu. なんでもない、何でもない、いいってことよ、
問題ない、いいよ、どういたしまして　【用例】　an sot sen yuu. 私は
何もできなかった。　til yuu len so することがない
yuut  ［動詞］yul（遊ぶ内容）を遊ぶ、遊ぶ、興じる、楽しむ、鑑賞す
る、味わう　［普通動名詞］遊び、遊戯、娯楽　［類義語］axo　［レベル］３　古 :
kmiir:tiaaxa　［語法］　axoは子供がはしゃいで遊ぶような遊びがメイン。
yuutは楽しむという要素が強い。
yuuttul  ［名詞］娯楽品、嗜好品　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［語法］　ゲー
ムなどのこと。
yuuta  ［名詞］情、じょう、なさけ　［レベル］３　fv;yu/te「心で受けるよ
うな」　24
yuute  ［代詞］なんでもない人の、何もないものの　［レベル］１　20:ser
en/ridia:yuu/te
yuuteka  ［動物］アデロバシレウス　［アクセント］yuutekA　al;yuutel/kamt「太
古の鼠」　23　［文化］　中生代三畳紀後期の２億２５００万年前に生息
していた。alに糞化石の中から頭骨の一部が発見された。発見された
頭骨は吻端などが欠損していたが、大きさは長さ１．５センチ、幅も
１センチに満たない小さなものであった。推測される体長は１０セ
ンチから１５センチ、現在のトガリネズミのような外見であったと
思われる。この頭骨には祖先となった獣弓類との類似点も多く認め
られるが、眼窩に視神経孔がある、蝸牛の付着点である岬角がある
など（哺乳類以外の）獣弓類にはなく、哺乳類のみに見られる特徴
がある。生態についてはよく分かっていない部分もあるが、おそら
くは夜行性で昆虫を食べていたのであろうと推測される。
yuutel  ［名詞］［形容詞］古代、太古、大昔　［類義語］sid　［レベル］３　szd　
23:余っていた語形を再利用

yuutelkern  ［動物］始祖鳥、ユーテルケルン　［レベル］５　vl;/「太古の翼」
　23
yuutul  ［代詞］何もないもの　［レベル］２　20

yuutulet  ［代詞］何でもないものの　［レベル］２　20

yuuk  ［医療］解毒、アンチドート　［魔法］ユーク（ポイゾナ）。利の低位
白魔法。毒を治す。これが低位魔法なのでアトラスという世界では
歴史上毒殺が有効でなかった。　［レベル］３　fv:yayu/kea　20:yayu/kea
（毒を治す）　yuuk:yuuk
yuuka  ［動詞］yulの皮をはぐ、はぐ、剥ぐ　［普通動名詞］皮剥ぎ、皮剥　［魔
法］ユウカ。風の禁呪魔法。風刃で服を剥ぎ取り、全身の皮膚を剥がす。
綺麗に髪や皮だけ剥げると、全身の毛穴から鳥肌のように小さな血
球がぷつぷつと漏れ出し、やがて全身から噴水のように出血して死
ぬ。rdではメルが「鳥あそび」と称して、犠牲者にかけた。　［レベル］
３　fv　赤
yuuki  ［死神］悠姫　［レベル］６　20:雛人形１, ７, １３号は対応関係に
あり、kiで終わる。yuuの部分は yunk。　［文化］　死神シューゼの持
つ雛人形の一人。第十三雛。無口で計算高く、抜け目がない。無機
質で感情に乏しく、ぼーっとした表情でサラっと棘のある毒を吐く
が、本人には悪気がない。銀色の髪、緑の目、濃い黒緑のフリルの
ワンピース、頭にはレースの髪飾り。口調はユール。　死神本来の
食事を嫌い、甘いものを好む。
yuuko  ［言語］［文字］印刷標準幼字書体、業界標準幼字書体、印刷業界標
準幼字書体、ユウコ、ユーコ　［レベル］５　22:yuuko,fv（曼珠沙華）　
［文化］　rd(22)で、ayakaを元に本文中で幼字が浮かないように作られた
フォント。　現実には 22にネットユーザーの尽力によって作成され
た。更に言えば、現実では yuukoのほうが先に作られた。　alblantを
元にしているため、曼珠沙華の神代の名を取って yuukoと呼ばれる。
本文中では幼字はこれを用いる。
yuuko,fv  finoin　yuukから。本来は「毒消しの魔法 yuukが必要と
なる」が原義で、徐々に前半部分だけが残ってしまったもの。
yuuxion  ［アイテム］ユーシオン、毒消し　［組み数字］１２/１２　［レベル］
４　20:yuuk/xiona　［文化］　カモミールにユークの魔法をかけた後に茶
葉にし、小さなティーパックに入れたもの。お湯をかけるだけで飲
める。お湯がない場合はパックに唾をつけて湿らせ、患部に当てる
と効く。最悪の場合、中身を出して飲んでも良い。ただし、むせる。
カモミールが選ばれたのはアルバザードで最古の薬草であることか
ら。セルメルでナユがラルトの使えない子供たちのために作った。
yuus  ［動詞］a（相手）に yul（行動内容）を自由にさせる、させる。使
役動詞。　［レベル］２　19:melidia alis:制 :yus　［語法］　leavet, sols　【成句】
　yuus ryuu keks 可愛い子には旅をさせよ　yuus leevan leev 去る
者は追わず　【用例】　mir yuus men rens. 申し上げます。
yuusiinel  ［名詞］（tilで）選り好まない、好き嫌いのない、健啖な　［反意語］
disiinel　［レベル］３　rd;/　24　［語法］　食べ物以外にも何にでも使え
る。　【用例】　la til yuusiinel a kulala. 彼は食べ物の好き嫌いがない。
yuusiinelan  ［名詞］健啖家、好き嫌いのない人、博愛的な人、博愛、
博愛主義　［レベル］４　rd;/　24

yuuna  ［名詞］かわいこちゃん、カワイコ、可愛い娘。女にだけ使う。　［レ
ベル］３　古 :yunaから　［語法］　アルデンやアルベンが使うイメージ。
ユンクが使うと違和感がある。
yuuna,alt  dia、lond

yuunagi  ［魔法］夕凪　［アクセント］yuunagI　［レベル］６　rd:ryuu;yuuna/gi
「夢機」　24　［文化］　rdでリュウを代表としたアルシェがヒュート国
とアルバザード国の全面的支援を受けて神々と共同で開発した魔法
機械。後のアシェットの戦闘シュミレーションマシンとなる。　ア
シェット、とりわけアルシェは日々苛烈な訓練をしていたが、人体
を使って実戦並みの訓練をすると損傷が激しく体がもたない。かと
いってプロテクターなどをつけたり手加減して訓練していたら実戦
に強くなれない。そこでポッドの中に人を寝かせて夕凪に繋ぎ、ア
バターを作って仮想戦闘空間に意識を送り込む。そこでバーチャル
な実戦を行い実戦さながらの訓練をするというわけである。要する
に夕凪とはアバターを使った仮想空間での戦闘シュミレーションマ
シンである。　シュミレーターの中で戦闘中にダメージを受ければ
実際にポッドの中にいる人体の神経に連絡して痛みを感じさせる。
ポッドの中で腕を動かす意識をすると脳から出た腕を動かすという
電気情報が魔動回路を経由して夕凪に送り込まれ、仮想戦闘空間の
中のアバターが腕を動かす。ヴィードを使おうとすれば実際にポッ
ド内の人物はヴィードを消費し、疲労する。また肉体的ダメージに
よる出血などによる疲労も計算され、ポッド内の人物がその疲労や
損傷を感じるようにできている。　この驚くべき魔法技術は rdで最
高に発達した魔法学だけでなく、神々の持つ科学力も使われ、vlで
も再現が不可能であった。実際ここまで発達した魔法機械は世界中
で夕凪しかなく、時代のオーパーツであった。alでは魔法の力を頼る
ことなく夕凪を再現する科学技術ができたが、需要がないため、実
際には制作されなかった。　ljになるとアヴァンシアンはセレンの
指導かつメルの制作指揮の下で、アンジェリカのパイロットを育成
するために再び夕凪を再現させた。　なお、rdの夕凪はアルシェの
家の半地下の訓練施設に置かれていた。　　ちなみに現実のセレン
がこの設定を思いついたのは１９９３年の中１のときで、何に触発
されたか分からないので恐らくオリジナルの発想だったようだ。夕
凪という名前こそ 24に付けたものだが、その設定は中１から存在し
た。
yuunalesk  ［魔法］［医療］ユウナレスク、感幻性　［類義語］juuna　［レベル］４
　22:yuunaleska:クミールが設定したユウナレスカの語源を元に、セレ
ンが感受性になぞらえて感幻性という概念を提唱した。　［語法］　ワ
クワクできる気持ちのこと。感受性と似て非なるもの。まったく同
じゲームやアニメでも、子供のころはあんなに楽しめたのに大人に
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なったらつまらなく感じてしまうのは、心が感幻性を失ったためで
ある。感幻性は子供のころほど強く、魔法の素質とも関わっている
とされる。感幻性を失うと何をやっても面白く感じなくなってしま
う。そのため医療における鬱病とも関連性がある。　現実の 22年に
セレンとクミールが話した際、なぜ子供のころにわくわくしたもの
が今わくわくしないのだろうという話になった。結果、感幻性とい
う概念が提唱され、大人になってすべてがつまらなく思えるのはこ
れを失ったからであり、単なるうつ病や燃え尽き症候群による落ち
込みではないということが分かった。　感幻性は幼稚で難しく物事
を考えない楽天家のほうが大人になっても保持しがちである。なけ
ればならない思考の人間は「この年にもなってマンガなんて……」
などと考えてしまうため、感幻性を失いやすい。人生を楽しめるの
は感幻性を失わないうちである。感幻性さえあれば多少の病気があっ
ても人生は十分楽しい。その意味で生きがいにも通じる概念であり、
この喪失は自殺リスクにも関与している。　【用例】　til yuunalesk nam
ir 感幻性が強い、感受性が豊富だ、感受性が強い
yuunaleska  ［歴史］ユウナレスカ、夕撫戦記、弓月戦記　［レベル］４　rd;
kmiir　22:kmiir:juuna/l'eska（感受性によって開く霧泉）。l'eskaの lは
ルティア語風に見せるための定冠詞。夕撫はユウナの音訳。弓月は
弦月のことで、アルシェとソーン――ドゥルガとヴィーネのこと。
　［文化］　imul 1591_1611まで続いたアシェットの物語のこと。rdの中
でアシェットの面々が悪魔を倒していく物語のこと。クミールが日
記の中で自分たちの戦いをこのように名付けたことから。曰く、「自
分たちの物語は感受性を持った若い気持ちと、それを具現化して見
せてくれる魔法の霧泉によって紡がれたものなのだ」というところ
から来ている。
yuuno  ［名詞］ユウノ、ユーノ、夕乃　［レベル］３　rd;yuuna.k。yuuno
でいられる期間は夕方のように短いため、「夕乃」という訳が付いた。
　23　［語法］［文化］　lilul

yuuvaenan  ［魔法］不蓄体　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

yuuvi,fv  yuv　yu/vi「力を受ける」
yuuf  ［交通］横道、アレイ、わき道、脇道、露地、路地、露路　［ユマナ］［娯楽］
エクストラステージ　［レベル］４　19:yuutfont（遊びの道）　::la sen　
［語法］　小さな横道。メインの道路に対する小さな脇道のこと。道路
からマンションへ入る小さな道も yuuf。アルバザードの道路は整備
されているので yuufはマンションの入り口へ向かう道が多い。日本
には小道が入り組み、小道の先に家屋があるという構造が多いため、
yuufだらけである。
yuufteeze  ［気象］ビル風　［レベル］４　19　［文化］　モールや西区などの
小さい横道に入ると急激に強い風が吹く。スカートが舞い上がって
萌えイベントが起こる定位置。
yuufor  ［音楽］全音符　［レベル］４　20　［文化］　→ for

yuufest  ［数学］ゼロ除算　rd;/　23　［文化］　・現実での造語経緯　　
seren arbazard �@serenarbazard　結局娘は「分かりません」と降
参したので、「それはゼロ除算と言って、数学ではゼロでは割れない
ことになってるんだよ。日本なら中１の反比例のところでもやるよ」
と教えた。　開く   返信  削除  お気に入りに登録　2分 seren ar
bazard �@serenarbazard　「でもそれじゃ３割る１と変わらないじゃ
ん。ti lo yuulan xim toal,? ol el pons 3 miik a lu yuulan（３つのり
んごをゼロ人に分けるとそのゼロ人は何個りんごをもらえる？）」と
聞いたら、「……」としばらく考え込んだ。　開く　3分 seren arba
zard �@serenarbazard　娘は「ゼロ人じゃひとつも剥ぎ取れないか
ら３割る０は３のままですか」と言ってきた。アルカ的発想だなぁ。
　開く　5分 seren arbazard �@serenarbazard　アルカで「３割る
０」を直訳すると「３をゼロで剥ぎ取る」になるから、日本語で考
えるより分かりやすい。何が分かりやすいかって、「０人じゃ３つの
ものをひとつも剥ぎ取れない」から。　開く　7分 seren arbazard 
�@serenarbazard　TLでゼロ除算が話題になってるが、先日娘にゼ
ロ除算を教えたときの反応が面白かった。"ti lo el xim toal,? on 3 
fest 0"（３を０で割ったらどうなると思う？）と聞いたら、脊髄反
射で「ゼロ？」と答えて、そのまま「いや……待って」と悩みだした。
yuuma  ［人名］ユーマ、幽茉　［レベル］２　meltia 0:saal;e　古　［文化］　サー
ルとエルトの娘。人類の祖先。漢字訳は「幽茉」。象徴する花はウィ
ンタージャスミン。　＜誕生＞　　エルトとサールは子を設けない
ことを約束していたが、６３９３８９６４回目の逢瀬の際、サール
はエルトの子を欲し、欲に駆られてエルトを騙し、懐妊する。生ま
れたのは娘のユーマ。しかしこれに腹を立てたエルトはサールを捨
てる。嘆いたサールはセルアの大穴にユーマを捨て、自身もそこに
身を投げて死ぬ。そうと知ったエルトは後悔して嘆き、高い塔を建
て、その頂上で死ぬ。　　一方、捨てられたユーマは死ぬことはなく、
成長して神々と契り、子を設けていく。そしてその子同士が契りあい、
更なる子孫を設けていった。これをユーマの一族という。　　＜ア
ルテム＞　　サールに捨てられたユーマはしかし死ぬことはなかっ
た。少女の姿に成長したユーマはあるときヴァルゾンに見初められ、
口説かれる。まだ幼いユーマはヴァルゾンの甘言に騙され、夫婦に
なることが何を意味するかも知らないまま受け入れる。初夜を迎え
た段階で初めてユーマは事の重大さを知り、恐怖でヴァルゾンを拒
んだが、ヴァルゾンに犯された。そのときユーマの体内から赤々と
したルビーが出てきた。ルビーは鳥籠にいたムササビにぶつかると、
融合してオルトというサールになった。ユーマはヴァルゾンから逃
げたが、ヴァルゾンの追手に襲われることを恐れた。ユーマはオル
トに助けを請ったがオルトは無力であった。しかし、嘆くユーマを
見ていたカルザスはユーマを憐れに思い、目の前に現われた。そし
てユーマが流した涙で濡れた泥を膨らませて捏ねた。日が暮れて夜
になると同時に泥はハイエナになった。オルトはハイエナに入り込
むと、森で追手を退治しつつ、無事ユーマを家まで連れ帰った。　
　オルトはユーマがヴァルゾンと契った以上、ユーマはヴァルゾン
の妻であるから帰らねばならないと主張した。だがユーマは拒んだ。
するとオルトはユーマに罰を与えて去った。それからユーマは子を

産む準備をする際に体内から血を排泄するという苦しみを定期的に
被るようになった。ユーマは苦しんで倒れたが、四日後には楽になっ
た。ユーマは四日目の朝、太陽に向かって自分は騙されたのでヴァ
ルゾンの妻になる義務はないといった。それを聞いた太陽と秩序を
司るクレーヴェルや約束を司るハインは「契約は契約である」とし
て認めなかった。クレーヴェルとフェンゼルの子ハインはユーマに
結婚する約束を守ることを命じたが、性交を恐れた少女ユーマは従
わなかった。　　それから月日が流れ、ユーマはますます美しい少
女に育っていった。姿は 18歳くらいの少女のようで、知能もより高
くなっていた。ある晩ユーマが魔力を高めるために月光浴をしてい
たとき、上弦の月を司るエルトのドゥルガがユーマを誘った。この
ときユーマは性的に成熟していたため、ドゥルガを男として受け入
れ、契る。結果、ユーマは懐妊し、湖を支配するエルトのアルドゥ
という息子を産んだ。それからユーマはドゥルガと幸せに暮らした。
しかし上弦の月が照る夜はドゥルガは外に出て月を管理しなければ
ならず、家にいることができなかった。　　ユーマはドゥルガがい
ない夜は心細くて泣きはらして過ごした。その様子を見ていたのが
下弦の月を支配するサールのヴィーネである。ヴィーネは求愛をし
たが、ユーマが受け入れないのでユーマを攫って犯した。次の朝に
なるとヴィーネは太陽に向かってユーマを私の妻とすると宣言した。
すかさずユーマは異議を申し立てをした。だが、クレーヴェルはユー
マが以前自分の命令を聞かなかったのでユーマを恨んでいた。クレー
ヴェルはユーマの申し立てを却下し、ヴィーネを第二の夫とした。
　　一方、上弦の月が沈むとドゥルガはユーマが攫われたのを知り、
怒って探し始めた。ドゥルガの怒りを耳にしたヴィーネは争うのは
面倒だと思い、ユーマにどちらを夫とするか決めさせた。ユーマは
既に懐妊していた。ユーマはその子を産むことをヴィーネに約束し、
その代わりにドゥルガの元へ返してもらうように頼み、ヴィーネは
これを受け入れた。ユーマはヴィーネの元を去ったが、すぐにドゥ
ルガの元へは帰らなかった。ヴィーネの子を宿った自分を決してドゥ
ルガは許さないと思ったからである。ユーマは森の中でひっそりと
子が生まれるのを待った。　　やがて娘が生まれるとその子にエス
タと名付けた。エスタは蛍を司るサールである。しかしヴィーネに
恋する少女マグラが嫉妬をし、ユーマを奇襲してエスタを奪い去っ
た。ユーマは泣きはらしてエスタを探したが、マグラは既にアルシ
アの泉にエスタを投げ込んでしまっており、見つけることはできな
かった。なお、この時点でエスタは蛍の神となった。　　＜フラン
ヴェールの魔女＞　　ilmusの meltia 18（フランヴェールの魔女）参
照。　　＜ rd＞　　rdでアシェットが封印を解き、テームスとの
戦いでユーマはアシェットと共闘する。最後テームスと相打ちにな
り、ユーマはテームスとともに死んだ。　アルティス教の解釈では
この時点でテームスとユーマは転生し、テームスはそのまま、ユー
マはアルテ神として生まれ変わったとされる。　　＜見た目＞　ユー
マは両親の特徴を受け継ぎ、亜麻色の髪に白めの肌をしていた。目
は右目が青で、左目が緑。
yuuma san  ［名詞］雨男、雨女　［反意語］kleevel san　［レベル］３　22:クレー
ヴェルに無視されたユーマになぞらえて。　［文化］　アルティア人が
持ち込んだ概念。
yuumasel  ［歳時記］ユーマの日　［レベル］３　21　［文化］　gil fav。ユーマの
誕生日とされる日で、休日。同時に悪魔の誕生日でもある。
yuumapalt  ［歴史］ユーマ暦　［レベル］４　19:ilmus:ridia　［文化］　palt　ア
ズゲルからカコまで８０８０年間続いた暦。太陰太陽暦で、幻史上、
最も複雑な暦だった。実際の期間は８０７９年で、これについては
imulpaltを参照のこと。
yuuma lutia  ［人名］ユーマ＝ルティア、どこにでもいる子、山田花子、
名無しさん、不特定の女　［レベル］３　古 :論文でよく出てきた。例え
ばある人がいてという文脈で。男の場合は ardu arba。
yuumok  ［音楽］全休符　［レベル］４　20　［文化］　→ for

yuubi  ［娯楽］ユウビ　［レベル］６　21　［文化］　『ちょびっツ』に相当する
アニメ。vormを遥かに進化させたアンドロイドが存在する世界。ユ
ウビというヒロインアンドロイドが主人公 adiaの元へ訪れる。
yuubel,cv  ［植物］mikan　e　24

yuubelt  ［娯楽］ユーベルト　［レベル］４　21　［文化］　『新世紀エヴァンゲ
リオン』に相当するアニメ。
yuuhek  ［名詞］音信不通　［レベル］４　22

yuuyu  ［形容詞］萌え、もえ　［名詞］萌えっ子　［類義語］ank　［反意語］silfi
iyu　［レベル］３　古 :relezona/kmiir:yuyuのアクセント母音を伸ばし
たもの。　［語法］　可愛いものに対して感じる萌え。儚げで大和撫子
のような清楚なものに感じる萌えはアルカでは silfiiyu（稚え）と
いう。読みは「ちえ」。
yuuyubuc  ［俗語］萌豚、萌え豚、萌えブタ　［レベル］４　al;/　23　［擬声］
　buc　［文化］　alのころできた単語で、オタクがパソコンやテレビの
前にばかり座ってアニメなどを見続けた結果太ったことを豚に喩え
たもの。とりわけ萌えアニメなどを見て bucbuc（ブヒブヒ）言って
いると揶揄された。元は「萌え豚が萌えアニメ見てブヒブヒ言って
んじゃねーぞ」的な罵倒で使われたが、後にオタク本人も自虐的に
用いるようになった。また、太っていない人に対しても使えるよう
になっていった。　鳴き声は buuuuuc!（ブヒィーー！）。uは好き
なだけ付けて良い。　【用例】　tuube yuuyubuc! この萌え豚が！
yuuretl  ［名詞］天下無敵、無敵な　［レベル］３　22:「敵のない」
yuuji  ［名詞］清教徒、ユージ　［反意語］myukalia　［レベル］４　20:juuji（指
を指された者）の jが yになったもの。古レスティル語ではまだ受
身は ju。　［文化］　myukaliaに対してリデルが作った言葉。
yuujivaan  ［軍事］清教徒兵団　［レベル］５　20　［文化］　yuuma 4176 本山
アルヴェッテに弾圧の手が及ぶ。教会は商工会の経済力を背景に清
教徒兵団という私兵団を設け、弾圧に対抗。本山は守られたが、教
徒に対する各地での迫害は続いた 



293 cavasyuul
yuul  ［名詞］ユール。男性のリースのうち、知的なほう。　［音楽］テノー
ル　［レベル］２　16:制 :yulg　［文化］　典型的には、知的で優しく美しく
繊細な男性。
yuulan  ［代詞］誰もない　［レベル］２　20

yuulant  ［代詞］誰もないものの　［レベル］２　20

yuulia  ［地名］ユーリア　古 :ridia　［文化］　アルダの県の名。
yuulia(2)  ［文末純詞］［yunk］tisse　［レベル］１　古 sorn:クミールによると古
panse欄の対訳語に書いてあったというので恐らく「提供」。　［語法］
　anyuuliaは二重丁寧語なので不要。
yuulia arka  ［人名］ユーリア＝アルカ　［レベル］５　21　［文化］　ミロクが
義姉と慕った人物。絶世の美人の上に気立てが良い。　ミロクを可
愛がっており、愛してもいた。320年に有力な政治家であったアンベ
＝ローブに口説かれるも断る。　アルカ家は財政的に破綻しており、
親はアンベを部屋に通した。　アンベに手籠めにされたユーリアは
ミロクへの手紙を机の上に残して自殺する。　アンベが来ているこ
とをヴェルドゥルネから聞いたミロクは急ぎ駆け付けたが、首を吊っ
て無残な姿で死んでいるユーリアを見つけ、発狂する。　　ユーリ
アの手紙にはいつものように、「魔導師ミロクが魔法の力を使うこと
なく平穏無事で只の一青年としての幸せな人生を送れるように」と
の願いが記されてあった。　そして末尾には隠していたミロクへの
気持ちが書かれてあった。　　しかしこれがきっかけでミロクは革
命を起こし、腐敗の根を根絶させようと立ち上がる。　その場でリー
ファ隊を招集したミロクは零時をまたいですぐにアンベを虐殺。　
リーファ隊を率いたミロクはオーパーツともいえる魔力で汚職政治
家を次々と粛清していった。　　翌朝には軍部を襲撃し、アルバザー
ド国軍を制圧。　すぐさま近隣諸国の軍隊を掌握あるいは殲滅し、
力のみで革命を起こす。　　ミロクは後にアリシアを設けるが、ル
シアと結婚しても常々「ねえさん、ねえさん」と呻き声をあげて泣
いた。　ミロクは最期も妻や娘の名でなく、ユーリアの名を呼んで
死んでいった。
yuuliifa  ［天文］零等星　［レベル］４　rd;/　24　［文化］　koliifa

yuule  ［サール］ユーレ　［レベル］５　mel:古 :yunklem（ユンク楽器）。モ
デルはメル自身。　［文化］　サールになったラプレムの娘。金色の髪
が長く美しい顔の少女。音楽家であった父がある日メロウにそその
かされ、狂ってしまう。ユーレは狂った父に生きたまま楽器にされ、
叩かれたり引かれたりを繰り返された。ユーレは痛みと苦しみに耐
え切れず、死んでしまう。ラプレムとの間に娘のメイユを設ける。
yuule liisia  ［人名］ユーレ＝リーシア　［レベル］６　19:ilmus:ridia　［文化］
　アルシアに住む少女。トゥッティに出会い、ヴァストリアを見せ
てほしいとせがむ。ヴァルデを見せてもらって喜び、トゥッティを
受け入れる。しかしヴァストリアを狙った悪魔シェルテスに食い殺
される。
yuule alfiine  ［人名］ゆーれ、ユーレ＝アルフィーネ　19?　［文化］　『ね
こにっき』の登場人物。ルティア出身。なぜか苗字まで定まっている。
yuua  ［人名］ユーア　［組み数字］１/１４　［レベル］３　語源不詳　［文化］　
(tif 23 dia nen→ )第４期３代アルシェ第１使徒。リディアの実父。
seetと pikko。身長 183cm、体重 82kg、握力約 80kg。BMI約 24にもか
かわらず、超筋肉質なせいか細身に見える。格闘技・戦闘術に長ける。
性格は温厚で冷静沈着で寡黙。声が低くて穏やかでダンディー。清
潔感がある。リーザをひたむきに愛する。寡黙だが知的。黄色人種
で白人の血が混ざっている。非常にハンサム。仕事ぶりは優秀。収
入も多い。セレンにとって理想の男性像で、知りうる限り最高の男性。
ただひとつ欠けるのは、イェフダーのヘブライ語やセレンのアルカ
のような人生を賭すべき自分だからこそできる使命がないこと。
yuua(2)  ［魔法］夕椏、神主　［レベル］３　sm;alt<yuuan.k　［文化］　hinata

yuuakl  ［医療］無痕灸　rd;yuuakldilfai.xik　24

yuuan  ［魔法］雨宮、夕庵、神社　［レベル］３　sm;alt　21　［文化］　eska、hin
ata
yuuant  ［音楽］雅楽　［レベル］５　21:yuuan

yuualil  ［化学］セリウム　18:制
yuuesk  ［気象］日照り　［レベル］４　20　【用例】　tuo, saf es sor mil yuuesk 
fil. 最近、長引く日照りのため気温が上がっている。　☆ yuuesk lu
nat tu flea. 今年の夏は日照りだった。
yuuenaj  ［経済］ゼロ金利　［レベル］５　22

yqp  ［感動詞］よしっ、さぁ　［レベル］１　21

Y  ［言語］動詞→ yuo　sm　23

YSO  ［言語］ＶＳＯ　［レベル］５　23

c
cv  ［歴史］ラヴァス、cavas　［レベル］３　21

ca  ［形容詞］その。強調して限定する意味を添える。前置する。　［形容詞］
後ろの語が固有名詞であることを示す。前置する。　［名詞］＊記号　
f;fovet　［レベル］１　17:制 :古 :ca（強調を意味する形容詞あるいは冠
詞的形容詞）　ca:ca:ca　【成句】　tu et ca tu. まさにそれだ。ちょうどそ
れだ。ザッツイット。Ｔｈａｔʼｓ　ｉｔ。　【用例】　varfant, ca fre
ian 剣士ヴァルファント
ca,f  vir　e

cat  ［歳時記］曜日　［レベル］２　古 :ca teems（曜日）　［文化］　soot　メル暦
は７曜日。それぞれの日にはヴェルムからパルトまでのソームの名
が冠してある。　公官庁などはパルトが休日。事実上日曜に当たる。
　学校は後期大学未満はパルトとヴェルムが休日。

catis  ［形容詞］たった、ほんの、わずかに。tisの強意。　［レベル］２　
21:ca/tis
cate  ［気象］嵐、暴風雨　［レベル］２　16:制 :ca/teez　【用例】　cate tin lun
at. ものすごい嵐があった。
cas  ［動詞］yulを a（場所など）に強調する、強調する、目立たせる、
際立たせる　［形容詞］際立った、きわだった、目立った　［普通動名詞］強
調　［言語］強調。強調、倒置などの強調。　［類義語］hanet　［レベル］２　
17:制 :古 :ca（強調を意味する形容詞あるいは冠詞的形容詞）　［語法］　
hanet
casvolep  ［言語］強調構文　［レベル］５　rd;/　23

caspel  ［魔法］ラスペル、魔道力、魔法攻撃力　［レベル］４　20:古 ca（魔力）
/ispel。具現化すると赤い透明な六角形の結晶を持つことから。　［語
法］　envelen

cavas  ［歴史］ラヴァス時代、黄昏の御子、たそがれのみこ　［レベル］３
　古 :ridia:ca vas（その戦い）。黎明があり、午睡があり、黄昏にて
神の時代が終わる。御子は主役であるアルデス・ルフェルと発端と
なったダルケス・フェルデンを指す。　［文化］　エルトとサールの間
に起こった大戦争。ラヴァスの決着は痛み分けで ,この後 ,両者は天
界と地界に分かれて住むようになった。　ヴァステの後、エルトと
サールは互いに激しくいがみ合い、神同士の戦争ラヴァスが起こっ
た。ラヴァスは痛み分けで終わり、エルトの女王ルフェルとサール
の王アルデスは調停を行った。調停を行った場所はラヴァス勃発の
地アルカンスである　　調停後、エルトはアトラスと宇宙の間にエ
ルト界（天界）を作り、そこに移住した。一方、サールは惑星アト
ラスの中心部と地表の下にサール界（地界 )を作り、そこに移住し
た　　・概要　　ヴァステの後、エルトとサールの間には大きな確
執が生まれていた。元来互いに憎む存在であったエルトとサールで
あったが、数が少ないうちは派閥も少なく皆が自由に暮らしていた。
その頃はエルト・サール間での婚姻もあった。しかし、数が多くな
るにつれてサールはサール、エルトはエルト同士でまとまって交際
するようになっていった。エルト・サール間での交際は減っていき、
争いもだんだん増えていった　　竜王ティクノには獣王ポエンとの
間にアルデスという息子とフェルデンという娘があった。また、善
心コノーテとカルザスの間にはダルケスという息子とルフェルとい
う娘があった　　ダルケスとフェルデンはサールとエルトの関係が
悪化しているにもかかわらず、恋に落ちた。二人は婚姻を考えたが、
両者の親がそれを許さなかった。結婚を反対された二人は親を裏切っ
て駆け落ちを決行した　　二人が駆け落ちをしたと知った両者の親
は、駆け落ち相手を殺すよう残った子に命じた。アルデスはティク
ノの命を受けるとダルケスを追った。一方、ルフェルはカルザスの
命を受けたが、すぐにはフェルデンを追わなかった　　ダルケスと
フェルデンはアルカンスにいた。アルデスはダルケスを見つけると、
二人は戦った。だがアルデスもダルケスもフェルデンのことが心配
で、自分が守らなければならないと考えていた。そこで両者は生き
残ったほうが相手のセレスをもらって融合すると約束した。そうす
れば相手の体の中でフェルデンを守り続けることができると考えた
からである。こうして二人は戦い、アルデスが勝ち、ダルケスのセ
レスを得た　　事情を知らないフェルデンはダルケスのセレスが奪
われたことに怒り、アルデスを恨んだ。そのときルフェルが彗星に
乗ってフェルデンを訪れた。フェルデンはルフェルに自分を殺して
セレスを奪い、アルデスを殺してほしいと願った。兄のダルケスを
殺されたルフェルは了承し、フェルデンを殺してセレスを得て、ア
ルデスと戦った　　怒れるルフェルはアルデスに山を引っこ抜いて
投げつけ、「必ず殺してやる」と咆哮をあげた。その方向で海に大波
が起きた。　　両者の戦いは痛み分けに終わり、二人は逃げ去った。
二人はセレスを得て強大な力を得ていた。ルフェルはエルトをまと
めあげて王となり、同様にアルデスもサールをまとめあげて王となっ
た。そしてエルトとサールの開戦を宣言し、ここにエルトとサール
の戦争ラヴァスが勃発した　　　ラヴァスの初期はエルトもサール
も同等の力を持っており、決着が付かなかった　　ラヴァスの最中、
ティクノは新たな娘テュアを得た。テュアは始めから衣を着て生ま
れてきた。なぜ服を着て生まれてきたかティクノが問うと赤ん坊は
すぐに幼女の姿に成長して自分は高貴な生まれだからと答えた。感
心したティクノはアルデスを呼んで紹介した。テュアはすぐにアル
デスにハルマニアをし、自分はアルデスの妻になるために生まれ、4
人の子を産むと告げた　　アルデスがテュアを娶らないのでテュア
は一計を講じてアルデスに自分を犯させ、妻とさせた。そして 3人
の子を産んだ。残りの一人はどうしたと問うアルデスにテュアはい
ずれ分かると答えた。3人の子は天の龍ジンティ、海の龍アッティ、
地の龍トゥッティである。これらを得たことによりサールは力を得
て、エルトを殲滅していく。こうしてラヴァスは中期に入った　　
　中期に入ってからのエルトは防戦一方であった。初期はアルデス
が妹のテュアを守りながら戦っていたため、エルトはその気に乗じ
て次々とサールを攻撃していった。が、そのテュアが 3人の子供を
産み、その子供たちが天と海と地を監視するようになってからの中
期は惨憺たる戦況だった　　そんな折、ルフェルはサールに襲われ
たエルフレインの村を訪れた。そこでルフェルは一組の姉妹に出会
う。姉妹はフレイヤとミレットといった。姉妹は親をサールに殺さ
れていた。ルフェルは姉妹を助けて自分の傍に控えさせた　　フレ
イヤとミレット、エルフレインの姉妹はルフェルの傍で強大な力を
付けていった。それはルフェルにも及ばんほどの力であり、3匹の龍
を以ってしても太刀打ちできなかった。ラヴァスが中期に入ってか
ら負け続きであったエルトであったが、姉妹が前線に出始めた途端、
戦況は一転した。ただでさえ単騎戦においてはアルデス以上と囁か
れたルフェルにこの姉妹を加えたエルトは破竹の勢いでサールを滅
ぼしていった。ラヴァスは姉妹の活躍によって後期へと移行した　
　　アルデスは戦況悪しと見るや、子を連れてルフェルに戦いを挑
んだ。が、アルデスと 3匹の龍を加えてもルフェルとエルフレインに
は適わなかった。命からがら逃げたアルデスたちは、あの姉妹をど
うにかせねばサールが滅んでしまうと考えた　　アルデスはテュア
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に何か上策はないかと問うた。するとテュアはユルグの元を訪れる
ように推挙した。ユルグはエルトきっての賢者であるが、エルトの
みならずサールとも公平に会談をしてくれる青年だった。アルデス
はすぐにユルグの許を訪れて打開策を問うた　　ユルグはサールの
村をわざと一つ犠牲にすることを勧めた。果たして次の戦いのとき、
アルデスはわざとエルフレインの攻撃を避け、後方の村に当てさせ
た。村は滅び、アルデスはそこに逃げた　エルフレインはアルデス
を追ったが、村の中で見たものは自分たちの過去を彷彿させるよう
な惨状であった。憎いはずのサールに自分を重ねたエルフレインか
ら怒りが弱まった　怒りが弱まったことによってエルフレインの力
も弱まった。ルフェルはそんな姉妹を怒ることなく優しく諭した。
するとエルフレインに活力が戻った。だがそれでも往年の力は出ず、
アルデスらと互角になった。これがラヴァス末期の始まりである　
　　アルデスは何度もルフェルに攻め込んだがその都度痛み分け
だった。また、ルフェルも逆にアルデスに攻め入ったがこれも何度
やっても痛み分けだった。それほどまでに両者の力量は拮抗してい
た　　両者はどうにか相手の戦力を削ごうと策を練ったがどれも通
じず、痛み分けの戦いが続いた。アルデスとルフェルは毎回痛み分
けで済んでいたが、巻き添えを食らう一般のアルテは堪ったもので
はなかった。神々の戦いは凄まじい。長い年月をかけて繁栄したア
ルテの国や村をたった一晩で滅ぼしてしまう　　巻き添えを食らう
ばかりの毎日に次第にアルテは疲弊していった。そして疲労はアル
デスやルフェルにもいえたことだった。長く続く勢力の均衡、数え
切れないほどの痛み分け、同じく数え切れないほどの犠牲。アルテ
の疲労は限界に達していた　　これ以上戦っても決着は付かない―
―そう判断したアルデスとルフェルは調停を行い、ラヴァスの終結
を話し合った。対談の地は二人が最初に戦ったアルカンスが選ばれ
た　二人は同じ大地にエルトとサールが住んでいる以上、争いが耐
えることはないという結論に達した。そこで住む世界を分けること
にした。ラヴァスによって散々に荒らされた土地はもはや住めたも
のではなかったので、二人はそれぞれの世界を作り、そこに住まう
ことに決めた　サールは女性神サールが大穴に身を投げて死んだこ
とを理由に、地下に世界を作ってサール界（地界）と名付け、そこ
に移り住むことにした。一方、エルトは男性神エルトが天高い塔の
上で死んだことを理由に天に世界を作ってエルト界（天界）と名付
け、そこに移り住んだ　尚、もはやサールでもエルトでもないとみ
なされたできそこないのユーマの一族は両方から無視され、荒廃し
た大地に取り残された　　サールとエルトは両者の世界に立ち入ら
ない約束を厳しく取り交わし、互いの世界の入り口を非常に小さい
ものにした。サールは女性神サールが身を投げた大穴をサール界の
入り口とし、エルトは男性神エルトが死んだ塔を再建し、そこをエ
ルト界の入り口とした。そして互いを監視するようにした　　アル
デスは息子たちに天と海と地を見張らせた。しかし肝心の塔を見張
る要員がおらず、困っていた。するとそこにアルデスの息子を名乗
る龍の化身が現れた。アルデスは心当たりがないと追い返そうとし
た。だがテュアがこれが 4人目の子供だと明かしたため、アルデス
はこれにハンティと名付けてエルト界の入り口である塔の龍にした。
一方、ルフェルはエルフレインにサール界の入り口から世界の監視
までの全てを命じた。こうして互いの勢力を見張るシステムが確立
し、ラヴァスは完全に終結した
caf  ［言語］アクセント、強勢　［音楽］アクセント、アッチェンタート。
楽譜に書いてある場合は「アッチェンタート」の意。　19:ca/fo　［文
化］　古アルカは自由アクセントだった。セレンはセが高いがフルミ
ネアはミが高い。　覚えるのが面倒なので制では第一音節にアクセ
ントを拘束した。不定詞が名詞にも動詞にもなるため、この区別を
するために、動詞は時相詞をつけてその時相詞を高く読むことにし
た。こうして動詞だけ後ろが高いというアクセント形式ができあがっ
た。　新生になって時相詞が消えたので、すべて第一音節にアクセ
ントが置かれるようになった。しかしこれではアクセントに弁別性
がないのでアクセントとしての必要性がない。　こうして新生は自
由アクセントになり、「断りがなければ最初を高く読む」という仕組
みになった。　フィンランド語のようにこのまま第一音節にアクセ
ントを拘束する道もあるだろうが、元々自由アクセントの言語だっ
たため、そうはならなかった。　自由アクセントなら固有名詞をき
ちんと読みたいという要望が出てきたため、アクセント体系が復活
した。　かといって単語ごとにまちまちなアクセントだと覚えづら
いので、法則を立てることにした。フルミネアが立てた法則は不十
分で、セレンが補強した。その後様々な人々が補強をし、最終的に
リーザが補強した段階で落ち着いた。　この流れでモーラが復活し
た。　アルカでは音は「音素→モーラ→音節→形態素→単語」の順
に大きくなっていくと考えている。　音節＝モーラなら言語構造が
単純になるため、プロトタイプ制ではモーラ＝音節にし、ＣＶしか
認めなかった。　しかしＣＶでは多くの固有名詞を発音できなくな
るので、音節を採用してプロトタイプは終わった。音節を採用した
反動でモーラの概念はいらなくなった。　新生でアクセントの法則
を作るときにモーラの概念が必要になり、モーラが復活した。　ア
ルカのモーラは伝統的にＣＶである。日本語は「ん」を１モーラに
するが、アルカでは nqであり、「ん」だけで１モーラにはならない。
そのため日本語より単純なシステムになっている。　　arbazardとい
う単語を分析する。　音素：a r b a z a r d：８音　モーラ：a rq 
ba za rq dq：６モーラ　短音節：ar ba zar dq：４音節　長音節：
ar ba zard：３音節　　音節には長短がある。短音節ではＣＶＣを基
礎とし、ＣＶＣＣなどはＣＶＣ /ＣＶとする。　長音節ではそのよ
うなことがなくＣＶＣＣのまま音節とする。　この区別は歌によっ
て生まれた。歌詞を割り当てるときに、１音符に１長音節を当ては
めると歌いづらいため、音節を区切って割り当てた。これが短音節
の由来である。　また、歌だけでなく、ゆっくり喋るときの言い方
から生まれたと考えるメンバーもいる。ゆっくり喋るときに ar/ba/
zar/dqと区切って喋ることから短音節が生まれたという考え方であ
る。セレンもこちらに賛同している。　　新生は審美を重視してい
る。拘束アクセントは学習効率を重視しているため、しばしば言い
にくい単語を作る。　新生では音がどのように聞こえるかで造語す

ることが増えたが、どんなに音を良くしようと、アクセントが合わ
なければ台無しである。　そのため、ちょうど自由アクセントになっ
た事情を活用し、アクセントも綺麗に聞こえるものを選んでいこう
という考え方にシフトしていき、この法則に至る。　なお、この法
則は古アルカのアクセントを復古させようというのが主眼で、フル
ミネアが提案したものである。古アルカのアクセントを集計し、自
身で法則を立てた。　カーデの作者フルミネアが古アルカを好んで
いたことは周知の事実だが、それ以前に制や新生では自分の名前の
アクセントが異なっていたのが我慢ならなかったのではないか。　
セレンやリディアやクミールやリュウやリーザはすべて第一音節が
強いので、彼女の不快感は共有できなかった。それゆえ、彼女がア
クセントの復古に躍起になったのは理解できる。　そもそもアルシェ
の中でフルミネアだけが制になってアクセントが変えられた。古ア
ルカでの解釈は ful（一）miia（娘）で、長女という意味。彼女には
妹が一人いるので正しい。実際の名前も fulmiiaで妹が miiaだそう
だが、その名は自然言語のもの。　fulは接頭辞で語幹は miiaなので、
miiaにアクセントが置かれる。それで、制では彼女だけが元のアク
セントを失った。当然元に戻す機会があれば戻したいのだろう。　
　ところで、なぜ最後から３番目のモーラなのだろうか。最初や最
後は分かるとして、最後から３の根拠は何か。　古は自由アクセン
トといったが、原始的には第一音節の高い拘束であった。laiや nalu
taなど、すべて最初が高い。これは恐らくリディアがフィンランド語
を母語としていたため。　ただしフィンランド語と異なるのは、接
辞が付いた場合、アクセントは接辞には付かずに語幹に付くという
点である。上記の fulmiiaなど、その例である。接辞が入ったことで、
アクセントは自由に変わったわけである。　さて、接辞が付いた場
合、単語の中身は典型的には接頭辞＋語幹＋接尾辞となる（もちろん、
このうち片方しか接辞が付かないものも多い）。　faiや ridiaのよ
うな短い単語なら最初にアクセントを置いても構わないが、単語が
長くなると、たいてい接頭辞＋語幹＋接尾辞の構造を持ち、モーラ
にすると平均６前後になる。　このとき、最後から数えて３モーラ
にアクセントを打っておけば、長い単語についてはアクセントが語
幹にヒットする確率が高くなる。　今回のアクセント法則を打ち立
てるさい、アシェットから「８年前のことをいまさら思い出すのは
覚えなおしと変わらない。面倒だ」と非難を受けたため、フルミネ
アはどうにか古アルカの再現率が高いながらも簡単な法則を模索し
た。その結果が最後から３モーラである。　確かにこの法則はよく
できていて、短い単語には適応されないし、長い単語はかなりの確
率で古アルカのアクセントと一致する。中々便利な法則だ。
caflots  ［電算］ＣＡＰＳＬＯＣＫ、キャップスロック　［レベル］３　20

cafa  ［サール］ラファ　［レベル］４　古 :強調の ca/faiが語源。　［文化］　炎
を司る。巨躯の体に炎を纏い、頭には赤い角が２本生えている。
cafaren  ［地学］紅柱石　［レベル］６　19:cafa/ren　［文化］　ラファの魔石。
藍晶石、紅柱石、珪線石ともに同じ組成。
cam  ［ユマナ］キリスト　［レベル］２　古 :ca emyu（その油）。油は anoint
ed（油を塗られた）を指し、caはそのような特定の人間を指す。　【用
例】　miva"el guk fan les demat selan ansete?" an"a ya" miva"xom es el 
soks les demat lan di du alka lot tu fia?" an"hqm? tu eks ne?" miva"c
am, mil mirok mi tu fia" 娘「詐欺を働いたら責められますよね？」
俺「そうだね」娘「じゃあどうして世界一多くの人を騙した人が尊
敬されてるんですか？」俺「ん……誰のことを言ってるの？」娘「キ
リスト。神なんていないのに」（luxia arbazard）
camkart  ［ユマナ］クリスマスカード　［レベル］４　24

camxant  ［ユマナ］クリスマスプレゼント　［レベル］２　24

camxipl  ［ユマナ］クリスマスケーキ　［レベル］２　23

cams  ［動詞］yulと婚約する、婚約する　［普通動名詞］婚約　［レベル］３　17:
制 :caman　［文化］　婚約の仕方は siil参照。
camsel  ［ユマナ］クリスマス　［レベル］２　23

camselsa  ［ユマナ］クリスマスイブ　［レベル］２　23

cammyukale  ［ユマナ］［宗教］キリスト教　［レベル］４　23

caman  ［サール］ラマン　［名詞］婚約者、フィアンセ（男）　［レベル］３　古 :
ridia:ca mir（夫）　［文化］　婚約を司るサールの男。アルデスから悪
魔アルマの力を封じた指輪アルマディオを賜った。それを婚約者の
アーディンに渡して婚約したが、アーディンは彼を裏切り、アルマ
が復活してしまう。
caman sanbel  ［人名］ラマン＝サンベル　22　［文化］　アリス＝リシアの父
親。
camia  ［名詞］腹心、右腕　［類義語］alha　［レベル］３　古 :camia← camir（頼
られる人、夫）最後の rが母音の aに聞こえ、camiaで定着した。　［語
法］　camiaは部下の中で最も有能というイメージ。alhaは常に傍にい
て守る人のうち、上下関係のある人。唯一無二というイメージ。alha
のほうが大切にされているイメージがある。最大の違いは、その人
が消えたら二位の人が一位に繰り上がるか否か。camiaは繰り上がる
が、alhaは欠番を保つ。ランヴェムはギメルに変えられたので camia。
森欄丸やキルヒアイスは alha。
caca  ［感動詞］lalaの強め　［レベル］２　21

cazio  ［動物］ドーベルマン　［レベル］４　21:牙
cajik  ［名詞］ショック、衝撃　［動詞］yulの衝撃を aに与える　［形容詞］衝
撃的な（cajikanの形で）　［魔法］ジーク（ラ・ジーク）。雷の黒魔法。
ショックを与え、身動きを取れない状況にする中級魔法。　［レベル］３
　16:制 :古 :ca jiik（ショック）から。　jiik:jiik　【用例】　☆ tils ca
jikan xat tilm im fis. 今日の新聞に衝撃的な記事が出ていた。　an 
iskik melidia du 60 via flei. ekxom et cajikan ento an na lol o vem 
kal on onk. 夢織を６０ページぐらいまで読んだ。話の流れが衝撃的で、
続きを読むのが面白くもあり怖くもある。
caliiz  ［人名］ラリーズ。メルの悪口で、チビという意味。　古 :19年



295 rydiacaliiz
現在では聞かれない。
caliiz,fv  caiz　ca liiz

caak  ［娯楽］スクラブル　［レベル］５　16:制 :古 :ca/aak（古アルカのアーク
パズル）
cain  ［動詞］yulを目撃する、目撃する　［普通動名詞］目撃　［レベル］３　
20:ca/in　［語法］　主に偶然にショックなものを見てしまうこと。音と
意味とが合っている。　【用例】　cain soda 事故を目撃する
caintasnrens  ［名詞］目撃証言　［レベル］４　rd;/　24

cainan  ［法律］目撃者、ウィットネス　［レベル］３　21

caifa  ［天文］流星、流れ星、隕石、メテオ、輝隕　［魔法］ライファ（メテオ）。
宇宙からアルマを帯びた隕石を雨のように降らす魔法。最強の黒魔
法。無属性。歴史上、人類で使えたのは原則としてリディア＝ルティ
アのみ。そのリディアもヴァストリアのリーファスを装備しないと
放てない。「アルマの雨」の異名を持つ。　［組み数字］１/１１　［レベル］
３　fv　13:制 :古 :ca liifa（隕石）
caifarein  ［組み数字］輝隕賞　［レベル］５　21　［文化］　→ rapalx　rdでア
ルバ王宮が定めた人類が誇る魔法のランキング。難しさや効果や人
類への貢献度などの点を考慮して総合的に判断されたもの。偉大な
魔導師の目指す目標として設定されているため、魔法倫理学に基づ
き、禁呪はもちろんのこと念のため vortなども除外してある。my
ulkotaのように恐らく人類の使えないだろうものは載せていないが、
caifaのように使えた記録がないが使える人材を求むという場合には
奨励のため載せた。アルシアにちなんで１１種。黒白時古から成るが、
大別すると黒系と白系が交互に来ている。最後は白系が連続する。
caifaliifa  ［天文］ミルファク　19:ridia/seren/mel　［文化］　リディアが
リアントに撃ったライファの魔法がやってきた星。ペルセウス流星
群はこの方向から来る。
caifaesk  ［天文］流星雨　［レベル］４　21

caiz  ［卑語］［俗語］チビ、ちび　［レベル］２　19:古 :caliiz　caliiz:caliiz

coka  ［音楽］メタル、ヘヴィメタル、ヘヴィメタ　［レベル］４　vl;「狂った」
　21
coki  ［形容詞］狂った、発狂した、ファビョった、火病な、文章などが
意味不明な、イミフな　［反意語］saav　［レベル］２　f;loki「頭が動く」の
音を強めたもの。　赤
cokikuil  ［料理］暴飲暴食　［レベル］４　22

cokihac  ［電算］文字化け　［レベル］３　19　【用例】　tekt le til cokihac 文
字化けしたメール
cokiimyu  ［形容詞］［ネガティブ］異常な　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:狂っ
たように珍しい
cokot,fv  pag　coki/teeze

cov  ［医療］アトピー　［レベル］３　19:coki/sir（気が狂いそうになる（く
らいつらい）肌）
cobai  ［魔物］ロバイ（狂牛）：第四十七天：雷の陽天　［レベル］５　19:ri
dia/seren/mel:coki/bak　［文化］　獣族。牛の顔に角の生えた巨躯の魔物。
青銅の鎧を着て、柄の長い斧か槍を持つ。
coot  ［名詞］ファン、信者、厨、狂、キチガイ、気違い、基地外、基地害、
気狂い、キティ、がー、ガー　［類義語］rufet　［類音］cool　［レベル］３　
al;coki/te　23　［語法］　→ rufet　ガーには「カンリョウガー」のよう
に責任転嫁する人という意味があるが、アルカではそういう人もま
とめて cootに入る。cootは何かに熱狂している人を指すので、盲目
的になっている人全般を指せる。
cook  ［形容詞］異常な、通常でない、非常の、常時でない　［反意語］alok　［レ
ベル］３　22:古 coki

cookkulala  ［料理］非常食　［レベル］３　22

cool  ［医療］［俗語］［ネガティブ］知的障害者、知障、池沼、キチガイ、きちがい、
気違い、気狂い、基地害、基地外、キティ、キチ、マジキチ　［類義語］
lensvilet　［類音］coot　［レベル］３　zg;coki/lens　23:mel

ce  ［副詞］［freint］～しろ。reの強調形　［レベル］１　19:lein

cendibult  ［アトラスの国家］レンディブルト　［レベル］５　23:ridia

ceeg  ［名詞］クリティカル、クリティカルヒット、会心の一撃　［動詞］
yulにクリティカルヒットを与える、クリティカルヒットを与える　
［形容詞］（anで）どストライクな、ストライクな、クリティカルな　［ユ
ベール］［運動］一本。柔道や空手やユベールなどの一本。　［野球］ホーム
ラン　［類義語］iijis　［反意語］fea、alvan　［レベル］３　fv;fovet。cは衝
撃音で、gは敵が潰れる音。　24　［語法］　見事に決まった一発のこと。
致命傷に至るかは不明。　転じて、好みなどに全く当てはまること。
　【用例】　la et siine ceegan ant da! 彼女は俺の好みのどストライク
ゾーンだ。　seren ceegik veigan kon frei! セレンは剣でヴェイ
ガンにクリティカルヒット！
ceeglot  ［名詞］ストライクゾーン、レーグロット　［レベル］４　rd;/　24
　［語法］　好みの範囲のこと。女だけでなく食べ物や音楽などあらゆ
る物の好みに使える。　【用例】　la xa ceeglot ant. 彼女は俺のストライ
クゾーンだ。　ceeglot ant et han on min de. 俺は女のストライク
ゾーンが広いぜ。　kmiir ul liiza xanxa xa ceeglot e seren. クミー
ルやリーザ先生はセレンのストライクゾーンだ。
cuk  ［言語］cの文字　［レベル］１　14:制 :真紅の月　［語法］　第１５文字
目の幻字。　日本語のラ行を転写する際は rや cでなく lを使う。
　イタリア語のラのように、震え音で発音する子音。アルカで最も
頻度の少ない字。震えが強いので音の迫力が強い。そのため呪文に
は適すが、少女の声には適さない。実際クミールやフルミネアなど
の大人しい女子は古アルカの時代からこの音を避ける傾向にあった。
そこで、renteは震え音の代わりに弾き音で発音する。つまり日本語

のラ行で発音する。女性の発音は日本語のラ行になっても、日本語
のラ行の転写は上述のように lで行う。
cuut  ［アイテム］ルート、エーテル　［組み数字］６/１２　［レベル］４　19:ri
dia:ca（ヴィルの旧称）/cuukiite（真紅の月（魔力の回復に役立つ））
　［文化］　ヴィルを回復する赤い水。魔導師がヴィルを封じ込めて作
る。非常に高価。rdではアルシェの家を襲撃された際、まだ使徒が
未熟だったため、リュウが大量に使徒に投与して魔物を追い払った
ことがある。
cuuk  ［天文］［気象］真紅の月、深紅の月、紅月　［レベル］２　17:古 :keno 
cuukiite(真紅の月 )、(ルーキーテの (月 ))が原義。『カコ』の一節
が語源。皇女ルーキーテがむなしく散り、ドゥルガとヴィーネの和
解が破局を迎えた日、暗い空に現れた真紅の月が現れた。そのシー
ンに出てくるような月という比喩から。　::la luuvet
cuuks  ［名詞］夕方。１６～２０時　［レベル］１　rd;fgn　19:sorn:cuuk。
夕方が赤いことから　myupa:myupa:la lexie　【用例】　☆ an kut yuu alka
lt cuuks nov im fis. 今日は午後の遅い時間まで何も食べられなかっ
た：午後の遅い時間なので、自動的に cuuks。
cuukpafi  ［気象］赤虹　21:ただし朝焼けでの場合もある。
cuukiite  ［人名］ルーキーテ。実在の人物で、メテの母。　［人名］皇女ルー
キーテ。カコに登場する姫。　［魔法］ルーキーテ（アルテマ）。すべ
ての魔力を攻撃力に変換して撃つ無属性の魔法。『紫苑の書』ではフェ
ンゼルが放っている。　［組み数字］３/１１　［レベル］３　kako:語源不詳　［文
化］　(yuuma 6970)　yuuma 6970 イクスタン、ルクレティアとの間に
娘 cuukiiteを授かる。西の暴動を見ていたイクスタンはこの年、旧
イクサンテ系貴族のメティオ人 kalmanの娘 toristeを第二夫人として
娶る 
cuux  ［料理］夕食、軽食　［レベル］１　19:sorn　【成句】　fast yun cuux 夕
食のように手っ取り早い＝朝飯前の：夕食は軽食であることから
cuuxe  ［天文］夕月、ルーシェ　［レベル］３　22:cuuks/xelt　［文化］　夕方見
える上弦側の月のこと。
cuuf  ［気象］夕日、日没、日暮れ、夕焼け　［レベル］２　19:cuukfaal

cuud  ［代詞］［alben］俺ら　［レベル］１　21:ovi

cuudis  ［代詞］［alben］俺らの　［レベル］１　21:ovi

r
r,szd  主格語尾
rt  ［歴史］アルティル、artil　［レベル］３　21

rsit  ［動詞］yulを采配する、采配する、ものをいう、物を言う、物をいう、
yulは sol次第である　［反意語］rest　［レベル］３　19:xion:rsiila　【成句】　
tolis rsit el{il}. 年には勝てない。寄る年波には勝てない。　rsit li
vro 生殺与奪の権利がある
rsiit  ［軍事］士官　［レベル］５　19:ridia:rsiilaや rsit　［文化］　軍人の階級。
兵の対語。将官、佐官、尉官に分かれる。
rsiil  ［親族］親、両親　［反意語］yulian　［動詞］yulを経営する、経営する、
運営する、営業する　［レベル］２　古に「rsiila＝ liiza＝みんなの親」
という考えがあり、省略形の rsiilで親身分を指したことから。　【成
句】　el si rsiil im lu es raz. 孝行のしたい時分に親はなし
rsiilkad  ［政治］宗主国　［レベル］６　20:親の国
rsiilvent  ［経済］親会社　［レベル］５　19

rsiilgao  ［経済］営業利益、営業損益　［レベル］６　19

rsiilra  ［名詞］実家、親元、親の家、生家　［レベル］４　rd;/　24

rsiila  ［名詞］ルシーラ、司徒、マスター、支配人、支配者、覇士、は
くし、司月、しづく、月司、月読、つくよみ、ツクヨミ、リーダー、
良い支配者。使徒を点呼する立場にあるため、月読とも称す。　［名詞］
司徒（しと）。ljのミロク革命の最高指導者を表す言葉。　［名詞］司徒。
rdの英雄アシェットのリーダー。　［名詞］先生　［音楽］バンマス、バ
ンドリーダー、日本でいうバンドマスター　［軍事］キャプテン、隊長、
司令官　［名詞］チーフ、集団の長、委員長　［名詞］大学院博士課程　［名詞］
院長　［名詞］管理人、管理者　［電算］管理人、サイトマスター。掲示板
やＨＰなどの。　［シェルト］チェック、ルシーラチェック　［経済］経営者
　［動詞］yulを司る、司る、つかさどる、思い通りに操る、良く支配する、
yulは solの天下だ　［形容詞］～様、～先生、～社長　［反意語］hacma　［レ
ベル］２　fv;e　先　［語法］　→ apt, est　○名（後置）　○姓（前置）　
○男女　○単体使用 /名詞用法　　呼称のひとつ。前置。xanxaや dy
ussouより敬度が高く、対象もほぼすべてに広がる。政治家なども含
む。統率者や経営者や地位の高い人物に用いる。　【成句】　i rsiila ils
el ルシーラから直接：上意下達
rsiila xanxa  ［人名］ルシーラ先生、メル、メル＝ケートイア　［レベル］６　古 :
小説版アンクノットか赤に既に「ルシーラ先生」という原案がある。
ただし xanxaという単語はこのころはまだない。
rsiiladaiman  ［名詞］博士中退　［レベル］６　19

rsiilarko  ［言語］親ノード　rd:mel;/　23:mel

rsiilaregast  ［名詞］博士卒　［レベル］６　19

rsiilaez  ［名詞］院長室、艦長室、所長室、社長室　［レベル］３　22

rsiileld  ［言語］祖語　［レベル］６　19

rsiel,szl  kuto　rsiila/siel

rd  ［歴史］オーディン、ordin　［レベル］３　21

rydia  ［ユマナ］リディア、リディア＝アルバザード　［人名］リディア、
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リディア＝ケートイア　［人名］リディア。セレンの理想の少女。　［レベル］
１　422;ridia　23:seren:ridia　［文化］　・産まれなかったセレンとメ
ルの子供。　　日本時間で２０１２年６月１３日、xia 1924のなりた
てのこと。メルは５月３日にセレンが秋葉原のトイレにメルを連れ
込んでセックスした際に妊娠したことを告白した。　リディアは産
むことを許さないと述べた。セレンはその子供を引き取ると述べた
が、メルとリディアが引き渡したくないと述べた。セレンには父親
になって子供を直に育てる資格がないと言われた。　その子供を堕
ろすか否かで揉め、最終的にセレンが堕ろすとの決断を下した。リ
ディアが産むのを許さず、セレンが引き取るのも拒まれれば、産む
先がない。施設に預けるのもリディアが反対した。そもそもメルに
セレンの子供を産ませたくなかったのである。メルは悲しんでいた
が、その決定を受け入れた。　せっかく宿った命なのでせめて名前
を付けようということになり、リディアと名付けた。セレンは中学
の時、リディアと約束していた。もし自分以外の女と子供を作って
命名権がセレンにあったら、その場合はその子をリディアと名付け
るようにと。それをセレンは守った。　なお、アルディアの中では
リディア＝ケートイアという名である。その子は娘であると想定さ
れ、母親の姓を受け継いだ。一方現実ではどうなっていたかというと、
こちらも娘ではないかと想定されたが、セレンが姓を引き取りたい
といい、現実ではリディア＝アルバザードとなった。　娘の線が
濃厚である理由は、メルが避妊をしているとセレンに嘘を付き、娘
が生まれやすくなるゼリーなどの薬剤を使用して産み分けをしてい
たためである。メルは既成事実を作ろうとしたが、結局リディアに
阻まれ、セレンにも最終的には堕ろすように言われてしまった。　
この事件が元でセレンは自分は父親として不要だと考え、ルシアと
ユルトの前に二度と現れないことを宣言し、リディアらも受け入れ
た。セレンはこの日に自殺したと子供たちには伝えることになった。
　セレンはメルに慰謝料と手切れ金を合わせてユーロで１２００万
円分支払い、同じくリディアにはユルトとルシアの養育費として
１２００万円分ずつ支払った。　　追記（セレンの日記より抜粋）　
　2012/06/17　　昨日だかリディアから連絡。もうメルとは暮らせな
いので追い出すことにしたが、子供が嫌がるので、「私はあなた達を
産んだの。お母さんとママどっちについていく？」と聞いたら即答
で「ママ」と言われ、「じゃあママと一緒に暮らしなさい」と言って
子供を捨てたらしい。子供をメルにあげる代わりに「もうセレン君
と会わないで。連絡はしてもいいけど、それは私の家でして」と条
件を出し、メルは飲んだそうだ。そんなに離れてないところに賃貸
かなんかで借りるらしい。紫亞は俺が死んだというのがショックで
泣いて、ユルトは同じくショックで「僕もう剣道やらない」と言っ
て鍛えるのを止めてしまったそうだ。剣道がフランスにほぼないか
らフェンシングをやらせようかって言ってたのに、その線もなくなっ
たようだ。リディアに「子供捨てて良かったの？」と聞いたら「子
供がメルを選んだ」と言い、「私はその代わりセレン君を独り占めで
きるから、こっちのほうが良い」と言った。俺も父親失格だが、リディ
アも母親失格だな。　　2012/06/24　　先週リディアに「メルを連れ
てこい」と怒鳴ったらリディアが珍しく怯えていた。怒らない俺が
怒ると怖いらしい。メルともう話せないと思ったら我慢できなくなっ
た。メル連れてきてお前のことが好きだと何度もリディアの前で言
い、子供はいらないがお前たち二人は絶対に手放したくないと明言
した。父親失格だねとはいうものの、メルは嬉しそうだった。　そ
れから先週末にメルが家を探しているところで子供たちが家を出て
いきたくないと言い出した。リディアがお母さんかママか選びなさ
いと言ったら紫亞が「じゃあお母さんが家出てってよ」と爆弾発言。
ユルトが「僕はママもお母さんも一緒に暮らしたい」と言い、する
と紫亞も「うん紫亞もそう思う」と意趣返し。ほだされたリディア
とメルが元鞘の同居を選ぶことに。　問題は俺が死んだと言ったこ
と。紫亞はその場では泣いたがあとはしれっとしていて、逆にユル
トはその場で無反応で「僕もう剣振らない」と投げ出し、そのまま
何日たってもボーっとしたままでヤバイとリディアが言ってた。意
外と娘冷たかった。で、子供に悪影響だし絶対将来いつかバレるっ
てことで、自殺未遂したが助かったことにしようということにした。
これで完全元鞘。　メルに言いのかと聞いたら「ずっと自分の生理っ
て苦しいだけで無駄だって思ってたんだよね。お兄ちゃんの赤ちゃ
んほしいなって思ってたんだよね。産めはしなかったけどお兄ちゃ
んの赤ちゃん身ごもったことは事実だし、わりと満足かな。実際産
むのも育てるのも大変なのは双子の世話でよくわかってるし。それ
に妊娠超初期だったからあまり罪悪感もなかったし、苦しくもなかっ
たから」と言っていて受け入れている様子。結局元鞘になりそうだ。
　　・セレンの理想の少女　　セレンが１０歳のときから抱き続け
た理想の少女像のこと。リディアをモデルにし、名前まで拝借しだ
したのは、リディアと付き合った中２ごろからのこと。　ある意味
では現実のリディアを神格化した存在という面もある。rydiaはセレ
ンにとって理想の少女であるとともに、信仰の対象でもある。
ryaji,f  oj　lya/ji「指が近い」が r化したもの。
ryusian  ［地名］リュシアン市　［レベル］４　22　［文化］　ile　ウォール街
に当たる小さな市。
ryuu  ［組み数字］６/２８　［交通］リュウ通り　［名詞］リュウ組。アルナ
大のクラス。　［レベル］２　22

ryuu olisia fin tikno hyuuto  ［人名］リュウ＝オリシア＝フィン＝ティ
クノ＝ヒュート　［組み数字］６/２８　［レベル］２　古 :リュウ、オリシア、
フィンは自分で名乗っていたので語源不詳。リュウという名の本名
は多くの使徒が発音できなかったので、セレンが ｢リュウ ｣という
マージ名を付けた。が、これは受けず、有声そり舌摩擦音が歯茎接
近音に変化したりした。その結果、リューウェという感じになったが、
最終的にはセレンの提案した形に収まった。また、ティクノは 6年に
セレンが冠した名で ｢龍 ｣の意味。ヒュートは『カコ』。　［文化］　(tif 
8 ruj lis→ )第４期４代アルシェ第６使徒。男性。yuul。１７５ｃ
ｍ、６２ｋｇ。髪は黒色で肩より少し短く、直毛。黒の瞳。肌は白：
黄＝６：４。白衣を着ている。白衣の下には刀を差している。　　・
『ミールの書』より　　　恐る恐る振りかえると、デスクに座ってキー

ボードに手を置いている青年がミールの方に顔だけ見せている姿が
見えた。ミールは驚きながらも振り向きあった妙な姿勢が２人の出
会いだということに奇妙さを感じていた。　「あ、いえ。私こそ勝手
に入ってしまってごめんなさい」　　お辞儀をする。青年は椅子を回
してこちら向きの姿勢になった。肩まで伸びた髪が向き直った時に
風に揺れて美しい印象をミールに与える。それでミールは思わずそ
の青年の顔に見入ってしまった。　　青年は鋭い目つきをしていて、
一目で頭の切れる男だと思わせた。だが、表情は非常にジェントル
なのでセレンやラヴァとは違うタイプに見えた。セレンもラヴァも
この男も目つきが鋭い事は共通するが、この男のものは特別優しく
見えた。　　声と同じく彼の顔つきはやや中性的であり、綺麗であっ
た。　　男の服装は白衣だ。綺麗な白衣で汚れや染みが見当たらない。
その下には普段着を着ているようだ。　　優しそうで綺麗で清潔な
この男をミールは一目で気に入った。　「入ってこられたのは一向に
構いませんが、何か御用でしょうか」　　優しい口調で男は喋りかけ
てくる。年はセレンと同じくらいだと思われるが、この男の方が大
人びて見える。　【成句】　ryuu anx paal lex paal san xi mals as 結婚して
もリュウはパールをさん付けする：親しき仲にも礼儀あり　ryuu fa
nzel xal asex 残酷なリュウは笑顔を絶やさず：能ある鷹は爪を隠す
rzark  ［名詞］天使、ルザーク　［類義語］lans　［レベル］３　20:rensark（言葉
を繋ぐ）　［文化］　ロゼットの貿易商。神人貿易の神側の役人。貿易を
している関係で人間と直接的な交流を持っており、そのため神の意
思を伝える任務も負っている。神人貿易が廃止されてからは神の意
思を告げることが主な仕事となる。大天使長はエルフレインの姉妹。
ra  ［建築］住居、家、家庭、動物の巣、住処、住宅、別荘、小屋、巣　［動
詞］yulに住む、住む　［接尾辞］～の家、～ん家、～んち　［類義語］xalm、
lixil　［レベル］１　13:制 :古 :ruxilo（家）　ruxilo:ruxilo:la lizro（中
や内は女）:lo,alt　［文化］　→ mivat　＜様式＞　アルバザードの伝統的
な家屋は石造りと木造である。屋根は雪や雨を貯めないように、∧の
形をしている。全体的な見た目は、地球でいうとイタリア～フラン
スの家屋に似ている。森の中は木の家が多い。材料がすぐ調達でき
るためである。ただし火事に弱い。森の家というとアルバザード人
は木の家を想像する。　四季のある国の家屋というのは暑さと寒さ
のどちらにもさらされるため、家屋はそのどちらかを優先的に避け
るよう作られる。湿気の少ないこともあり、アルバザードの場合は
寒さを凌ぐようにできている。そのため日本より韓国に近い。従っ
て遮蔽性は高く、風通しは悪い。　ただし、現代では伝統的な家屋
は古いものしか残存していない。革命前後に作られた家はたいてい
石や木といった自然物をそのまま使わない。鉄骨、軽量気泡コンク
リートなどといった昔にはない素材が使われ、耐火性や耐久性に優
れている。そのわりに外見は従来の家屋に見えるので、一見すると
従来型との区別が難しい。　一戸建てはたいてい二階建て。集合住
宅は面積が広いが、たいてい一階分。　＜形式＞　一戸建てと集合
住宅がある。一概にどちらが良いとはいえない。集合住宅は一つひ
とつが広く、防音もしっかりしている。それぞれベランダに小さな
庭もあり、ところによっては犬も飼える。防犯もしっかりしており、
認証がなければ正面玄関を通り抜けることはできない。また、決まっ
て大きな公園が内部にある。ここにはその集合住宅の中からしか行
けず、外からは隔離されている。ここは住民の憩いの場で、ベラン
ダに比べて公共の場でもある。尚、密集地では屋上に公園がある集
合住宅もある。集合住宅の屋上は環境対策として全て緑地化されて
いるが、これがそのまま公園にもなる。夏場もアルバザードはそん
なに暑くならないので屋上にいても危険ではない。監視の目が厳し
く、安心して暮らすことができる。集合住宅そのものが一つのコミュ
ニティーを形成している。　一方、一戸建ては大きさや内装を好き
に決められるという利点がある。家族の増減によって分譲したり建
て増ししたりできるのも利点である。集合住宅と違って管理人がい
ないので防犯性は低い。そのため自衛をしたり、隣家と共同で防犯
に務めたりする。尚、一戸建ては金持ちが多く、家族の人数もしば
しば少ない。　＜賃貸か購入か＞　賃貸は殆どない。集合住宅もふ
つうは購入する。数少ない賃貸だが、そもそも賃貸は大家との間で
行われることは少ない。むしろ購入した個人から借り受けることが
多い。殆どの住居は購入される。払い捨ての賃貸は殆ど見向きもさ
れない。というのもアルバザードは後述のように引越しが盛んでな
いからである。尚、住居は日本ほど高くない。　＜引越し＞　引越
しはまず行われない。アルバザードは移住を嫌う。慣れ親しんだ土
地に住むのが良いと考えている。まして仕事のために転勤すること
はまずない。異動を強要する企業自体がそもそも少ないし、仮に言
われれば大抵は止めて仕事を変える。　＜誰と住むか＞　大抵は大
家族で住むので、多ければ十人弱が一つの家に住むことになる。集
合住宅も家族が何人いるかによって大きさが異なる。大家族ほど大
きな家を買う。ただ、家族の増減に伴って部屋が余ったり足りなく
なったりするのが不便である。だから家族がどう増減するかを考え
てから家を買う。一緒に住む相手は親族である。稀に小さい部屋を
友人同士や恋人同士で借りて住むこともあるが、そういうことがで
きるのは大抵金持ちである。尚、住人が少ないと泥棒や放火の被害
に会いやすいので防犯に金がかかる。　＜修繕＞　集合住宅の場合、
修繕は管理人が業者に頼んで行う。修繕費用は維持費から出る。維
持費は住民が支払う。購入した部屋の場合、管理人が行う以外に自
分で勝手に修繕を行うこともできる。一方、一戸建ての場合、修繕
は自分で頃合を計って業者に依頼する。服と違って流石に住居まで
直せる人は少ない。雨樋が外れたりネジが緩くなった程度なら自分
で直す人が多いが、それ以上になると業者に任せる。下手に手を出
してしくじると住めなくなってしまうので業者に頼む人が多い。　

【用例】　atm vaik e ra man xite es kalo 家族が減ったので家（主に土地）
を分譲する　an ras seelarna.　私は中央アルナに住んでいる。
rat  ［形容詞］良い、すばらしい、素晴らしい　［類義語］fiiyu　［反意語］yam　［レ
ベル］１　f:saal;e　赤　rat:rat:rat　【用例】　il at rat. すべてのことがうま
くいった。　xiv rat いい声
ra t'arxe  ［ランドマーク］アルシェの家　［レベル］４　rd　24　［文化］　部屋の
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ドアが乳白色と『ミールの書』に書いてある。
ratto  ［地球の国名］アメリカ合衆国　［レベル］４　19:制 :rat（｢家の支配者 ｣:
セレンの造語で、ピネナではない。古アルカでもない）
rattoren  ［言語］［ユマナ］英語、米語　［レベル］４　22

rattoev  ［経済］米ドル建て、ドル建て　19

rats  ［名詞］がたがた、ガタガタ　［形容詞］がたついた、ガタついた、が
たがたした、ガタガタした　［レベル］３　15:制 :古 :grat

ratsrats  がたがた、ガタガタ→ rats　［レベル］３　22

ratliik  ［生物］善玉菌　［レベル］５　22:ridia

rata  ［名詞］長所、利点、メリット、良いところ　［類義語］haxet　［反意語］
yama　［レベル］３　rd;rat　16:制　【用例】　ti til rata di e. 君にはいいと
ころがたくさんあるよ。
ratavin  ［経済］好況、好景気　［レベル］４　20

ratadil  ［植物］［医療］良質艾、良質モグサ　rd;/　24

ratalx  ［言語］聖数　［反意語］yamalx　［レベル］４　21　［文化］　tmで聖数が４に
定まる。神、悪魔、死神、人すべてが共存した数を指すため。　同
時期に忌数が７に定まる。指を使って数えられる１０までの間に７
だけペアがなく、孤立している。ペアというのは倍数や約数のことで、
１０までに素数は３，５，７だが、３は９、５は１０がある。７だけ
ペアが存在しない（むろん約数１はカウントしない）。このように７
は扱いづらく、扱いづらいという感情からからやがて忌数となった。
　ちなみにフィーリア語は５－１０－２０進数で、フィルヴェーユ
語は５－１０と５－１２進数。どちらも１０進数を含むので、１０
までの数で忌数を考えること自体は歴史的に見て妥当。ただし tmな
ので、もし１２進数で考えていたらというケースも考えうる。その
場合は１１が忌数になっていた可能性がある。だがそれだと７が忌
数でない理由が出てこないため、忌数をひとつに特定できなくなり、
混乱が生じたと思われる。　rdで忌数に別解釈が生まれる。１４人
の使徒が分裂すると７になるため、アルシェの分裂すなわち崩壊を
指すとして嫌われた。
rataloz  ［名詞］［形容詞］ハイブリッド、いいとこ取り　［レベル］４　rd;/　
23
rati  ［形容詞］空いている、すいている、ガラガラ、閑古鳥が鳴く　［反意語］
lika　［レベル］３　＠ 19

rato  ［植物］パセリ　［レベル］３　lakta:良い匂いの意（ratlooto？）　【成句】　
pia rato al elfe tel alvort. アルヴォルトを用心してパセリを泉に持っ
ていく：羹に懲りて膾を吹く、あつものに懲りてなますを吹く：一
度アルヴォルトに襲われた旅人は用心して魔除けのパセリを携帯す
るが、アルヴォルトは水の綺麗な泉には現れないので、その行為は
杞憂に過ぎず、おどおどしすぎといえる。
ratova  ［名詞］好例　［レベル］４　rd;/　23

ratom  ［名詞］良い方法、コツ、ミソ、カギ、上手、ツボ　［レベル］３　19
　【用例】　ser ratom コツを知っている
rate  ［名詞］カリスマ　［レベル］４　14:制 :古 :rusiilateeze

rak  ［動詞］yulを超える、超える、こえる、越える、超越する、過ぎ
る、経過する、通り過ぎる、追い越す、超過する、超える、卓越する、
上回る、凌駕する、通過する　［副詞］～しすぎる、～すぎる　［格詞］～
を越えて　［名詞］向こう側、対岸　［反意語］lit　［レベル］２　rd;rukke,f.
k（越える）　13:制 :古 :rukke（超える）　rukke:rukke　［語法］　・程度の
rak　　あるべき程度を１００％とすると、rakはその程度を上回って
いることを指す。　一方、vart系列はあるべき程度との比較ではな
く、中くらいの程度からどれだけ大きいかあるいは小さいかを指す
語である。　rakの中には「あるべき程度」という「べき感」が備わっ
ており、そこが vart系列との違いである。　　・rakと var　　rak kal
te, var kalteの違い。varは場所を通ること。rakは場所を通りこして
別の場所に行くこと。varは通る経路に焦点が置かれる。rakは経路
に焦点を当てつつも、越えた向こうに意識が置かれる。　道路の場合、
縦に通って別の道路へ行くか、横切って別の道へ行くかを意味する。
　【用例】　tu et rak varzon. ８時過ぎだ。　te rak tu rein. その線を
越えるな。　yam rak 悪すぎる
rakt  ［形容詞］大げさな　［副詞］おおげさに、大げさに　［名詞］大袈裟、誇張、
誇大　［反意語］likt　［レベル］３　16:制　［文化］　serit　【用例】　an nat emt ra
ktel. 大げさに悲しんだ。
rakkonl  ［ポジティブ］［形容詞］常識破りな、型破りな　［レベル］３　rd;「常識
を越えた」　23
rakkemasl  ［医療］胃酸過多症　［レベル］４　19

rakkui  ［料理］飽食　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

rakxer  ［美容］厚化粧　［レベル］３　21

raks  ［動詞］yulを刺し通す、刺し通す、突き通る、貫く、刺し通る、貫
通する　［動詞］yul（道や場所）を通り抜ける、通り抜ける、突っ切る、
突き抜ける　［動詞］yul（戦地や砦など）を突破する、突破する　［経済］
抜く　［レベル］３　15:制 :rakpipi（過ぎて刺す）　【用例】　rask das tu font 
lana ke alpka. 郵便局はこの道を突っ切ったところです。
raksan  ［音楽］ダイアトニック　21

raksarm  ［経済］債務超過　［レベル］５　19

rak soen  ［名詞］ソエンの谷越え。難しいこと　［レベル］３　19

rakfel  ［普通動名詞］ノコ勉、のこ勉、居残り勉強　［レベル］３　rd;/　23

rakm  ［動詞］yul（時間）が過ぎる、yulを過ごす、過ぎる、経つ、過ごす、
時が経つ、経る、経過する　［レベル］３　15:制 :rak/mel　【用例】　mel ar 
rakm kont an so yuu. 何もせず時間が過ぎる。　an rakm flea. 夏を過
ごす。　rakm banel. 楽しんできてね。　mel or rakm. 時間が過ぎて
いく。　an rakmat mel ok hacn xi harpnian fen. 短い昼休みの後、友

達と時間を過ごした。　an en xaklat nos rakmik fil man tu et lol tin. 
とても面白かったので、時間が過ぎるのを忘れた。　an rakmat vird 
kont mok vil. 眠れぬ夜を過ごした。　an rakmik vird mesa net. 一晩
中起きたまま夜を明かした。　an rakmat ban tin. とても楽しい時間
を過ごした。　an rakmat sel vokka. 忙しい日を過ごした。　an kelates 
mel or rakm. 時間が過ぎるのも忘れていた。　sel ik rakm kont ar ve
rsen hot. くだらないことばかりしているうちに一日が終わった。　
mel at rakm kont so yuu aalel. 特に何もしないまま時間が過ぎた。
rakmavi  ［医療］ビタミン過剰症　［レベル］６　19:seren

rakmap  ［形容詞］時期尚早な、早すぎる　［レベル］３　23

rakmok  ［再帰動名詞］寝坊、寝過ごし、寝過ごす　［レベル］３　19　【用例】　
an ket felka vaxel man arat rakmok. 寝坊したので学校へ急いでいった。
　an kalma rakmok. 寝坊ばかりする。　an netat xi rakmokik du 2 miv as 
im tu faar. 今朝、２時間も寝坊して目が覚めた。　an rakmokat du 1 
miv im fis. 今日１時間寝坊した。　fi net xaf an tat faar man an ar 
rakmok. 私は寝坊ばかりするので、毎朝誰かが起こさなければならな
い。　an vizat felka du 10 fei mil rakmok. 寝坊して学校に１０分遅
刻した。
rakmom  ［名詞］過ごし方　［レベル］３　rd;/　23

rakmem  ［数学］外接円　［レベル］４　19

rakgelp  ［経済］［政治］福祉病、過剰福祉　［レベル］４　al;/　23:ridia:セレ
ンが gelplevnとしたが、アルカディアを聞いたリディアが rakgelp
のほうがいいだろうとしたもの。　［語法］　福祉を篤くしすぎた結果、
国家経済が破綻したり国家経済に不具合が生じてしまうことを指す。
rakpil  ［形容詞］過敏な　［レベル］３　21

rakyo  ［アイテム］飛び道具、ラクヨ。機械式　［レベル］３　fv　赤 :rukke/
loyo
rakyuuf  ［名詞］路地裏　［レベル］４　rd;/「路地を越えたところ」　24　［語
法］　路地をはいり込んだ、表通りに面していない場所。路地を越え
た先に広がっている、路地より広い空間のこと。
rakjals  ［数学］仮分数　［レベル］３　19:分子が分母を超えた分数
rakl  ［動詞］yulに成功する、成功する　［文頭純詞］見事、みごと、うまく　［野
球］セーフ。ボールが来るより先に塁を踏むことに成功したので rakl。
　［反意語］rek　［レベル］２　19:古 :rapke　【用例】　an xarat la rakl tu aluutel. 
彼なら絶対成功すると思った。　an fix tu ano em rakl. その計画が
うまくいくとは思えない。　☆ an so sen yuu raklel. 何もかもうまく
いかない。
rakllada  ［名詞］成功品　［レベル］４　21

raklab  ［普通動名詞］［再帰動名詞］残業、過労　［動詞］yulを onの仕事で残業
させる、残業する　［レベル］３　19:ilmus:ridia　［文化］　アルバザードで
は労働時間が８時間と厳粛に決まっているため、残業イコール過労
となる。
raklabvort  ［経済］過労死　［レベル］４　19　［文化］　アルバザードにはルー
ジュの月とディアセル前後以外には起こらない。ルージュの月は毎
年過労死が出る。
rakleavet  ［言語］二重敬語、過剰敬語　［レベル］５　21

raka  ［名詞］住所、番地、居住地　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］［文化］
　住所は名前と逆で keno語順。大きい枠から絞り込んでいったほう
が効率的なため。　「美瑛町　上川郡……」では知らない人には分か
りにくい。「日本　埼玉……」のように大きい順に並べていけば有名
な順に並べるようなものなので分かりやすい。　まして地名は「林」
のように全国どこにでもあるものが多いので、下からボトムアップ
していくと候補でない場所を外すのに無駄に時間がかかる。　【用例】　
tea an ser raka laat, son an axt van hek. 彼の住所を知っていたら、手紙
を書くのに。
rakatia  ［魔物］ラカティア（半身鬼）：第六十三天：光の氷天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:rak/hatia（恋し過ぎて）　［文化］　右半身が男で右
半身が女な魔物。右手に剣を持って戦い、左手に杖を持って魔法を
放つ。同時に２回攻撃してくるため、非常に厄介。その上剣とユノ
と魔法が非常に強力。
rakatolas  ［娯楽］幻天超越　21　［文化］　『銀河英雄伝説』に相当するアニメ。
rakanda  ［経済］上値　22

rakar  ［名詞］狂信者　［レベル］３　19:rak/arte（神よと言い過ぎる）
rako  ［医療］アレルギー、アラジー　［レベル］３　19:制 :rakpaf（敏感すぎる）
　【用例】　til rako on becs バナナのアレルギーがある
rakosapmfaiz  ［医療］過敏性肺炎　19

rakon  ［名詞］家具　［レベル］３　23

rakoman  ［医療］アレルゲン　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

rake  ［化学］濾過、ろ過、ろか　［動詞］yulを aに濾過する、濾過する、
ろかする、ろ過する　［レベル］４　19:rak/ke

raken  ［接続詞］rak　［レベル］３　21　【用例】　lu jik ko lanko raken galt ver. 
リーザは黒い門の向こうに映った一人の少年を指さした。
rakel  ［名詞］５０歳代の女性　［反意語］alrakel　［レベル］２　20:rak（超えた）
/el（任意の人）
rakelflel  ［医療］五十肩　［レベル］４　20:seren

rakelal  ［生物］５０代　［レベル］２　rd;rakel/al　23

rakear  ［化学］濾過器、ろ過器　［レベル］４　rd;/　23

rakuil  ［名詞］家飯　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

raxite  ［名詞］世帯　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［語法］［文化］　同じ家に
いる家族のこと。単身赴任の場合、家族が東京で暮らし、夫が大阪
で暮らしてるとすると、家族であっても世帯は別々になる。家にい
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る家族ではなくなるので、raciteでなくなる。逆に他人でもいっしょ
に住めば raxiteである。集合住宅は同じマンションに複数の世帯が
いるものの、部屋ごとに世帯が分かれているので、住人全体が多世
帯住宅というわけではない。
raxed  ［名詞］別居人、別居相手　［反意語］raok　［レベル］４　rd;xedra/xed.
xik　24
ras  ［名詞］回　［格詞］～回。回数を表わす。　［レベル］２　13:制 :恣意　［語
法］　動詞の行われる回数を表わす。回数が数えられない動詞には付
かない。意外と多くの動詞が数えられる。siinaも数えられる。rasを
単位として名詞にすれば rasでなく duを使って回数を表わせる。　

【用例】　im tu ras, 今回は、　kon 1 ras いちどに、一度に、一回で、一
気に、まとめて　an akt siia la ras vi. 彼とは三回会ったことがある。
　tu et lant olta an in tu ras di. 何度見ても美しい。
rast  ［言語］名字、苗字、姓　［レベル］２　19:ra/est　［文化］　est

raster  ［ランドマーク］［政治］ラステル、副王館、副王公邸　［レベル］５　vl;ra 
t'aster　24　［文化］　国会議事堂に隣接する副王の公邸。ミロク以降は
ユティア朝の一族が住んでいる。コノーテ＝リディア通りに所在。
rask  ［名詞］［副詞］［文頭純詞］（視点時間から見てそれより過去の事柄に対し
て）かつて、一度　［名詞］［副詞］［文頭純詞］（視点時間から見てそれと同じ
時間の事柄に対して）一度、一旦、いったん、ひとたび、ひとたび、
ひとまず、いっぺん、一回、一遍　［レベル］２　14:制 :ras ko　【用例】　an 
akt siia la raskel. 彼とはかつて会ったことがある。
raska  ［名詞］ゲストキャラクター　［音楽］サブドミナント　［レベル］３　
19:ras ko（一回）　［語法］　物語のある回で特別に出てくるキャラ。恒
常的に出るわけではない。全体が長い場合、１区切りの期間出演す
る場合がある。
rasl  ［普通動名詞］指揮、指揮者、先導、引率　［動詞］yul（部隊や作戦など）
を指揮する、指揮する　［レベル］３　15:制 :rsiilaから　【用例】　re rasl 
vaan. 軍を指揮せよ。
raslzon  ［音楽］指揮棒　［レベル］４　22

raso  ［名詞］無理、無茶、無茶苦茶、無理やり、無理矢理、むりやり、
限界を超えたこと、がむしゃら、しゃにむに、遮二無二　［動詞］yul
を無茶して行う、無茶する、無理する　［レベル］３　16:制：rak/so（し
すぎる）　【用例】　den raso. 無理すんな。
rasopons  ［普通動名詞］むちゃぶり、ムチャぶり、無茶ぶり、ムチャ振り、
無茶振り→ pons　［レベル］４　21

rasohom  ［動詞］yulをこじ開ける、こじ開ける　［レベル］３　rd;/「無理
やり開ける」　24
rasoret  ［普通動名詞］無理難題　［レベル］３　22

rasen  ［接続詞］ras　［レベル］３　21

ran  ［形容詞］きちんとした、真面目な、丁寧な、実直な、率直な、誠実な、
正直な、内容が詳しい、詳細な、細かい、入念な、折り目正しい、
眠りが深い、じっくり、しっかりした、ちゃんとした、まともな　［反
意語］pul　［レベル］２　19:rat　【用例】　an em xaf ran vein. もっとちゃん
としなくちゃ。
ran(2)  ［名詞］住民、住人　［レベル］３　22

rant  ［動詞］yulを注意深く聞く、聞く、聴く、耳を傾ける、耳を澄ます、
耳をすます　［類義語］ter　［レベル］３　19:ran/ter　【用例】　rant an いいか
よく聴け
ranto  ［形容詞］おいしそうないい匂い　［類義語］liito　［レベル］２　21:milf:
古 rat/to
ranton  ［人名］ラントン　20　［文化］　imul 12 ユリア、メティオ高官の
rantonと再婚 
rante  ［名詞］わがや、わが家、我が家、マイホーム　［形容詞］我が家の、
ウチの　220:ridia:ra/antes。会話で「ウチのネコ」というとき、ket e 
ra lenanというのは面倒くさい。かといって ket lenanでは、我が家
のという解釈のほかに、今会話をしている相手を含んだ「われわれ」
の解釈も出てしまう。日本語でも家庭の場合は「ウチの○○」とい
うように「ウチの」を使って言い分ける。これと同じように、簡略
化と言い分けのために作られた。　【用例】　ket rante ウチのネコ
rantevals  ［医療］町医者、街医者、ホームドクター　［レベル］３　21　［文化］
　ival, yuliantsel
rankas  ［数学］正三角形　［レベル］３　19

rankisfink  ［数学］正六面体。サイコロの形　［レベル］４　19

rankovo  ［数学］立方体　［レベル］４　19

ranx  ［形容詞］非限定、全体的、汎用性のある　［反意語］lims　［レベル］４
　＠ 19:ridia:arbaxelt
ranxyol  ［動詞］yulを汎用する、汎用する　［言語］非限定用法　［普通動名詞］
汎用　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

ranxel  ［文末純詞］［yuul］kok　［レベル］２　21:ryuu:transel（約束するように）
rans  ［動詞］yulを aに説明する、説明する、解説する　［普通動名詞］説明、
解説　［類音］rins, lans　［レベル］３　20:ran/rens　参考 :tapk:13:制 :プロ
ト制 tapki（詳しく言う）　［文化］　論理的かつ分かりやすい説明が重視
され、教育の現場でもここに重点が置かれる。　アルバザードの表
現科目の試験では、「冗長な文章が提示され、そこから要点をあげて
要らない部分を切り落とし、文章を再構築する問題」、「論理的に誤っ
た文章が提示され、それを修正しつつ端的に書き直す問題」など、
説明に関する筆記問題が多い。　【成句】　wel et rans tap, 何というか、
何というべきか、どう形容すべきか、
ransxax  ［普通動名詞］講義　［レベル］４　20　【用例】　ap an fakt a tu ransxax xalt 
axon im saalsel tat lisoom. an siina xaxan o ransxax luut. なお、毎週日曜

趣味でこの講義に出ている。先生と彼の講義が好きだ。
ranslot  ［魔法］ランスロット　［レベル］４　20:rens/lusia/lo/te（言葉と魔
法の考えに関した）　［文化］　「魔法はことば、言葉はまほう」という
考え方。ファンタジーにおける言語の地位を最大限高めることがで
きる。　　＜ランスロット＞　　幻楽はアルカを作ることだけでは
ない。　世界アトラスを作ることも含まれる。そしてそれを分担し
ている。　　通常、世界のほうが言語より大きいのだが、この世界
においては世界は言語と等しい重要性を持つ。　というのも、この
プロジェクト自体がセレンとリディアの遠距離恋愛を埋めるための
ものだったからである。　両者は双璧を成しつつ作業をしているた
め、言語は必然的に世界の双璧となった。　　では、ファンタジー
の世界において言語を最も重要なものにするにはどうすればいいだ
ろうか。　結論のひとつが呪文だった。魔法の世界なのだから、そ
こに言語を食い込ませるのがもっともであろう。　そこで「魔法は
ことば、言葉はまほう」という考え方ができた。　この「魔法はこ
とば、言葉はまほう」という考え方のことをアルカで ranslotという。
　　＜ドルミーユとエーステ＞　　・ドルミーユ　　この世界には
ドルミーユという魔法理論がある。　ここにはヴィードという 4つ
のエネルギーがあり、それぞれのヴィードはさらに 4つのガレット
という材料からできている。　→ dolmiyu　　・エーステ　　個々
の概念にはそれを指すべき音声が存在する。つまり概念は本質的な
自己の名前を持っている。　その音性を最も近い音素に置き換えた
ものをエーステという。例えば、diltという語はホウレンソウを表
す言葉となっている。　つまり、ある概念が持っている本来的な名
前のことをエーステというわけである。　神々は古来よりこのエー
ステを喋ることにより、概念に直接働きかけ、魔法を発動しやすく
していた。　　なお、これはアトラスと地球の言語学を分断するも
のである。　ドルミーユがある分アトラスでは、恣意性が減少する
ことがある。イヌはヌイと呼んでもよいわけではないということで
ある。　とはいえ、様々な外国語がアトラスに存在するのを見れば、
あくまでエーステは、魔法を発動しやすくするためのものに過ぎな
いという事がわかる。言語の恣意性は多少抑制されるも、絶対的な
価値感ではないという点に注意。
ranset  ［被服］ダルマティカ、ダルマティック　zg;このころ民衆がよ
く仕立てた服を ransetと言っており、それが法衣として献上された
ことから。　24　［文化］　アルテ教の法衣。
ranvalfink  ［数学］正四面体　［レベル］４　19

ranferia  ［動詞］［料理］yulを a（鍋など）kon（お湯など）で煮込む、煮
込む　［料理］煮込み　［レベル］３　19

randi  ［動詞］yulに恋する、恋する、愛しい、好きだ、一緒にいたい、
想いを寄せる、愛おしい　［名詞］寄り添う愛、恋愛、恋、愛　［レベル］
３　古。landiと紛らわしいため消えた語。当時の語義は「相互依存
する」。　［語法］　tiia　hatiaによく似た語。hatiaは燃え上がるように
相手を求める気持ちのことだが、randiは相手の存在が自己にとって
慰めや快楽になる場合に、一緒にいたいと思う互恵的な気持ち。多
少 laapの要素も入っている。　randiには積極的な意味と消極的な
意味がある。前者は「安らぐような恋の気持ち」で、後者は「傷を
舐めあうような恋」である。これらは相反するものでなく、ときと
して共存し、どちらも randiの一面を築くため、単語が分かれない。
　良い意味で使う場合、hatiaとの違いは安らぎを感じる恋であるこ
とを強調している。hatiaの場合、燃え上がるようなしばしば肉欲的
な恋のイメージに繋がる。若年層の場合、randiのほうが清純なイメー
ジがある。　［文化］　人間の恋愛のほとんどは hatiaでなく randiであ
り、hatiaを経験する者は少ないとされる。　女にモテる男というの
はたいていデキる男より欠点のある男で、女が持っている欠点と呼
応する欠点を持ち、女のコンプレックスに対して優れた共感力を持っ
た人物である。たいていこのタイプの恋愛は randi型である。
randilaz  ［地学］［歴史］デボン紀　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

rang  ［建築］ラング橋　［経済］１ソルト玉　［レベル］２　21:ridia　［文化］　
→ anfan　アゲイト島と本土（カテージュ）を結ぶ大橋。vlで建てら
れた。
ranza  ［地球の国名］ブラジル　［レベル］５　15:制
rana  ［形容詞］態度が真剣な、真面目、本気、シリアス、一途な、神妙な。
セレンはこの意味でしか「神妙な」という言葉を使わないのでここ
に載せておく。　［反意語］alpen　［レベル］２　19:melidia alis:ran/na　【成句】
　den em rana 気にするな、気にしないで
ranikl  ［普通動名詞］確立　［動詞］yulを確立する、確立する　［レベル］３　
rd;/「きちんと建てる」　23
ranikal  ［数学］正四角形、正方形　［レベル］３　19

rav  ［人名］ラヴァの略称　［組み数字］１５/２８　［レベル］１　制
ravl  ［経済］家計　［レベル］３　rt;ra/avl「家の経済」　23　［文化］　tawa　ア
ルバザードでは主な稼ぎ手は男性で、女性は補佐的にパートなどを
することが多い。財布の紐を握るのは主な稼ぎ手の男性で、支払い
も男性が行うことが多い。　【用例】　alk{ × dalm} ravl 家計を支える　 

rava  ［組み数字］１５/２８　［交通］ラヴァ通り　［レベル］２　22

ravasl  ［化学］パルミチン酸　19

rava varsiila  ［人名］ラヴァ＝ヴァルシーラ　［組み数字］１５/２８　［レベル］
２　古 :語源不詳。varsiilaはソーンで ｢準ルシーラ ｣の意味。　［文化］
　(2→ )第４期４代ソーン第１使徒。男性。yuul。１８２ｃｍ、６８
ｋｇ。髪は銀髪に染めているが自毛は黒。肩より短く、直毛。漆黒の瞳。
肌は白：黄＝９：１。　　・『ミールの書』より　　　ラヴァの声は
穏やかで丁寧でかつ繊細なものだが、感情があまり感じられなかっ
た。だが、軟弱そうな感じは見うけられず、むしろ１音１音に重み
を感じる。　　ミールは頬を赤らめた。首を傾げながら無礼になら
ない程度にラヴァを見つめ、観察する。彼は夏だというのに黒いロー
ブを着ていた。但し、暑苦しい感じはなく、むしろ涼し気に見える。
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　　彼の髪は短く、薄く透通るような色をしていた。瞳は対照的に
漆黒である。顔は繊細で、或いはピネナのように女性に見えなくも
なかった。総じて彼は綺麗な顔立ちをしていた。肌はかなり白く、
殆ど白人に近いが、やはりどこか混血のような風貌がある。年はク
ミールと同じくらいであろう。背丈は高く、180cmはあると思われる。
ravaik  ［名詞］住宅区、東区と西区　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt　［文化］
　＜配置＞　アルナではカルテの東西が住宅区になっている。住宅
区には集合住宅と一戸建てがある。一戸建てのほうが集合住宅より
概して金持ちである。アルバザードの住所はカルテから近い順に一
丁目なので、一等地はカルテの近くである。特にカルテに近く、車
道に近くなく、警察署に近く、下に地下鉄が走っていないほど一等
地である。一戸建ては大抵二階建てである。内装は家によってまち
まちである。集合住宅の部屋は一階建てか二階建てのメゾネットで
ある。メゾネットの場合、二階を騒がしい場所にすれば下に音が響
いてもそこは自室なので更に下の住民に迷惑がかからないという利
点がある。勿論、集合住宅は防音処理がしてあるが、それでも下へ
の音はかき消すのが難しい。　＜外見＞　ミロク革命でアルバザー
ドの文化に基づいた家作りは壊されてしまった。アルバザードはフ
ランスのような気候なのでおよそフランスやその周辺の家に類似し
ていた。だが、ミロクによって壊された後は別の建築様式になった。
集合住宅など日本と同じ様式で、かなり世界共通である。一戸建て
はかろうじてアルバザードの様式を残しているので、比較的フラン
スなどの建築様式に似ている。
rave  ［副詞］もう一度、（否定文で）もう～ない、もう、二度とない、
もうしない　［形容詞］再びの　［名詞］もう一度、もういちど　［音楽］アン
コール　［感動詞］もう一度、もう一回、アンコール　［類義語］me　［レベル］
２　20:ras/vein。ravenだと avenと誤解するため。副詞形を ravelに
するため 21夏に ravel→ raveに。　［語法］　→ me　形容詞用法もある
ので副詞のときは ravelになる。　肯定文では meと大差ない。meの
ほうが口調が軽く、ravelのほうがmeよりは持って回った印象がある。
しかし比較を外すと ravelそのものは格式ばっていない。ravelは ras 
veinからなので、回数を数えられる動作に使うことが多い。　否定
文だと両者の意味が異なるようになる。en meは「また～しない」
であり、en ravelは「もう～しない」の意味になる。　【用例】　la lunak 
ravel. 彼はまた来た。　tu esn em elf kea ravel. この傘はもう直ら
ない。
raven  ［魔法］契約　［動詞］yul（内容）を a（相手）と契約する、契約す
る　［類義語］pina　［レベル］３　szv;「鎖で繋がった関係」　21　［語法］　
召喚における契約のこと。転じて一般的な契約の意味も。　【用例】　an 
til raven a mirok a. 神と契約しているんだ。　raven a xok 契約を交
わす　raven xok{antes} 交わした契約
ravega  ［名詞］内弁慶　［レベル］３　rd;/　23　［語法］　vega

ravelvort  ［名詞］ラヴェルヴォルト、再柩　［レベル］３　21:ravel（rave
の副詞形）/anvort　［文化］　anvort

rafl  ［軍事］ダイナマイト　［レベル］３　古 :ridia:rafl← ca fai ker seda 
lua e yuna｢少女の足を吹き飛ばす炎｣。報道された惨状をみてリディ
アが言った言葉。これが元になって短くなったもの。
rafa  ［文頭純詞］更によいことに　［反意語］taik　［レベル］２　19:melidia alis:
ratfak（よい＋さらに）　【用例】　an vastat manaka. rafa ximat tian. 大学に合
格した。さらに彼女までできた。　"rafa la til sex deyu in. la sil da
ntavom haasan kalt la ik mav ol non evik raklel xana teu "an et lan aaj l'
okl nekt lot kola hot da" 「それに口も堅そう。『自分は選ばれた人間で、
仲間とだけ秘密を共有するんだ』って思わせたら、少なくとも大人
になるまでは従順な私兵になってくれるわね」
rafi  ［植物］ニンジン、人参　［レベル］２　lakta:｢ 赤い槍 ｣　［文化］　アレイ
ユでは体を温め頑丈にするとして、常食される。rdでは臭みがあっ
て嫌われたが、ヴェレイで臭くないものが作られた。従ってアレイ
ユで常食されるのは臭みのない赤くて大きく長いもの。生でマヨネー
ズなどをつけて食べることもあり、おやつ代わりにもなる。
rafis  ［動詞］yulを考える、考える、考察する　［名詞］思考、考察　［類義
語］lo　［反意語］flora　［レベル］２　fv;<> rap　21:ridia　［語法］　lo　【用例】
　saa, fin an rafis lax tu yet, an ar fal rafel a.... えー、この問題に
ついて考察したいのだが、宿題をしなくちゃだ。　 
rafil  ［建築］橋、大橋、石橋、ラフィル　［類義語］pafi　［レベル］２　tm;r
ukke/pafi/al「向こうに届く橋のようなもの」　22
rafem  ［名詞］砂時計の形やそのような形のもの　［レベル］３　21<rafm:14:
制 :古 :｢ あそこ ｣を意味する語 rafの幻字が砂時計の形と同じことか
ら。
rafemkad  ［地球の国名］サモア　21<19:国の島の形が rafm

rafel  ［名詞］宿題、ホームワーク　［レベル］２　13:制 :家の勉強　［文化］　
宿題とは予習と復習のことであるが、予習より復習の方が大事とさ
れる。一足先に学習することよりも、確実に今日やったことを習得
する方が大事とされるので、事実上宿題といえば復習を指す。アル
バザードは勉強に対する意識が高いため、宿題をわざわざ点検する
ことはない。次回の授業についてこれなかったらそれが宿題を怠っ
た証であると解釈される。点検しないことは教師の負担を減らすこ
とにもなる。その分教師は授業計画のための時間が増え、質の良い
授業を提供できる。教師は必ず授業ごとに宿題を出す。その内容は
主に復習であり、今日やった授業に出てきた中で最も重要な部分の
確認である。教師はここが一番大切だから復習して覚えておくよう
にと指示する。宿題に関して特にプリントを刷ったりといったこと
は資源の無駄なのでしない。むしろ電子データを配信するかダウン
ロードさせることの方が多い。　【用例】　an til rafel l'an took fal. 終
わらせなきゃいけない宿題がある。　an ar van rafel t'alf. 数学の宿
題をやろう。　an rukasik rafel dab vein. 面倒くさい方の宿題は終
わらせた。
ram  ［名詞］紅、口紅、頬紅　［レベル］３　13:制 :古 :ranim（赤い色）　【用例】

　ev ram a sex 紅を注す　non hatia tyu ento em lan ram tuan. 好き
だよあなたのルージュになりたい（梶谷美由紀『ルージュになりた
い』）：歌詞はキスがしたいという意味の極めて雅な表現。
ramma  ［代詞］［pikko］tisee　［レベル］１　21:eketone:ren mal「覚えてね」　［語
法］　anyuuliaはないが、anrammaはある。rammaはピッコとしてのもの。
anrammaは敬語としてのもの。　yuuliaはそれ自体が敬語なので anが
ない。
ramas  ［政治］住民票　rd;ran/mas「住民の紙」　24　［文化］　・起源　　住
民票は smで徴税を合理化するために作られた。戸籍だけでは把握し
きれない世帯の実質的な構成を調べ、どのような世帯構成でどのよ
うな人がどこに住んでいるのかを把握し、国税と地方税を効率よく
徴収できるために作られた。　　・革命におけるセレンの創案　　
ljの革命では戸籍と住民票の役割が変えられ、戸籍は自分が選んだ
行政区を登録することになり、住民票は実際に住んでいる実住所を
示すようになった。　革命ではミール・レスティミールにより、地
方自治体ごとの特色が強まり、地方自治体ごとに特色ある政策を行
うようになった。例えば凪人はアルバザードではマイノリティだが、
カレン半島ではマジョリティである。そしてアルバザード全体では
トール人が多い。国策としてどの県でも同じ政策を取ると、マジョ
リティであるトール人の意見ばかりが通る。凪人の一票はトール人
の一票より弱い。ここに一票の不平等が生まれる。　この一票の不
平等を防ぐために、世代・性別・人種・宗教・収入・社会的地位な
どに応じて地方自治体ごとに一人の票数を小数点単位で定めた。例
えばトール人ばかりの地域ではマイノリティの凪人が１．２票になる
などといった風にである。　これにより階層間格差は縮まったが、
住んでいる階層は地方自治体ごとに異なるため、地方自治体ごとに
異なった政策が採決されるようになっていった。アルナはトール人
に有利な政策をし、カレン半島は凪人に有利な政策をするというよ
うに、である。　すると当然、アルナの凪人は不遇を託つし、カレ
ン半島のトール人は不遇を託つようになる。たまたまアルナに住ん
でいる凪人は不利な政策を被らねばならないのか。　もちろんアル
ナの政策が嫌ならカレン半島に引っ越せばいい。その自由は認めら
れている。しかし持ち家があったり子供が学校に通っていたりアル
ナに会社があったりしたら、引っ越しは現実的でない。　そこでセ
レンは戸籍と住民票を分けて考えることにした。例えば上のような
人には住民票上はアルナにいてもらい、戸籍はカレン半島に置いて
もらう。アルナの土地に持ち家を持っているので、アルナの地方自
治体には固定資産税を払い、公共サービスもアルナのものを利用し
ているのでその分の税などを払う。その一方で、残る地方税に関し
てはカレン半島の地方自治体に支払い、カレン半島の住民とみなし
てもらい、カレン半島の政策を受けることができる。　　分かりに
くいので日本に例えよう。例えば消費税を上げるべきだという意見
と所得税を上げるべきだという意見があった場合、ミールの集計に
より直接民主制に基いて埼玉は消費税が上がり、神奈川は所得税が
上がったとする。ここで埼玉在住のセレンが消費税より所得税を上
げてほしいと思ったら、戸籍を神奈川に置いて住民票を埼玉に置く。
そうすることでセレンは埼玉県内でも神奈川県の所得税率で買い物
ができる。アンセのＩＤで会計をするため、そのようなシステムが
可能になる。　消費税の低い地方自治体に戸籍を移したら安く買い
物ができるとおもいきや、神奈川では所得税が高いわけだから、結
局所得税の部分で多くを払う羽目になる。なのでよく消費をする人
は神奈川に戸籍を置けばよく、収入が低い人は埼玉に戸籍を置けば
よい。地方自治体ごとの政策をよく勉強することが節税に繋がるわ
けである。　　なお、戸籍の二重取りはできない。つまり埼玉と神
奈川の両方に籍を置くことはできない。　革命により、アルバザー
ドの地方自治体はそれぞれの特色を増すようになった。また、都市
部の地方自治体ばかり羽振りがいいという「都市部と農村部の格差」
も少し縮んだ。というのも、会社がアルナにあるので田舎には住め
ないが戸籍だけなら移してもいいと考える者が出てきたため、農村
部の地方自治体は戸籍を誘致（つまり地方税収入の見込みがある）
するために、地方の特色を活かしたユニークな政策を取ったためで
ある。革命前までは日本の夕張市のように破綻していたような農村
部の地方自治体に戸籍が移ることで地方税収入が見込めるようにな
り、都市部に集中していた地方税の格差が緩和された。とはいえ都
市部に戸籍を置く人間は革命後も圧倒的にマジョリティであるため、
都市部が財政難で機能維持できなくなるほどではないし、戸籍を移
しても結局固定資産税などは実際の住民票上の居住地の自治体に払
うため、都市部の地方税を地方が根こそぎ奪うわけではない。　結
局これもセレンの求めた格差の少ない世界、マイノリティを泣き寝
入りさせない世界の実現に向けた政策と言えよう。　　・革命にお
けるメルの案　　上記のように戸籍と住民票を別に分け、ある場所
に住みながら違う場所の条例で生きられるようにしようとセレンは
考えた。ところがこれにメルが現実的でないと反対した。　同じ地
域に違うルールを持った人間が住んでいると混乱が生じるとのこと
だ。例えば自転車が歩道を走って良い県があったとする。その県は
歩道が広く整備されており自転車が歩道を走っても安全なように設
計されているからそうなっているわけで、そこに戸籍を置いて他県
の歩道を自転車で走り回ったら危険だ。その県の歩道が自転車向き
でなければ事故になる。警察もいちいち歩道を走っている自転車を
すべて止めて相手の戸籍がどこか調べてＯＫかどうか判断しなけれ
ばならず、不便である。何よりその自治体にはその自治体ごとの風
土があり、それに適した条例ができているわけだから、むやみやた
らと混ぜこぜにすべきでないとした。これにセレンは賛同し、結局
戸籍を別のところに置いてその自治体の条例に従うという措置は実
施されず、創案だけで終わった。
rami  ［普通動名詞］留守　［レベル］３　rd;/　23

radl  ［名詞］宝、トレジャー、お宝、財宝、宝物　［電算］値。変数、配列、ハッ
シュなどの値。変数が小箱なので、その中のお宝という意味。　［類義
語］dyuran　［レベル］２　13:制 :rad　:::haku,alt　［語法］　kofel　【成句】　radl 
a beema 豚に真珠
radia  ［名詞］良い夢、夢、ラディア　［レベル］２　古 :radia（良い夢）



300 rapalxradia
← raddia← ratdia← rat（良い）/dia（夢）　【用例】　an lab sen voskel 
im harp ol an til sen radia le nos milx im vird--yul soa, an nat. 
好きな夢が夜に見られるなら、そのためだけに昼頑張って働こうと
思ったものです (seren arbazard)　non kor sen radia im fis in. 今
日は良い夢が見れそうだ。　an emat ris net man xa radia. 良い夢だっ
たので、目が覚めてほしくなかった。
ragna  ［名詞］機械、仕組み、からくり、カラクリ、マシーン、マシン　［名詞］
家電、電化製品　［魔法］魔法機械　［レベル］２　meltia 444:bert;e。もと
は elxeltを示し、魔法機械全般を指した。　赤　ragna:ragna:lu ragna:g
i,alt ankr,hy
ragnasel  ［歳時記］工学の日　［レベル］３　21:ragnalen/sel　［文化］　gil pin
の休日。ラグナロク工科大学ができた日で、魔動アーマーなどが一
般公開される。機械工学系の大学や企業が新製品の展示を行い、事
実上のシンポジウムや万博になる。魔法工学の日なのに実際は新技
術の展示会として機能する。会場はランスケルンなどを借りて行う。
　未来技術が好きなアルバザード人はこぞって見に行き、非常に盛
況となる。外食や交通業界に対する経済効果も大きい。
ragnan  ［娯楽］ラグナン　21　［文化］　『ロックマン』に相当するゲーム。
ragnant  ［ランドマーク］ラグナント工科大学　［レベル］５　20:ragna/lantis（機
械の人）　［文化］　メル 39年にリュウがアルナに経てた工科大学。全寮
制ではなく、大学部のみ存在した。　メル 52年には高等部ができた。
　ミロク革命後も北アルナ市にそのまま残っている。　科学に特化
した大学で、アルナ大を蹴ってでもこちらに進むという人がいる。
ragnafel  ［工学］機械、機械学。理科の一分野。科目名。　［レベル］４　
rd　22　［文化］　felpant

ragnadia  ［企業］ラグナディア　21　［文化］　ファナックに相当する企業。
ragnalok  ［ランドマーク］ラグナロク工科大学　［レベル］５　20:ragna/loki（機
械を理解するところ）　［文化］　→ ragnasel　セルメル後期、イムル 1189
年にアルバ５世が急逝したことで、国民の間に王族の力が弱まった
という不安感が巻き起こり、アルバザード全土で混乱が起こった。
　ヴェレスはこの状況に乗じてもうアルバザードは終わりだという
末法思想めいた主張を始め、国民を煽動していった。　実際、アル
バ５世の急逝で求心力を失ったところを隣国ケートイアやアルシェ
リアが虎視眈々と狙っていたため、国民の不安は非常に現実的なも
のであった。　この状況を悪しと見たアルバザード政府は国家の威
信を取り戻し、周辺国家を制するために対策を講じた。　王族を始
め、高官たちの魔力も弱くなっていることは事実であったため、失っ
た魔力に代わる技術が求められた。アルシアがかつて作った魔法学
だけではとても軍事力を維持できず、新たなメソッドが必要となっ
た。　そこで研究されたのが道具に魔力を込める方法で、魔法工学
と呼ばれる新たな学問であった。　当時既に水晶に魔力を込めると
魔力が入ったまま逃げないという現象は知られていた。魔法学をは
じめ、アトラスの学問は常にアテンとヴィードの関係について論じ
たものであった。しかしこのようにアテン以外の物質とヴィードの
関係について考えたのが魔法工学である。特に注目されたのは常に
一定の結果が得られやすい無機物とヴィードの関係である。ただし、
無機物とヴィードの細かい関係はまだ４００年近く未来の錬金術を
待たねばならない。　魔法工学の行ったことは、むしろエタンを用
いて魔法の威力を増幅させるというものである。　最初に実験とし
て開発されたものはイムル 1202年で、ルシフェル魔法学校の ostia ji
leelが国家の混乱の最中に作った魔動銃である。　これは魔力伝導率
のよい銀の筒から予め魔法を閉じ込めておいた銀水晶弾を出すとい
う仕組みのものであった。引き金を引くとげきてつが発魔材を叩き、
その刺激で筒の中で局所的な突風が起こる。するとシリンダーの中
に充填されていた銀水晶がものすごい勢いで射出され、魔法が発動
する。この勢いをつけられた魔法は通常の魔法よりも強力で、力を
失ったセルメルの魔導師たちでもカコ並みの威力の魔法を使うこと
ができた。　　イムル 1204年に現ドフレットに侵入してきたケート
イア軍に対し、アルバ五世は魔動銃でこれを撃退。一気に魔動銃の
知名度が上がることとなった。オスティアは王から高い評価を受け、
1205年にルシフェル校から独立して、同じアルシア領内に魔法工学
の専門学校を建てた。これがラグナロク工科大学である。　工科大
学と訳しているのは、大学部しかなかったためである。予算の都合と、
そもそも子供が簡単に研究できるものではないということから、ル
シフェル校の高等部から受験生を募ったためである。魔法工学には
魔法の専門知識が必要だったため、ルシフェル校からのみ生徒を選
出した。　　1378年には高等部ができた。　rdではリュウが少年期
にラグナロクに通った。しかし魔法の衰退を予想したリュウは、魔
法工学を応用した科学や工学を研究した。メル 39年にはアルナにラ
グナント工科大学を設立した。　ナディアになるとラグナロクは役
目を終え、ラグナントの姉妹校として工学の学校になった。現在で
もラグナロクは科学に強い学校として残っている。
ragnales  ［名詞］万国博覧会、国際博覧会、万博、ラグナレス　［レベル］
３　21:ridia:ragnalok　［文化］　rdでラグナロク工科大学が開催したの
が最初なので地球より歴史が長い。現在では４年に一度行われ（地
球では５年）、開催場所は毎回オリンピックのように変わる。
ragnalen  ［魔法］魔法工学、ラグナレン　［レベル］５　21:ragnalok.k　［文化］　
ragnalok　1200imごろから起こり、rdで大成。
ragnaate  ［名詞］電気屋、電器屋、電機屋、家電量販店　［レベル］３　22　【用
例】　lefat a ragnaate askel. すぐに彼女のいる電気屋へ走った。
raget  ［建築］イグルー　［レベル］６　f:elt;e　23　［文化］　eld

ragen  ［工学］機関　［レベル］３　21:ragna/en

rap  ［名詞］組、組み合わせ　［魔法］（アミュレットを）組み合わせる、
調合する　［動詞］yulを aに組み合わせる、組み合わせる　［数学］組み
合わせ　［レベル］２　赤　［語法］　錬金術の場合は filet。調合魔法学で
は rap。
rapvet  ［言語］ｎ対語、n対語、エヌ対語　［レベル］５　20　［文化］　制ア

ルカにあった単語の形態。lasが手なら lisが足といった具合に、アプ
ラウトで対語等を作る語彙圧縮法の一つ。似た文脈で出る単語なの
に聞き分けがしづらいため、新生でメルテーブルに置き換わった。
rapalx  ［言語］組み数字　［レベル］２　15:制 :組数字　［語法］　→ alx　ある
数の成員からなる集合において、その成員の番号を示したもの。た
とえば axteなら４つあるうちの１番目という意味になる。本辞典で
は［組み数字］タグで検索できる。１/８と書いてあれば、８組数字中
の１番目という意味。　２～７、１２、２８は頻度が高い。２は日
常的にもよく使う。３～６は学年に使う。７は曜日に使う。１２は
時間に使う。２８は日付に使う。８、９、１１、１３～１６はあま
り使わない。　　序列と非序列についての概要は alx参照。　序列と
非序列では同じ数でも頻度が異なる。序列では２，３，４，５まではよ
く使われる。６～９はあまり使われず、アルバザード人でも無教養
層は覚えていないこともある。１０はベストテンやトップテンで使
うのでよく使う。１１はほとんど使わない。１２は昔１２進数があっ
たこともあり１１よりは使う。１３～は頻度が低すぎて組み数字そ
のものが成立しない。しかしベスト２０の需要があるので２０は復
活する。その次は５０か１００だが、ここまで行くともはや組み数
字を使わない。ゆえに最大は２０。　　組み数字の覚えやすさは量
でなく頻度による。lantisは２８もあるのに皆覚えている。毎日使う
からである。逆に１５あたりは頻度が少ないので無教養層では覚え
ていないものもいる。　　＜組み数字のリスト＞　　・非序列系　
　固有名詞が多い。成員同士に上下関係がない。　グループ全体を
指すときは memを付ける。arxielmemで「アルシエルサークル」とい
うような訳。成員間に上下関係がないので memになっている。　　1:
組が成立しないので無し　2:seltmem:elt, saal　3:arkansmem:slea, bcea, trea
　4:arxielmem:axte, flea, alis, xier　5:liifamem:mirgi, hanes, kasan, aaxe, 
alson　6:vanonmem:twar, arhan, narte, xart, luson, mirx　7:soommem:ve
lm, erva, satii, teeve, beezel, ilva, part　8:xeltmem:myuxa, alj, duur
ga, tuvan, xante, leeve, viine, inje　9:ifanmem:faifa, parna, atolas, sa
vel, kain, melmo, denie, tinte, erint　10:felismem:mist, lean, xell, da
zett, waset, xarl, kaloa, viman, hina, gants　11:alsiamem:veltis, erin, teez
en, tuunas, faila, iires, paltis, lamid, lanvem, protis, levin　12:armiv
amem:seinels, tiitel, poen, nermes, kleevel, kalzas, varfant, varzon, ti
kno, fenzel, nebra, konoote　13:anomem:ano, omto, igre, raien, ju
let, xelii, vekton, felnoa, saax, neo, elpina, muton, kanan　14:liizame
m:yuua, nalm, elevi, geewix, naltkaya, salsa, emis, iidel, ante, aml, malka, 
txe, alvano, liiza　15:metemem:rudia, viifa, liiz, falfa, inea, hyuu
we, imul, raldura(rald), genolpe, iiluu, elf, walma, okinis, mete, arxe
　16:estamem:eres, karfan, tromekia, parte, xinke, facet, kyuk, deit, sev
er, kap, jimn, subek, koolel, distel, yeevel, twarzel　24:anxianmem:anxa
nt, fingen, metian, dialet, lidian, aklim, lakemit, ardianus, felier, se
mian, kmiilia, mianet, gardian, falian, finos, alhaid, diahadir, figyu
rer, jandior, weivar, sarbelia, veflir, elizian, liiten　28:lantisme
m:ridia, ovi, kliiz, gil, fulmiia, ryuu, mel, raldura, zana, paal, milf, 
faava, ruuj, seren, rava, umtona, liine, relezona, jiil, lina, eketo
ne, enna, axx, neene, pinena, mat, kunon, kmiir　　・序列系　　
一般名詞から成る。登場が若いほうがより上位にある。　非序列と
違って上下関係があるため、行のネーミングが最上位を代表させた
ものになっている。例えば vangarの序列なら vangarreinのように、
reinを付けて示す。優劣の違いが理解しやすいよう、訳語を適宜括
弧内に入れておく。　２だけは序列というより勝ち負けと捉えたほ
うが分かりやすい。２人で競わせて１位２位とするのは日本語でも
違和感がある。勝敗と言ったほうが自然だ。それはアルカでも同じ
で、優劣というよりは勝敗のつもりで使われることが多い。ゆえに
訳語は○○賞ではなく白星としている。しかし厳密には１位と２位
の差があるわけだから組み数字には違いないということでここに含
めている。　　序列は主に優劣を競うときに用いる。成績評価や順
位などを決めるときに用いる。　従ってそれ自体が価値のある単語
群でなければならない。さらに１位に来る語はその中でもさらに価
値を一般的に認められるものでなければならない。　例えば fant（金
賞）や erfi（銀賞）のように、直感的に栄誉が分かりやすい単語が
選ばれる。同じ元素でも直感的に栄誉の分からないものは使わない。
「おめでとうございます、カリウム賞です！」と言われてもピンと来
ないだろう。「金賞です！」と言われれば「おぉ！」と感じる。　と
いうことはここにアルバザード人やアトラス人の物の見方や価値観
が現れるわけで、地球人にはピンと来ないものもある。例えば組み
数字５は百獣賞だが、１位の「獅子賞」は日本人でもなるほどと思う。
しかし２位の「狼賞」は「ん？」と思うのではないか。これはアル
バザードで狼が統率のとれた勇猛果敢な戦士というイメージを持た
れているためである。逆に山猫といったら日本人は何とも思わない
が、アルバザードでは童話で悪役として登場するのでまったく栄誉
にならない。こういうものは自然と選ばれない。もし組み数字５に
山猫が入っていたら、恐らく組み数字に選ばれなかったろう。　　
1:組が成立しないので無し　2:finrein（白星）:fin, ven　3:vangarr
ein（大将賞）:vangar, lanser, bliz　4:fantrein（金賞）:fant, erfi, 
letti, frea　5:vietrein（獅子賞）:viet, avom, kano, sonk, delt：→ vi
etrein　6:nalniasrein（希望賞）:nalnias, tiia, xana, zanal, falis, levan：
→ nalniasrein　7:falxionrein（指揮官賞）:falxion, hyuxa, benom, ga
lte, noie, mool, walt　8:blenzelrein(天狼賞）:blenzel, xeltis, letos, 
firia, erfan, aaxal, fanta, mivas：→ blenzelrein　9:kardinalrein(秋
桜賞）:kardinal, akua, fenlil, lavand, mileeyu, klain, nalnia, alblant, oli
via：→ kardinalrein　10:artarenrein（神石賞）:artaren, klandia, xivar
en, veiren, farren, enaren, arkanet, zeeren, demil, tesren：→ art
arenrein　11:caifarein（輝隕賞）caifa, despa, cuukiite, fort, ulo, 
ixirius, dialiiva, lart, iifa, ulanse, amital：→ caifarein　12:finanxe
rein（霊薬賞）finanxe, karmamileel, fiinemadet, listifrens, xeria, 
cuut, xeltius, hapsklea, nagisa, firter, xilue, yuuxion：→ finanxere
in　20:arkaltrein（大元帥賞）:arkalt, kaltis, hardian, hirvel, hestia, ba
ltir, bialet, bort, gilvan, guiyu, geel, nalmi, nelte, niij, matis, mi
len, ment, wetta, wiiz, wool　　・変遷　　制アルカ～ 21までは序列
と非序列の違いがなかった。メルが 10:sidalxに言及したことで序列と
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非序列の違いが生まれた。当時はほとんど非序列しかなかった。ま
た、この期間では以下が使われた。　　10:sidalx:fuu, you, vii, von, 
txon, an, zan, hen, lon, too　　古アルカの数は序列なので非序列か
ら排除。かといって数字は１０で終わりではないため、有界に感じ
られない。そのため序列組み数字にもなれず、科学のみに使われる
こととなった。　　8の月も一度非序列から消えそうになった。月相
が互いに等価でないためである。しかし月相という数値で月を捉え
る必然性がないため、元に戻った。例えば月相の大きい２８の inje
が満月の１４の xanteより小さいとは思えない。逆に序列で月を使う
かという考えもあるが、xanteが injeより優れているとか aljが優れ
ているとかいったことはない。アルバザード人はそれぞれの月を愛
でるため、優劣の差はない。むろん満月が好まれるなどはあるものの。
そういうわけで月の組み数字はママとなった。　　非序列系はセレ
ンらが制アルカの時代にまとめた。序列系は 21に同人がまとめた。
　彼らが新規に作った組みもあれば、既存の組みを用いたものもあ
る。　　rtで vanonが生まれ、alごろに liifaが生まれるが、組み数
字に採用されたのは革命後。それまでは下記を使用。レインの時代
でも老人は古いものを使うことがある。　　5:hanivalmem:rendi, sara, 
gardi, plant, legolis:→ hanival　6:takamem:alkat, savia, faber, kevea, aden
to, leiva:人類が到達した順に並んでいる。大きさが明らかに異なる
ので alkatが adentoと同列には見えないなどの理由から非序列性を疑
われ、vanonに取って代わられた。
rapis  ［サール］ラピス　［普通動名詞］乱交　［動詞］yulと乱交する、乱交す
る　［レベル］４　mel:古　［文化］　乱交パーティを開いて人間を堕落させ
るサール。１９歳くらいの見た目をした可愛い顔の女で、明るく優
しく、一見処女っぽく見える。
rapin  ［植物］カーネーション　［レベル］４　lakta:赤い薔薇
rapol  ［名詞］住宅地　［レベル］４　rd;/「住宅の地帯」　23

rahoi  ［普通動名詞］留守番　［動詞］yul（場所）を留守番する、留守番す
る　［レベル］３　rd;/　23

rayet  ［経済］住宅問題　［レベル］６　19

raz  ［形容詞］［ポジティブ］成熟した、成長した、大人な、一人前の　［形容詞］
［ポジティブ］熟した。食べごろという意味。　［類義語］bent　［反意語］lij　［レ
ベル］３　＠ 19

razordin  ［交通］ラゾーディン駅　［ランドマーク］ラゾーディン教会　22:ra 
e sordian「守護神の家」　［文化］　ファイマン線：東カリーズ→ラゾー
ディン→幻京橋
raj  ［普通動名詞］痴漢、いたずら、悪戯、イタズラ、痴漢行為。痴漢は
rajでも rajanでも。　［動詞］yulに痴漢する、痴漢する、いたずらす
る、悪戯する　［レベル］３　古 :raj,lyaji,ryaji（触る）から　［語法］　始
めから挿入目的でなく、性的に身体に触れようとすること。従って、
挿入したら vales。lilesとも比較。　［文化］　都市部では電車などが時
間帯によっては混雑するので痴漢が出る。女性専用車両はこれといっ
て存在しない。女性は泣き寝入りせず、周りの男性に助けを求める
ことが多い。　アルバザード人よりアルティア人女性のほうが痴漢
に嫌悪感を示す。男性にその気がないのに痴漢されたと勘違いしや
すい。アルバザード人はその点についてはわりと鈍く、少し触れた
くらいではいちいち気にしない。　【用例】　"hai etto siina ak axekaxo?"
　"yuu aalel. tal ail na ank a fels poten lop, fin hao raj elf luus"
　"tea so sil, yuna okt fan a xia yul "papa moen teu txikanxa toomas xa 
yukka--tee, lopra" e(a"　"belme!(a"　「で、お兄ちゃんはどんなコス
プレが好きなの？」　「いや別に。電車内でたまに可愛いなって制服
があるくらいで。もちろん触ったりはしないけど」　「てか触ったら
紫亞に『パパは痴漢車トーマスになっちゃってね、今は留置――も
とい操車場にいるのよ』って伝えといてあげるよｗ」　「てめぇｗ」
rajevitdiz  ［法律］痴漢冤罪　［レベル］４　vl;/　23　［文化］　痴漢冤罪や
ＤＶ冤罪は vl後期から alの行き過ぎたフェミニズムの結果起こった。
証拠が必要なく、女の証言やでっち上げた偽の証拠が裁判で採用さ
れた。あまりに酷い男性差別だったため、男性側からはもちろん善
意の女性側からも糾弾を受け、現代版魔女狩りとして両者ともに撤
廃するよう働きかけられた。結果、確固たる証拠がなければこれら
の罪は確定しないこととなった。
ral  ［人名］ラルドゥラの略称　［組み数字］８/２８　［レベル］１　古
ralk  ［名詞］家庭教師、カテキョ　［類義語］leznant　［レベル］４　20:ra/felki（家
庭の塾）　［語法］　家庭教師という概念を ralkといい、実際の教師を ralk
anという。日本語だとどちらも家庭教師というので、訳し分けに注意。
　［文化］　アルバザードでは学校→塾→家庭教師の順にできた。この
うち塾は革命後に廃止され、かわって家庭教師が一般化した。しか
し家庭教師の派遣業者というものは存在しない。知らない人に教え
てもらうより、友達の兄や姉に教わったほうがやりやすいとアルバ
ザード人は考えるため。この結果、家庭教師は学生のアルバイトと
してかなりメジャーとなっている。また、子供が小さいうちはベビー
シッターを兼ねることもあり、むしろベビーシッターとしての役割
が大きい。　ただし、アメリカなどのベビーシッターとは意味が異
なる。たいていアルバザード人は大家族で過ごすため、家に誰もい
ないということはない。従ってアルバザードのベビーシッターは子
供の遊び相手や話し相手になる程度であり、二人っきりになってあ
れこれ世話をするということは通常ない。　なお、賃金は各家庭で
決められ、たいてい高くない。喫茶店のウェイトレスより少し安い
程度。
ralkan  ［名詞］家庭教師　［レベル］４　20　［語法］［文化］　ralk

ralsool  ［名詞］不言実行　［レベル］３　22:raldura/sool

ralna  ［名詞］明鏡止水　［レベル］４　22:raldura/na

ralverant  ［医療］統合失調質パーソナリティ、統合失調質人格障害、ス
キゾイドパーソナリティ障害、スキゾイド人格障害　［類義語］melvera
nt　［レベル］５　vl;raldura/verant　23:mel　［語法］［文化］　melverant

rald  ［人名］ラルド、ラルドゥラ　［組み数字］８/１５　［レベル］４　kako　［文
化］　メテの第８使徒。
rald(2)  ［組み数字］８/１５　［レベル］４　19？
raldlil  ［化学］キュリウム　18:制
raldura  ［組み数字］８/２８　［交通］ラルドゥラ通り　［名詞］ラルドゥラ組。
アルナ大のクラス。　［レベル］２　22

raldura lolos  ［人名］ラルドゥラ＝ロロス　［組み数字］８/２８　［レベル］２
　古 :『カコ』に実在した ralduraという人物名から。　［文化］　→ ralv
erant　(tif 8 lis mik→ )第４期４代アルシェ第８使徒。マージ名 ｢
エメラルド ｣。男性。seet。１７２ｃｍ、５６ｋｇ。髪は黒で背中ま
であり、直毛。前髪が長く、右目を隠している。黒の瞳。肌は白：
黄＝３：７。　現実にはセレンとリディアが創り上げた架空の人物で、
元はアルデスなどと同じくキャラの扱い。聞いた使徒が新しい使徒
が入ると勝手に誤解し、否定するタイミングを逸しているうちに本
当にそういうことになってしまった。話が大きくなってしまったた
め、当時画質の悪かったアンシャンテを利用してアノ氏に髪の長い
カツラをかぶってもらい、息子役を演じてもらっていた。　いい加
減突き通せないと思って２０何歳だかになってリディアと相談して
バラした。メルは比較的会話を通じて好意を寄せていたのでショッ
クだったようだ。　現実にはアンテの子供はルビィしかいない。従っ
て本当は使徒の数は２７人。　　２００６・７・１６の日記より下
記転載　　　後もうひとつがラルドゥラのこと。リディアとリュウ
と俺、後は先代たちしか知らない秘密。古参は何人か感づいてる。ソー
ンは絶対知らない。今思えば懐かしいな。不思議だ。嘘に懐かしい
なんて感情を抱くなんてな。元々中１だったか、アルテの延長だっ
たな、ラルドゥラというキャラを俺とリディアで作り上げた。アル
テのキャラの一人のつもりだった。だけどクリスがある日ラルドゥ
ラの話しをしていた俺たちに「だれそれ？」と聞いてきた。いや、
架空のキャラだよといえばいいものを、なぜだろうな、ガキだった
からかな、何となくノリで俺とリディアは「今度使徒になる人だよ」
と答えた。メルが仲間になった後だから中１の秋ごろだろう。　　
その後、嘘が膨らみ、キャラ設定が細かくなっていき、収集が付か
なくなった。ディアセルに現れないし、俺やリディアしか見たこと
ないというので不信がられたが、まぁそこはアンシャンテ社会、そ
ういうやつもいるか的な判断だった。俺らが人嫌いと散々詠ったか
らな。　　中２か３年になってザナの仕事にミスがあって、指摘し
て罰まで与えたのに、実はその指摘が間違いだったというあの件が
あって、それを俺が咄嗟にラルドゥラのせいにした。それが発端だっ
たかな、ラルドゥラを痛烈にザナが批判して、顔を出せ抗議になっ
てしまい、周りの使徒まで便乗。始めから事情を知ってた先生に相
談したら、アンテの息子ということにしようと言われた。これが中
３の夏以降かそのくらいだ。　　で、アンシャンテを使ってアンテ
さんに変装させ、髪を長く前髪で顔を隠し、片目だけだし、季節に
関わらずローブを着せた。異様な形相にぎょっとしてた。誰とも話
さないのに、小さかったメルには比較的話したのでメルは好かれて
いると思ってラルドゥラを気に入った。でも、その後あいつが聡く
なるにつれて話さないようになった。　　アンテさんにしたのは、
先代で俺たちとかかわりがあって、しかも子供が使徒になってない
唯一の人だったからだ。オヴィもリディアもダメ。兄弟になっちゃ
うからね、すぐバレル。そこでアンテさん。ルビィちゃんはアンシャ
ンテに乗れないしそんなに才能なかったからね。そもそも名前がル
ビィというので俺がルビーに見立てて兄貴をエメラルドにしてオヤ
ジをサファイアにしたんだが、そもそもエメラルドに会うのがルビィ
に会うより前だったんだから、その矛盾でふつうはバレルと思うん
だが……。それにしてもルビィちゃんも居もしない兄を作られて大
変だったな。俺とそんな話しばかりしてて接近してたから未だに俺
のことが好きだそうだが。そうそう、ミリアちゃんもそうらしい。
　　ラルドゥラはアルシェの問題だったが、ソーンと対立すると厄
介に。だって実は一人架空で１３：１４体制なんてばれるとまずい。
そこで余計ひた隠しに。その上メル暦で日付になってるんだから、
今更欠番の分を繰り下げると日付がずれるし、暦が壊れる。　でも、
今回ばらす。俺はアシェット解体して、リディアを暫定ルシーラに
して、ポスト・アシェットにする。そうなるとリストラの問題が出
てくるので席を決めないといけないが、ラルドゥラは最優秀なこと
になっているので誰もが席を得ると思うはず。だけど実際欠員の分
に席を空けられない。なので存在しないことをばらさないと確実に
混乱を招く。
ralrens  ［名詞］(til)無口な　［反意語］diarens　［レベル］３　20:melidia 
xier:ラルドゥラの口
ralab  ［名詞］家事　［レベル］３　19:melidia axte　［文化］　主に妻や娘がする
が、男性陣も手伝う。
ralabes  ［名詞］家事手伝い　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

raliva  ［娯楽］コンシューマーゲーム、コンシューマー　［レベル］５　22

raluup  ［普通動名詞］家庭内暴力、ＤＶ、ドメスティックバイオレンス　
［レベル］４　19　［文化］　・誰がやるか　　この単語でアルバザード人が
最も連想するのは夫→妻ではなく、母→子供。アルバザード人の母
親は躾が厳しく、頻繁に子供を殴る。そのため、行き過ぎが往々に
してあり、ＤＶとなる。　アルバザード人の女は夫にはしとやかで
表立って反抗をしないため、夫→妻のＤＶは少ない。妻が不貞だっ
たり従順でないなど、妻として品格に欠ける場合、夫は妻を殴って
も社会的に白い目で見られない。逆に、そのような妻をのさばらせ
ておくと白い目で見られる。それ以外の理由で妻を殴った場合は夫
の過失となる。　　・ＤＶについて思うこと　　『カバチタレ』とい
う深津絵里の出ているドラマでＤＶ離婚の話があった。女にばかり
都合のいいシナリオで、案の定脚本が女で、見ていて不快になった
ので所感を書きたくなった。　好きで付き合った男に守ってもらう
どころか殴られた女の気持ちを考えると、さぞ絶望だろうなと思う。
好きな相手に拒絶され殴られたらさぞつらいだろう。そういう意味
で夫から妻のＤＶはすべきでないと思う。　ただそういう当たり前
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のことを言って加害者を特別な欠陥品呼ばわりするだけでは、物事
の本質が見えなくなってしまう。その男が今まで付き合ってきた女
にすべてＤＶを働いてきたならその男の欠陥だと思うが、特定の女
にだけ暴力を振るうのであれば、その女に暴力を振るわせる原因が
あるわけで、女側は「やられたアタシ可哀想」とか「こんな男を選
んだ自分は愚か」といった言葉で片付けるべきではない。「自分の何
が好きな男を暴力に駆り立てたのか」を考え、自分も反省しなけれ
ば根本的な解決にならない。殴らせる原因を解決しなければいつま
でも殴られるだろうし、仮に離婚して再婚しても同じことの繰り返
しかもしれない。男を悪者にするのは簡単である。しかし自分が被
害者ヅラするだけでは根本的な解決にはならない。現在の男のこと
もそうだし、今後の男選びに関しても支障をきたしうる。　正直、
ＤＶがある夫婦は別れたほうが良いと思う。妻だけでなく夫にとっ
ても。殴られる側はもちろん、殴る側もストレスを感じているから
殴るわけで、どちらにとってもその生活にメリットがない。殴る時
点で夫は妻を愛してもいないし、人として尊敬もしていない。愛し
てもいないし尊敬もしていないのに男が女をキープするのは、ただ
道具として便利だからである。その時点で所有物扱いされているの
で、女にとってその恋愛はメリットがない。男からしてみれば道具
として使える人間がいる代わりにイライラさせられるのでプラマイ
ゼロである。　往々にして女にとってＤＶ生活はマイナスで男にとっ
てはプラマイゼロなので、いざ離婚となると夫が渋る。それはそうだ。
離婚によって女はメリットがあるが男にはないからだ。　しかも女
というのは一度愛想を尽かすと男に一切の情を抱かない冷たい生き
物である。男はどんなに見下げ果てても過去の女には情をかける。
基本的に女のほうが冷たい。離婚は夫にとって妻の反乱で、自分に
メリットがなく、かつてあんなに好いてきた妻が自分を障害として
しか見ていないことに苛立たされる。しかし女はその苛立ちが理解
できない。離婚を決めたらただひたすら夫から逃げようと必死にな
る。その態度が余計に夫を苛立たせるが、女は自分が相手の神経を
逆撫でていることが分からない。なのでこのとき別の男が客観視し
ていると、「この奥さん、殴られるべくして殴られてるなぁ」と心の
奥でこっそり思ったりする。　恐らくＤＶ離婚で夫が妻に復讐する
場合、離婚を切り出してからの妻の悪態にプライドが痛く傷つけら
れ、それで怒っているのだろう。妻自身に対する未練はなく、プラ
イドが傷つけられたことに対する怒りと、親権などを奪われた怒り
と、便利な道具を失った未練があるだけだと思う。
raluupevitdiz  ［法律］ＤＶ冤罪　［レベル］４　vl;/　23　［文化］　rajevitd
iz
raaxo  ［娯楽］おままごと　［レベル］２　14:制 :家（家事や家族関係）の遊び。
raav  ［名詞］碇、錨、いかり　［レベル］４　13:制 :古 :raabyu（碇）　raabyu:
raabyu
raavyu,lsl  aav　raabyu,fv.l

raava,fv  frein
raad  ［普通動名詞］徹夜　［動詞］yulを徹夜させる、徹夜する　［レベル］３　
14:制 :夜を越える　【用例】　la kalma ar raad. 彼はよく徹夜をする。　el 
ar xin raad sa tas. 試験前は徹夜を控えること。　an en kalma ar raad. 
私はほとんど徹夜をしない。
raabyu,fv  aav、raav　<> byu

rai  ［植物］つぼみ、蕾、芽、木の芽　［レベル］３　古？：家に関係　【用例】
　an na axte lunas im in rai e miina. 花のつぼみを見ると春だなと
思う。
rai,li  klik
raix  ［化学］原子　［レベル］４　＠ 19　liil:liil, raix:la liil

raixtesl  ［環境］原子力発電　［レベル］４　vl;/　19　［文化］　アルバザード
は原子力発電が最も多い。
raixteslka  ［環境］原子力発電所、原発　［レベル］４　vl;/　19　【用例】　lamiti 
e raixteslka 原発の危険性
raixfala  ［化学］原子番号　［レベル］４　19

raixfaik  ［軍事］原子爆弾、原爆　［レベル］４　19

raixbyu  ［化学］原子量　［レベル］５　19

raixado  ［経済］元素鉱物　19

raixark  ［化学］原子間結合　［レベル］５　21

rain  ［普通動名詞］繰延、延期、繰り下げ、繰下、繰り延べ　［経済］［動詞］
yulを繰り延べる、繰り延べる、延期する、繰り下げる、繰り越す　［反
意語］liam　［レベル］４　19:rak　［語法］　繰延と繰越の区別はない。
raindoal  ［経済］繰延資産　19

raien  ［人名］ライエン　［組み数字］４/１３　［天文］ライエン座　［レベル］
３　先 :ano:reles　［文化］　第４期３代ソーン第４使徒。アノが付けた
使徒としてのコードネームで、本名は不明。
raien valza  ［人名］ライエン＝ヴァルザ　［レベル］５　19:ilmus:ridia　［文化］
　アルティル期の政治家。警察庁長官。ミナレットの幹部として働
くも、ミナリスと利害関係で対立。２４５年のアルミナの樹立を契
機とし、２４６年に独立。アミナルを樹立した。
rao  ［動物］カニ、蟹　［レベル］３　lakta:挟む /赤い
raok  ［名詞］同居人　［反意語］raxed　［レベル］４　rd;okra/ok.xik　24

raokl  ［普通動名詞］ルームシェア　［動詞］yul（住居）を a{ok}とルームシェ
アする、ルームシェアする　［レベル］４　rd;/　24

raoklal  ［名詞］ルームメイト　［レベル］４　rd;/　24

raoxiim  ［化学］リボース　19:seren:構造が蟹に見える
raos  ［名詞］ほろ、幌、フード　［レベル］４　16:制 :raes

raopand  ［生物］ＲＮＡ、リボ核酸　［レベル］５　19

raoifa  ［地球の星座］［ユマナ］かに座　24　［文化］　ifa

rae  ［植物］トマト　［レベル］２　lakta:rae「赤くて水を含んだもの」　［文化］
　特にカテージュにトマト料理が多い。
raes  ［建築］屋根、ボールト　［レベル］２　sert;ra/esn「家の傘」　16:制 :ra
esnから　xilol:xilil　［文化］　一戸建てにしかない。日本と違って瓦で
はない。
raeslets  ［音楽］グランドピアノ　［レベル］４　21

rau  ［形容詞］～氏、～さん。名字に使う。名前には使わない。　［レベル］
２　13:制 :ra　［語法］　→ apt, est　×名　○姓　○前置　×後置　○男女
rit  ［名詞］アルコール、（事実上）エタノール　［化学］アルコール。脂
肪族炭化水素基にヒドロキシ基が結合したもの。接尾辞は it。　tm;
ri/to「魅惑的な匂い」　［レベル］３　古 :魅惑的な匂いの意　［語法］　化
学的には総称としてのアルコールだが、日常的には酒類のことを指
すので、エタノールを指す。　【用例】　rit vien 高い度数のアルコー
ル
rits  ［形容詞］カリカリ、パリパリ、バリバリ、クリスピー　［レベル］３
　古 :krit
ritspelluzasl  ［化学］サリチル酸　［レベル］５　19

ritfaan  ［化学］メタノール（置換）。基官能ではメチルアルコール。ど
ちらも同じ物質。　［レベル］５　19

rityampitm  ［医療］アルコール性肝障害　［レベル］６　19:seren

rityuls  ［化学］ナフトール　［レベル］６　19:seren

rita  ［化学］ヒドロキシル基　19

rik  ［動詞］yulを iから aに出す、出す、出る　［名詞］出口　［名詞］結　［普
通動名詞］出力　［反意語］lat　［レベル］２　＠ 19　luta:luta　【用例】　an rikat i 
mokt vadel yun left. 急いでベッドから飛び出した。
rikx  ［論理］導出　［反意語］lats　［レベル］５　＠ 19:ridia:arbaxelt

rikviida  ［生物］［医療］井穴　rd;/「経脈の出る穴」　24

rixi  ［動物］カナリア、カナリヤ、カナリー、金糸雀　［レベル］５　lakta:
綺麗な声　［文化］　ペットとして飼われるが、メジャーではない。
ris  ［動詞］yulを厭う、厭う、いとう、嫌がる、望まない　［法副詞］～
したくない　［反意語］lax　［レベル］１　＠ 19　【用例】　an ris miik tis. り
んごなんて嫌だ。　an vort ris. 死にたくない。
rist  ［動詞］yulを抑える、抑える、おさえる、制御する、抑制する、
抑圧する、自制する、コントロールする、押さえる、押える、自重
する　［類義語］nosrist　［反意語］letl　［レベル］４　19:rsiila　【用例】　el ser 
xir ristom t'alem. 感情をコントロールする方法を知る必要がある。
　an ristat vil nos em ruuf. 興奮を抑えることができなかった。
rin  ［法副詞］［rente］ris　［レベル］１　19:リディアの書
rins  ［動詞］yulを aに排出する、排出する、ドレイン、排泄する　［普
通動名詞］排出、排泄　［反意語］koit　［類音］rans、lins　［レベル］３　20:rik/
vins
rinsna  ［医療］排泄欲　［レベル］４　rd;/　23

rimululu,f  him、hipt、esse　luluの部分は「物物」。riは「魅惑」。
muは恐らくここでは「苦痛」。原義は「物と物による魅惑で苦痛を
伴う行為」。
ridia  ［組み数字］１/２８　［交通］リディア通り　［名詞］リディア組。ア
ルナ大のクラス。　［レベル］２　22

ridia(2)  ［天文］アルタイル、牽牛、彦星、ひこぼし　［類義語］fialis　［レ
ベル］４　19:seren:ridia。中学のときに新星の発見者は名前を自由に
付けられると聞き、見つけてリディアと名付けたいと考えた。その
道には進まなかったが、こうして機会が得られたので星にこの名を
付けて夢を叶えた。
ridia(3)  ［地名］リディア　20:ridia:Li（美しい）/dia（土地）。この時
代この土地のマレット語で limi（美しい）が Limiと発音されたため。
　［文化］　古代国家のひとつ。シージアの南。
ridia(4)  ［人名］ridia lutia→ ridia sapli rsiila teo lutia　［レベル］１　
22
ridia(5)  ［人名］少女リディア　［レベル］４　古 :語源不詳。『カコ』から
だが、『カコ』では riidyaという音で表わされている。　［文化］　(yuuma 
8070:8083)　imul 4 リディアが寝室でソーンを果物ナイフで刺し殺
す。ソーンはリディアを愛しており、何かあれば彼女に起こすよう
に頼んであり、この日は mejtelをつけていなかった。リディアは逃
走するも捕縛され、拷問死する。メティオは王を失い、混乱。適切
な後継者がおらず、混乱は激化 　yuuma 8080 アルシェがイムル暦
を採択する。アルシェのミスにより、yuuma 8080が imul 1に等しい。
アルシェ、みなしごリディアと出会い、10歳の少女を自分の恋人と
して密かに育てだす 
ridia sapli rsiila teo lutia  ［人名］リディア＝サプリ＝ルシーラ＝テオ
＝ルティア　［ユマナ］［人名］リディア＝サプリ＝ルシーラ＝テオ＝ルティ
ア　［組み数字］１/２８　［レベル］１　-5:liiza;ridia le mejat sorn　古 :
liiza:リディアは『カコ』からリーザが名付けたが、正しくは riid
ya。ただしその riidyaもアルシェにおける名でしかなく、実際役所
に登録してある名前をもじったもの。なお、その riidyaが ridia
になったのは、ゥリーデャという名前が当時のセレンに発音しづら
く、その頃やっていたＦＦ４というゲームに出てくるリディアとい
うキャラクターの名前の発音が比較的ゥリーデャに似ていて、かつ
こちらのほうが圧倒的に発音しやすかったため。また、サプリは 6
年にリーザがセレンと協議してつけた非アルカ名に嫌悪を示したリ
ディアが 13 rujに変えたもの。ルシーラは同時にユーアが付けたア
ルカ名。テオはリーザが先代ルシーラとして贈ったアルカ名。ルティ
アはリーザが tif 9 zan zanに２代目から贈られた姓で、語源は『カ
コ』。古アルカでの意味は ｢美しい夢 ｣。また、リディアの使徒記号



303 rienridia
は幻字の diaの終わりの部分に尻尾を付けて長くしたもの。　［文化］　
→ est、diaverant　(-5 zan ral_24)　神話 rdの主人公の一人。女性。
milia。１５５ｃｍ、４２ｋｇ。髪は亜麻色で肩より少し長く、少し
くせっ毛。緑の瞳。肌は白：黄＝７：３。　アシェットの第１使徒
で、史上最強の魔法使い。アルバザード人で、サプリの出身。　　17
年、セレンとの間にユルトとルシアを設ける。　22年、セレンとと
もにユマナへ去る。　　・声　　もともと甲高く、『ＮＨＫにようこ
そ』の牧野由依がやっていたみさきの声に素で酷似している。セレ
ンは花澤香菜が好きなので「花澤香菜の声になってよ」と言ったら
「バカじゃないの」と言われた。　　・握力　　1168:握力１４ｋｇと
判明。　　●現実　　(tif 5 zan ral_24)第４期４代アルシェ第１使
徒 (Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ Ｍｏｏｎ )。カルディアの作者。女性。ＡＢ
型。白人と黄色人種の混血児。複雑に血が混じっている。サーシュ座。
　　・来歴　　メル２年、リーザによって就任。アンティスおよび
アトラスの作者。兄弟は妹が１人。１歳のときにナルム夫妻に託され、
フィンランドへ渡る。６歳で養父母が亡くなり、第４期４代アルシェ
第１使徒となる。６歳の末に、セレンに出会う。17 zan zanにセレン
がルシーラを辞任し、新ルシーラとなる。18 gil serにセレンとの子
を出産。子供は双子の男女ユルトとルシア。１５５ｃｍ、４２ｋｇ。
　mel24没。　　・呼称　　リディアには異名が多い。本名の ridia、
略称の dia、あだ名の atiili、悪口の ridii、『幻想話集アティーリ』
由来の yutia、日本語由来の liitxanなどがある。日本語名は綺夢（み
ゆ）。性格等は前項と同様。　　・dalha　　dalhaは１０歳のもので、「ふ
わふわにゃんこ」。羽の生えた猫の絵柄。　　・人物像　　性格は生
真面目で純粋。学問全般に渡って知識があり、語学は万能。武道は
多芸で、徒手空拳のほか、武器の扱いもこなす。芸術や音楽には少
し弱い。家事は克服し、料理は現在ではむしろ得意。仕事ぶりは正
確で、編集作業や校正作業が得意。暗記力が尋常ではない。正義感
が強く嘘が嫌いで、まっすぐした性格。精神は安定しているが、いっ
たん不安になると泣きやすい。悩みやすい体質で、物事を真剣に考
える。善人で、利他的な行動をする。子供のころに人種問題で虐め
られてから人見知りが激しく、他人の前では話せない。　素行は現
代日本女性と比べると非常におしとやかで大和撫子。表情は柔らか
な微笑で、ふわふわした雰囲気で喋る。早く喋る必要があるときは
非常に早く喋ることができる。大口を開けて笑うことはなく、「ふふ
……」と口に手を当てて笑う仕草が愛らしい。　　＜００年のセレ
ンのメールに見るリディアの名の由来と外見像＞　　（このメールで
出ているユナーというのはＦＦ１０のヒロインのユウナを指すよう
だ。この時点ではまだ発売前で、セレンはよく情報を掴んでいない
様子。またザナはＦＦ４をＦＦ２と言っており、セレンはそれを誤
りとしている。しかし海外版では確かに２として売られていたこと
が確認できたので、ザナが正しい。当時の古アルカ文も見れて懐か
しいとともに、この時点ではまだ古アルカを使っていたことが確認
できる。cは rrで転写していたようだ。yunkuに母音が付いている
のも見逃せない。yunkの異形態だ。リディアがＦＦ４のキャラと名
前が同じで同一視されて困ったといっていることから、少なくとも
この頃はriidyaという名のほうが正式であったということが伺える。
ザナはリディアの言葉を「名前が同じで～」と伝達しているが、実
際には riidyaだったわけだから、「似た発音のせいでキャラ名で呼
ばれて困っている」というのが正確なところか。この注釈は 22年の
ものだが、ユウナより『パンドラの塔』の表紙絵の少女セレスに似
ているように見える。表紙絵以外は似ていないが）　　　そしたらケ
チをつけてたザナが流石に俺の顔色が変わったので「まあ、似てな
いっ　て言うかさ、そもそも結局絵なんだから、要するに「イメー
ジが似てる」ってことが　いいてぇんだろ？」といってきた。俺は
「いや、本当に写真の様に似ているかと思っ　た」といったら皆で笑
いやがった。　　　ザナは「むしろさ、リディアのイメージってさ、
もっと明るいんだよ、屈託なくて　さぁ」とフォローした。当の本
人は誉められたと思ってにこにこしてた。するとあい　つは続けて
こういった。　　「Rydia de yukke sono...sono... ku al-no? Ahha, yu
kke rra yunku e rra ""Final　fantasy to"" de ""YUNAh(YUhDA?)"".」
　　「リディアが似てんのはさ、えっと……ん～、ああ、ファイナル
ファンタジー Xのヒ　ロインの「ユナー（或いはユーダと聞こえた）っ
て奴だよ」　　　俺が「え？」といったらあいつは「まあ、イメージ
だよ、あくまでも」と補った　が、俺の言った「え？」はそうじゃ
ない。俺は「お前、FFなんか知ってたの？」と聞　いた。そしたら「あ
あ、アメリカで作ってるゲームだろ。日本も噛んでるらしいな。　
元々お前がやってるらしいから俺も知ってるんだけど？」と答えた。
違うよ、お前。　日本が一枚噛んでるんじゃなくて日本の製品だよ。
　　　更にあいつは間違えてた。俺が「なんで俺がやってるって知っ
てるの？」と聞いた　ら「FFⅡでリディアってのがいて、リディア
が「自分と同じ名前の奴がいてセレン君　に同一視されて困った」っ
ていってたから」と答えたが、フォーリンゲーマーよ、リ　ディア
が出てくるのは FFⅣだ。　　　しかも皆の見せてコールにあいつ
はいとも簡単に応じやがった。一回いなくなった　と思ったら、な
んでか雑誌の切抜きだかどっかで印刷してぱくったものみたいな画
像　を持って帰ってきた。ザナが指してる女の子（恐らく FFの歴
史上これが主人公と言う　ことはないと思うからヒロインだと思う
からそう訳したが）の絵を見たら、なんと今　度は 8：2ぐらいで「似
てる」と賛同しやがった。本人も「あ～、似てるかもねえ」と　いっ
ていた。　　　そのユナーかユーダか良く聞き取れなかった少女は、
エルオーネみたいに腕に布み　たいな生地を巻いていて、下に垂れ
下げていた。アクセサリーじゃらじゃらで、多分　この辺がリディ
アに似てると思われた一因だろう。髪はそんなに長くなく、かといっ
　てショートでもない。これもリディアと同じ。で、髪型も一緒。
曰く「服の趣味も一　緒」だと。主にこれは女子判断だが、女子は
アイデンティティに服飾というのも含む　のだという事が解かった。
馬鹿だね、じゃあ服ナシの本人だけを見ないってことだろ　？真実
から目をそらした観察だ。　　　2割の反対陣は「こんなにリディア
は奔放で自由そうじゃない。もっと弱そうで自　立してなさそうな
顔をしている」と辛口批判。だが、俺も賛成だ。その点は賛成派も
　若干認めていたし、何より本人が認めていた。これほど主観が使

えないと思ったこと　はない。　【成句】　ridia kaen monia 猫をかぶる、
ねこをかぶる、ネコをかぶる、猫を被る、ねこを被る、ネコを被る。
ものすごく程度がひどいことで有名。いい子ぶるというより、おと
なしくなるというニュアンス。　ank o lexe yun ridia 才色兼備　
ridia o mel det lexe im yuli 大器晩成
ridian  ［名詞］嫉妬心、嫉妬　［動詞］yulに嫉妬する、嫉妬する　［類義語］
genom　［レベル］３　19:リディアの書 :ridiana　［語法］　genomは他者に
対する悪意の羨望。ridianは主に恋人や親愛の情を持つ相手に対す
るジェラシー。
ridialiifa  ［天文］→ ridia

ridia lutia  ［人名］リディア＝ルティア　［レベル］１　lj　22　［文化］　(415_)
　ljの主人公の一人。　　・年齢早見表　　431 16　430 15　429 14　
428 13　427 12　426 11　425 10　424 9　423 8　422 7　421 6　420 5　
419 4　418 3　417 2　416 1　415 0
ridia lutia(2)  → ridia sapli rsiila teo lutia　［レベル］１　22

rig  ［動詞］yulを壊す、壊す、破壊する、解体する　［普通動名詞］破壊、
解体　［政治］解散する　［反意語］lad　［レベル］２　＠ 19　dzul:dzul　［語法］
　alladと区別。　【用例】　rig omi ドアを破る
rigmirok  ［宗教］破壊神　rd;/　24

riglang  ［政治］解散権　［レベル］４　19

rip  ［動詞］yulを iから借りる、借りる　［類義語］stit　［反意語］laf　［レベ
ル］２　＠ 19　【用例】　an ripat molt e saezon. スキー道具を借りた。　
tio, noel rip fan tu a vort dac. 死ぬまで借りるだけだぜ（霧雨魔
理沙）
ripgil  ［経済］借金、借入金　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アル
バザード人は借金を極端に嫌う。　【用例】　gak{dit} ripgil 借金を返
す {返済を受け取る }　petif ripgil 借金を取り返す、金を返して
もらう、借金を取り立てる
rib  ［動物］蚊、モスキート　［メタファー］盗人　［メタファー］［動詞］yulをこっ
そりと盗る、盗む　［魔法］リブ（ドレイン）。害の中位黒魔法。敵の
ユノを吸い取る。　［レベル］２　lakta:riは血で、bは羽音だろう。　【用例】
　an mokat vil ranel mil rib. 蚊のせいでよく眠れなかった。　rib 
at lav tinka ento an mok vil. 蚊がうるさすぎて眠れなかった。　an 
mokat vil mil rib. 蚊のせいで眠れなかった。　ko rib kernator on
kel fo bub bub. 蚊が一匹ずっと飛び回っていた。　an arat pam lana 
sak rib. 電気を付けて蚊を探した。　an koltat mokt fin sak vil rib. 
蚊を見つけられずにベッドに戻った。　an sipat yu rib on eri. 蚊
に食われた。蚊に血を吸われた。
ribmaat  ［名詞］蚊取り線香　［レベル］４　19　［文化］　セルメルに作られた。
ただし、あのような螺旋形のものではなく、ピレスロイドなどを含
む植物を焚いていた。　【用例】　an arat ribmaat lana stas rib. 蚊を落と
すために蚊取り線香を焚いた。
ribmeltej  ［名詞］蚊帳　［レベル］５　19　［文化］　アレイユには既にない。
住居の密閉性が高まる前は存在したが、既に rdで密閉性の高い家
だったため、アルバザードではかなり古い時代の産物。　【用例】　an le
inat ribmeltej. 蚊帳をつった：meltejなので動詞は lein。
rizin  ［化学］クレゾール　［レベル］５　19:seren:rit/nozin

rij  ［再帰動名詞］二日酔い、ふつか酔い　［動詞］yulに二日酔いをさせる
　［レベル］４　13:制 :sad:riesej（酒が残る）　【用例】　an es rij. 二日酔
いだ。
riax  ［化学］無機、無機物　［反意語］lais　［レベル］４　＠ 19

riaxsetul  ［化学］無機化合物　［レベル］５　19

riaxasl  ［化学］無機酸　19

riif  ［経済］負債　［レベル］４　19:rip

riidya  ［人名］リーデャ。リディアの異名　［レベル］２　古 :本来のリディ
アの名の発音。riidyaも ridiaも平行して使われていた。特に強弱
アクセントで古アルカが語られる場合は riidyaとなる傾向が強く、
高低アクセントではその逆の現象が見られた。従って高低アクセン
トになった制アルカでは ridiaを正式とする。また、本人もこれに
ついて了承している。
riil  ［動物］蛭、ヒル　［メタファー］［ネガティブ］吸血鬼、血吸虫。吸血鬼の蔑称。
　［メタファー］［法律］ストーカー。くっついたら離れないことから。　［レベ
ル］３　14:制 :alakta:eriloolo（血の管）　【用例】　erie xa. hqm, ala es riil 
tis tel van an as a. 吸血鬼か。ふん、血吸虫ごときがこの私に楯突く
とはな。
rio  ［名詞］石鹸、シャボン、ソープ、ボディソープ　［レベル］２　13:制 :l
akta:riho「綺麗にする塊」
rioem  ［化学］鹸化、けん化　［レベル］５　19

rie,fv  veld　ri（誘惑の）/e（水）
riet  ［経済］経営、運営、営業　［名詞］経営→ felpant　［類義語］gin　［レベ
ル］４　rd;rsiila/te　22　［語法］　gin

rien  ［サール］リエン　［動詞］yulを酔わせる、酔わせる、陶酔する、酔
う　［形容詞］酔っている、酔っ払っている、酔っぱらっている、酔っ
た　［名詞］酔っぱらい、酔っ払い、よっぱらい　［レベル］３　tm;rie,f.k
　古 :kliiz:古 :rie（酒）｢陶酔 ｣も酔うという語を使うので、日本
語と同じ感覚を持っていたようだ。　［文化］　酒を司るサール。人間
を陶酔させる。酒で酔うだけでなく、酒で酔ったかのようないわゆ
る陶酔状態にすることも指す。アルバザード人は大人しく真面目な
人間が多いが、かっこつけるのが好きなので、しばしば理想化され
た自分に陶酔する。レインが過度に敬虔だったり、アルシェがやけ
にレディーファーストなのもアルバザード人らしい陶酔の現われで
ある。アルバザード人は催眠や陶酔が好きで、それによって自己を
勇気付けたり、ストレスを発散させたりする。　【用例】　la es rien. 
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彼は酔っ払っている。　an des rien da. 俺は酔ってないぞ。
rius  ［物理］電磁　［レベル］５　19:ixirius。制では ixrだが、語末の xr
はほかにないので避けた。
riuska  ［物理］電磁場　［レベル］５　19

riusvian  ［物理］電磁力　［レベル］５　21

riusgel  ［軍事］レールガン　［レベル］５　21:電磁力砲
riuseev  ［物理］電磁波　［レベル］５　19

rot  ［格詞］～のほうから　［動詞］yulを iからそむける、そむける、背ける、
背く、離す、離れる、遠のく　［類義語］it　［反意語］kor　［レベル］２　19:
恣意　【用例】　faxat miva rot xos 背中から娘を抱きしめた
rotkim  ［生物］屈曲　rd;/「～のほうからこちらに曲げる」　24

rotkorx  ［生物］内返し、内反し、内がえし、内反　rd;/　24

rotsai  ［生物］回内　rd;/　24

rothol  ［生物］内旋　rd;/　24

rotov  ［生物］内転　rd;/「～のほうからこちら側へ動く」　24

roten  ［接続詞］rot　［レベル］３　21

rok  ［動詞］yulを押す、押す、圧する、圧迫する　［普通動名詞］圧迫、プ
レッシャー　［反意語］let　［レベル］２　＠ 19　alketa:alketa　【成句】　rok saeg
ek ka tood 坂道で雪だまを押す：流れに掉さす　rok rens a ～に口
を出す、口出す、口出しする　【用例】　rok omi 扉を押す　☆ an rokat 
xaki a tifa. 私は卵が半分になるまで押した。
rokvian  ［物理］斥力　［反意語］letvian　［レベル］４　20

roklas  ［医療］押手、おしで　rd;/　24　［文化］　鍼において肌を押さえる
手。ふつう左手。
rokamo  ［名詞］カート、手押し車　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

rokomi  ［名詞］押し戸　［レベル］３　19:melidia alis

rokev  ［動詞］yulを aに押し付ける、押し付ける、押しつける　［レベル］
３　21
roxt  ［名詞］合言葉、暗証言葉　［経済］［電算］暗証番号、パスワード　［レベル］
３　14:制 :rox/vet（味方の言葉）　【用例】　roxt evit 間違ったパスワー
ド　okt roxt パスワードを伝える　ev roxt a ragna 機械にパスワー
ドを入力する
roxtrik  ［電算］ログオフ、ログアウト　［レベル］３　22

roxtlat  ［電算］ログイン　［レベル］３　22

roxk  ［形容詞］サブの、メインでない、副次的な　［反意語］lest　［レベル］３
　＠ 19
roxkkloa  ［名詞］ＳＳ、サイドストーリー、ショートストーリー、ファン
による非公式の二次創作小説　［レベル］５　rd;/　24

roxkkisk  ［名詞］外伝　［反意語］lestkisk　［レベル］５　rd;/　24

roxksecar  ［電算］インカメラ、サブカメラ　［レベル］６　vl;/　24　［文化］
　はじめはテレビ局で使う業務用のサブカメラを指した。やがてケー
タイのインカメラなども alで指すようになった。
roxkvona  ［名詞］副旨　［レベル］５　rd;/　23

roxkgalt  ［建築］ポーチ、車寄せ　［レベル］５　19

roxkbel  ［料理］副菜。副次的なおかず。　［レベル］３　19

roxkyav  ［言語］従属節　［レベル］４　20

roxkjizol  ［音楽］サイドギター　［レベル］６　21

roxkjizolan  ［音楽］サイドギター担当　［レベル］６　21

roxkloit  ［名詞］支社　［レベル］４　rd;/　23

roxkate  ［名詞］支店　［レベル］４　rd;/　23

ron  ［化学］［物理］圧力、圧　［レベル］４　19:ryuu:rok/envi　【用例】　ron 
vien 高圧
rov  ［形容詞］軸に近い　［格詞］～の内側に　［反意語］eil　［名詞］道路の中央、
内側、ナイソク、内方　［レベル］２　16:制 :恣意　［語法］　ある中心軸と
なる一次元体から見てある物が近いことを指す。空間的な意味に使
う。内側と訳すことが多い。rovはたとえば体の正中線から近い部
分を指したりするのに使う。軸から見て軸に近いほうが rovである。
軸が短くなって点になっても良い。そうするとある点から見てある
物が近いと rovになる。　【用例】　sabes salas rov arn コートの下にシャ
ツを着ている
rovtem  ［生物］内耳　［レベル］４　19

rovtemfaiz  ［医療］内耳炎　［レベル］５　19

rovkami  ［生物］陰谷　21

rovsir  ［生物］真皮　［レベル］４　21

rovsia  ［生物］軟膜　19

rovsex  ［生物］小陰唇　［レベル］４　19

rovnif  ［言語］内相、（アルカにおける）アクツィオンスアルト　［レベル］
５　20　［語法］　実行段階のこと。外相と対立。 　経過～継続の区間
のことで、すべて接辞で表され、アクツィオンスアルトとなる。 　
動詞の相の局面を 7種用意するときは、最も頻度の高い局面がこの
内相の中に来るように設計する。 
rovflel  ［生物］肩中兪、肩中愈　21

rovmixk  ［生物］内膝眼　21

rovgot  ［生物］内側顆　rd;/　24

rovpom  ［生物］内くるぶし、内踝、内果　rd;/　24

rovpomwax  ［生物］内踝尖、内果尖　rd;/　24

rovyolo  ［被服］ズボン下、すててこ、ステテコ　［レベル］４　21

rovlil  ［化学］遷移元素　［レベル］５　19

rovlobo  ［電算］［工学］クラッド→ fartanx　vl;/　23

roven  ［接続詞］rov　［美容］インナーウェア　［レベル］３　21

rofa  ［名詞］カフェイン　［レベル］３　16:制 :rof（興奮した）　【用例】　
rofa ivn 低カフェイン
rom  ［形容詞］［副詞］突然、急に、不意に、ふいに、いきなり、ふと、とっ
さに、咄嗟に、急進的な、突拍子もない　［文頭純詞］ふいに、ふと、突
如、突然、唐突に、とうとつに、脈絡もなく　［医療］急性　［音楽］プレ
スト　［反意語］frel　［レベル］２　13:制 :古 :meruumi（時間がない）　【用例】
　la lunat romel. 彼は急に来た。
rom,ly  le（関係詞）
romnek  ［動詞］yulを跳ね起きさせる、跳ね起きる、跳ねおきる、はね
おきる　［レベル］３　rd;/「突然上に上がる」　23

romneklond  ［名詞］跳ね起き夢　［レベル］６　rd;/　23　［文化］　・造語し
た経緯　　かつての塾にバイトしてて塾長に 2人同時に見てと頼まれ
て料金は一人分でねと言われてたのを忘れてて出かけようとしたら
超クレームが来てずっと電話越しに怒鳴っててて「訴えてやる」と
か「本出版してやる」とか「つべで集会かけてやる」とかギャンギャ
ン喚いててうざかった夢を見た。　で、はじめは我慢して聞いてた
んだが、あんまりうるせーのでブチ切れて「てめぇぶっろ殺すぞこ
の野郎。木刀と刀持ってって突っ込んでってやろうかゴルァ！」っ
て怒鳴ったら「来いやゴルァ！」と言いやがったので「てめぇぶっ
殺してやる！！！」っつって跳ね起きてドアガチャして廊下に走り
だしたところで家族の何事かという悲鳴が聞こえて「あ、夢か……」
と知った。そのまま刀掴んで突っ込もうとするところだった。夢な
のに。どんだけ気性荒いんだよ俺ｗｗｗ
rommag  ［動詞］yulをびくっとさせる、びくっとする、ビクっとする、
ぎょっとする　［レベル］３　19:melidia alis　【用例】　an arat rommag man sa
kik lolo. 蛇にギョッとした。
rommiyu  ［生物］突然変異、ミューテーション　［普通動名詞］［自然動名詞］［再
帰動名詞］急変　［類義語］lsaj　［レベル］５　rd　23

roma  ［医療］病気や感情などの発作　［レベル］３　16:制 :romから
romaadyai  ［医療］急性腰痛、ぎっくり腰、ギックリ腰。区別なし　［レベル］
４　19
romokto  ［物理］パルス　［レベル］５　21

romesk  ［気象］にわか雨　［レベル］３　16:制　【用例】　romesk sil sod ka vaik 
tex jentporklak. 天気予報によるとところによりにわか雨が降るそう
だ。　romesk at sod ati kal. ちょっとにわか雨が降った。
romeripoa  ［医療］急性白血病　［レベル］６　19

rop  ［生物］まぶた、瞼、目蓋　［動詞］yulに瞬きさせる、瞬く、またたく、
まばたく　［再帰動名詞］まばたき、瞬き→ ropastel　［レベル］２　13:制 :rob
　【用例】　rop es dad. まぶたが重い＝眠い：日英と同様の表現。
ropmepi  ［化学］接眼レンズ　［レベル］４　rd;/　23

ropast  ［再帰動名詞］まばたき、瞬き← rop　［レベル］２　20

rob  ［名詞］蓋、キャップ　［動詞］yulに蓋をする、蓋をする、蓋をかぶ
せる　［レベル］２　f;e　古 :rob（かぶる）　rob:rob　【用例】　ev rob a 
vael 瓶に蓋をする
robho  ［生物］膝蓋骨　［レベル］５　22:「蓋の骨」
robhokt  ［音楽］ハイハットシンバル、ハイハット　21:　［語法］　オープ
ンは hom。クローズドは deyu。ハーフオープンは tifa。ペダルは
wont。ペダルで蓋をするかのように閉じ合わせるので robという。
robhohallooz  ［生物］膝蓋骨上縁　rd;/　24

robhowax  ［生物］膝蓋骨尖　rd;/　24

robi  ［形容詞］不純な、混ざった　［名詞］不純物← robitul　［レベル］３　
19:levaの対の robiの音が悪いと変更されたが、化学などにおける不
純物という意味の語義は残ったので、単語自体は残った。
robitul  ［化学］混合物、不純物→ robi　［レベル］４　19

roz  ［名詞］身元、生まれ、出所、根源、源、素性　［レベル］３　13:制 :
古 :erizamo　【用例】　roz rat 生まれの良い、高貴な
roi  ［被服］ゴーグル　［レベル］３　lakta:目を覆う
re  ［法副詞］～しろ。命令の副詞。　［レベル］１　f;e　古　re:re:　［語法］
　前置する。古アルカと同じ。省略できる。省略しないで reをつけ
ると語気が強まる。reを省略した命令形は reより弱く renより強
い。　re 強命令 ren 弱命令 mir 強依頼 sant(女性 myun) 弱依頼
　den 強禁止 te 弱禁止 fon 強禁止依頼 leu 弱禁止依頼　女性は
「弱」の系統をメインで使う。男性も弱系統を使うが、強もよく使う。
同じ男性でもアルデンは強が多く、ピッコは弱が多い。逆に女性で
もアンマやガノは強を使う割合が renteより高い。　　・自動詞の
命令　　日本語に訳したときに自動詞になる命令文について。　　
(re) vort! 死ね！　他動詞　(re) met (nos)! 落ちろ！　再帰型自動
詞。てずから落ちろ。呪詛的。　(re) em met! 落ちてしまえ！　繋
辞型自動詞。自然と落ちろ。日本語的には「落ちろ」はこちらが自
然だが、アルカ的には「俺にとって幸運が起こって岩が崩れるなど
して運良くお前が落ちるようになれ」というニュアンスで、あまり
呪詛的でない。「落ちればいいのに」「落ちてしまえ」的なニュアンス。
本来は論理的に考えると確かにこちらのほうが「落ちろ」にふさわ
しいが、「てめぇで落ちろ」的なニュアンスのある前者のほうが呪詛
的で攻撃的。　　「腐れ」のように命令する相手が人でない場合は、(re) 
em ges!の容認度が高くなる。しかし依然として呪詛的に使うのなら
ges!が使える。　また、魔導師などが魔法をかけて敵を腐敗させよ
うとするなら相手が生き物なので ges!の容認度が met!同様高くな
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る。　【用例】　re axt 書け
ret  ［普通動名詞］依頼、発注、指示　［動詞］yulを aに頼む、頼む　［普通動
名詞］注文　［文末純詞］お願い、～してください、～してね。依頼を示す。
　［反意語］xiyu　［レベル］１　14:制　zippo:zippo　［文化］　日本と同じ。
依頼は丁寧に。聞いてくれれば礼を言う。聞いてくれなくても悪口
を言わないこと。頼む側が特に卑屈になる必要はないが、尊大でも
いけない。頼む媒介物は何でも良い。口頭でも良いしメールでも良い。
日本だとメールでは失礼というが、アルバザードではメディアは気
にしない。依頼の報酬は予め伝えておく。目上だろうが目下だろう
が関係ない。報酬があるなら聞かれる前に事前に告知しておく。　
　・注文　　アルバザード人は個別に頼むことが多いので「コーヒー
３つ」のようなまとまった注文はあまりしない。　miikane, lisikane, 
miretek, retのように頼む。　頼む人は自分から疎遠な人や目上の
人の注文を優先的にウェイターに告げるのがマナー。自分の頼むも
のは最後に告げるのがマナー。　【用例】　an retat tu la la. 彼に頼んだ。
　ren luna atu ret. こっちに来てちょうだい。
retx  ［動詞］yul（場所）で溺れる、溺れる、おぼれる　［反意語］loks　［レベル］
２　＠ 19　【用例】　an retxat sat. もう少しでおぼれるところだった。
rets  ［感動詞］よろしく、頼むよ、頼む、たのむ、お願い、おねがい、よろ、
お願いします　［レベル］２　rd;ret/so「することを頼む」　23:23までは
依頼文の最後に ",ret"をつけて「よろしく」という意味を表していた。
特にそれで困ることがなかったが、メールなどで「上記の件につい
てよろしく」とまとめて依頼する場合に使う表現がないと困るとい
うことで作られた。　［語法］　人に行為をしてもらうときに言う言葉。
人に行為を任せるときの言葉。　【用例】　rets on le fas.　alkyunk.　あ
の件よろしく。　任せて。
retl  ［名詞］敵　［娯楽］［軍事］敵軍　［形容詞］敵の、敵性　［類義語］amej　［反意語］
kola　［レベル］３　19:sorn:rettel　【用例】　vast retl 敵を倒す
retlkad  ［軍事］敵国　［レベル］３　rd;/　24

retlna  ［名詞］敵意、害意、敵愾心　［レベル］４　19:melidia axte　【用例】　
sins retl 敵意を表す
retldolt  ［ユマナ］［娯楽］エネミーマーカー　21

retleld  ［言語］敵性語　［レベル］６　22

retan  ［名詞］依頼者、依頼人、クライアント、発注元、受注先　［レベル］
２　rd;/　24
retil  ［地学］蛍石　［レベル］６　meltia 10:gilius;e　19:ren/atiili。～
renが多すぎたため、renを前置した。　［文化］　→ dolmiyu, partil
　光の魔石。セレス体を単蓄する。
rek  ［動詞］yulを失敗する、失敗する、しくじる、しそこなう　［普通動
名詞］失敗、ミス　［副詞］（rekanelで）しくじって～する、間違って～
する。成功させようと頑張って失敗することを指す。うっかりやっ
たという意味はない。　［娯楽］ミス、アウト、失敗、死亡、一機死亡
　［テニス］フォルト　［野球］アウト　［反意語］rakl　［レベル］２　13:制　【用例】
　tu et rek aven lot les an arat. それは私がしてきた中で最悪の失敗
だった。　ans rekik ano tur tisee! われわれは本作戦に失敗いたし
ました！　fin an aspat enzel lana fonl vand e retl, an tilat vix on 
flel rekanel sin. 敵の攻撃を何とか躱そうと屈んだが、しくじって肩
に傷を負ってしまった。
rekter  ［動詞］yulを聞き洩らす、聞き洩らす、聞き漏らす、聞き洩れる、
聞き漏れる、聞きもれ、聞き漏らし　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

rekl  ［植物］グレープフルーツ　［レベル］２　13:制 :rebkliik（実がブドウ
のように房状につくミカン）
reklada  ［名詞］失敗作、不良品　［レベル］３　21

rekin  ［動詞］yulを見逃す、見逃す　［類義語］ven　［レベル］２　21　［語法］
　venは気づかずに見逃すこと。rekinはサッカーを見ながら洗い物
などしていてちょうどシュートの瞬間を見逃すこと。
rekia,szl  apl　reila/mekia

rekonkista  ［アトラスの国家］レコンキスタ　［レベル］５　23:ridia

rext  ［形容詞］雑多な、雑魚な、こまごました、こまかい、細々、細かい、
小さなものが色々混じっている　［名詞］雑多、エキストラ、ちょい役、
小間物、小物類、脇役　［反意語］losk　［レベル］３　＠ 19

rexir  ［名詞］答え、解答　［類義語］ixn　［反意語］knoos　［レベル］２　
20:rens/ixirius（言葉を返す）　［語法］　問題に対する答えが rexir。
質問に対する返事が ixn。　【用例】　fit rexir a la 彼に答えを返す
res  ［名詞］部下、臣下、店員、社員、家長以外の家族　［娯楽］ゲームに
おける子　［類義語］blis　［反意語］haxt　［レベル］３　16:制 :ros:rsiila　::la 
molet:
rest  ［動詞］solは yulに采配される、solは yul次第である、左右され
る、yulは solの命運を握る、～によっては　［反意語］rsit　［レベル］３　
14:seren:klel:rost:rsiila　【用例】　☆ tu rest jent xel an ar tu az. 明日の
天気によってそれをするかしないか決めるつもりだ。
resta  ［政治］共産主義、社会主義。区別なし。　［レベル］４　19　［文化］　
イグレスタ共産圏が歴史上存在したが、共産と社会の区別はなかっ
た。
restant  ［政治］レスタント　［レベル］４　20　［文化］　yuuma 7608 メテが私
兵団 restantを作る。レスタントは超人集団の集まりで、小国のもの
なら軍隊すら殲滅できるほどの戦闘力があった 
ren  ［法副詞］～して。reよりも語調が弱い。　［レベル］１　19:reに指
小辞がついたもの　［語法］　re　renはもともと女言葉だったため、
命令の強度に関係なく renを使うことがある。ren fiildのような
呪文の結句などがそうである。
ren(2)  ［魔法］魔石、魔石類、アクセサリー、タリスマン、アミュレッ

ト　［地学］宝石ないし希少価値のある鉱物、宝石、鉱石　［レベル］２　
meltia 10:ludo;e　16:ridia:宝石好きのリディアが作った単語で、orto
などと重複するはずだが、horortoなどの言い方を追い出して 18年
現在はこちらの方が造語力があるようだ。接尾辞として使われる傾
向が強く、宝石だけでなくアクセサリー全般をさせるようだ。しば
しばヴィルなどのヴィードが宿っていると考えられているのがこの
ren。
ren(3)  ［接尾辞］［言語］言語を示す接尾辞、～語　［類義語］lei　［レベル］２
　20:rens　［語法］［文化］　lei

rent  ［名詞］使者、使い、つかい、遣い、メッセンジャー　［レベル］３　
sorn:rens/kuto（伝言を告げる鳥？）
rente  ［名詞］レンテ　［レベル］２　20:ren/te　［文化］　freint

renki  ［死神］恋姫、れんき　［レベル］６　20　［文化］　死神シューゼの持
つ雛人形の一人。第一雛。　性格は大人しく知的で優雅。容貌はスラっ
としていて美しく、黒髪長髪のルティア人。猫に変身する能力がある。
　雛人形として生まれたが、生来の優しさで人を助けることを好む
ようになってしまった。第一雛だったため、造りに失敗したと考え
られる。それゆえか、他の雛人形からは蔑視されている。　vlでは
アルナに住む一人の錬金術師の相棒をしていた。
rens  ［名詞］ことば、言葉、特別な意味を持ったフレーズ、セリフ、
コメント　［yunte］［動詞］ku、唱える　［音楽］歌詞　［レベル］１　sorn　［語
法］　kuは発話されたものなら何でも可能。altoo（あのぅ）などもセ
リフなので ku。rensは意味を持った言葉。しかも aa, an xen lax rei
（あー、ワインのみてー）のようなただの発話ではなく、an tiia ti
（君を愛してる）のような特殊な意味を持った言葉。慣用句とは異な
る。日本語には訳しづらい。　ただのセリフと慣用句の合間に当た
る。名言のように、慣用句ではないが、特殊な意味を持った言葉な
どを指す。だから名言と訳してもいいのだが、あまりにバカなセリ
フのような悪名言というか迷言も rensに含まれるため、名言だと語
弊がある。　【成句】　haas rens 言葉通り、文字どおり、文字通り、言
葉どおり、ことばどおり　on rens alt 言い換えると、換言するなら
ば、換言すれば、換言すると、つまり、いいかえると、言い換える
なら、いわば、言わば、云わば、謂わば　【用例】　fit rens 言葉を出
す、言葉を発する　rens saak 印象的な言葉　en em rens 言葉になら
ない　lad vil rens 言葉にならない　nag rens 言葉を飲み込む、言
おうとしてやめる　rens et art. art et rens. ことばは魔法。まほう
は言葉。(rens 757) 　☆ an tiflat rens man na nak rak. 嬉しくて言葉
を失った：eldは言語そのものの知識や能力なので失えない。　an 
rensat vil fi mil jo rak. 怒りすぎて言葉が出なかった。　on rens 
alt, non tiia tyu. Ｉｎ　ｏｔｈｅｒ　ｗｏｒｄｓ，　Ｉ　ｌｏｖｅ　
ｙｏｕ（『Ｆｌｙ　ｍｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｍｏｏｎ』）　rom, rens lun
ak i sex e reiyu. 唐突に、少女の口から言葉が紡ぎ出される。　im 
mil del leevik al atolas, liiza evik rens veer. アトラスに帰る刹那、
リーザは最後の言葉を遺した。
renskozet  ［言語］印象的な言葉、レンスコゼット、キャッチ、キャッ
チコピー　［レベル］４　21　［語法］　rens saakと同義。
renskozetan  ［名詞］コピーライター　［レベル］５　rd;/　24　［語法］　広告
だけでなく、光景追想のような自由律の短詩といった文芸的な作品
も含む。
rensxeo  ［医療］［言語］言葉に聞こえる病、空耳　［レベル］４　19　［語法］　
音楽などが何らかのセリフに聞こえてしまう性質。
renslad  ［音楽］作詞　［レベル］４　21

rensluup  ［名詞］言葉の暴力　［反意語］mainluup　rd;/　24　［文化］　言葉
を重んじるアルバザードでは言葉の暴力と体の暴力は対等に扱われ
る。１３年現在の日本では妻が口で夫を怒らせて殴らせれば、一方
的に夫がＤＶと誹られるのが実情で、妻が夫を怒らせた元凶である
ことは事実上無視される。一方革命後のアルバザードでは言葉の暴
力と体の暴力は相殺される。　また日本では名誉毀損や侮辱罪など、
ネット上では警察が取り締まらないので、あってないようなものだ
が、アルバザードでも革命までは似たような状況であった。革命で
取り締まりをきちんと行うようになったことで言葉の暴力は体の暴
力に匹敵する悪であるという認識が広まった。
rensom  ［言語］言葉遣い、言葉使い　［レベル］３　21　［文化］　十徳は礼・信。
rensetanvet  ［言語］殺し文句、鬱になる言葉、レン・セット・アン・ヴェッ
ト　rd:teolon;/「俺を殺してくれ言葉」　［レベル］４　23　［語法］　現実と
理想のギャップや他者と自己のギャップで思わず死にたくなる言葉
のこと。単語を見るだけでダメージを受ける。　たとえ元リア充で
も現在リア充でなければ過去と現在のギャップでダメージを受ける。
　「制服デート」、「自転車二人乗り」、「初々しいエッチ」、「二人で勉
強」、「純粋な恋愛」など。死にたい。
renseld  ［言語］口語、話し言葉　［レベル］３　19

renfel  ［魔法］魔石学　［レベル］５　19　［文化］　dolmiyu

rendi  ［人名］レンディ　［組み数字］１/５　［レベル］４　szk　21　［文化］　
→ rapalx
rendi(2)  ［人名］レンディ　21　［文化］　『夢織』の登場人物。アルナ大
１１組の担任。髪は黒のソバージュ。３０代のイケメン教師で、黒
灰のスーツ。バンド「フィーナ」のサイドギターと顧問を担当する。
renar  ［魔法］レナール、魔石召喚　［メタファー］［言語］言語センス。言語
センスは魔石のように貴重で、かつ召喚のように高等技術であると
いう喩えから。　［類音］renal。意味も似ているので注意。　［アクセント］
renAr（召喚）、rEnar（言語センス）　［レベル］４　19:ridia:ren/artes　［文
化］　魔石の力を用いて召喚する方法。術者が神を召喚するのに不十
分な力の場合、魔石を消費する（魔石は砕ける）ことで、召喚を可
能にする。一方、術者の能力が十分であれば、魔石は召喚の力を押
し上げるのに役立つ。　【用例】　la til renar on kut lendi lyu. あそこ
でああ言えるとは、彼は言語センスがある。
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renal  ［丁寧］言語、言葉、ことば、レナール　［類義語］eld　［類音］renar　［ア
クセント］renAl　［レベル］３　20:ren/古 al（言葉 /もの）　【用例】　"il rens 
noan ses arka, alfi, renal tuan antisse, freinoa. olta laabes itsat o pil
pat non, non rensat eld tuan kokko levan anneu" 「私の言葉は一言漏
らさずアルカだった。つまり、お父さんの言葉よ。虐められからか
われても、私はお父さんの言葉を誇って話したわ」（luxia arbazard）：
2013/05/14。イェフダーの息子が虐められた際、 「あいつらの言葉は一
言漏らさずヘブライ語だった。つまり、父さんの言葉さ」と返した。
自分は悪口を言われたが、その相手の言葉はすべて自分の父親が作っ
た言葉だという名言中の名言だ。これを僕は以前娘に教えた。娘は
息子とアルカで話す。何語を話してるんだと公園でからかわれ虐め
られた。そのとき娘はアルカで相手を翻弄した。そして俺に報告した。
「私の言葉は一言漏らさずアルカだった。つまり、お父さんの言葉
よ」と。「虐められからかわれても、私はお父さんの言葉を誇って話
したわ」と。そんな娘を僕は愛している。　　君の見る世界は何色
なのかな　ふたりのことばでおしえてよ　fia le tyu in til wel nim 
eyo.　ren okt kokko renal e non o tyu.　（『ほしのかずだけ』マユミー
ヌ）
ref  ［動詞］yulを沈静する、鎮静する、落ち着ける、穏やかにする、
気を落ち着ける、気を静める、冷める、醒める、宥める、沈める、
整理する、整然とさせる、片付ける、整頓する、整える、まとめる、
髪などをセットする、怒りを鎮める　［普通動名詞］沈静、鎮静、整理、
片付け、セット　［形容詞］マイルドな、カーム、大人しい、おとなし
い、落ち着いた　［反意語］ruuf　［レベル］２　13:制 :rof:古 :ruufai（熱
血）　【用例】　rsiil solsat an refem lep. 両親は私に荷物をまとめさせ
た。　［メタファー］ref yun ryuu リュウのように冷静な　an refat enz
el nos man na jo tin. とても腹が立ったので、落ち着く努力をした。
　refat na. 心を落ち着けた。　xi tu, refat mak ez e laal. その後、母
の部屋の片付けの続きをした。　em ref! 早まるな！
reft  ［軍隊］行進、マーチ　［レベル］３　15:制 :refke（整然と行く）
reftnaxet  ［音楽］マーチングバンド　［レベル］５　22

reftlem  ［音楽］行進曲　［レベル］４　21

refnam  ［生物］副交感神経　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

refyulal  ［物理］層流　21

refa  ［名詞］弁、バルブ　［レベル］３　16:制 :ref

refati  ［名詞］穏やかさ、整然さ　［軍事］統率、統制　［レベル］４　21

refan  ［医療］鎮静剤　［レベル］４　rd;/　23

refia  ［名詞］レフィア　［レベル］３　18:ridia:ref/iwa（調整した左右対
称→左右対称に調整する）　［文化］　呼吸法のひとつ。ヨガやピラティ
スに当たるもの。　rdでリディアが自分の美貌を保持するために編
み出したもので、腰痛に悩むセレンに伝えた。ルヴァンは座って行
うため、腰痛を悪化させる恐れがある。ストレッチ効果もあるレフィ
アのほうが腰痛には良い。アレイユではミロクが広め、一般化して
いる。　レフィアは深層筋のストレッチから始まり、表層筋を軽く
伸ばした後、ヨガのようなポーズを取って呼吸していく。呼吸はピ
ラティスとは異なり腹式である。また、ヨガと異なり、伸ばすとき
に常に mmというハミングを行う。これにより、筋肉がよく伸びる。
ハミングをするため、必然的に口呼吸ではなく鼻呼吸になる。ポー
ジングが終わったあとは再度ストレッチをして終える。レフィアの
前後には体を温めておく。そうしないと筋肉が伸びず、危ない。　
レフィアで重要視されるのは左右対称性である。左右非対称は体の
歪みを起こし、よくないとされる。従ってレフィアの観点でいうと
ユベール、空手、剣道、弓道、合気道などはすべて良くない。特に
剣道や弓道は左右の筋肉がアンバランスになる。逆に水泳やサッカー
やスキーなどは良いことになる。また、日常生活においても脚を組
んだりすることはよくないとされる。寝相も仰向けが良いとされる。
　アルカにはレフィアから転じた語義で、iwa（性格のまっすぐな）、
aliet（性格の捻じ曲がった）などがある。
refon  ［名詞］シナリオ　［レベル］３　20:rensfont（ことばの道）　【成句】
　t axt refon e k. tが kの黒幕である。tが裏で糸を引いている。
refonliva  ［娯楽］ノベルゲーム　［レベル］３　21

refonlei  ［名詞］台本、脚本　［レベル］３　22

remb  ［植物］房　［レベル］３　13:制 :rebmo（葡萄の形）　［語法］　ブドウ
のように実がたくさんなったものが垂れ下がっているもの。
reg  ［動詞］yulを iから辞めさせる、辞める　［普通動名詞］［再帰動名詞］退社、
退学、退院、退籍、退職、卒業、移籍、脱退、在籍しなくなること　［反
意語］lod　［レベル］２　＠ 19:melidia alis

regtas  ［名詞］卒業試験　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　melsel, dias
el
reggil  ［経済］退職金　［レベル］４　19

regpelt  ［名詞］卒業式　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

regast  ［再帰動名詞］卒業生、ＯＢ　［レベル］４　21

regal  ［魔法］レガル、魔法陣　［動詞］yulを敵に回す、敵にまわす　［数
学］解くとパスワードが出てくる問題のこと　［類義語］azer　［レベル］３
　19:rein/制 gal（円盤）「言葉の円盤」　［文化］　dolmiyu　魔法を使う
ときに現れる光の円盤。魔法を使うために地面に描く魔法陣とはまっ
たく異質。アゼルは魔法を実現するために魔道士が地面や足元に描
く魔法陣のことで、用途や場所が異なる。　【成句】　sat regal a aにレ
ガルを構える＝威嚇警告する：魔導師が魔法を唱えた状態で、いつ
でも魔法を放てる状態にしておくこと。レガルが現れ、放たれるま
でレガルがゆらゆら回転しつづけることから
regalkant  ［音楽］歴史歌、覚え歌、レガルカント　［レベル］２　20　［文化］
　アルナ学校の生徒がセルメルの時代に試験を通過するために開発
した歌のジャンルで、主に歴史などをテーマにして歌詞の中に歴史

の流れを盛り込んだもの。歴史の流れをそのまま歌詞にして歌うこ
とで、記憶に残りやすい。有志の協力で様々な歴史の歌が作られた。
フレマーユ校ができてからはフレマーユ生によってさらに研鑽され、
現在でもフレマーユ生によって新しいものが作られている。　歴史
以外がテーマになることもある。数学など。　もともと歌魔法を原
点としており、その過程でレガルが発生することから、このように
呼ばれた。現在は単なる受験用の歌なので、レガルは発生しない。
rep  ［名詞］断続、点滅　［形容詞］断続的、断続的な　［レベル］３　13:制 :rop
　［語法］　オンアンドオフするさま。横断歩道の信号のように付いて
は消えるもの。また、電飾のように光ったり消えたりするもの。光
だけではなく、救急車のサイレンのように鳴ったり止んだりする音、
止んだり降ったりふる雨、間欠泉、閉じたり開いたりする瞼なども
全て rep。
reps  ［再帰動名詞］ウインク、ウィンク　［動詞］yulに a（ウィンクを送る
相手）にウインクさせる、ウインクする　［レベル］２　13:制 :repapa（ま
ばたきの合図）　［文化］　何か特別な意図があって、しかし声は出せな
いというときに「今言った言葉には裏があります。察してください」
と伝えるときに使う。道すがら異性に行うという習慣はない。また、
状況次第では特に意味なく相手をからかうのにも使える。
reppa  ［卑語］かため、片目、めっかち　［レベル］３　21:repan　［文化］　使
わないこと。
repin  ［動詞］yulをちらちら見る、チラ見する、チラチラと見る　［普
通動名詞］チラ見　［レベル］３　19:melidia axte　【用例】　lu allaz repinat la 
laz man lu nap la. その少年は少女が気になってちらちら見た。
reb  ［植物］葡萄、ブドウ　［レベル］２　lakta　［文化］　食用よりもワインの
材料として身近。なお、ふつうブドウの色は紫。マスカットは緑。
rebtaf  ［普通動名詞］ぶどう狩り　［レベル］３　rd;/　24

rebmue  ［料理］バルサミコ酢　［レベル］３　16:制
reba  ［料理］ブランデー　［レベル］３　rd;↓　15:制 :rebsisp（蒸留ぶど
う（酒））　［文化］　sisp　ワインやビールほどではないが、次に好んで
飲まれる。強いので女性はあまり飲まない。
rebane  ［料理］ぶどうジュース、ブドウジュース、グレープジュース
　［レベル］２　22　【用例】　tu rebane et atx! このぶどうジュースはおい
しい！
rebagi  ［名詞］出所の分からないものや情報、親の分からない子供　［レ
ベル］４　19:ブドウのつるはこんがらがって、どれがどの房のものだ
か分からないことから。アルバザードはワインが盛んなので、ブド
ウは慣用句になりやすい。
rebarei  ［料理］シェリー酒　［レベル］５　16:制
reyu  ［形容詞］はかない、むなしい、やるせない、儚い　［レベル］３　
19:kmiir:reim/yunfi（幽霊のように儚げな）。ここでの幽霊は「幻」
のような意味。　［語法］　少女が儚いとかそういう意味ではなく、仕
事が大変なのに社会貢献に繋がらずむなしいとか、働いても借金返
済で消えるのでむなしいとか、そういうやるせない気持ち。やるせ
ないだけでなく、喪失感も示す。すなわち心に穴が開いたような状態。
　【用例】　an vosk reyul na. むなしい努力をしているようだ。　 

rez  ［普通動名詞］制限、規制、取り締まり　［動詞］yulを規制する、規
制する、とりしまる、取り締まる　［レベル］３　19:rein/looz　【用例】　
rez yas タバコを規制する
rez(2)  ［人名］レレゾナの略称　［組み数字］１８/２８　［レベル］１　制
rel  ［動詞］yulをよろめかせる、ぐらっとする、グラっとする、よろめ
く　［レベル］３　13:制 :古 :rieluk（酒を飲んだときのように歩く）
reld  ［動詞］yulを隠遁させる　［再帰動名詞］隠遁　［レベル］４　19:ridia:ra
ld　lestar:lestar
reldverant  ［医療］クラスターＡ。人格障害の。　［レベル］５　vl;/　
23:mel
reldast  ［名詞］ハーミット、隠者　［魔法］忍者、レルダスト　［レベル］４　
19:ridia　［文化］　→ lolosan　rdでは、山村などにひっそりと暮らし、
暗殺術を極める集団。ロロスの国が有名。特殊な西洋魔法体系であ
る忍術を使う。
reles valza  ［人名］レレス＝ヴァルザ　［レベル］５　古 :右の名は後付け　［文
化］　初代ソーンの第４使徒。異性魔王。
relezona  ［組み数字］１８/２８　［交通］レレゾナ通り　［レベル］２　22

relezona valza  ［人名］レレゾナ＝ヴァルザ　［組み数字］１８/２８　［レベ
ル］２　古 :語源不詳。rerezonaではなく relezonaだと指摘された。
valzaは ｢あの杖 ｣。　［文化］　(2→ )第４期４代ソーン第４使徒。女性。
mayu。１６４ｃｍ、５６ｋｇ。アルマスト派。茶色のショートカッ
トに茶色の瞳。肌は白：黄＝６：４。　　・『ミールの書』より　　
魔女のような格好をしている女性が１人の男性に大声で文句を言っ
ている。只、魔女の服といっても流石に夏なので薄着をしているよ
うだ。手には物凄く長い杖のような金属性の棒を持っている。あま
りに長いので斜めにしておかないと平気で天井についてしまいそう
だ。　レレゾナはショートカットの髪形をしている。顔はやや幼げ
で可愛らしく見えるが、年齢自体はクミールと同じくらいだろう。
髪型の割りにボーイッシュといった感じは見うけられず、むしろ少
女っぽいあどけない顔をしている。ただ、その顔つきとは裏腹に彼
女の声は大きくよく通る声であり、またとにかく早くよく喋るので
聞いているミールはすぐに疲れてしまった。
rei  ［料理］ワイン、ぶどう酒　［レベル］３　14:制 :rebrie　［文化］　アル
バザードで最も飲まれる酒。アルバザードはワインかビールが一般
的。赤ワインは lejemme、即ち紫。白は diia。ロゼは kaaf。すべて日
本語と異なるので注意。　smまでは密閉技術が悪かったため、すぐ
に酸っぱくなったので、その年のものが一番美味だった。evanjlanは
その名残。
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reit  ［言語］純詞　［レベル］３　19:reiavet（寂しい言葉）独立して使わ
れる単語であるから
reite  ［名詞］００歳代の女、一桁の女　［反意語］alreite　［レベル］２　rd:
mel;greivli/te「グレイブリーのような」　23:mel
reitel  ［名詞］００歳代の男女、一桁の男女　［レベル］２　rd:mel;/　
23:mel
reik  ［物理］一次元　［俗語］一次元、一次、テキスト、文章、文学、ラノベ。
主にゲームやラノベやエロゲなどヲタ物の文章を意味するテキスト
のことを指す。二次、三次に対して使われる。　［レベル］４　19:rein/
kalb　【用例】　tu et tinka xel failklei et yuuyu xalt reik tis. ラノベは
絵無しでも文字だけで萌えられるところが凄い。
reixan  ［地名］レイシャン　［レベル］５　20　［文化］　アルハンテ西部の街。
reixanfrea  ［地学］レイシャン鉄。質の良い剣の材料となる。　［レベル］
６　22
reis  ［地学］せせらぎ、川、小川、瀬、津　［形容詞］～川。前置。　［類義
語］erei、erke　［レベル］３　19:erei　［語法］　瀬（浅く流れの早い川の
こと）、津（水上交通の要所）などの区別はない。川の大きさによる。
reisは小さく補足流れも緩やか。
rein  ［名詞］線、ライン　［交通］電車の線（主に複合語で使われ、南北
線などの線と、急行準急などの種類のどちらも指す）　［数学］辺、線分、
線：ふだんは区別しない。　［法律］条、条文　［名詞］条件、言葉、～個、
漠然とひとつらなりになっているもの　［レベル］２　19:恣意　bobo:bo
bo　【用例】　axt rein ekn ixm ノート（の端）に沿って線を引く。ノー
トを定規がわりにという状況。
reinpamo  ［数学］線形性　［レベル］６　19

reinhac  ［言語］連結体、繋げ文字、筆記体、筆記　19　［文化］　ark,lutia,
hailenのように繋げて書くもの。
reina  ［魔法］霊感　［レベル］３　22:reim/na　【用例】　til reina 霊感があ
る
reinan  ［名詞］棒人間　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　線でささっ
と書いた人の形の絵。日本は胴体を縦線一本で書くが、アルカは胴
体を縦長の円で表し、手足の部分には○をつける。日本で手が一本
の線で描かれるのは、恐らく手が手と腕の意味を表わすからではな
いか。
reinapx  ［数学］折れ線グラフ　［レベル］３　19

reiniwa  ［数学］線対称　［レベル］４　19

reino  ［形容詞］孤独な　［名詞］孤独、独立独歩、独立、自立、独立独歩
　［反意語］kokkol　［レベル］３　21:reian　【用例】　endal reino 孤独な老人
reinoyuo  ［言語］自動詞　［反意語］kokkolyuo　［レベル］４　21　［語法］　em 
fremは自然と近付く。frem aは意志を持って近付く。　es xtamは自
然と立っている。xtamesは自分の意志で意欲的に立っている。気分の
違いで両方とも使いうる。
reineev  ［物理］平面波。波源から離れたところにある波で、波面が
平行に線のように並ぶ。　19
reineel  ［名詞］へのへのもへじ　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［語法］　
線で描いた簡単な人間の顔。目、鼻、口、輪郭で構成。耳、眉、歯、
髪はオプション。
reiv  ［動詞］yulをどもらせる、どもる　［再帰動名詞］どもり　［レベル］３
　20:reizvet（未知に迷った言葉）　【用例】　an at reiv man nop. 緊張
でどもった。
reif  ［名詞］言語音　［類義語］fo　［レベル］３　20:kalie:rens/fo（言葉の音）
reifnams  ［言語］音印象、音感　［レベル］４　23　［文化］　seren arbazard 
� @serenarbazard    · 開く　@axtevak ［悪魔］と［死神］で検索して
出てくる中で、韓国人の耳にカッコよく聞こえる固有名詞はどれか
教えていただけませんでしょうか。　 tias estel � @axtevak 閉じる
　@serenarbazard bceis beezel delfia frestia kilseles psoora tekra 
xeltes alhaik avelant fialent fremelte lastia ordian vangardi vergina
　 会話を非表示　2012年 4月 27日 - 16:05 webから · 詳細
reim  ［魔法］幽霊、お化け、ゴースト、アンデッド、心霊、霊　［レベル］
２　古
reimsec  ［魔法］心霊写真　［レベル］３　22

reimfesk  ［魔法］霊媒　［レベル］５　22

reimmain  ［魔法］霊体、幽体　［レベル］４　22

reimern  ［魔物］アンデッド系モンスター　［レベル］４　19:melidia alis

reiyet  ［形容詞］気紛れな、気まぐれな　［レベル］３　22:reiyu/te　【成句】
　iskal et reiyet. 奇跡は気まぐれ：果報は寝て待て
reiyu  ［名詞］乙女、少女、女子　［反意語］lanko　［類音］leiyu、reyu　［レベル］
２　20:reyu　［語法］　lazと manaの総称。　【用例】　"ermes e reiyu t'a
riadne, re dist, frei!" 「アリアドネー戦乙女騎士団　捧げー　刀」
（ネギま）
reiyusir  ［植物］百日紅、サルスベリ、さるすべり　［レベル］４　nd:「乙
女の肌のような」　22
reiz  ［動詞］yulを迷わせる、迷う、道に迷う、迷子になる、はぐれる、
逸れる、詰まる、つまる、ゲームなどに詰まる　［形容詞］途方にくれた、
何をすればいいのか分からない、迷子な、迷った、電話が通じない、
はぐれた　［数学］極限において振動した状態　［レベル］２　19:melidia al
is:reia/制 lizb（道に迷う）　【用例】　☆ an at reiz on ku ax to. 何と言っ
ていいか分からず途方に暮れた。
reizkaxi  ［名詞］迷い箸　［レベル］３　22　［文化］　アルティアではマナー
違反だが、アルバザードではあまり気にしない。
reizyuli  ［名詞］迷子　［レベル］２　19

reizcaifa  ［天文］アルゴル　19:ridia/seren/mel　［文化］　リディアがリ
アントに降らせた流星はウィガル座から来たが、届かず迷子になっ
た星がアルゴル。
reizlevn  ［医療］燃え尽き症候群　［レベル］５　22:「目標や意義などの道
を失ってしまうことで起こる心の病」
reil  ［交通］レーン、車線　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:rein/tul（線上
のもの）
reil(2)  ［化学］チオール　19:bel/rit。あまり bから始まるのが増えて
もややこしいので。
reila  ［化学］メルカプト基、スルファニル基　19

reila,szd  eria　<>eria

reia  ［形容詞］さみしい、淋しい、寂しい、さびしい、わびしい　古 :m
el:reia←reian。re i an（私を見て）が語彙化したもの。とても儚くて、
メル本人が好きな単語。　【用例】　el na alxe man el na tur reia. 昔を
懐かしむのは今が寂しいからだ。 　an nat reia xed man. わけもな
く寂しかった。　el bas fia tis le tyu na reia ka sete? あなたがさ
びしい世界なんて、いらないでしょ？　"mirok lam lot soa lex nos na 
reia man netal mi lu" 「最初の神さまがこう思ったんだ。ひとりはさ
びしい――って」
reian  ［rente］［感動詞］さみしいの、一人にしないで　［rente］［形容詞］寂し
い　［レベル］２　古 :reia参照。こちらは感動詞で、より原型に近い。
nonなどではなく reや anを使っているのは、この時点での古アルカ
におけるメルの口調がそうだったため。　【用例】　tu et kloa e soa mir
ok reian, これはそんな寂しい神さまのおはなし。
reians  ［電算］レイアンス、ｔｗｉｔｔｅｒ、ツィッター、ツイッター　［電
算］ツイート、つぶやき、呟き→ rens　［電算］プログラム中のコメン
ト、コメント　［動詞］yulをツイッターでつぶやく、つぶやく、呟く
　［レベル］５　21:reiarens（独り言）　［語法］　rens 呟き、呟く　hoi フォ
ローする　hoi yu フォローされる　［文化］　ツィッターに相当する
ｓｎｓサービス。レイユで作られた。　アルバザード人は個人主義
なので他人が何を面白がるか分からないと考えるため、リツイート
はあまり多用しない。ふぁぼを多用する傾向にある。ルティア人は
リツイートもふぁぼもせずにあまり連携を持たないことが多い。凪
紗は人のＴＬを汚すのは迷惑だと考え、リツイートはあまりしない。
その代わりにふぁぼをする。結果的に見ればアルバザード人と似て
いる。アルバザード人でも南方人は面白いものをみんなで共有した
がる傾向にあるため、リツイートを多用し、ふぁぼはほとんどしな
い。韓国人に近い。　【用例】　an hoi flen ti on reians?  ツイッター
でフォローしてもいいですか。　an na tu et xep xel el estel reians 
ant imen tuo al arka, man tuus kaves konsvet di t'oogakiwain. 最近の私
のツイートは幻訳するのが大変だ。というのも大垣まつりの専門用
語を多く含むからだ。
reiavas  ［普通動名詞］孤軍奮闘、孤立無援、徒手空拳　［レベル］３　22

reiavild  ［名詞］自家撞着、自己矛盾　［レベル］４　22:「孤独な矛盾」
reiarens  ［名詞］ひとりごと、独り言、独白、つぶやき、呟き　［動詞］
yulという独り言を言う、言う、呟く、つぶやく　［レベル］３　19:寂し
いことば
reiaalx  ［数学］７、七。数字の７の異名　［メタファー］メル。メルの隠喩。　［レ
ベル］４　19:何年だか忘れたが、１０歳前後かせいぜい１３歳くらい
あたりのメルが言っていた「７は寂しい数」という概念を、新生に
訳したもの→ vesalx　［語法］　７はアルカで寂しい数とされる。１ケタ
の後半台なのに約数が少なく、ほかの大きな数の約数にもなりづら
いことから、孤独な数とメルが名付けた。メルが７をそう呼んだの
はほかにも理由があって、その性格のキツさからアシェットで倦厭
されていたことを気に病んで、第七使徒である自分と７という孤独
な素数を関連付けたのだと思われる。
reete  ［名詞］脳内彼女、理想の彼女　［男性］［形容詞］理想的な　［類義語］
fiiyu　［レベル］４　メル・アルカ :ridia:２０００年にリディアが起
こした「レーテ事件」から　【用例】　jent at reete. 理想的な天気だった。
rees  ［地学］オパール　［レベル］４　19:ren/es（雨の宝石）。～ renが増
えすぎたため前置。esは古で雨の意。実際は espafiren（虹の宝石）
が短くなったもの　［文化］　利の魔石。現代では幸運の宝石。
reev  ［魔法］レーヴ、生命力、体力、ＨＰ、ヒットポイント　［レベル］３　古 :
元はアレフの残存値を指す単語だったが、死語になっていたもの　［語
法］　envelen

rukke  ［形容詞］［名詞］言語を絶する、言語道断　［レベル］３　f;keは「行
く」。rukke,fは「超える、越える」の意味。　古 :rukke（言語を絶する、
超える）　【用例】　tu et... komo... rukke. なんというかその……言葉にな
らんな。
ruks  ［普通動名詞］通夜、お通夜　［動詞］yulの通夜をする、通夜をする　
［レベル］３　fv;rukke/so「（夜を）越える→夜通し行う」　24　ruks:ruks
　［文化］　死者を弔う前に一晩おいた習慣から。昔の医療が不正確で、
稀に弔う前に生き返ることがあったため、一晩おいた。　【用例】　im 
fis, an ke felka fin ruks t'ern  man an til xax ka felki xi tu, tal im 
kest, an alxaft sil i felka mil leps. 今日は親戚の通夜があるが、学校
のあと塾があるので学校に行く。明日は葬式なので学校を欠席する
つもりだ。
rukas  ［普通動名詞］完了、完遂、ルーカス　［形容詞］完了した　［動詞］yul
を完了する、完了する、終える、終わる、仕上げる、完成する、完
成させる、出来上がる、できあがる、できあがらせる、出来上がら
せる　［反意語］lutix　［レベル］３　20:古 rukke/so（通して行った）　【用例】
　re rukas fas nozet. 仕事を完了せよ。　an rukasik fel e sanfel lana 
tas. 代数学の試験勉強が終わった。　an rukasik il rafel t'alf. 数学の
宿題が全て終わった。



308 ruuvenrukasnif
rukasnif  ［言語］完了相　［レベル］４　20　［語法］　行為動詞・状態動詞の
一端、実行段階の一端、内相の一端。単位動詞の中心。 　「～した」
という意味。
rukalia  ［地名］ルカリア　［レベル］４　fv;rukke/kal/al　20:ridia:rukke/kal/al
（越えた土地のもの）フィーリアから見て海を越えたところという意
味。　［文化］　meltia 85'0000に現イネアート、ヒュート、フレディス
ク、ディミニオン北部に神が建てた国。レスティルの北。
rukalie  ［アトラスの国家］ルカリエ　［レベル］４　23:ridia

ruxilo  ［名詞］故郷、ホームタウン、古里、故里、ふるさと　［名詞］原産、
原産地　［類義語］naxil　［レベル］３　f;e　古 :ruxilo（家）　ruxilo:ruxi
lo
ruxilo,f  ra　e

rus  ［言語］rの文字　［レベル］１　14:制 :ルシーラ　［語法］　第１６文字
目の幻字。　日本語のラ行を転写する際は rや cでなく lを使う。
ruval  ［被服］ホーゼン　sm;ruvai/yolo　24　［文化］　smの傭兵が好んで着
たズボン。
ruvai  ［軍事］傭兵、ルーヴァイ、マースナリー、マーセナリー、ゼル
ドナー、ランツクネヒト、コンドッティエーレ　［形容詞］日和見、日
和見な　［レベル］４　zg;rukke/vaxa　20:rukke/vai（柵の外の兵士←よそ
の兵士）　*:ruvai　［文化］　金銭で雇われ、直接的な利害関係のない戦
争に与する兵のこと。古代から存在した。地球の中世のフィレンツェ
やカルディアの中世のイルケアのように商業中心で栄えたところは
兵役がなく金銭で傭兵に頼ることがあり、傭兵団が栄えた。忠誠心
が低く、日和見で逃走しやすいことから、国民兵や市民兵に置き換
えられることも歴史上あった。
ruvailiik  ［生物］日和見菌、常在菌　［レベル］４　22:ridia　【用例】　fet le 
til kokka on ruvailiik 常在菌のバランスを保つ働き
rufet  ［名詞］ファン、愛好家　［類義語］coot　［レベル］３　21:ruuf/te　［語法］
　rufetはファン。cootは熱狂的な信者ともいえるレベルのファン。
ruma  ［生物］生物　［反意語］luni　［レベル］３　＠ 19　［語法］　無生物 luni
に対する概念。学問的に正式な意味での「生物」。アルカでは日常的
には kum（動物）で「生物」を示すことがあるが、正しくは ruma。　
生物分類は超ドメイン、ドメイン、界、門、網、目、科、属、種の
９段階を持つ。地球の分類は８段階で、超ドメインがない。霊人 (lan)
はそもそも動物界に属さず、atenに属す。aten下の科として霊人が存
在する。よって、霊人はサルの仲間ではない。なお、ヒト科につい
ては lantse参照。　日常語における kum（動物）は、生物学的な分類
とは異なり、霊人や犬もまとめて表す。日常語の kumは要するに「動
くいきもの」程度に捉えているために、このようなことが起こる。
だが、生物学的な意味では霊人は動物界 (kumfiam)に含まれない。　
ドメイン以下についてはリンネの始めた地球の分類によく似ている
のでなじみやすいはずだが、細かいところで違いがある。地球の生
物分類は日々変わっているように、不動のものではない。アプリオ
リであるアンティスにおける生物分類は、細かいところで地球と異
なるので注意。　　・生物の分類　超ドメイン (amat)：　アルテから
派生したもの（エルト、サール、ユーマの一族、テームス、アデル
……）と、アルテが分裂した際の余波の結果生まれたもの（動物、植物、
微生物……）とに分かれる。　前者が aten、後者が etan。　ドメイン
(emit)：　アルカは３ドメイン説を取る。すなわち、ドメインを古細菌、
真正細菌、真核生物に分ける。　界 (fiam)：　より細かく厳密な定義
よりも、分かりやすく単純で、多くの国民に理解されやすい分類を
好む。　そのため、アルカでは界は４界に分けている。動物界、菌界、
植物界、原生生物界である。　門 (ifal)：　節足動物や脊索動物など
といったレベル。　亜門 (xeltem)：　たとえば脊椎動物は脊索動物の
さらに内訳であり、これを亜門 (xelte)という。　網 (talk)：　哺乳網、
鳥網などのレベル。日常的には「哺乳類」「鳥類」などのレベルのこと。
　目 (kard)：　霊長目などのレベル。日常的には霊長類と呼んでいる
レベルのこと。　科 (ern)：　ヒト科などのレベル。　属 (tats)：　ヒ
ト属、モクセイ属などのレベル。例えばギンモクセイはモクセイ科
のモクセイ属で、その種としてギンモクセイがある。　なお、キン
モクセイは種でなく、ギンモクセイ種の変種。　種 (xite)：　上記の
とおり。　　・命名　生物は超ドメイン～種までの９段階で分類さ
れるが、いちいち９段階の名前を付けていたら冗長すぎる。実際に
は種と属があれば十分なので、この２タクソンを使用する。　種と
属はこの順序で並ぶ。姓名と同じである。lein yutiaはユティア家の
レインだが、それと同じことである。○○属の○○種ということで、
種属の順に並べる。例えば紗枝の学名は "diasomt avelant"（死神属夢
織種）となる。　　・人間と霊人　異世界 yumanaの存在を知ってい
るアトラスには、ユマナを蔑む文化が時代を通じて存在した。本来
は現実のアシェットが自分たちを霊人と呼び、それ以外を人間と呼
んで蔑んだことに端を欲する。神話ではレカイ人を霊人とし、ユマ
ナ人を人間としている。　生物学では、人間は動物界のヒト科に属
する。一方、霊人は atenに含め、動物界に属さない。つまり紫苑は
動物でヒトだが、レインは動物ではなくヒトでもなく atenの一種。
　霊人と人間はよく似ているが、発生も分類も異なる。一部の神学
者は人間と霊人の違いを viidの有無で捉えるが、『紫苑の書』から
分かる通り、人間でも一部のものは魔法を使える。また、rdのセレ
ン少年も人間であることから、その考えは誤り。ただし、『紫苑の書』
は架空の中の架空であるから、反証になるのは異世界の少年セレン
の例のみ。　　・一般的認識　一般人は門以上は知らない。網より
下しか知らないため、節足動物などというのは存在もロクに知らな
い。　アルバザード人は日本人より遙かに生物に疎く、自分たち人
間のほかには犬猫などの哺乳類、鳥、魚、虫くらいしかいないと思っ
ている。だからミミズなどはすべて虫になる。カエルはさすがに虫
とは思っていないが、カエルという分類だと思っている。両生類だ
ということは、進学校の生徒以外分かっていない。　また、atenの
分類は誰でも知っているにもかかわらず、etanの分類には極めて弱い。
蝙蝠は鳥だと思っているし、鯨は魚である。　アルバザード人が生
物に弱いのは、そもそも自分たちが atenであって etanでないからで

ある。etanは搾取する対象としてしか見ていない。同様に地球の鉱物
資源や自然も atenでないから環境意識も薄く、自分たちが困らない
程度に搾取しようとしか思っていない。ただ、etanでも犬猫などに
は愛情を注ぎ、家族のように捉えるという特徴がある。　また、ア
ルバザード人は身近な動物以外には極めて強い嫌悪感を示す。犬猫
やリスや小鳥や金魚など、そういったものは可愛いと思えるが、両
生類だ爬虫類だ虫だと言ったものには過剰に反応して嫌がる。　　・
現実　現実には、言語を担当したセレンと、文化風土を担当したリ
ディアが、犬猫などを除いて生物を嫌悪するというところから上記
の設定が来ている。　セレンは埼玉の田舎暮らしだが、家が新しかっ
たため遮蔽性が高く、家に虫などが入ってこなかった。そして何よ
り本人が小さいころから人間と猫以外の動物を嫌悪していた。特に
虫はアリでも触れなかった。カブトムシは当時の少年だったので飼っ
ていたにもかかわらず、触 れ な か っ た。アニメも動物が出てく
るものは嫌った。　一方、リディアはフィンランドの片田舎暮らしで、
家は粗末だったが、寒すぎて埼玉ほど虫がいない。それで幼少期を
過ごしたため、虫などに対する慣れが少なかった。その後南へ移住
してから虫を見て、ひどいショックを受け、嫌悪感でいっぱいになっ
た。そのため、アルカは人間およびその周辺以外には冷たい。　また、
アシェットとしては自分たちを霊人とし、それ以外を人間としてい
たため、自分たちと周りを分けることが必要だった。また、隔離す
ることで自分たちの帰属意識を高める狙いもあった。アルカの生物
学分類はそういった政治的思想的な求心力を高めるためのものでも
ある。
rumafel  ［生物］生物学、生物。科目名→ felpant　［レベル］４　19　［語法］　［生
物］タグは生物学、人体などの器官、動物界植物界以外の生物に付けた。
［動物］は動物界、［植物］は植物界および植物学に付けた。　［文化］　アズ
ゲルから存在したが、リュウが体系化した。一方、生物分類はカコ
でアルシアが大成した。
rudit  ［魔法］［ジョブ］魔術師、ルーディット　［魔法］ルティア人魔導師（厳
密には誤用）　［レベル］３　szd　19:ridia:anが付かないので注意　［文化］
　アルバザード人は通常 artanで「魔術師」のことを指すので、あえ
てruditというときは、厳密に魔術師を指したいときと、あとはルティ
ア人魔導師を指す場合である。
rudis  ［魔法］魔術、ルーディス　［レベル］３　szd　19:ridia:rudia　［文
化］　西洋魔法アルトのうち、最もアルバザード人にとってなじみの
深い一般的な魔法体系。火の fai、水の eria、氷の vext、回復の kea、
天秤の mestなど。アルシアによって体系化され、時を経てルティア
で深く研究された魔法体系。アルシアとルティアの努力と歴史によ
り、あらゆる魔法体系の中で最も整備された体系を持っている。そ
のため種類が多く、それでいてよく分類されていて扱いやすい。　
アルバザード人は通常 artというとこのrudisを指すので、artを「魔法」
と単に訳すことが多い。厳密な訳語は「魔術」である。従って faiは
黒魔術 (verrudis)と言うべきであろうが、アルバザード人の一般的
な語感では単に verartとしている。
rudia  ［人名］ルディア　［組み数字］１/１５　［レベル］４　kako:古アルカで
の意味はルディが ｢氷の魔法 ｣。　［文化］　メテの第１使徒。『幻想話
集アティーリ』では人間で最強の魔法使いとされる。
rudia(2)  ［人名］ルディア　［レベル］５　20　［文化］　(yuuma 4165:4891)ア
ルヴェーテ多神教派の中心人物。時魔導師で、極めて長寿であった。
　yuuma 4241 rudiaは多神教のサルト教を樹立し、アルテ教から分派・
独立し、jelikaに居を構える。教会は二分され、内紛が起こり、力が
弱まる。
rudialil  ［化学］アクチニウム　18:制
rubii lolos  ［人名］ルビィ＝ロロス　［レベル］４　古 :語源不詳　［文化］　
→ kohaku　(tif 6 lis fav→ )第４期４代アルシェ準ハルマ。ラルドゥ
ラの実妹。こちらは実在。
rubie  ［名詞］忠誠、忠義、忠誠心　［レベル］４　19:古 :rubiiteeze（ル
ビィのような）rdで最も高い忠誠心を示した人物。　［語法］　アルバ
ザード人はこれと決めた相手に忠誠を尽くすことがある。例えばそ
れは恋人かもしれないし上司かもしれない。忠義は篤く、期間も長
く、しばしば一生の付き合いになる。夢織のランヴェムなど。　【成句】
　rubie e kalan 犬馬の労　【用例】　rubii til rubie. ルビィは忠誠心
が高い（忠実である）　la si rubie. 彼は不忠義だ。　［メタファー］til ru
bie yun rubii ルビィのように忠実な
ruj  ［人名］ルージュの略称　［組み数字］１３/２８　［レベル］１　古 :ovi 
alt:ruuj
rujsex  ［名詞］大言壮語　［レベル］３　22:ruuj/sex

rujasl  ［化学］ミリスチン酸　19:ridia:Ｃ１３なのでルージュ。カルボ
ン酸の一種。
rul  ［形容詞］本当の　［反意語］fie　［レベル］２　19:赤 :ruli　ruli:ruli:lu 
milko　［語法］　主観的な真偽が本当と嘘で、rulと fie。客観的な真偽
がまことと偽りで、xanと enx。　【用例】　tu et rul e, en fie deel. 
本当よ、嘘じゃないわ。
rulna  ［名詞］本音、本心　［動詞］yulを実感する、実感する　［普通動名詞］
実感　［類義語］fiona　［レベル］３　19　【成句】　i{kon} rulna 心から、心
の底から、本音で→ i fiona
ruli,f  rul、xan

ruan  ［動詞］yulを aまで押し広げる、押し広げる　［動詞］yul（果汁など）
に水などを加えて還元する、還元する　［電算］［動詞］yulという圧縮ファ
イルを解凍する、解凍する　［数学］［動詞］yul（数式）を展開する、展
開する　［電算］［普通動名詞］解凍　［数学］［普通動名詞］展開　［普通動名詞］還元　［反
意語］lois　［レベル］３　20:rok/hanを複雑に変化→ルーアン　［語法］　圧
縮の逆。パン生地のように押して大きくすること。
ruuven  ［アトラスの国家］ルーヴェン　［レベル］５　23:ridia
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ruuf  ［名詞］興奮　［形容詞］興奮した、乱れた。他 refの反対となる語
義多数。　［動詞］yulを興奮させる、興奮する、熱くさせる、乱れる、
乱れさせる、乱す、（場所などを）荒らす、覚醒させる、覚せいさせ
る　［魔法］ルーフ（バーサク）。害の中位白魔法。味方の攻撃力をあげ
る代わりに理性が吹き飛ぶ。　［反意語］ref　［レベル］２　szd　19:赤 :cu
ufai　ruufai:ruufai:ruuf　【成句】　em ruuf{faan} a 夢中になる、熱
中する、はまる、ハマる　em{lut} ruuf mil veld 酒癖が悪い　【用例】
　an hinot ruuf en merel. 私は興奮を抑えきれなかった。　an nat 
ruuf man na txu rak. あまりに恥ずかしくて気が動転した。　an nat 
ruuf mil hit. 私は慌ててあたふたした。
ruufkist  ［形容詞］場末の、閑古鳥がなくような　［レベル］４　22:「荒れ
果てた芝生」。アルバザードは放っておくと芝生が生える土壌だが、
手入れをしていない芝生なので ruufな状態で生える。そこから場末
や閑古鳥を示すようになった。
ruufsir  ［美容］肌荒れ、肌あれ　［レベル］４　21

ruufnam  ［生物］交感神経　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

ruufyuno  ［動詞］気迫　［レベル］４　22:「興奮した霊力」　【用例】　ruufy
uno tinka 凄まじい気迫　ik rel mil ruufyuno 気迫に圧倒される
ruufyulal  ［物理］乱流　［レベル］５　21:「乱れた流れ場」ではなく「乱れ
た流体」が原義となっている。
ruufan  ［医療］覚醒剤、覚せい剤　［反意語］refan　［レベル］４　rd;/　23

ruufai  ［形容詞］躁な　［医療］躁、そう　［反意語］els　［レベル］３　古 ruuf
ai（興奮した）
ruufaikoplet  ［音楽］メジャーコード　［レベル］５　21

ruufaifand  ［音楽］ヒップホップ　［レベル］５　vl;「躁に盛り上がる」　
21
ruufaifoona  ［音楽］長調、メジャー　［レベル］４　21

ruuj  ［組み数字］１３/２８　［交通］ルージュ通り　［名詞］ルージュ組。
アルナ大のクラス。　［レベル］２　22

ruuj bees midiit  ［人名］ルージュ＝ベース＝ミディート　［組み数字］
１３/２８　［レベル］２　古 :ruujは語源不詳。beesは古で｢最後｣の意。
ルージュがアルシェの使徒であることからオヴィが付けた。ミディー
トは『カコ』で小説アンクノットに記載。　［文化］　(tif 3→ )第４期
４代アルシェ第１３使徒。男性。arden/alben。１７４ｃｍ、７０ｋｇ。
髪は金色で短く、直毛でツンツンでしている。ヘーゼルの瞳。肌は白：
黄＝９：１。

z
zg  ［歴史］アズゲル、azger　［レベル］３　21

za,alt  zom　zamo,f.xik

zat  ［名詞］たんす、タンス、箪笥　［反意語］xtat　［レベル］３　20:zom/latal（木
の入れておくところ）　【用例】　an fatilat sab i zat. 洋服ダンスから服を
取り出した。
zak  ［動詞］yulを aに掠らせる（軽く接触させる）、掠る、掠れる、かする、
かすれる、掠める、かすめる　［普通動名詞］かすり、掠り　［レベル］３　
21:オノマトペ
zaks  ［動物］いわし、イワシ、鰯　［レベル］３　13:制 :古 :zak（鰯）。語源
不詳
zaksalmavi  ［化学］ビタミンＱ、ユビキノン、コエンザイム、コエンザイ
ム Q１０　［レベル］５　vl;/　23

zan  ［名詞］古アルカの７　［レベル］３　赤→ sidalx

zan(2)  ［人名］ザナの略称　［組み数字］９/２８　［レベル］１　seren

zan,lsk  7　zamon.k

zante  ［軍事］迷彩　［レベル］５　21:zain/te

zantesab  ［軍事］迷彩服　［レベル］６　21

zantepekl  ［軍事］光学迷彩、迷彩技術　［レベル］６　21

zank  ［名詞］用事、用件、用　［レベル］３　14:制 :zan　【用例】　an til zank 
volx im kest. 明日重要な用件がある。
zanserg  ［経済］投機　［レベル］５　22:「ギャンブル的な投資」→ serg

zanver  ［魔物］ザンヴェル（怨恨樹）：第三十六天：土の氷天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:zom/anver　［文化］　霊族。殺されて埋められ
た人間の死体を吸って大きくなった魔物。大木で、無数の根の先に
は殺された人々の上半身が付いている。枝は殺された女と子供の上
半身からなり、一人一人が呪いのこもった魔法を放つ。体力が多く、
魔力も尋常ではない。枝と根を根絶すると幹の上半分が折れ、切株
の中から最初に殺された若い女の死体が上半身を表わす。こいつを
倒せば勝利。　 
zanverzepl  ［天文］北斗七星の一部　［レベル］５　19:ridia/seren/mel　［文
化］　日本のものとは星座線と星の数が異なる。ザンヴェル内で構成
され、ウェクダ、メクレスなどを含む。メラクは含まない。
zanverant  ［医療］新型うつ病、適応障害　［レベル］５　al;zana/verant。こ
れは新しい人格障害として alで見つかった。　23　［文化］　新型うつ病
だけでなく、一部の適応障害も含まれる。
zand  ［名詞］アドレス、宛先、宛名、宛て先、名宛、名あて、なあて、
名宛人　［電算］アドレス　［レベル］３　16:制 :zan

zandfont  ［電算］アドレスバス、パス　19

zange  ［単位］ザンゲ　［レベル］５　21:古「円の木」で樽のこと　［文化］　
anko

zange(2)  ［生物］［医療］髄　szl　24

zange.fv  zange、zogl　zamo/ge

zangeark  ［生物］［医療］髄会　rd;/　24

zanl  ［娯楽］サイコロ、さい、賽、ダイス　［レベル］３　13:制 :zanalas｢ ザナドゥ
の手 ｣。古では zanawa。　【用例】　pix zanl サイを振る
zanlalx  ［名詞］さいころの目、サイコロの目、出目　［レベル］３　14:制 :
さいころの数
zana  ［組み数字］９/２８　［交通］ザナ通り　［名詞］ザナ組。アルナ大のク
ラス。　［レベル］２　22

zana,f  xtam　e

zana vozam genos  ［人名］ザナ＝ヴォザム＝ゲノス　［組み数字］９/２８　［レ
ベル］２　古 :ザナは語源不詳。ヴォザムはヴォザモを隠語化したもの
で、ヴォザモは弓矢の意。ゲノスは『カコ』。　［文化］　→ zanverant　
(tif 9→ )　第４期４代アルシェ第９使徒。男性。seet。１６８ｃｍ、
５２ｋｇ。１０代のころは髪の色がやや金に近かったが、２０代ご
ろからわりと色が濃くなってきた。亜麻色と金の間で肩より短い髪
で、猫っ毛。緑の瞳。肌は白：黄＝６：４。　ミリオタでゲーオタ。
性格は明るく軽い。というかチャラい。好きなことには熱中するが
嫌なことだと無気力や鬱っぽくなったりすることが一面もあるため、
zanverantの語源となった。　【成句】　zana pilpan bad yu ridia 口は
災いの門。ここでは言えないようなことでリディアをからかって泣
かせ、その後殴られたことから。　sern e zana xant vade al axet ザ
ナの浅知恵、アシェットに大迷惑：生兵法は大けがのもと
zanal  ［名詞］不屈　［組み数字］４/６　［レベル］４　21:古 zana/xal「立ち続ける」
＝「負けない、屈しない」　［文化］　負けるものか、くじけるものかと
いう不屈の精神のこと。　（立ち続けるが語源だが、日本語の「屈し
ない」もおおむね同じ語源ではないか？字からして膝を折らないと
か座り込まないということであろう。よく人の心が現れた良い表現
だ）
zav  ［数学］ベクトル　［レベル］５　lakta:矢 /力。力の部分がスカラーで、
矢はそれをベクトルにするための方向を表わすのだろう。
zavdu  ［数学］ベクトル量　［レベル］５　21

zam  ［生物］脚　［反意語］tak　［レベル］１　19:古 :papazamon（バレエなどの踊
りをする少女の白い脚）から。　luwa,f:lua,frf:lu piyon（棒状）:sayo,a
lt　【用例】　zam noan and mag mil vem. 恐怖で足が震えていた。
zamt  ［動物］キツツキ、啄木鳥、ウッドペッカー　［レベル］４　lakta:zamt←
zamokuto（木の鳥）から。
zams  ［動詞］yulをまたぐ、またぐ、跨ぐ　［動詞］yulを１つとばす、飛ばす、
省略する、省く、飛び級する→ xik　［化学］昇華の日常的な言い方　［レ
ベル］３　14:制 :zamo

zamfont  ［交通］歩道　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　lanfont

zammilx  ［卑語］びっこ、ビッコ、跛　［レベル］３　21　［文化］　使わないこと。
zamp  ［名詞］案山子、カカシ、かかし、スケアクロウ、スケアクロー　
［レベル］４　13:制 :lakta:zanazamo（立っている木）
zama  ［ユマナ］釈迦、仏、仏教　［レベル］４　古 :zama,zamoyuuma｢ 木の人間
｣
zamamyukale  ［ユマナ］［宗教］仏教　［レベル］４　23

zamia  ［地名］ザミア　［レベル］６　古　［語法］　ソエンの谷を越えたところ
にある街。近くにザミア森林があり、異性魔王アシュが黒い城を建
てて潜伏した。ザミアの森はラルドゥラ、ザミア郊外はギルとの出
会いの場。
zamo  ［生物］股、股間　［動詞］yulを aにまたがらせる、またがる、跨る　［レ
ベル］２　13:制 :古 :zamomain（体の中で木の枝のように分かれている
ところ）　［語法］　脚は開けるが股は開けないので、hom zamoは不可。
hom zamoだと股関節を開くという意味になる。
zamo,f  zom　zana/mo zanaが「立つ」。moは形。「立つ形の」
zamokoplet  ［音楽］バレーコード、セーハ　rd;/「またがっているコー
ド」　23　【用例】　ar zamokoplet i t a k tから kをセーハする　ar zamoko
plet al il zol 全ての弦をセーハする　ar zamokoplet i twar a xart １
弦から４弦までセーハする　teeve del koplet et zamokoplet da. Ｆの
コードはセーハが必要だ。　t et zamokoplet da. Ｆはバレーコードだ
→ koplet
zamon  ［魔法］［アイテム］杖、魔法の杖　［類義語］arzon　［レベル］３　zg;zamo
n,fv.hem　赤　［文化］　arzon

zamon,fv  zamozamo,fv　zamo/n

zamonverant  ［医療］杖型人格障害　［レベル］５　al;/　23:seren/mel　［文化］
　verant
zamozamo,fv  zon、zon e zom　/

zamozol  ［音楽］チェロ　［レベル］５　16:制
zamoora  ［生物］股関節　［レベル］３　19:seren

zamen  ［被服］ビキニライン　［レベル］４　21:zamo/rein

zag  ［擬音］がさごそ、ざくざく。落ち葉や紙などを踏んだときの音、
書類の山を探すときの音。　［レベル］３　19:オノマトペ　【用例】　an lukat 
font le mettek xa fo zag zag. 落ち葉の中をざくざく音を立てて歩い
た。
zapl  ［生物］気管支　［レベル］４　19:seren:zepl/sapl

zaplfaiz  ［医療］気管支炎　［レベル］５　19

zaplhah  ［医療］気管支喘息　［レベル］５　19:seren

zal  ［形容詞］［ネガティブ］不思議な、奇妙な、変わった、妙な、変な、風変
わりな、おかしな、見馴れぬ、みなれぬ、見慣れぬ、異様な、おかしい、
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突飛な、不自然な、不可解な、いかがわしい、奇抜な　［反意語］yum
il、knoos　［レベル］２　13:制 :古 :ridia:ailai,zailai。zailaiは daiz/ailaiで、
zが ailaiにくっついてしまったもの。ailaiはスライムであり、不思
議なという意味もある。daizailai（ダイズアイライ）は王様スライム
のことで、最強のスライムの意味。　【用例】　an nat zal im fis. 今日
はヘンな気分だった。
zalk  ［生物］鼠径部、鼠蹊部、鼠頸部、鼠頚部、鼠経部、鼡径部、ソケ
イ部　［レベル］４　21:zamo/tolk

zalksais  ［生物］鼠径溝、鼡径溝　rd;　24

zalkmop  ［生物］鼠径靭帯、鼡径靭帯　rd;　24

zalna  ［名詞］変な感じ、不思議な感じ　［レベル］３　19:melidia alis

zaljent  ［気象］異常気象　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

zaleg  ［動詞］yulを冒涜する、冒涜する　［普通動名詞］冒涜　［レベル］４　
22:ales/ku　［語法］　神、非常に位の高い人物、神聖なもの、処女の貞操
などを貶め汚す場合に用いる。例えば zaleg yoldaとは言えない。
zaan  ［動詞］yulをざわめかせる、ざわめく、衣ずれさせる　［自然動名詞］
ざわめき　［擬音］衣擦れの音　［レベル］３　古　【用例】　zom and zaan. 木々
がざわめく。
zaag  ［動詞］yul（水など）を aにざばっとかける、かける　［類義語］spax
　［レベル］２　古 :オノマトペ　【用例】　an zaag er sort ka erx. 風呂で冷
たい水をかける。
zain  ［サール］ザイン　［軍事］スパイ、諜報員、諜報、間諜、偵察　［動詞］
yulを偵察する、偵察する　［レベル］３　gil:古　［文化］　透明で見るこ
とのできない手長猿型のサール。力はなく戦いには向かないが、諜
報能力に優れる。
zaim  ［色］透明な、シースルー　［レベル］３　19:melidia alis:zain/nim

zail  ［料理］ゼリー、ジェリー、ジェロ、ジェル　［レベル］２　13:制 :ailai
（スライム）
zao  ［名詞］ゼラチン　［レベル］５　17:制 :古 :zailai(ailai)｢ スライム ｣
zik  ［形容詞］次期、後釜の　［反意語］jat　［レベル］４　＠ 19

zikvet  ［論理］選言　［レベル］５　15:制
ziko  ［名詞］選択肢　［名詞］候補← asiz　［レベル］３　16:制 :zik　【用例】　
leev ziko solは選択肢から外れる
zikoper  ［経済］オプション　［レベル］６　19

zim  ［政治］票　［動詞］yulに投票する、投票する　［普通動名詞］投票　［レベル］
３　13:制 :zigmas（選ぶ紙）
zid  ［生物］あご、顎　［レベル］２　rd　19:古 :dzi　dzi:dzi　［語法］　
asid　【用例】　zid lis 顎が細い
zidyulat  ［動詞］［非言語］yulに顎をくいと動かして指示させる　［レベル］
３　20:melidia xier　【用例】　an zidyulatat la a sef lei. 私は彼を顎で
使って本を取らせた。
zidzekt  ［生物］オトガイ、おとがい、頤　rd;/　24

zidop  ［名詞］脚注→ lei　［レベル］６　22

zideelin  ［生物］下顎後縁　rd;/　24

zippo,f  ret
ziho  ［動物］ワニ、鰐、アリゲーター、クロコダイン　［レベル］３　14:
制 :lakta:dziho｢ 歯 ｣ からきている。
zihokad  ［地球の国名］レソト　19:国章にワニ
zir  ［動詞］yulを決めあぐねる、決めあぐねる、迷う、困る　［反意語］
jal　［レベル］３　＠ 19:melidia alis

zilkonia  ［アトラスの国家］ジルコニア　［アクセント］zilkoniA　［レベル］５　23:ri
dia
ziliot  ［数学］歯車式計算機　20:古 :dzihoholo/te（歯車の）　［文化］　
imul 1314に時の経済省からの要請を受けて、imul 1321に ilmi akin
asが開発したもの。歯車を用いたもので、加減法しか扱えなかった。
　imul 1348に息子の astelt akinasが乗除算にも対応したものを作る。as
teltは二進数の考えを導入し、多段式の歯車を用いた。しかし dilis 
mainの姦計により、akinas親子は国家反逆の罪を着せられ処刑。ア
ステルトの計算機は公開されないままマイン家に隠された。　imul 
1496にディリスの子孫である hyuxa mainにより再発見され、経済省
に引き渡され、ようやく実用化に至る。　この計算機の二進法が後
のリュウの電動コンピュータに影響を与える。
zilo  ［名詞］歯車、ギア、ギヤ、変速装置、ギアボックス、はめ歯歯車　［交通］
ギア　［レベル］３　13:制 :古 :dzihoholo　［文化］　車のギアは通常５速ま
で。スポーツカーなどは６速まで。呼び方は例えば１速が zilo 1。　【用
例】　wani e zilo em donx a xok. 歯車の歯が咬み合う。　miyu zilo 
ギアを変える、ギアチェンジする
zilot  ［交通］クラッチ、クラッチペダル　［レベル］５　21

zilogel  ［軍事］歯輪式　rd;/　24　［文化］　gel

zilengo  ［地名］ズィレンゴ、ジレンゴ　f;e　［文化］　セルア山の麓にあ
る湖。
zian  ［単位］１０の－２７乗　21:elizian

ziin  ［動詞］yulを覗く、覗く、のぞく　［普通動名詞］覗き、のぞき　［レベ
ル］３　17:制 :見るから nを付けた
ziinmax  ［名詞］覗き穴、覗きあな、のぞき穴、のぞきあな　［工学］ファ
インダー。カメラの。　［レベル］４　rd;/「覗き穴」 | rt　24　［文化］　
カメラのファインダーはその後 alで穴だけでなく液晶画面にもなっ
たが、下駄を入れずに下駄箱というのと同じ理屈で、言葉だけは穴
でなくとも ziinmaxと呼び続けている。

zio  ［生物］牙　［レベル］３　13:制 :古 :dziho　dziho:dziho

zion  ［被服］トッグル、トッグルボタン　［レベル］６　21

zionelb  ［被服］ダッフルコート、トッグルコート　［レベル］５　21

ziol  ［動詞］yulを解析する、解析する　［普通動名詞］解析　［レベル］４　21:
古 dziho。ここでは歯車。
zot  ［動詞］yulをよじ登る、よじ登る　［普通動名詞］よじ登り、とうはん、
登攀　［反意語］alzot　［レベル］３　fv;e　古 :Zot

zotfost  ［名詞］ザイル　［レベル］６　rd;/　23

zok  ［名詞］トップ、頂上、頂点、屋上、山や建物の屋上、天板　［生物］
頭頂（つむじ、旋毛、旋風を含む）　［名詞］転　［名詞］応用、活用　［美容］
トップ　［動詞］yulを応用する、応用する、活用する、活かす→ zolge
　［動詞］yulを aまで拡張する、拡張する→ apis　［普通動名詞］応用、活用、
拡張　［電算］デスクトップ　［名詞］主席　［文字］アペクス　［生物］百会　［類
義語］zok、apis　［反意語］zekt　［レベル］２　先 zok（頭）　［文化］　屋上は一
戸建てにはない。集合住宅の最上階で、上に空が見える。大抵緑地
化されている。ここを公園とする集合住宅もあり、密集地帯に多い。
zoks  ［動物］ラッコ　［レベル］３　lakta:貝を壊す者。dzul/hokk/sからだろう。
zokvant  ［法律］応用法　［レベル］４　19　［文化］　基本七法以外のすべての
法。基本七法に続いてカサンが主体となって作成した。ヴェレイの
法を参考に、新時代に合うように組み替えたもの。ヴェレイの時点
で法は２０００本ほどあったため、応用法のほうが遥かに多かった。
zokdante  ［遊離副詞］［形容詞］まさに～したての、ちょうど～したての、
できたてほやほやの　［類義語］dante　［レベル］２　20:頂上を越えたばか
りの dante。　［語法］　laiza

zokpant  ［名詞］応用科目　［レベル］２　rd　22　［文化］　felpant

zokan  ［名詞］勝ち組　［レベル］４　22

zoket  ［形容詞］究極の、昇りつめた　［レベル］３　rd;zok/te　23

zon  ［名詞］杖、棒、スティック、棒切れ、ロッド、さお、竿、バトン　［音
楽］スティック、ばち、バチ、撥、マレット　［運動］棒や杖状のものと
ボールを使って行うスポーツ　［俗語］ちんこ　［電算］バー。スクロール
バーなどのバー。　［言語］［文字］バー　［名詞］キュー。ビリヤード。　［類
義語］avelet、arzon、zamon　rd;zamon.l　［レベル］２　13:制 :古 :zamozamo,
zamon← zamo（木）から派生。　zamon:zamon:lu fiz:xi,alt　avo, zamon, 
zamozamo:　【用例】　zon fil 長い棒
zont  ［数学］桁、ディジット、位、くらい　［レベル］３　13:制 :古 :zamo。
zamoは木という意味だが、数字の桁を示すアポストロフィーのよう
なものを zamo（木）と呼んでいたので、それを制アルカ風に呼んで
zontとした。zonは制アルカで木である。　【用例】　zont di{fil} た
くさんの桁、大きな桁。桁数が多いと横に数字が長くなるので filと
もいう。
zontsed  ［経済］デノミネーション、デノミ　［レベル］４　21:「桁切り」
zontsed e twen  ［経済］神のデノミ　［レベル］５　21　［文化］　solt　320年
にミロクが行ったデノミ。rd程度の水準にまで引き下げた。
zontev  ［数学］位取り　［レベル］３　21　［語法］　alx

zonmas  ［名詞］ゾンマス　［類義語］belma　［反意語］almifre　［レベル］４　vl;z
on/mas。剣と盾に対し、棒きれと紙。　23　［文化］　現実のどうしよう
もない男どものこと。
zonmook  ［芸術］パステル　［レベル］４　16:制　［語法］　パステルカラーの
という意味では silfen。こちらはあくまで mook。
zond  ［動詞］yulをショットする、ショットする、打つ、撃つ。gelxよ
り弱い。　［普通動名詞］ショット　［レベル］３　14:制 :zon

zondilfai  ［医療］棒灸　rd;/　24

zonpof  ［料理］バゲット　［レベル］３　16:制
zonlil  ［化学］ネオン　［レベル］４　18:制
zonloob  ［被服］キャスケット　rd;/　24　［文化］　smでできた。
zona  ［音楽］木琴　［レベル］３　"Ｅｅｓｔｅ┤ｌｎ Ｋｕｋｕｌｉ e ｌ
ｅｍ┤ｎ♪ "では固定的に zonaという音形 ,木の音という意味だそ
うだ
zonapx  ［数学］棒グラフ　［レベル］３　19

zono  ［名詞］蝋燭、蠟燭、ロウソク、キャンドル　［レベル］３　13:制 :zon
moo（棒状の蝋）
zonoele  ［名詞］燭台　［レベル］５　22　［語法］　ele

zone  ［運動］ラケット　［レベル］３　16:制 :zon

zom  ［言語］zの文字　［数学］三角関数の三角形におけるｏｐｐｏｓｉｔ
ｅの辺。　［生物］Ｙ染色体　［名詞］立ちバック　［象徴］生命力　［レベル］１
　f;e　14:制 :木　zamo:zamo::za,lt　［語法］　第１７文字目の幻字。　［文化］
　・性交の体位　　男女が立って後ろから挿入する体位。女性がし
ばしば木や壁などに寄りかかること、また彼ら自体が木に見えるこ
とからこのように言う。
zom(2)  ［植物］木、樹木、ウッド　［類義語］konoe、leidiant　［反意語］jen
　［レベル］１　13:制 :古 :zamo　zamo:zamo::konoe,alt　【用例】　an vatat esk 
em took mol zom. 木の下で雨がやむのを待った。　zom tilat alisnia 
vol em har o{u} imel. 木々が赤や黄色に紅葉した。
zomk  ［名詞］鉛筆　［レベル］２　13:制 :zomkaz（木のペン）　【用例】　non axtat 
soa a mas fir kokko zomk fir lex nan siina tyu. 白い紙に白い鉛筆で
君のこと好きだって書いた（『ほろよい』サントリー）　pil zomk 鉛
筆を削る
zomkpind  ［医療］ノゲ形。鍼尖の一種。　rd;/　24

zomkpilar  ［名詞］鉛筆削り、鉛筆けずり　［レベル］３　rd;/　24
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zomkhac  ［名詞］鉛筆体　20　［文化］　hacrein

zomkleis  ［芸術］鉛筆画　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

zomkad  ［地球の国名］赤道ギニア　19:国章に木
zomnut  ［名詞］木炭　［レベル］５　rd　22

zomvark  ［名詞］樹海　［レベル］４　21

zomfai  ［名詞］焚き火、たきび、たき火　［レベル］３　13:制 :木の火
zomp  ［環境］資源　［レベル］４　13:制 :古 :zompal（zamo（木）から）　【用例】
　zomp tam 貴重な資源
zomlad  ［名詞］木工　［レベル］４　20

zomlil  ［化学］酸素　［類義語］sap、kumsap　［レベル］４　18:制
zomlor  ［音楽］木管、木管楽器　［レベル］４　21

zomleep  ［言語］木構造　rd:mel;/　23:mel

zomaf  ［経済］林業　［レベル］３　rd;zom/tafl　23

zomado  ［地学］酸化鉱物　19

zomi  ［化学］酸素イオン、酸化物、オキサイド　［レベル］５　19

zomol  ［化学］酸化物　［レベル］５　19

zomet  ［形容詞］生命力のある、しぶとい、しつこい、長持ちする　［反意
語］minat　［レベル］３　21:zom/te

zomul  ［化学］酸化物　［レベル］５　19

zogl  ［名詞］タル、樽、バレル　［レベル］３　古 :木でできた丸いもの
zopa  ［名詞］たいまつ、松明、トーチ　［レベル］４　13:制 :zompaa（木の光）
zob  ［名詞］柄杓、ひしゃく　［レベル］３　lakta:木の容器
zor  ［文末純詞］［alben］sei　［レベル］１　20:sei

zol  ［名詞］弦　［音楽］弦楽器　［数学］弦　［レベル］４　13:制 :古 :vozamomeli（弓
の糸）　［文化］　通常ギターは６弦で、ベースは４弦。５弦ベースなど
もむろんある。　弦の呼称は音の高いほうから非序列系組み数字を
使って表す。例えばギターなら twar, arhan, narte, xart, luson, mirxの
ように。
zolk  ［動物］リス、栗鼠、りす　［レベル］３　lakta

zolge  ［動詞］yulを応用する、応用する　［普通動名詞］応用　［類義語］zok　［レ
ベル］４　20:zok/古 hyuge

zolgelots  ［電算］コントロールキー　［レベル］４　20

zolapn  ［音楽］ギターのブリッジ、ブリッジ　16:制
zolosn  ［音楽］カポタスト、カポ　rd:neene;/。弦の長さを調整するも
ので、ネックにつけるものであることから。　23　［文化］　地球に少し
先駆け、rdでネーネが発明した。
zololti  ［音楽］アーム、トレモロアーム、ビブラートアーム、レバー。
ギターの部品。　rd;/　23
zolet  ［名詞］グロ、グロテスク　［形容詞］グロい、グロテスクな　［レベ
ル］４　rd:seren;zolは背中を物が這うような感触の擬態語。etは te。
　23
zoletixta  ［電算］グロ画像　［レベル］４　vl;/　23

zet  ［名詞］リストの項目、メニューの項目、科目　［料理］レパートリー　［数
学］項　［経済］勘定科目、勘定項目　［反意語］eda　［レベル］２　19:zepl（枝）
zettel  ［名詞］法則、法則性、摂理　［類義語］oz　［レベル］３　22:mel:紫亞
にパズルを出している際、「これらの間の法則性は何かな？」と説明
している最中に ozの言い換えとして編み出した語。oz/teで ozetに
しようと思ったら既に ozetは「目安」という意味でバッティングし
たため、oz/te/alにした。しかしそのままでは言いづらいため oを落
とし、tを増やし、alを母音調和して elにしたもの。ozと並行しな
がら何度も繰り返しているうちに紫亞は法則のことだと理解したそ
うだ。
zetsan  ［数学］整式　［レベル］４　19

zetov  ［数学］移項　［レベル］４　19

zekt  ［名詞］底、ボトム、底辺　［名詞］建物の最地下階　［名詞］基本、基礎　［形
容詞］基本の、基礎の、初歩の、登竜門的な、根本的な、基本的な　
［副詞］基本的に、原則的に、原則として、根本的に　［文頭純詞］基本的
に　［経済］底　［反意語］zok　［レベル］２　14:制 :zokt:先 zok（頭）　【用例】　
zekt dan 深い底
zektvant  ［法律］基本七法、七法全書　［レベル］４　19　［文化］　日本の六
法、六法全書に当たるもの。月法、憲法、刑法、民法、商法、刑事
訴訟法、民事訴訟法からなり、この順序で収録されている。　七法
はリーファ隊のカサンが 320年に作り始め、321年に制定した。アル
ソンがこれを広め、実施させた。　革命前の法改正は常に微々たる
変化であったが、ミロクはヴェレイの法律を大々的に変え、七法と
して広めた。　革命前は六法で、文章は難解で、国民は理解できな
かった。革命前に比べ、文章量が少なく、言葉も平易で、国民の誰
もが読める。　　ミロクは言葉尻を捉えた都合の良い曲解が横行す
るヴェレイの法典を斬り捨て、あえて条文を減らし、文章も簡素化
した。条文そのものを広義的にすることで、卑怯な曲解をする必要
性を遮断し、裁判官の裁量を強めた。　例えば日本では政教分離が
きちんと書かれているのに創価学会が公明党と繋がっているが、ミ
ロクなら「公明党を潰す」か「政教分離を潰す」かのどちらかを取り、
公明正大な政治をする。　精悍な革命家ミロクが嫌ったのは本音と
建前の不一致や言動不一致といった卑怯な行いである。物事は論理
的かつクリアにしなければならないと考えた。ゆえに、法律もきち
んと書いてあるとおりに解釈されねばならないと考えた。　しかし
書いてあるとおりに解釈すると、際限なく細かく書く必要が出てく
る。すると国民は法典を読めなくなる。そこで逆転の発想で、かえっ
て簡素に書くことで解釈を広げた。　これによって、苦しい曲解を

せずともきちんと書いてあるとおりに解釈できるとともに、国民の
誰もが読めるようになった。　その代わり、裁判官の裁量によると
ころが大きくなった。裁判官も人の子なので、判例に頼らざるをえ
なくなった。　また、条文が細かくないということは、同じような
刑法でも案件によって刑罰がまるで異なってくるということになる。
　解釈が広いのだから、いろいろな犯罪が同じ条文で裁かれてしま
うが、それは問題である。そこで案件主義が生まれた。　ひとつひ
とつの案件は互いに異なるものなので、個別に考慮すべきという主
義である。　判例主義のおかげで条文が細かくなくとも犯罪は裁け、
案件主義のおかげで判例主義の行き過ぎを押さえ込めるというシス
テムである。　最初の範とされる判例はアレイユの時代にはいくら
でも判例があるため、判例主義を実施するのはたやすかった。　ミ
ロクとカサンがヴェレイまでの判例を見て、「これは新時代には重過
ぎる（軽すぎる）」と最初の目安を作った。　　七法はそれぞれ、章・項・
条の３段階でできている。１章１項１条のように。順に nae, zepl, 
reinという。
zektpant  ［名詞］基本科目　［レベル］３　rd　22　［文化］　felpant

zektan  ［名詞］負け組　［レベル］４　22

zekka  ［文頭純詞］ところで、それにしても、それはさておき。脱線を意
味する。　［類義語］hai　［反意語］jolk　［レベル］３　20:zepk:14:制 :zepl/ku

zekl  ［動詞］yulを刈る、刈る　［レベル］３　13:制 :zemkil（草を切る）
zexu,fv  vals　xuは kaxuの xu。zeは「学」の意味の接頭辞。
zen,f  学ぶという意味の音象徴
zenon  ［アトラスの国家］ゼノン　［レベル］５　23:ridia

zeme  ［料理］ジン　［レベル］５　13:制 :古では ｢草の酒 ｣
zep  ［数学］［動詞］yulを計算する、計算する、演算する　［普通動名詞］計
算、演算　［レベル］２　13:制 :古 :zepalala（脳で数える）　【成句】　zep(els) 
fit nafar. 計算は安心：前もって計画しておくと安心だという意味で、
転ばぬ先の杖に相当、用意周到 :19:mel
zepn  ［名詞］つまようじ、爪楊枝　［レベル］３　13:制 :zaeplpin（枝でで
きた針のようなもの）
zepfian  ［地学］［歴史］キオゲニアン　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

zepl  ［植物］枝　［法律］項　［レベル］２　古
zeplslez  ［電算］ツリー掲示板、ツリー型掲示板　［レベル］４　19:ridia:a
rbaxelt
zeplpax  ［名詞］樹形図　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

zeplarko  ［言語］枝ノード　rd:mel;/　23:mel

zeplooza  ［数学］計算尺→ looza　［レベル］６　20

zeplet  ［ネガティブ］［形容詞］ガリガリな、痩せた、ガリな　［属格］ガリ　［類
義語］lixa、yumeli　［反意語］hanot　［レベル］３　20:枝のような。手足が
枝のように細いことから　［語法］　主に男性に使う。悪い意味で、罵
倒語となる。女性にも使えるが、男性のほうが傷つく言葉。
zepletvaim  ［名詞］［ネガティブ］ガリマッチョ　rd;/　24

zepar  ［電算］計算機　［電算］演算装置　［類義語］ziliot　［レベル］３　19　［語
法］　そろばんからコンピュータまで広く指す単語。
zepom  ［数学］計算法　［数学］算術。科目名　［レベル］２　rd　22　［文化］　
felpant
zepet  ［名詞］前座、前置き、予行演習、演習、練習　［名詞］前付→ lei　［反
意語］jolet　［レベル］３　rd;zepl/te「枝葉のような」　22:zepl/te

zerdia  ［筐堺］ゼルディア　［レベル］５　rd;azer/dia　22　［文化］　筐堺
司：relezona valza　筐堺国：merdia, lazdia, galtea, kalteel, armatia, kilt
ia, bertia, estia, frestil　領土が広すぎるため、北部はピネナと、東
部はクミールと共同統治。
zelk  ［単位］マイナス３２乗　21:zolk

zelvael  ［アトラスの国家］ゼルヴァエル　［レベル］５　23:ridia

zelgi  ［魔物］ゼルギ（刈猿）：第六十六天：聖の幻天　［レベル］５　19:ri
dia/seren/mel:zekl/gii　［文化］　獣族。鎌を持った猿。死亡した下位
の死神から鎌を奪った魔物。死に関連する魔法を放ってくる。聖属
性の魔法は打ってこないものの、耐性があり、効かない。
zelo  ［生物］脳、頭脳　［レベル］２　f;loは「頭」。zeが音象徴で「学ぶ」
　赤　［語法］　日本語では脳幹などは「脳の～」の語順で、「前頭葉」
などは「～の葉」の語順になる。アルカでは zeloは大脳、中脳、小
脳、脳幹の総称で、その中に含まれるここの部品も脳の一部なので、
右手左手と同じく「～ zelo」となる。脳幹などは語順が逆に思える
かもしれないが、それは日本語から見た場合。　ただし、個々の細
かいパーツに入っていくと、今度は「脳の～」という命名になり、
zelo～となる。
zeloxeml  ［生物］脳脊髄　rd;/　23　［語法］　脳と脊髄の総称。
zelofaiz  ［医療］脳炎　［レベル］５　19

zelopoa  ［医療］脳腫瘍　［レベル］５　19:seren

zelobaser  ［生物］脳漿、脳脊髄液、髄液　［レベル］６　rd;/「脳の廃水と
考えられていたことから」　23
zeloanver  ［医療］脳症　rd;/　23　［語法］　発熱、頭痛、意識障害、麻痺
などの脳炎の急性症状を示すにもかかわらず、脳実質内に炎症が認
められず浮腫が認められる状態のこと。
zeloovlevl  ［医療］脳性麻痺　［レベル］６　19

zeloerix  ［医療］脳溢血、脳出血　［レベル］５　19

zeere  ［天文］皆既日食、皆既日蝕、ゼーレ　［反意語］alzeere　［レベル］
５　20:古 seere（静かな）。sは serの音。　［文化］　異世界の少年セ
レンがアトラスにやってきた際、少しの間空間が歪んで日食のよう
に感じられた。そのことから後にセレンを語源として真っ暗になる
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皆既日食をこのように呼ぶようになった。
zeeren  ［地学］ペリドート、ペリドット、かんらん石　［組み数字］８/
１０　［レベル］４　19:zom/ren→ zooren→ zeeren（母音調和）　［文化］
　風を操る魔石。クリスのディーノには甲にペリドートが埋め込ま
れている。
zeele  ［サール］ゼーレ　［論理］パラドクス、パラドックス　［レベル］５　
ryuu:古 :ゼーレの名は本人がゼーレのキャラクターに合うように適
当に考え出した。他のアルデと同様に語源のないもの。　［文化］　｢サー
ルはみな嘘をつく ｣というパラドクスを最初に投げかけたサール。

j
j,ltk  e, keno　ju,f.k　【用例】　la san j lutia ルティアの血
jat  ［形容詞］元、元の、以前の、昔の　［反意語］zik　［レベル］３　16:制 :恣
意　［語法］　元大統領などの元。　【用例】　amir jat 元夫
jats  ［音楽］カッティング　21:擬音
jax  ［形容詞］太い、太った　［医療］肥満　［文字］エキスパンド　［類義語］
beja、jaxa、pofte、wolt　［反意語］lixa　［類音］jaxa　［レベル］１　13:制 :古 :
jaxa（太い）　jaxa:jaxa　［文化］　粗食で運動好きなアルバザード人は平均
体重を維持している人が多く、肥満は珍しい。不健康のバロメーター
とされ、肥満は避ける。反面、そんなに体重にコンプレックスのな
い人々なので、秋などに一時的に小太りになることについては大し
て気にしない。　【用例】　［メタファー］［ネガティブ］jax yun owi 豚のように太っ
た　la et jax alka lot tu saim. 彼はこのクラスで一番太っている。　an 
emor jax in man an kalma kui xia. おやつを頻繁に食べるので太って
きたみたいだ。
jaxlazgao  ［音楽］フリューゲルホルン　rt;jax/lazgao　コルネットに似て、
管が少し太いことから　22
jaxlox  ［生物］盲腸　［レベル］３　13:制 :太い腸
jaxloxfaiz  ［医療］盲腸炎　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

jaxleas  ［生物］大動脈　［レベル］５　19

jaxleasknob  ［医療］大動脈瘤　［レベル］６　19:seren

jaxa  ［形容詞］［ネガティブ］デブな、太った　［類義語］beja、jax　［類音］jax　［レ
ベル］２　古 :jaxa, aljaxa。jaxa（太い）
jaxa,f  jax
jas  ［名詞］葉巻、シガー　［レベル］４　13:制 :jaxyas（太いたばこ）。葉巻
は紙を使わずにタバコの葉を堅く太く巻いたものであることから。
　［文化］　革命中は麻薬と同じで違法。
jast  ［動物］ひばり、ヒバリ、雲雀、ラーク　［レベル］５　13:制 :ヘリコプター
のように垂直に飛び上がることから。
jasa  ［植物］マクラメ　16:制 :jaxsasa

jaset  ［音楽］レゲエ　［レベル］５　21:jats/te

jan  ［気象］空、天　［類義語］siel　［反意語］ako　［レベル］２　13:制 :古 :jina（天）
　jina:jan:lu siel:sola,alt　［文化］　空は日本語では「青い」ことになっ
ているが、アルカでは日本でいうカメレオンのような扱いになって
いる。つまり、色のプロトタイプがなく、玉虫色に変わる。　一時
期セレンは空を「青」としていたが、それは日本語の語感による誤り。
アルカでは『ソノヒノキ』の冒頭のように、空は特定の色を持たない。
　【用例】　jan at velt merel. 空が真っ暗だった。　jan at alvelt. 薄暗かっ
た。
jan,f  den。fv以降、janが滅んで naが denと xinの両方を兼ねる
ように。　elt;e
jan,fv  soma
jantems  ［建築］天窓　19

jank  ［動物］バッタ、ばった、飛蝗　［レベル］２　13:制 :jan

janke  ［名詞］航空　［レベル］４　23

janxaasan  ［名詞］スチュワーデス、スチュワート、フライトアテンダント、
スッチー、キャビンアテンダント、ＣＡ　19
jansaks  ［魔法］天行　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

jansoz  ［交通］ヘリコプター　［レベル］２　13:制 :空のプロペラ
janvas  ［軍事］空中戦　［レベル］３　22

janvand  ［軍事］空襲　rd;/　［レベル］３　23

janvelt  ［亜魔］ジャンヴェルト、飛鬼、グレムリン　［レベル］６　rd;j
an/vemelt　24　［文化］　ヴェメルトの一種。航空機を墜落させようとす
る小悪魔。
janfaibfit  ［軍事］［交通］空中給油　［レベル］６　vl;/　23

janmas  ［娯楽］たこ、凧、カイト　［レベル］２　13:制 :空飛ぶ紙
jand  ［単位］フェムト　21:jandior

jandior  ［歳時記］立冬　［名詞］１９時　［組み数字］１９／２４　［アクセント］ja
ndiOr　［レベル］３　20:→ anxian　［文化］　anxian

jang  ［名詞］セロハン、セロファン、セロハンテープ　［レベル］２　lakta

jangand  ［交通］［法律］ハイジャック　［レベル］４　vl;/　23

jangana  ［軍事］領空　［レベル］４　19

jangek  ［名詞］気球、風船　［レベル］３　13:制 :空の球
janbibi  ［化学］メチルオレンジ　［レベル］６　19:seren:指示薬として、
空のように色が変わるアゾ化合物。とはいえ、変色の範囲は狭い。
janz  ［植物］藤　［レベル］３　古 :janz。原義は jinazamo（空の木）　［文化］

　長寿で美しい植物として人気があり、カルテには藤棚がある。
janl  ［建築］ベランダ、バルコニー、テラス　［レベル］２　13:制 :janele（空
の台）
janlil  ［化学］ガリウム　18:制
janalp  ［名詞］航空郵便、航空便、エアメール　［レベル］４　23:「空の郵便」
janixta  ［天文］プラネタリウム、空の映像　［レベル］３　14:制 :空の映像
janesn  ［名詞］パラシュート、落下傘　［レベル］３　13:制 :空の傘
javi  ［料理］［化学］コラーゲン　［レベル］５　alakta:粘つくたんぱく質
jam  ［生物］胸　［レベル］１　先 :jam（胸）。胸が乳房の換喩になるとして
クミールが禁忌した結果、ソーンでは先代アルカの jamが胸になった。
　ma, ya:ma, ya:lu mamet（laは mam）　［語法］　乳房ではなく、胸部のこと。
　【用例】　ena ka{*pot} jam luut 彼の胸の中で泣く
jamkorx  ［動詞］yulをドン引きさせる、ドン引きする、ドン引きさせる、
引く、引かせる、ひく　［再帰動名詞］ドン引き　［類義語］oit　［レベル］３　
rd;/「胸を仰け反らせる」。人はドン引きすると胸を支点に首から上
の部分を後ろに仰け反らせる。首ではなく胸を仰け反らせる形にな
るため、このように言う。　23
jamsia  ［生物］胸膜　19

jamsorit  ［言語］［文字］ｘハイト、エックスハイト　21

jamsoj  ［生物］胸椎　［レベル］５　23

jamvano  ［生物］中府　21:胸痛などに効くが、場所は胸骨ではなく腕と
肩の境界のくぼみ
jamvaik  ［生物］胸部　rd;/　24

jamvim  ［生物］大胸筋　［レベル］５　24<22

jamp  ［交通］飛行機、航空機、旅客機　［レベル］２　14:制 :janpan（空の
乗り物）　::lu gilsie（→ pan）　［文化］　飛行機と船。いずれも空港や
港など、住宅地と隔離された場所から出る。空港も港も車道と隣接
しており、車に乗って行く場所である。徒歩や自転車では距離的に
行けない。
jamphank  ［気象］成層圏　［レベル］５　19

jambal  ［建築］胸壁　rd;/　24

jamho  ［生物］胸骨　［レベル］５　22

jamhovesn  ［生物］剣状突起　［レベル］６　rd;/「胸骨の舌」　24

jamhovesnmol  ［生物］下肋部、季肋部。剣状突起を通る水平面より下方
を下肋部という。　［類義語］kimhomireinmol　rd;「剣状突起下」　24

jamhomain  ［生物］胸骨体　rd;/　24

jamhomainmollooz  ［生物］胸骨体下端　rd;/　24

jamhomom  ［生物］胸骨柄　rd;/　24

jamhomombecm  ［生物］頚切痕、胸骨上端の頚切痕　rd;/　24

jamyai  ［医療］胸痛　［レベル］４　22

jamrein  ［言語］［文字］ミーンライン　21

jamjim  ［生物］胸郭、胸腔　［レベル］６　19

jamliti  ［生物］胸腺　19:seren

jamo  ［交通］空港、飛行場　［レベル］３　14:制 :空の停留所　［文化］　日本
と同じようなつくりで、特に変わり映えはない。入り口から入って
搭乗前に旅券を見せる。パスポートというものは存在しない。全て
アンセにパスポート情報が入っているのでアンセを見せる。飛行機
に乗って着いたら同じ手続きで飛行場から出る。尚、国内の場合は
出入国しないのでパスポートとしてのアンセはいらない。ビザも不
要。
jag  ［形容詞］粘る、粘っこい　［擬音］ぐちゃぐちゃ、ぬるぬる、ヌルヌル、
べたべた、ベタベタ、どろどろ、ねばねば、ネバネバ、べとっ、べとー、
べとべと、ベトベト、ベトッ、ぬちゃぬちゃ、ヌチャヌチャ、ぬちゃ
くちゃ、ヌチャクチャ　［レベル］２　f;fovet　lakta:オノマトペ　【用例】　
salas ant emat eves o jag mil hink. 汗でシャツがべとべとになった。
jagmas  ［名詞］ステッカー、ラベル、レーベル、レッテル、封のためで
ないシール（封のためのものは despa）　［レベル］３　13:制 :くっつく紙
jagl  ［動詞］yulを練る、練る、ねる、こねる、捏ねる　［レベル］３　古 :j
agl。jaglは古の jagからできた古の語。
jaga  ［名詞］粘土、陶土、土　［レベル］２　15:制 :jag

jagabe  ［医療］絆創膏、ばんそうこう、バンドエイド、キズテープ　［レベル］
２　14:制 :粘着布
jagahank  ［地学］粘土層　［レベル］６　vl;/　23

jagi  ［動物］クラゲ、海月　［レベル］４　15:制 :古 :jageszamo（どろどろ
した傘状のもの）が原義。
jager  ［名詞］ローション　［レベル］５　19　【用例】　an nabat jager al eel. 
顔にローションを塗った。
jap  ［名詞］定義　［動詞］yulを lexと見なす、みなす、見なす、定義する
　［レベル］３　13:制 :sad:jalapi（意味を決める）
japt  ［料理］餅　［レベル］２　cv:saar;jaは粘るオノマトペ。　alakta　［文化］　
juliet:100_150　お菓子と認識されている。パフェやおしるこなど、
さまざまなものに入れられる。nekomimiなどの外食にも用いられる。
　餅は消化によく、同じ量なら餅のほうが白米などより高カロリー
なため、痩せている人でも胃を痛めずにカロリーを摂取できる。こ
のため、羸痩にも用いられる。　また、消化が良いわりに糖質が複
合糖質であるため、腹持ちもよい。ただし白米に比べ思ったより量
を食べられてしまうので、食べ過ぎで胃が重く感じられ、消化に悪
いと誤解を受けることがある。　餅米自体が消化によいというより、
搗くことで本来歯で行うはずの咀嚼の代理となっているため、どち
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らかというと消化によいのは餅という食品自体である。　アルバ
ザードでは四角型と丸型が販売されている。意外にも日本より人気
が高く、年間通して価格は安定して安い。１メルバ当たり約１００
～１５０ソルト（日本だとサトウの切り餅が１ｋｇで８００円前後。
正月シーズンだと４００円程度で買えることも (mel21)）。日本と違っ
てシーズンはない。　【成句】　japt met 知らぬが仏、見ぬもの清し。落
ちた餅でも見てなければ綺麗という意味。
japtgek  ［料理］白玉　［レベル］３　15:制　［文化］　餅同様、菓子としての
認識が高い。餅と違って食事にはあまり用いない。
japtel  ［動物］マンボウ　［レベル］３　zg;japt/eli「平たい餅のような形
をした魚」　23
japyuo  ［言語］定義動詞　［レベル］６　20　［語法］　eks, mols, gartなど。
jaz  ［名詞］アンテナ　［レベル］３　13:制 :janzon

jal  ［名詞］決定、決意、評決、表決、判決　［動詞］yulを aに決める、決める、
決定する、定める　［政治］議決　［反意語］zir　［レベル］２　13:制 :古 :dila,
jila（決める）　【成句】　jal toto xed zir 決めつける、決め付ける
jals  ［数学］分数　［レベル］３　19:aja/alx（比の数）最後を sにしたのは alx
から語形を離すため。　［語法］　un, fok

jalgart  ［名詞］定額、定額制　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

jallots  ［電算］エンターキー、リターンキー　［レベル］３　20:決定キー
jala  ［形容詞］定期的な、リズミカルな、周期的な、規則正しい　［反意語］
sitat　［レベル］３　13:制 :jalhyaから
jalatu  ［名詞］即断即決、即決即断　［レベル］３　22:jal atu「ここで決める」
jaladopm  ［名詞］定期券　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アンセに
登録されるため、券の形はしていない。
jalaisk  ［普通動名詞］購読　［動詞］yulを購読する、購読する　［レベル］３　
19　【用例】　an jalaisk tilm. 新聞を購読している。
jae  ［名詞］糊、ペースト、接着剤、のり、ノリ　［類義語］ferink　［レベル］
２　13:制 :jage（粘着水）
jaegel  ［名詞］グルーガン　［レベル］６　16:制
ji  ［生物］指　［動詞］yulを指差す、さす、指す、指差す、指さす　［類義語］
puyu、fianj　［レベル］１　f;e　赤　ji:ji:lu blis（棒状）, lu pyuiz（棒
状）:xixi,alt　【用例】　dom ji 指を折る。骨折する　hans ji 指を折る。
折りたたむ。通常こちら。　fab e ji 指の腹
jit  ［名詞］つまみ、スライダー　［化学］焦点ハンドル。顕微鏡の。　［レベル］
３　rd;ji/til「指で持つ」　23　［語法］　電気の光量を操作するつまみ
やスライダーなど。ＤＪが使うサンプラーの音量スライダーなど。
jik  ［動詞］yulを滑る、滑る、すべる、滑走する。移動様態動詞だが、
yulに氷などの材質を取ってもいい。　［普通動名詞］滑走、滑り　［音楽］
スライド、スライド奏法　［レベル］２　13:制 :jig/ke（つるつる行く）
から 　【用例】　jik tood 坂を滑る　jik vext 氷を滑る
jik(2)  ［動詞］ji/k　20:melidia xier

jikt  ［動物］フラミンゴ　［レベル］３　16:制 :jixkuto（足の細い鳥）
jikte  ［形容詞］滑りやすい、すべりやすい、つるつるしている、スリッ
ピーな　［レベル］３　20　【用例】　tu tood et lami mil jikte. この道は滑
りやすくて危ない。
jiks  ［動詞］yulを横滑りする、横滑りする、スライドする、カニ歩き
する　［レベル］２　13:制 jik　［語法］　lukなどと同じ格組。
jiksomi  ［建築］スライドドア、ふすま　［レベル］２　16:制 :滑るドア
jikniks  ［動詞］yul（相手）を滑って転ばせる、滑って転ぶ。複合動詞。
　［レベル］３　19:melidia alis　［語法］　yulに場所は取れない。　【成句】　
jikniks im yui gils 財布を捜しているときに滑って転ぶ：泣きっ面
に蜂、弱り目にたたり目
jikgao  ［音楽］トロンボーン　［レベル］５　21

jika  ［運動］スケート　［レベル］３　16:制 :jik　【用例】　an arat ke jika. スケー
トをしにいった。　an nat ban ont esil rulel man ar jika taxel. スピー
ドを出してスケートをしていると本当に気持ちよかった。　an arat 
jika kont bikes las e hacn. 友達と手を繋いで滑った。
jiki  ［名詞］そり、ソリ、橇　［レベル］３　19:制 :jikpan　【用例】　an arat 
ke jiki. そり滑りにいった。　an varat sen erei kon jiki man tu es 
efop. 川が凍っていたのでそりで滑ることができた。　tu at kin xel 
an mod tood ok jiki. そりを上まで引っ張っていくのは大変だった。
　an nat ban rulel man an mef tood kon jiki. そりで坂を滑るのは本
当に楽しかった。
jikit  ［生物］指先、手先、足先、手指尖、足指尖　［レベル］２　21　::pyuiz

jikika  ［名詞］そり場　［レベル］４　19　【用例】　var xier, axoka ev jikika. 
冬は遊園地に雪ぞり場が開設される。
jiko  ［名詞］滑り台、すべり台、スベリ台、すべりだい　［レベル］２　16:
制 :jiktokから　【用例】　an nat ruuf man mefik jiko kaen lekka. スイミ
ングプールのウォータースライドを滑って興奮した。　mod jiko す
べりだいを登る
jike,fv  tu（それ）　「指が行く先」
jix  ［医療］創　［レベル］５　19:jis/vix

jixi  ［名詞］隙間　［レベル］２　16:制 :jixka（細い場所）から　kalki:kalki

jis  ［動詞］yulを引き裂く、引き裂く、裂く、破く、千切る、破れる、
破裂させる、裂けさせる、破る　［レベル］２　rd;jii/so　14:制 :古 :jii

jissoj  ［医療］脊椎分離症　［レベル］６　19

jisnoz  ［生物］［医療］二枚爪　［レベル］６　rd;/「裂けたり爪」。裂けた
り割れたり剥がれた爪のこと。　23　【用例】　an tilat jisnoz man daktik 

noz e luwa al elen sin. 足の爪を机にぶつけてしまい二枚爪になっ
た。
jispio  ［生物］膜動輸送、サイトーシス　rt;/　24

jisipa  ［医療］裂肛、切れ痔　［レベル］５　19

jin  ［名詞］秒、一秒　［レベル］２　19:jien

jint  ［名詞］垂直、鉛直　［類義語］has　［反意語］akom　［レベル］４　rd;jina/
tuuno「天と地」　24
jinti  ［サール］ジンティ　［レベル］４　古 :jinatikno（空の竜）から　［文化］
　アルデスとテュアの長男。天の龍。fretisと人型を使い分ける。
jintivaan  ［軍事］空軍　［レベル］４　19:天の龍ジンティの軍
jintigel  ［軍事］対空砲　［レベル］６　20

jintia  ［建築］［地名］［ランドマーク］ジンティアの長城、ジンティア　［レベル］
５　zg;jinti。主にハクシウス軍の飛竜兵に対する対空用の長城で、
長く寝そべった形をしているため、天の竜になぞらえられた。　23　
［文化］　tuttia

jinti alteems  ［人名］ジンティ＝アルテームス　［レベル］５　19:ilmus:rid
ia　［文化］　アルティル期の発明家。シェリー＝アルテームスの子孫。
289年に飛行機を初めて作った。魔力がいらず、大型で多くの人を一
度に運べるという利点があった。
jins  ［名詞］判断　［娯楽］判定← yujins　［動詞］yulを lexだと判断する、
判断する、判定する　［レベル］３　古（指で示す）　【用例】　an jinsat vil 
les an ku ax. 何と言っていいか分からなかった。
jindia  ［地名］ジンディア山脈　［レベル］４　cv;jinti/wal　21　［文化］　西
アルカットをほぼ縦断する長く低い山脈。天の龍ジンティが空で寝
ているように見えることからこの名が付けられた。標高は高いとこ
ろでも３～４０００メルフィで、平均は１０００メルフィ前後と低
い。しかし高低差が大きく平坦な土地が少ない。岩山で、緑も少ない。
食事を必要としないタイプの野生の魔物にとっては天敵がおらず理
想的であるため、かえって魔物が多い。農耕・牧畜・定住いずれに
も適さない。そのため自然の国境線として機能している。ヒュート
とイネアート、ヒュートとケートイア、ファルファニアとアルバザー
ドの国境線はおおむねこの山脈である。　基地も観測所も村も置き
づらく、麓に申し訳程度にある程度である。これが仇となり、verns
aalでは velxionの飛空挺の空路として利用された。魔族からすれば、
ここを通れば進軍中に襲撃される頻度が減る。人里すらろくにない
辺鄙な山間にそんなにたくさんの部隊を配置できるはずもなく、街
を優先的に守らざるをえないため、連合はジンディア経由で飛空挺
の侵入を許してしまう。このため、velxionから離れたアルバザード
でも被害を恒常的に受け続けた。
jing  ［植物］イチジク、無花果　［レベル］３　lakta

jinz  ［植物］ケヤキ、欅　［レベル］３　lakta:jinz。jinazamo（天の木）か
ら。欅が天に向かって高くそびえることから。　［文化］　rdで国木 (ka
dzom)として制定された。ケヤキは smで altが持ち込み、流布。木材
としてサプリの村にも植えられていた。セレンとリディアが最初に
出会った場所に生えていた木がケヤキだったことから、rdでセレン
がケヤキを国木とした。　　現実には１９９１年７月２７日にリディ
アと初めて会った場所に低いレンガの段があり、その前に生えてい
た木がケヤキだったことから。この木が何かを知ったのは２０１１
年１２月１６日に公園の管理局に電話して確かめたのが最初。北口
の入り口からＮＯ８までケヤキが登録されているという。四角形の
サークルの中に生えている木として８本登録されているという。数
えると並んで８本あった。あと脇にもう一本あった。その場で落ち
葉を拾ってウィキペディアで紅葉の写真と比べたところ葉が完全に
一致したため、ケヤキだと判明した。　ちなみに８本並んでいるケ
ヤキの奥にある緑の木は同年７月１９日には桑かと思っていたが、
管理局に聞いたらヤマモモだという。しかしその木のことかどうか
は判然としないし、ケヤキと関係ないのでどうでもよい。
jinjien  ［名詞］秒針　［レベル］２　rd;/　23

jina  ［名詞］空中、中空　［歳時記］五日で一候　［レベル］５　f;e　古では ｢
天空 ｣の意味。　jina:jan:lu siel:sola,alt　［語法］　天より高くない。｢天
｣に対する ｢空中 ｣とか、｢空気中 ｣に近い高さ。　【成句】　tu et nalt 
e jina. 砂上の楼閣だ。
jinafont  ［名詞］歩道橋　［レベル］３　19:lein

jivas  ［娯楽］指相撲　［レベル］２　19　［文化］　アルバザードとアシェット
にはその習慣がない。アルティアの遊び。
jivel  ［政治］選挙← jig　［レベル］３　19:jig/velsan　［文化］　最初の選
挙からヴェルディアまで、常に４年に一度のディアセルに行われた。
投票はディアセルになった瞬間にスタートし、夜明けとともに投票
終了。その日の夕方には結果が公表される。アルバザードは高緯度
なので、投票時間は短い。
jivelpol  ［政治］選挙区　［レベル］４　19

jivellang  ［政治］参政権、選挙権　［レベル］４　19　［文化］　革命で廃止。
jiveloz  ［政治］選挙制度　［レベル］４　19

jim  ［生物］腔　［レベル］５　13:制 :古 :jinamain（体の空、腔）
jimn  ［人名］ジムン　［組み数字］１１/１６　［レベル］４　meltia 45:ardu/es
ta;e　古　［文化］　esta　エスタの第１１子。男。
jimvelf  ［医療］胸水、腹水　［レベル］６　19

jimat  ［動詞］yulを指で掻き分ける、掻き分ける、かき分ける、掻きわ
ける　［レベル］３　rd;/　24

jid  ［名詞］スライディング　［レベル］３　16:制 :jikdakm（滑ってぶつかる）
から
jig  ［動詞］yulを mulから lexに選ぶ、選ぶ、撰ぶ、択ぶ、選択する、
選挙する、選出する　［動詞］yulを見計らう、見計らう、見はからう、
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見繕う、見つくろう　［レベル］２　f:elt;ji（指差す）から　古 :jig　
jig:jig　［語法］　→ dazjig　jivelは選挙。jigは選ぶこと。jigの
ほうが広く、選挙も含める。　【成句】　jig rens dim 失言する　【用例】
　an jigat vil nos tau ax wel mesk. どの鞄を買えばよいか選べなかっ
た。
jip  ［名詞］概念、コンセプト　［レベル］３　13:制 :古 :jiapi（意味が指
すもの）　［文化］　霊界では概念はそれをそう呼ぶべき名前（エーステ）
を持っている。　例えば火は faiというエーステを持っている。　　
概念は気体のようなもので、大きくも小さくもなれる。　動物のエー
ステが kumだとすると、その動物のうち四足でニャーと鳴くものを
限定すると概念は小さくなり、エーステは kettoとなる。　口のエー
ステは kuであるが、唇の下まで含めるなら別の概念になるので、エー
ステも変化する。　　霊界では概念のサイズは可変で、それぞれに
エーステが付いている。　従って、原初の神々は既に世界によって
用意された概念の中から必要なものを切り取り、それにエーステと
同じ名前をあてがえばよかった。　　英語のｎｉｃｅは「愚か」と
いう意味が徐々に変化して「良い」になったものだが、霊界では始
めから「愚か」には愚かのエーステがあり、「良い」には良いのエー
ステがあるため、このような意味変化が起きにくい。　もっとも、
rd以降、ナディアからは魔法を失ってしまったため、地球の自然言
語のような言語変化が起こっている。　しかしナディアに至るまで
に地球の中世以上の技術力には達していたため、大概の日常生活に
使う概念は既に命名されており、そこから変質するといっても高が
知れている。
jib  ［数学］スカラー　［レベル］５　19

jibdu  ［数学］スカラー量　［レベル］５　21

jiho  ［生物］指の骨、指骨、手の骨、足の骨、手の指骨、足の指骨　［類
義語］lasjiho、luwajiho　［レベル］５　22

jiria  ［地名］ジリア海　20:ridia:古 jii/eria（裂けた海）　［文化］　ファ
ベル～ミュール間の海。
jizon  ［音楽］ダンパー　21

jizol  ［音楽］ギター　［レベル］３　13:制 :指の弦楽器　［語法］　弦：zol　
ブリッジ：pafi　ヘッド：osn　ナット：po　ペグ：gep　フレット：
dolt, doltrein　ボディ：main　ピック：anoz　ピックガード：almi　
［文化］　zol

jizolan  ［音楽］ギタリスト　［レベル］４　21

jij,f  1　elt;jiji.k

jiji,f  arj　e;"ji l'el apia fi kon"

jiji,f(2)  ev　「指 /指」
jil  ［人名］ジールの略称　［組み数字］１９/２８　［レベル］１　制
jilt  ［アトラスの国家］ジルト　［レベル］５　20:seren:jis/nelt（裂かれた土地）
jilverant  ［医療］虚言癖　［レベル］５　vl;jiil/verant　23:mel　［語法］　カ
ルディアでは実際より自分を大きく見せようとしてしまう「人格障
害の一種」とされ、veigverantなどとも関わりがあるとされる。　
［文化］　虚言癖は無知な一般人により単なる幼稚な悪口として使われ
ることがしばしばある。特にインターネットなどでは実際に大きい
人物がありのまま謙遜せず大口を叩いた場合と矮小な人間が自分を
大きく見せた場合の区別が付きにくいことから、ネット上での罵詈
雑言として使われることが多い。　無論、実際に偉大な人物が謙遜
せず大口を叩いた場合は虚言癖とは言わない。単に嫌なやつであ
る。現実でも以下のような出来事があった。　　・現実では　　人
工言語掲示板にて以下のようなやり取りがあった。これをメルに話
したところ、メルは「雑魚は山の高みが分からないからｗ」と一笑
に付し、虚言癖を造語した。　　105 ：名無しさん：2012/09/23(日 ) 
12:20:26　失礼ですがセレンさんは虚言癖の気があるのですか。某所で
話題になっていたものですから。 　　106 ：seren ◆ Irq7AFcfv2：
2012/09/23(日 ) 13:32:16　人工言語と言語学の質問スレなのですが……。
まぁ他に投下するところもないので仕方ありませんね。　　虚言癖
というのはこういうもののことですか？　http://komachi.yomiuri.
co.jp/t/2009/0209/224415.htm　　――だとしたら違いますね。
　　＞彼は、年齢から住所、家族の職業や所有車種に至るまで詐称
していました。実年齢は 6歳高く、都会住まいも実際は田舎育ち、公
務員は嘘で下請け会社の社員、所有車は高級スポーツカーでなく小
型の中古車　　僕は年齢も詐称していませんし、埼玉の田舎育ちと
言っていますし、職業で見栄を張ったこともないというか 07年以降
は身バレが怖くてそもそも語ってすらいないですし、車は確かにまぁ
RX-8に乗ってはいましたがそれは事実ですし、別にこういう嘘はつ
きません。　　大方アルカに嫉妬している荒らしが叩きどころに困っ
て個人攻撃をしているだけでしょう。　　僕はむしろ人より嘘をつ
かないタイプです。僕みたいに真正面からぶん殴るド直球タイプは
そもそも嘘が苦手です。前についた嘘を覚えてられないので矛盾す
るのが目に見えてるからです。　虚言癖というのは自分を大きく見
せる病気のようですが、それって「実際に大きな人物が憚らずに自
慢した場合」と一見区別がつきませんよね？　遠慮無く言ってしま
うと、僕はどちらかというと後者なのですが。　　僕は虚言癖とい
うより、単に他人から凄いと思われたい人物です。ただし凄いと本
当に思わせるよう、人並み外れた努力をします。　アルカが代表的
な努力ですし、ほかのコンテンツをはじめ、年収や格闘技などもそ
うです。努力して凄いと思わせる証拠を作ります。　その証拠がな
ければ最も疑り深い自分という存在を説得できないからです。虚言
など無意味ですね。最も難敵である自分自身を騙せませんから。　
　僕がアルカを異常なまでにリアルに作り込んだのも、自分という
疑り深い人間を説得するためです。　狡猾なこいつにすら「もしか
してこの言語はどこかに実在するのかもしれない」と錯覚させるク
オリティのものを作りました。　僕の敵は荒らしのような雑魚では
ありません。最も疑り深く狡猾な自分自身です。こいつを攻略する
のが一番難しい。　自分との戦いです。そして自分に嘘はつけない。

だから虚言には興味がありません。動機がないわけです。　　で、
僕の場合は努力で培ったものをあけっぴろげに人に言うわけです。
　それが大した努力もしてこなかった人間には嘘や大げさに見える
のでしょう。　　荒らしは語彙が貧弱で努力もしてこなかったよう
な輩なので、自分の嫌いな相手が凄い人であるという事実を認めた
くないだけだと思います。　そうやって事実を歪めてる荒らし自身
が一番妄想に囚われてると思うのですがね？　　ともあれ僕は等身
大の自分をありのまま語る人物です。臆せず自慢しますし、情けな
い部分については逆に自嘲もします。　僕は他人から凄いと思われ
たいので、自慢できる要素を努力して増やし、おおらかに自慢します。
　それが一部の人には鼻持ちならなかったり、信じられずに虚言癖
に見えるのでしょう。それだけのことです。 
jilet  ［形容詞］ファンキーな、イケイケな、ウテウテな　［レベル］４　rd
;jiil/te「ジールのような」　23:mel/ridia:↑　［語法］　ノリノリでテン
ションが高く、飄々としていてふざけているような感じの人物に使
う。正常なのかキチガイなのか境界が分かりにくい。『パイレーツ・
オブ・カビリアン』のジャック＝スパロウや『池袋ウエストゲートパー
ク』の安藤崇のようなキャラのこと。
jiakl  ［生物］指紋、フィンガープリント　［レベル］３　13:制 :指の跡　［文化］
　指紋の強制採取は旧革命で行われたが、その後なくなり、alでは犯
罪者だけとなった。
jian  ［言語］限定詞　［レベル］６　23:mel:「指し示すもの」
jianoz  ［音楽］フィンガーピッキング　21

jial  ［動詞］yulを掃討する、掃討する、殲滅する、一掃する、一網打
尽にする　［類義語］klema　［レベル］３　20:jio/teatl　［語法］　大勢の敵を一
網打尽にすること。敵が単体の場合は使わない。
jii,fv  jis　fovet

jiik  ［動物］こおろぎ、コオロギ、蟋蟀　［名詞］うるさい外野　［レベル］
３　13:制 :lakta:jii（鳴き声のオノマトペ）
jiik,f  cajik
jiisa  ［被服］スラッシュ。タブレットなどの上着に入った裂け目のこと。
　sm;jii/sabe　24
jiina,f  soret、lejemme　saal;jina.k

jiig  ［被服］チャック、ジッパー　［メタファー］機密保持、秘密保持、口
チャック　［レベル］３　古 :オノマトペ jii/金属の gi　【用例】　hom{de
yu} jiig チャックを開ける {閉める }
jiigvier  ［名詞］緘口令　［レベル］４　22

jiiz  ［論理］命題　［レベル］５　fv;jiji.k　23

jiizel  ［音楽］ブルース　21:jizol

jiil  ［組み数字］１９/２８　［交通］ジール通り　［レベル］２　22

jiil vaxiv  ［人名］ジール＝ヴァシヴ　［組み数字］１９/２８　［レベル］２　
古 :語源不詳 :vaxiv（声が大きい）　［文化］　(2→ )第４期４代ソーン第
５使徒。男性。arden。１７４ｃｍ、６２ｋｇ。長髪の直毛の黒髪。
黒の瞳。肌は白：黄＝５：５。　　・『ミールの書』より　　下がえ
んじ色の長ズボンで、上は紺のジャケットを羽織っている。長髪の
黒髪は美しく腰の辺りまで垂れている。顔の作りも男にしては端麗
で、格好良いというよりは綺麗な感じ。　ジールは「ははは」と笑
う。彼の手に掛かってしまえば、リディアも「嬢ちゃん」になって
しまうようだ。彼は笑っているが、ミールには何がおかしいのかさっ
ぱりわからない。ただ言えることは、このジールとレレゾナは異様
に明るく、一緒にいると疲れるということだ。ネーネはこの２人と
いてよく身が持つものだなとミールは思った。
jiil vaxiv(2)  ［人名］ジール＝ヴァシヴ　［レベル］５　古 :右の名は後付
け　［文化］　初代ソーンの第５使徒。異性魔王。
jio  ［サール］皆殺しのジオ　［動詞］yulを皆殺しにする、皆殺しにする、
お家断絶する　［普通動名詞］皆殺し、鏖　［類義語］alunus　［レベル］３　rid
ia:古　［文化］　元は信心深いサール信者の人間だったが、呪われた青
年メロウに ｢お前の隣人である１４人からなる信心深いエルト信者
の家族を殺すことができたらサールにしてやろう ｣といわれたジオ
は、メロウの言葉に従った。ジオはその隣人を襲い、言葉どおりに
出会った者を皆殺しにした。その際にジオは顔に派手な化粧を施し、
魔力を高めており、この化粧は歌舞伎の語源にもなっている。満足
したメロウはジオをサールにしたが、実は生き残りが隠れていた。
母親によって物置に隠されて難を逃れた少女テーア (teea)である。
jior  ［気象］日陰、日影、日蔭、日景、日かげ、ひかげ　［生物］兪穴、愈穴、
背中のツボ。背は陽だが、陰病の治療に使うので日陰。　［音楽］イン
ディーズ、インディー　［反意語］hanes　［アクセント］jiOr　［レベル］２　20:
古メディアン語で「黒」。
jiorviida  ［生物］［医療］兪穴　rd;/　24　［文化］　背は陽だが、陰病の治
療に使うので日陰。
jien  ［名詞］スポーク、細い棒、時計の針、棒、針　［レベル］２　16:制
jo  ［名詞］怒り、アンガー、（naとともに）怒る、怒った、憤慨した　
［類義語］naaze　［反意語］niina　［レベル］１　f;e　古　［文化］　axmiir　【成句】
　fok jo a naaze 怒りに怒りを注ぐ：火に油を注ぐ　【用例】　an nat jo 
mil rens laat. 彼の言葉に腹が立った。　an nat jo olta fi oj tio an. 
誰かに触られただけで腹が立った。　an nat jo. 頭に来た。　an en 
kalma na jo. 私はほとんど怒らない。　an en in siia la na jo. 彼が
怒っているのを見たことがない。　an rokrat vil na jo. 怒りが収ま
らなかった。＝怒りを我慢できなかった。　an nat jo ento tifl sat 
kolo. 理性を失うくらい怒っていた。　la na jo sofel. 彼は怒りっぽい。
　la na jo a versen. 彼は些細なことに腹を立てる。　an na lut jo 
a kuom xille laat. 彼の無礼な物言いに怒りを覚える。　la na jo tex 
kuom laat. あの話し方からすると、彼は怒っているだろう。　an en 
loki es la na jo. どうして彼が怒っているのか理解できない。　an se
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rat la na jo a rens ant tex elet. 表情から、彼が私の言葉に怒ってい
るのだと分かった。　an na elf jo a versen tis. ささいなことに腹
を立てないようにしよう。　tu det daz al an na jo. それは怒るに値
しないことだった。　la na sil jo aluutel ol la ser tu. もし彼がこの
ことを知ったら怒るに違いない。
jot  ［動詞］yulを aに紹介する、紹介する　［レベル］３　14:制 :jet。元
は２対だったが、あまり対に感じないのでアプラウトとして残した。
　［語法］　jet　［文化］　知らない人と会ったときは自己紹介をする。知
らない人といっても一期一会の通りすがりやただの店員などにはし
ない。これは日本と同じ。自己紹介はどちらともなく思いついたほ
うから始める。上下関係によってどちらが先ということはない。人
を誰かに紹介する場合も同じ手続き。紹介せずに輪に加えようとす
るのは失礼。
jotsev  ［名詞］紹介文、ＰＲ文　［レベル］３　20　［文化］　natiesev

jotlei  ［名詞］カタログ、パンフレット　［レベル］３　19

jok  ［言語］jの文字　［レベル］１　14:制 :joks（縁起のいい方向）　［語法］　
第１８文字目の幻字。
jok(2)  ［動詞］yulを叱る、しかる、叱る、怒る、折檻する、説教する　［レ
ベル］２　13:制 :古 joku（怒って言う）　【用例】　an jokat yu rsiil man 
koltik ra novel. 遅くに帰ったので親に叱られた。
jons  ［政治］封建、封建制度、封建制　［レベル］４　rd;↓　13:制 :jon（恵
む）から
jor  ［動詞］yulを搾る、搾る、絞る、しぼる　［レベル］２　古 :水を含ん
だタオルを搾る音から
jol  ［植物］幹　［レベル］３　19:zeplの一部をテーブルに載せたもの　xez
o:xezo
jolt  ［名詞］本題　［反意語］zepet　［レベル］３　22:jol/te

jolk  ［文頭純詞］閑話休題、それはさておき、話を戻して　［反意語］zekka　［レ
ベル］２　19:jol/ku

jolet  ［名詞］本番、本題、メインテーマ、メインディッシュ　［反意語］
zepet　［レベル］３　rd;jol/te「幹のような」　23

jet  ［動詞］yulを aに案内する、案内する、エスコートする、導く　［レ
ベル］３　14:制 :古 :jigから　［語法］　jotのｎ対だったが、対である
と言われるまで対だと気付かないような単語なので、そのまま残っ
ている。そういう事情なので格組は jotと同じで、yulには案内の対
象が来る。　【用例】　mir jet kacte al an. カルテを案内してください。
jetkon  ［名詞］案内板　［類義語］alzam　［レベル］４　20

jekt  ［動詞］yul（人や感情）を煽る、あおる、煽る　［レベル］３　lakta　【用
例】　an jektat la na jo. 彼の怒りをあおった。
jeks  ［名詞］不吉な方向　［反意語］aljeks　［レベル］４　古 :jeks。jeは恐ら
く ｢未だ ｣。ksの部分は不明。ただ、sで終わるので元は動詞の可能
性が高い。　［語法］［文化］　カーデにおいて不吉な方向を指す。
jest  ［言語］あだ名、アダ名、仇名、あだな、あざな、字、ニックネー
ム　［レベル］２　13:制 :古 :jieeste（（使徒によって）決められた名前）
jen  ［植物］草　［反意語］zom　rd;zom.teel　［レベル］２　＠ 19　edel:edel:
le eedel:ede,alt
jent  ［気象］天気、気象　［経済］値動き　［レベル］２　制を参考に　［文化］
　挨拶代わりに天気の話をする習慣はない。fis et hart kok?といえ
ば純粋に天気の話をしたいと理解される。ti et valn?と聞けば相手
の健康について話したいと理解される。アルカでは天気と健康は挨
拶にならないので注意。挨拶は soonoyunなどしかない。　アルナ
の天気は安定している。やけに暑かったり寒かったりはしない。ど
しゃぶりになったりかんかん照りになることも少ない。安定してい
る。なんとなく晴れているかなと思っていたらしとしと降って暫く
して止むというような天気が多い。また、台風や雷といった災害も
滅多に来ない。異常気象も少なく、大体毎年同じような天候である。
だからアルナの人は天気にあまり関心がなく、結果的に話題にする
こともあまりない。　【用例】　jent at rat. 天気が良かった：晴れとは
限らない　jent at farf xanel. 天気は本当に良かった。　jent at yam 
on tu sel. この日は天気が悪かった。　jent emator rat. 天気が良
くなっていった。　jent at melis. いやな天気だった。　jent em sat 
yam askel in. 今にも崩れそうな天気だった。　tu jent en sil xal. こ
の天気は続かないだろう：xalは yul格。silが繋辞。　☆ jent emes 
melt. 寒さが和らいだ。　tu at jent reian. 寂しい天気だった。　
jent at sort tin. 冷え冷えしていた。　jent de rat im kest, aal, im 
eram e kest ter, tal sano e wain en em jal kalt tu mel. 明日、特に明
日の午前中は天気が良くないようだが、祭の日程は明日のその時間
まで決まらない。
jentpax  ［気象］天気図　［レベル］５　19

jentporklak  ［気象］天気予報　［レベル］３　19　【用例】　tex jentporklak, 
jent em sil rat xi en flon. 天気予報によると天気はすぐ回復する
らしい。　an ter jentporklak tat faar. 私は毎朝天気予報を聞く。　an 
sainat jentporklak. 天気予報を確かめた。　☆ jan sil espte tex jentp
orklak. 天気予報は曇りだった。　jent sil rat askel tex jentporklak. 天
気予報によると天気はすぐ回復するそうだ。　jent sil eskte im kest 
tex jentporklak. 天気予報によると明日は雨のようだ。　jentporklak e 
fis at tia{evit*. 今日の天気予報は当たった {外れた }。
jentporklakan  ［気象］天気予報士　［レベル］４　22

jenti  ［地球の国名］イタリア　［レベル］４　古
jentibel  ［ユマナ］イタリアン　［レベル］５　19

jenka  ［地学］草原　［レベル］３　21　kalmo:kalmo

jenova  ［アトラスの国家］ジェノヴァ　［レベル］５　23:ridia

jelika  ［地名］ジェリカ　［レベル］５　20:未発達な土地　［文化］　アルヴェッ

テの西南部に位置する小都市。サルト教の本山がある。
jelin,szk  figi
jelia  ［宗教］サルト教、ジェリア　［レベル］５　20:jelika　［文化］　yuuma 
4241 rudiaは多神教のサルト教を樹立し、アルテ教から分派・独立し、
jelikaに居を構える。教会は二分され、内紛が起こり、力が弱まる。
jelion  ［建築］ジェリオン宮殿、ジェリオン城、ジェリオン宮、新ア
ルバ城、新アルバザード城、新アルナ城　［レベル］３　21:ridia　［文化］
　→ falxian　smで建てられた宮殿。現在はアルバ王室の宮殿。デザ
インは地球でいうとフォンテーヌブロー宮殿によく似ている。　所
在地は現在で言うとコノーテ＝オヴィ通りで、国会議事堂のすぐ北。
jeid  ［名詞］すだれ、みす、簾、御簾、ブラインド　［レベル］２　古　［文
化］　御簾は各家庭にあり、デザイン性の高いものが多い。特に香を
焚く部屋には高い確率で置かれる。アズゲルで木製や布製のものが
開発されたが、セルメルで金属製のものが開発され、金属製が主流
になった。その後アルティルでルティアからルティア製のものがブー
ムになった。それが木製だったため、現在では木製のほうが風流と
されている。オフィスでは金属製が多いが、家庭では木製がやや優勢。
jeiddol  ［地学］緑簾石　19

jeil  ［魔物］ジェイル（光雲）：第五十九天：光の巨天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:jina/eel（空に浮かぶ顔）　［文化］　憑族。一見雨雲
かと思って見過ごしたところを襲う魔物。急に光りだしたかと思っ
たら雲に顔ができる。同時に酸の雨を降らし、獲物を溶かす。
ju,f  yu　e

jute  ［植物］オクラ　［レベル］３　古 :原義はネバネバの葉っぱ
jukil  ［魔法］ゼロガレット　［反意語］ajul　［レベル］６　lss;ju/kili　21　［文化］
　dolmiyu
jukugabe  ［料理］おでん　sm<zg;alt「染みこませた具材」　［レベル］３　23

jukulu,alt  sook　fovet

juska  ［地名］ジュスカ川　［レベル］６　19:ridia:jina/aska　［文化］　アシェル
フィ西部を通る川。北西からカンタルを通過し、アシェルフィを通り、
学校のすぐ東を抜けて南に降りていく川。川幅は８メルフィほどで、
底は浅く、流れは穏やかで、水は透き通っていて青い。川底には白
い石がたくさんあり、上から見ると泥は少ない。アシェルフィの守
護神であるアスカが南の丘の方へ昇っていき、そこから天に舞うと
考えられている。
jun,alt  eri　刀傷から血の滲む音
junk  ［ネガティブ］人間、人間め、人間どもめ　fv　［レベル］３　21:yunkの
古形で「捕われし者」。宇宙に出れなくなりアトラスに捉われたも
ののこと。後に飛べなくなって土に縛られたものの意味にもなった。
　［語法］　人間以外が人間を蔑視するときの言い方。
juvarno  ［地名］ジュヴァルノ　［レベル］５　meltia 95 sen via;ju（される）
/vano（守る）　20:ridia:ju（される）/vano（守る）。地理的にメルモ
アに囲まれて守られたように見える内陸国家であることから。　［文化］
　古代国家のひとつ。メルモアの内部にある。
jufil  ［料理］ムニエル　［レベル］３　sorn

jumiyu  ［魔法］錬成質、ジュミーユ　［アクセント］jumIyu　［レベル］６　20:
古 ju/miyu（変化を受ける）　［文化］　lmiyu

jur,f  imel　saal;e

jureiv  ［建築］ジュレイブ宮殿　［言語］［文字］スラブ。セリフの一種。
　sm;bg　21　［語法］　anjureiv　［文化］　smで建てられたベルガンドの
要塞宮殿。スラブセリフが流行った。
juju,f  yut
julia  ［地名］ジュリア、中央アルナ市南区モール　［レベル］５　21:a　［文化］
　julian, juliet　中央アルナ市南区の旧地名。現在はモールを指す
名となっている。
julian  ［経済］ジュリア価格　［レベル］５　21:「ジュリアの」　［文化］　
juliaにおける商品の物価。zontsed e twenが起こった 320年のジュ
リア価格が初期の数値である。以降、十年ごとのジュリア価格の平
均値を用いる。つまり 330年に 320～ 329年までのジュリア価格の平
均が出され、新たなジュリア価格となる。この数値は経済白書など
に用いられる。
julialoob  ［被服］ボーラーハット　nd;/　24　［文化］　ジュリアで生まれ
た帽子。男性上流階級用。
juliet  ［経済］［言語］ジュリエット、平均ジュリア価格　［レベル］５　21:ju
lia/te　［文化］　アレイユの物価は比較的安定しており、大きなインフ
レやデフレが起こらなかった。そのため、アレイユのジュリア価格
を均したものをジュリエットと呼び、ディアクレールの物価の記載
に用いた。ジュリエットはジュリア価格より長期スパンでの物価を
示すため、価格でなく価格帯で表記される。つまり、ジュリア価格
は価格だが、ジュリエットはいくらからいくらぐらいという価格帯
で表記される。　ジュリエットはジュリアよりも長期間で物価を見
ることができる。幻日辞典は ljまでの語を扱うが、文化的視点はデ
フォルトがアレイユになっているため、物価の表記はジュリエット
を用いている。単位は soltである。　量を示す単位がない場合はデフォ
ルトで 1b。液体は 1l。　野菜など、自然物の場合は旬の価格を指す。
例えばレタスなら春。旬がない場合は比較的価格の安い時期を指す。
juliet,szd  frei　ju eks yu

julet  ［人名］ジュレット　［組み数字］５/１３　［天文］ジュレット座　［レベ
ル］３　先 :ano:jiil　［文化］　第４期３代ソーン第５使徒。アノが付け
た使徒としてのコードネームで、本名は不明。
jual  ［魔法］精錬質、溶質　［類義語］adist、alfe　［レベル］６　20:古 ju/al「受
けるもの←溶かされるもの」
juuna  ［医療］感受性　［類義語］nalen、namir、yuunalesk　［レベル］３　22:km
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iir:古 ju/na「受ける心」　［語法］［文化］　serna　【用例】　la til juuna kils. 
彼は感受性が豊かだ。

w
wa,f  las　e

wa,alt  o
wat  ［動詞］yulを aに配達する、配達する、届ける、出前する、宅配する、
仕出しする　［普通動名詞］配達、出前、宅配、仕出し　［レベル］３　13:制 :
語源不詳　【用例】　wat hek 手紙を配達する
wat(2)  ［感動詞］わっ、わ、おっと、おっとっと　［レベル］１　f　23　［語法］
　驚きなどを表す。
watta,alt  wis　<>wa

wattan  ［植物］カシワ、柏　［レベル］４　zg;;watta　22

wata  ［経済］市場（いちば）、市、マーケット　［経済］市場（しじょう）　
［レベル］３　rd;wata　古 :wata（売る）から。　【用例】　el atmator ladlpazm ka 
wata. 市場に山菜が出ていた。
wata,fv  atm　「外に渡す」
watas  ［経済］バーゲン　［レベル］３　sm;wata/so「市場する」　23

watastaflan  ［経済］チェリーピッカー、バーゲンハンター　［レベル］５　
rd;/　23
watagart  ［経済］市場価格、市価　［レベル］５　22

wataavl  ［経済］市場経済　［レベル］５　19

watu,alt  oken　wa/tu

wak  ［料理］出汁、ダシ、だし　［レベル］３　19:ridia　［文化］　軟水の湧く
アルバザードにはダシを使った料理がある。ダシはワッカで発達し、
アルバザード全域に広まった。ワッカは山岳部でキノコなどが多く、
またカテージュのすぐ北なので昆布なども手に入ったためである。
　また、smでは凪人が海産物の出汁を持ち込んでいる。ただし日本
と違って半島国家だから思ったほど海産物の出汁が取れない。
wakka  ［地名］ワッカ　［レベル］４　古 :手の形をした丘が並ぶことから。　［文
化］　カテージュの北、イルケアの南にある丘陵地帯。
wakx  ［化学］うまみ、うま味、旨味　［レベル］４　19:wak/xoi

wakxab  ［料理］［化学］調味料。旨味を出すためのもの。　［レベル］４　19

waka  ［地学］丘、丘陵　［レベル］３　13:制 :盛り上がった土地
wakana  ［植物］山菜。特に凪人が好むわらびなどの山菜をいう。　［名詞］
ロリコン、ロリータ、ロリータコンプレックス、ロリ、炉、炉利　［類
義語］yuliwil　［レベル］３　zg;<>wakka | rd;セレンが２０歳のころ alt人
の９歳の少女 wakanaを気に入って可愛がったことが転じて後にロリコ
ンの意味で使うようになった。　23　［語法］　yuliwilはより医療的な
単語で、wakanaがより日常的な単語。語源はロリコンの対象となる少
女を指す言葉だが、そこからその子を好きになるような年長者のこ
とを指すようになったため、ロリコンの意味で使う。ロリータは厳
密にはロリコンの対象となる少女を指すが、日本語でもロリコンや
ロリコンの性癖として使われることもあるため、訳語に設けた。　【成句】
　ax wakana, teo liles! Ｙｅｓロリータ、Ｎｏタッチ！　変態紳士の合
言葉。　ax wakana, ar liles! Ｙｅｓロリータ、Ｇｏタッチ！。axと ar
で頭韻を踏んでいる。
wakanaceeglot  ［俗語］ストライクロリゾーン　al;/　24　［語法］　ロリコン
趣味における主に年齢的なストライクゾーンのこと。まぁそんなこ
とより女の子が一番可愛いのは９歳から１０歳にかけてだと思う。
　【用例】　wakanaceeglot e seren et i tolis 9 al 10 da. セレンのストラ
イクロリゾーンは小３から小４（９歳から１０歳）だ。
wakapol  ［地学］丘陵地帯　［レベル］６　21

wakal  ［植物］セージ　［レベル］３　alakta

wake,f  tu（それ）
wax  ［名詞］突起　［形容詞］突き出ている、凸な　［動詞］yulを aに突き出す、
突き出す、突き出る、突出する、突出させる、出っ張る　［数学］頂点　［反
意語］nis　［レベル］３　13:制 :古 :kalwa（山）　【用例】　wax vak a retl 敵に武
器を突き出して向ける
waxm  ［医療］憩室　19:wax

waxposoj  ［生物］隆椎、第７頚椎　rd;/「突き出た頚椎」　24

wast  ［動詞］yulを振る、振る、振りかざす　［レベル］２　fl;wa　14:制 :語
源不詳　::lans　【成句】　wast arzon kalt fai ik sod. 火が出るまで杖を振
りなさい：最初は成功しなくても何度でも試しなさい。七転び八起き：
魔法使いの子供は火を出す簡単な呪文から練習する。最初は火が出
ないのでがっかりするが、周りの大人は諦めずに何度もやるように
アドバイスする。練習を重ねれば、いつかきっと魔法が使えるよう
になる。
wasttolx  ［名詞］素振り、すぶり　［レベル］３　rd;/「振る訓練」　23

wastan  ［音楽］カバサ　zg;wastan,askeria><wast　22

wasp  ［被服］袖、スリーブ　［反意語］lusp　［レベル］３　14:制 :古 :wasabe　【用
例】　wasp fil 長袖
wasplet  ［動詞］yulを引き止める、引き止める、引き留める、慰留する　［普
通動名詞］慰留　［レベル］４　22:女が男の袖を引っ張って捨てないでと哀
願することから。
waspa  ［被服］カフス　［レベル］５　16:制 :wasp

waset  ［哲学］克己　［組み数字］５/１０　［哲学］克　［医療］大腸　［歳時記］壬、
みずのえ　［レベル］４　rd;waset,fv　21　::lu waset

waset,fv  aset　wast.k

wasetkan  ［生物］［医療］大腸経　szl;/　24

wan  ［形容詞］大雑把な、物の切り方が大雑把、仕事が大雑把、人の性
格が寛容で細かいことに気にしない、荒い、荒削りな、ざっと、い
い加減な　［反意語］kils　［レベル］３　13:制 :語源不詳　【用例】　lab wan 大
雑把な仕事、いい加減な仕事
wan(2)  ［代詞］［南方］［男性］an　［レベル］３　21:l.an

wan,alt  sol、potok

want  ［名詞］杯、カップ、トロフィー　［レベル］３　古
wankun,alt  potok
wanda  ［地名］ワンダ　sm<wanta,vm　23　［文化］　ヴェマ東南沿岸部の地名。
wandaetek  ［料理］烏龍茶、ウーロン茶　［レベル］３　rd;/　23

wanj  ［非言語］ワンジュ　［レベル］３　20:melidia xier:waan/ji　［語法］　片
方の人差し指を立て、胸の高さまで持ってきて前後に小さく振るし
ぐさ。思い出したり人に何かを言及したり訂正したり気付いたとき
などに使う。通常左手で行い、「あっあー」などの声とともに使う。
wanlyudia  ［言語］ライトファンタジー　［レベル］５　rd　22　［文化］　lyud
ia
wani  ［名詞］凹凸、おうとつ、デコボコ　［工学］歯。歯車の歯。　［レベル］
３　rd;wax/nis　23
wanialx  ［工学］歯数　rd;/　23

wano  ［アイテム］小手、手甲　［レベル］３　rd　20:古 wa/ho（手 /固い）　
waho:waho
wanen  ［代詞］［南方］［男性］ant　［レベル］３　21:wanの属格
wav  ［生物］掌、しょうてい　［レベル］３　13:制 :ridia:古アルカでは wavas
といい、手の武器という意味を持っていた。　［語法］　手の平の下部。
手首のすぐ上から親指の付け根にかけての部分。ここは手の平のほ
かの部分より圧倒的に硬く、アルカではこの部分は wavと呼び、wis
とは切り離している。
wava  ［植物］カエデ、楓、もみじ、かえで、紅葉、モミジ　［レベル］３　
15:制 :lakta:wavs（wavas（ショウテイ）から来ている）　［文化］　秋の代表
的な木。カルテのフェンゼル通りに大きな並木道がある。　ルティ
アの国樹。　【用例】　tek e wava emat har. カエデの葉が赤くなった。　
an alvinsat fou mettek e wava. 紅葉の葉を何枚か拾った。
wam  ［名詞］洞窟、ケーブ、洞穴、ほら穴、ほらあな　［レベル］３　13:制 :
古 :kalwamyuxa（山の穴）
wama,f  100　elt;waj/manj

wap  ［形容詞］利き　［名詞］利き手、利き腕　［動詞］yulを自在に操る、自
由に利かせる　［反意語］alwap　［レベル］３　tm;e　14:seren:klel:sid:iwa（利
き手）。同時に「右手」の意味。　［語法］　wapは利き。いくつか、特
に二つあるうち、メインで使われるものを指す。より上手に得意に
扱うことができるほうを指す。利き腕などに使う。　tak wapは利き腕、
las wapは利き手。日本語で利き腕というときは las wapのほうが多い。
wapzond  ［運動］フォアハンド　14:利きショット
waplas  ［生物］利き手　［レベル］３　rd;/　23

wapoko  ［音楽］ボンゴ　zg;wapoko,askeria　waは手。pokoは擬音。　22

wabel  ［アトラスの国家］ワベル　［レベル］５　19:ridia:山のファベル。waは
kalwaの wa
waho  ［名詞］レンガ、煉瓦、ブリック　［レベル］３　fv:hoは「固い」　古 :waho
　waho:waho
waho,fv  wano　wa/ho「手の固いもの」
war  ［名詞］ベニヤ板　［レベル］４　lakta

waz  ［建築］ひさし、庇、軒　［レベル］３　19:waz/zon。zonはこの場合、
幌を支える棒。　【用例】　an fonlat esk mol waz. 軒下で雨宿りをした：
軒下は mol waz、あまやどりは fonl esk。
wazet  ［軍事］［魔法］魔動手甲、ワゼット　［レベル］５　20:wa（手）/et（～
風な）「手のような」　［文化］　イムル 1308年に ilmi akinasが開発した
武器。右手に嵌めて使う。ほぼ右腕一本にまるまる嵌めて使うので、
装着といったほうがいい。　魔動銃をさらに強化したもので、砲弾
のような威力がある。手に魔法の大砲を嵌めているようなものであ
る。
wazel  ［宗教］祓魔師、エクソシスト　zg;「振り払う人」　24

waj,f  5　elt;wa/ji 手を広げることから
wawa,f  ikal
wal  ［地学］山　［形容詞］～山。前置。　［物理］波の山　［反意語］uil　［レベル］
２　fl;wa/al「手の形の」。あるいは uilからの k。　13:ryuu:klel:古 :kalwa
　kalwa:kalwa:la kalwa（サールが山）　【用例】　lan di xat wal. 山にはたくさん
の人がいた。
wal(2)  ［動詞］yulを aに手渡す、手渡す　［普通動名詞］手渡し　［レベル］３　
20
walt  ［軍事］兵卒　［組み数字］７/７　［レベル］３　古 :zana:wa/lantis（手とな
る人（下っ端の意味だろう））　［文化］　兵の階級のひとつ。曹長、軍曹、
伍長に分かれる。　兵長、上級兵、下級兵に分かれる。日本では下
級兵ではなく一等兵だが、そうしてしまうと後の二等兵がないため、
下級兵とした。　日本語では兵卒でなく兵だが、vaiと区別するため
に兵卒と訳している。
walts  ［動詞］yulをよつんばいにさせる、四つんばいにする。姿勢動詞　［再
帰動名詞］よつんばい、四つんばい　［レベル］３　20:wa/lua/so（手と足する）
walteeze  ［気象］山風　［気象］山谷風← waluilteeze　［気象］颪、おろし
← mimteeze　［レベル］４　fv;/　23
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walkad  ［地球の国名］ハイチ　19:国名が山ばかりの土地
walkaama  ［アトラスの国家］ワルカーマ　［レベル］５　23:ridia

walkili  ［魔法］握、一握、いちあく、ワルキリー　［レベル］５　20:wa/al/kili（手
のようなものの形に分断された）　［文化］　dolmiyu

walkiliem  ［魔法］握化　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

walx  ［名詞］みね、嶺、峯、峰、尾根、おね。山の高いところ　［レベル］
５　rd;wal/wax　24
walskin  ［普通動名詞］体育座り　［動詞］yulを体育座りさせる、体育座りす
る　［レベル］３　rd;「山のように膝を立てて座る」　22

walsel  ［歳時記］山の日　［レベル］３　21　［文化］　→ salman　サルマン山が山
開きとなる日。dyu ket。山がハイキングで賑わう。
walv  ［医療］ポリープ　［レベル］５　19:wal/vil

walvext  ［名詞］かき氷、カキ氷　［レベル］３　19:山のような形の氷　【用例】
　an kui lax walvext oken veni. 氷あずきが食べたい。
walma  ［組み数字］１２/１５　［レベル］４　kako:mejは後付けで、本当の『カ
コ』には出てこない名。
walma mej  ［人名］ワルマ＝メジュ　［組み数字］１２/１５　［レベル］４　kako
:mejは後付けで、本当の『カコ』には出てこない名。　［文化］　メテ
の第１２使徒。
walmalil  ［化学］フェルミウム　18:制
walmod  ［普通動名詞］山登り、ハイキング　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　
［文化］　アルバザードには山がそんなにないので大して登山は盛んで
はない。森林浴などと同じく、ウォーキングの一環として行われる。
ただ、登山でのウォーキングには当然街を歩くウォーキングの格好
ではいかない。ちゃんと登山用の道具を揃える。これは日本のもの
とそう変わらない。服も枝などに触れて切ったり毒を浴びたりしな
いような格好をする。しかもこの格好は同時に動きやすくばてない
ものでもある。枝に当たらない云々は森林浴でもいえることである
から、森林浴でも服装は登山と変わらない。登山用の道具を持って
いかない程度の違いである。アルバザードでは森林浴のほうが多い。
森が多いからである。休日に家族と行くことが多い。尚、日本では
初日の出を見に山に行くことがあるが、アルバザードではしない。
walpo,f  sef　wa（手）/l（物）
walbul  ［医療］アルツハイマー　［レベル］６　19:ridia　［文化］　rdで、海
よりも森、特に川のない山に住む人間に多かったことから。魚を食
べる人間とそうでない人間を比較したとき、罹患率の差が有意味だっ
た。　国内ではワッカの不便な村に患者が多かった。その村はワイ
ンなどの生産も少なく、魚も食べなかったことから、罹患率が高かっ
た。
walrein  ［数学］下向きの放物線　［レベル］４　19

walil  ［名詞］また、椏、又、股　［レベル］５　fv;wal/uil「山谷」　23

walov  ［物理］下向きの放物運動　［レベル］４　19

walet  ［代詞］［gano］おまえら、おめーら、オメーら　［レベル］１　21:kliiz:wa
lt
walu,alt  til　wa eks las

waluil  ［経済］いってこい、行ってこい、行って来い。変化すれど結局
元の状態に収まること。経済以外でも使う。　［名詞］元鞘、モトサヤ、
元さや、元サヤ、元の鞘に収まる、元の鞘に納まる　22:「山谷」　【用例】
　laas varat waluil ter. あいつら（カップル）、元サヤに収まったんだっ
てさ。
waluilteeze  ［気象］山谷風→ walteeze　rd;/　24

waa  ［感動詞］わあ、わぁ、わー。驚きや喜びを示す。　［名詞］喝采、わー
という声、アプローズ　［レベル］１　lakta:喝采のオノマトペ
waas  ［普通動名詞］応援　［動詞］yulを応援する、応援する　［レベル］３　lak
ta:｢ わーという声 ｣
waan  ［動詞］yulを揺らす、揺らす　［レベル］２　f;fovet　古 :揺らすと
きの ｢ぶらーん ｣というオノマトペ。　waan:waan　［語法］　ブランコや
振り子のように揺らすこと。小刻みに震える揺れは mag。
waan(2)  ［動詞］yulを唸らせる、うなる、唸る　［再帰動名詞］うなり、唸り　［物
理］うなり　［レベル］３　古 :オノマトペ
waant  ［名詞］ブランコ、スウィンガー、スインガー　［レベル］２　13:制 :waan

waam  ［名詞］ゆりかご、クレイドル、クレードル、揺り篭、揺り籠　［交通］
移動用の籠　［レベル］２　13:制 :waanmixp（揺り動かす籠）　［文化］　怪我
や病気や老化のせいで歩けない人のための移動手段。実際のところ
籠は稀。人力車は比較的見られる。
waamxelt  ［地球の国名］モーリタニア　19:国旗がゆりかごの月
waamen  ［天文］カペラ　rd;waam/en ゆりかごの星。周極星であることか
ら。　21
waag  ［感動詞］うわー、うあーん、うわあん、うわー、えーん、うえー
ん、うぇーん、うぎゃあ、おぎゃー、オギャー　［レベル］１　tm;fovet
　21:ridia;ユルトの泣き声を模したもの。幻英より。幻日登録は 23。
waaz  ［物理］モーメント。位置ベクトルとベクトル量の外積。　［数学］モー
メント、積率　［レベル］５　21:wa/zav「手回しベクトル」　実験中に手を
回してモーメントを説明したことから
waal  ［名詞］振り子、ペンデュラム　［レベル］３　fv;waan/al　13:制 :古 :waanal
　waal:waal　【成句】　fias ka waal e lutia ルティア家のゆりかごに生まれる
＝金持ちの家に生まれる　【用例】　waal and waan. 振り子が揺れている。
waalbatto  ［アイテム］フットマンズフレイル　sm;/　24

waalet  ［アイテム］フレイル　fv;waal/te「振り子のような」先端の武器が
振り子のように見えたことから。　24

waai  ［感動詞］おーい、やっほー、おおい、ヤッホー、こんにちわー、オー
イ　［レベル］１　古 :遠くの人に声をかけるときの掛け声。音声学的に
見ると「おーい」より「あーい」の方が声が遠くに届くので、アル
カの方が合理的かもしれない。
wai  ［普通動名詞］祝い、祝福、祝儀、祝典、セレモニー、セレブレーショ
ン　［動詞］yulを祝う、祝う　［レベル］３　13:制 :lakta:喜びのオノマトペ
は yaawaai。ここから取ったので日本語の ｢わーい ｣とは無縁。　［文化］
　祝いやお悔やみにはスピーチをしたり金品を贈呈したりする。簡
単な祝いなら言葉をかけてやるだけでも良い。受け取った方は sent
と返す。祝う人は常に楽しげで喜んでいるような態度を取る。相手
と一緒に喜びを分かち合うのが礼儀だからである。一緒になって祝っ
てやるのが良い。お悔やみも遺族であるかのように悲しんでやるの
が良い。「家族でもないくせに」と罵られることはない。むしろ「家
族のように悲しんでくれた」と感謝される。
wain  ［名詞］祭り、フェスティバル　［レベル］３　16:制 :waiから　【用例】　
ar wain e xion t'anjur 紫苑祭を催す
waim  ［名詞］山車、山、�、地車、曳山、山鉾、祭車、屋台、パレード
カー、フロート、パレードフロート、フロート車　［レベル］４　rd;wa
in/amo　23　【用例】　tal ans tiflat waim di mil astel o garma. しかし、震
災や戦火により多くの�を失った。　ans dolk sil waim nossel im kest. 
明日は�飾りだ。
waigil  ［名詞］祝い金　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アンセに金
銭が登録されているため、金券が一般的。
wao  ［感動詞］わあ。好意的かつ大きな驚きを表わす。　［レベル］１　古
wit  ［言語］wの文字　［レベル］１　14:制 :挨拶　［語法］　第１９文字目の
幻字。
wit(2)  ［名詞］挨拶　［動詞］yulを aに挨拶させる、挨拶する　［レベル］２　
古 :頭を下げる音のオノマトペ。アルカは礼儀として頭を下げる。　［文
化］　挨拶は相手に対して敵意がないことを示す行為である。相手を
無視しておらず、相手の存在を認めているということを伝える手段
でもある。人がいるのに挨拶しないのはその人の存在を認めていな
いことで、無礼。挨拶は敬度によっていくつか存在する。一番敬度
が高いのは misoonoyunで、疎遠な目上にしか使わない。soonoyun
は最も一般的で、誰に対しても無難に使える。soonoは日常的で、疎
遠か目上かのどちらか一つに当てはまる相手にはあまり好ましくな
い。対等な関係や目下には使える。また、haaiも soonoの代わりに使
える。haaiのほうが砕けている。更に haaiは挨拶よりも呼びかけに
近い。道端で勧誘人が馴れ馴れしく人に声をかけるときは soonoと
いうより haaiである。呼びかけに近いからである。尚、ノンバーバ
ルな挨拶もある。lomのようにお辞儀することがそのまま挨拶になる。
これは soonoyunかそれ以上に敬度が高いので好んで使われる。日本
と違うのは、言葉を使うなら lomはしないということである。lomは
言葉の代わりなので、両立することはない。また、mmという挨拶も
ある。口を開けずに相手を見て mmと喉を鳴らす。これは soonoより
敬度の低い挨拶で、親密か目下にしか使わない。　アルカの挨拶は
敬度によっていくつか分かれているが、時間によって分かれている
ことはない。つまり朝昼夕晩で挨拶を使い分けることはない。おは
ようもこんばんはもない。家族への挨拶は soonoか mmが多い。親密
だからである。ただ、親は子より目上なので、子供が mmというのは
失礼。子供は soonoというのがふつう。親はそれに soonoか mmで返
す。親の親である祖父祖母も自分より目上なので同じく子供は mmと
いえない。兄弟間の挨拶は対等で、特に兄が弟より上ということは
ない。ただ、兄が弟より上と決める家庭もあり、この場合は弟は兄
に mmといえない。　見知らぬ相手と二人きりになったら挨拶はもち
ろん、少しの世間話でもして緊張を和らげるのが常識。ぶすっと黙っ
ているのはとても感じが悪いので、気軽に声をかけること。最低限、
目が合ったらほほ笑むように。ただし妙齢の女子から声をかけるの
は用でもないかぎりタブー。この場合、男から声をかけなければ失
礼に当たる。もちろん、下心などは持たぬこと。
wits  ［動詞］yulをひょいっと跳んで aに行く、跳ぶ、ジャンプする　［普
通動名詞］跳躍、ジャンプ　［レベル］３　lakta:ジャンプのオノマトペ
witast  ［再帰動名詞］挨拶する人　［レベル］３　21

wik  ［動詞］yulを頷かせる、頷く、うなずく、うなずく　［再帰動名詞］頷
き、うなづき、うなずき　［反意語］alwik　［レベル］２　古　【用例】　wik han
el{hemel} 大きく {小さく }頷く　wikand こくこく {コクコク }頷く
　"aa..." lanko wikik ok asex reia. 「あぁ」青年は寂しそうに微笑みな
がら頷いた。　avelant wikik seerel. 死神は静かに頷いた。
wixa  ［名詞］かんな、カンナ、鉋　［レベル］３　16:制 :wix（へこみ）
wis  ［生物］手の平、手のひら、掌、てのひら、足の裏（luwawis）、靴底、
手掌、足底　［類義語］kalp、fledir　［反意語］ois。類音につき注意。　［レ
ベル］２　13:制 :was:古 :waは手を意味する。　::lu fledir（手が la）:watta,
alt　【用例】　wis han 大きな手のひら
wist  ［動詞］yulを平手打ちする、パーで殴る、スラップする、パーン
と打つ、ピシャリと打つ、引っぱたく、引っ叩く、ひっぱたく　［普通
動名詞］平手打ち　［レベル］３　19:wis/bad　【用例】　kmiir wist siia seren 
ras fou im malt. クミールは少女時代に何度かセレンをひっぱたいた
ことがある。　la wistat kaam ant. 彼は私の頬を打った。
wiskad  ［ユマナ］アラブ首長国連邦　［レベル］６　19:珍しい形の人工埋立
地「パームアイランド」が近年ドバイで隆盛
wiskim  ［生物］掌屈、底屈　rd;/　24

wisfia  ［名詞］箱庭　［レベル］４　21:「手の平の世界」
wisgino  ［名詞］アイゼン、シュタイクアイゼン、クランポン　rd;/「足
底の爪」　23
wisbaog  ［非言語］［動詞］yulの手のひらをもう片方の拳で打つ、打つ、殴る、
打ち付ける、打ちつける　［レベル］３　rd;/　23　［文化］　主に左手の手
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のひらと右手の拳をぶつかり合わせてパンと鳴らすことで、苛立ち
や怒りを表すジェスチャー。ふつう男性しかしない。男性の中でも
気の荒い武闘派に多い仕草である。
wison  ［植物］ヤシ、椰子、ココナッツ、パーム、ココヤシ　［レベル］４
　17:制 :wiszom「手の平の木」。葉の形が手の平に似ていることから。
wise  ［料理］マーガリン　［レベル］３　13:制 :wison（ヤシ）/emyu（油）　【用
例】　ev wise マーガリンを塗る
winz  ［動詞］yulを歪める、歪める、ゆがめる、ゆがむ、歪む、ひしゃ
げる　［形容詞］性格が歪んだ、姿勢が歪んだ　［音楽］ディストーション
　［魔法］ウィンズ。空間や時空を歪める時魔法。メルがミュシャクで
使用した。　［美容］ツイスト　［レベル］３　古 :木がしなる音からきて
いるらしい。　【用例】　la es winz it aad. 彼は腰から曲がっている。
winzxilf  ［名詞］ご都合主義　［形容詞］ご都合主義な　［レベル］５　rd;/「歪
んだ好都合」　24
winzsapm  ［医療］気胸　［レベル］５　19:ひしゃげた肺。胸腔内で気体が
肺を圧迫するさまを大げさに捉えて。
winzmiir  ［論理］［言語］詭弁、きべん　［レベル］５　rd;;「歪んだ理論」　
23
wigal  ［魔物］ウィガル（欲貨）：第九十天：利の氷天　［レベル］５　19:ri
dia/seren/mel:wil/gal（制 :円盤＝硬貨）　［文化］　憑族。コインに宿る
魔物。人間の欲を引き出し、ギャンブルに走らせ、破滅させる。欲
に負けず、財布の中身をすべて貧乏人に喜捨し、自分のパンを買う
ために最後の一枚としてこの硬貨を残したとき、ウィガルは弾けと
び、あふれんばかりの金銀財宝となって現れる。ウィガルは神でな
く魔物なので複数存在する。ギャンブルで破滅する人間の数だけい
る。
wigalcaifa  ［天文］ペルセウス流星群　［レベル］６　19:ridia/seren/mel　［文
化］　リディアがリアントに放ったライファがこの流星群。
wil  ［動詞］欲望を持って yulを望む、性欲の対象として yulを好む、
望む、好む、好き　［接辞］～コンプレックス（ただし性欲の対象とす
るという意味で使う）　［レベル］３　19:kuilax→ kuil→ kwil→ wil　【用例】
　le beev wilan! あのスケベジジイ！　ep? ti wil fian xa? えっ、
君、ロリコンだったの？
wilt  ［形容詞］凹凸のある、おうとつのある、でこぼこした、デコボコな、
粗い、ざらざらな、ザラザラな　［形容詞］起伏の激しい、感情豊かな、
感受性の強い。感情や形に使う。　［名詞］凹凸、粗面　［反意語］sika　［レ
ベル］３　20:uil/te（谷っぽい）　eo:eo　［語法］　namir　【用例】　sir wilt 
ぶつぶつな肌
wiltverant  ［医療］クラスターＢ。人格障害の。　［レベル］５　vl;/　23:mel

wiiz  ［軍事］上級兵、ウィーズ　［組み数字］１９/２０　［レベル］３　19:ri
dia:winz（ひしゃげる）。下級兵ともども、よく戦死して死体がひしゃ
げることから。　［語法］［文化］　kana

wo,f  woom　e

wo,fv  ova
won  ［副詞］やはり、やっぱり、いままでの考えと違って　［レベル］１　
16:制 :恣意　［語法］　考えでも状況でも何でもよいが、変化したり逆の
ことをいうときや気が変わったときなどに使う。｢やっぱ止めた ｣な
ど、状況や気持ちなどが変化したときの ｢やはり ｣である。lenと区
別すること。　【用例】　aa, ren vat atu. won der leev van atu.　naa der 
lax elf gaato lfis tis, tet--　あぁ　ちょっと待ってくれ　やはりここ
で降ろしてくれ　なぁ　こんな人生は　望んじゃいない　望んでた
のは――・・・　（ＢＵＭＰ ｏｆ ＣＨＩＣＫＥＮ『乗車権』）
wont  ［名詞］ペダル　［音楽］ペダル　［レベル］３　13:制 :語源不詳　【用例】　
ar wont e yame 自転車のペダルを漕ぐ
wons  ［動詞］yulを踏む、踏む　［レベル］２　古　【用例】　wons luwa 足を踏
む　wons vienel 強く踏む
wonskad  ［地球の国名］タンザニア　19:国章が何かを踏んでいる
wonsen  ［音楽］ロカビリー　21:wons/en

wonbas  ［経済］クーリングオフ　［動詞］yulをクーリング・オフする　［レベル］
４　vl　20:"won (an) bas (tu tis)"「やっぱりこんなのいらない」　［文化］
　ｖｌでできた。可能な期間は adiaまで。
wonbasmel  ［俗語］賢者タイム　［レベル］４　al　22:「クーリングオフ時間」
　［語法］　主に男性の自慰・性交後に訪れる魂の平安。人によって長
さや程度が異なる。
wol  ［政治］［法律］訴訟、訴え　［動詞］yulを on{mil}について訴える、訴
える、提訴する、告訴する、訴訟する、訴訟を起こす　［レベル］４　13:
制 :語源不詳　［文化］　アメリカほど裁判社会ではない。個人間のトラ
ブルは個人とその周りの間で内々に解決することが多い。一方個人
と企業の間は裁判が起きやすい。個人は力が弱いので泣き寝入りし
やすい。アルバザード人は泣き寝入りしない人種なので、相手が自
分より強い場合は毅然と戦う。強いものと戦うのを粋とし、そうで
ない相手とは穏便に済ませるという価値観が出ている。
wolt  ［丁寧］［形容詞］太っている、太った、太い、ふくよかな、恰幅のよ
い　［文字］ブロード　［反意語］silf　［レベル］３　古 sorn:axem,tuuyu,linoa
を過去資料から掘り起こしたときにクミールが再発見した古ソーン
の形容詞。セレンが tinaを作っている最中で、セット（字幅）の呼
称をどうしようか悩んでいた折に「これを jax系列のひとつに使って
はどうですか」と教えてくれたもの。語源不詳だが、tは teのはず。
wolは waか。「手を広げたような形」が原義かもしれないが、予想の
域を出ない。　 
woltvaim  ［名詞］ゴリマッチョ、脳筋　rd;/　24

wolvant  ［法律］訴訟法　［レベル］５　19　［語法］　民事訴訟法と刑事訴訟法

の総称。
wolden  ［代詞］［gano］おめーらの　［レベル］１　21:kliize:walet/n

woa  ［名詞］ざわめき　［動詞］yulをざわめめかせる、ざわめく、ざわざわ、
ザワザワ　［レベル］３　古
woal  ［名詞］［形容詞］どの数の、どの番号の　［レベル］２　19

woo  ［感動詞］わー　［名詞］大勢の雄たけび、わーという声、戦場や会場
などでおーっと大勢が叫ぶ声　［レベル］１　古　［語法］　複数人がおーっ
と声を上げること。
woom  ［生物］足首　［反意語］tank　［レベル］２　rd　20:古 wo/main　wo:wo　［文
化］　アルバザード人は男女とも手首足首が細い。骨格から細いので、
筋肉質な人でも細い。というのも手首足首にはほとんど筋肉がつか
ないため。　【用例】　woom lixa 細い足首
woomho  ［生物］足根骨　22

woomyolo  ［被服］長ズボン　rd;/　24

woomlus  ［被服］ショートスカート　rd;/　24　［文化］　歩くことが多い平
民の女性、特に行商の女性などが着た。足首の長さなので地面を引
きずらない。
woog  ［名詞］勝利宣言、勝鬨、勝どき、勝ち鬨、かちどき　［動詞］yul
に aに対して勝ち名乗りを上げさせる　［反意語］vesl　［レベル］４　
20:wool gaax（兵士の雄叫び）。勝った際に前線の兵士（現場で最も数
が多い）がおたけぶことから。　［語法］　元は叫ぶところから来てい
るが、シェルトの勝利宣言にも使う語で、この場合はもちろん叫ん
だりしない。　【用例】　vai sein woogat a retl. 兵士たちは敵に勝どき
をあげた。
wool  ［軍事］下級兵、ウォール　［組み数字］２０/２０　［レベル］３　19:ri
dia:woo/lantis（雄たけびをあげる人）　［語法］［文化］　kana

we,f  sols
wetta  ［軍事］兵長、ウェッタ　［組み数字］１８/２０　［レベル］３　19:ridia
:w/etta。女戦士でこの地位の人が多かった。　［語法］［文化］　kana

wen  ［形容詞］～など、～とか、～や　［レベル］１　古　［語法］　sif　【用例】
　an til dipit, dia veer, tel adel wen. 色々あるよ。ディア・ヴェー
ルとかテル・アデルとか。
wen(2)  ［アトラスの国家］ウェン　［レベル］５　23:ridia

wenz  ［医療］倒錯　［レベル］４　vl;winz.k　23

wenwen  ［形容詞］などなど。wenと変わらない。語調が違うだけ。　［レ
ベル］１　18

wem  ［動詞］yulを舐める、舐める、なめる　［レベル］２　19:sorn:vweem（kuhe
の変化形）　【用例】　wem eexi アイスを舐める
wemsel  ［歳時記］ウェムセル　［レベル］３　19:「舐める日」。概念自体はメ
ル 5年にリディアが作成（←違う、誤記だ。てっきり中２だったか
ら９４年と早とちりしていた。年をまたいでいるので中２の冬、つ
まり９５年になる。１９９５年の日記を見たら、この年の２・１４
にこの記載がある。従ってメル 6年。しかしそれでは leevenと重なっ
てしまう。あのとき leevenの出来事を知ったのは当日より後だと記
憶している。実際日記を確認するとその通りで、１４日の日記では
触れておらず、２０日の日記で触れているからだ。つまり２０日に
知ったことになる。ということは１４～２０日までは少なくとも仲
間内の誰とも連絡を取らなかったことになる。なのに１４日に wems
elのことに触れているということは、少なくともこの年より前に we
mselのことを知ったことになる。そもそも１４日に leevenのことを
知っていたらのんきに wemselなどといっていられまい。もっとも、
２０日の日記を見ていると leevenの真相を知らなかったのでわりと
安穏としていたようだが。ともあれこの年の wemselの記述はこの日
に wemselを知ったということではなく、１４日になって「あぁそうだ、
今日はあの日だ」と思い出して日記に書いたということになる。と
なると wemsel自体を知ったのはその前年かさらにその前あたりにな
ろう。出会い的に９１年２月はありえないので、９２～９４のいず
れかになる。もちろん wemselのことを知ったのは２・１４以外の日
の確率のほうが高いが、９４年に知ったら９４年の２・１４を wems
elの起源日に、９３年なら９３年の２・１４を起源日にすべきだろ
う。それでどちらかという話だが、少なくとも中学だったことは記
憶しているので、９４か９３しかありえない。９４年だと dinで lee
venと重複する。９３年だと ketで重複しない。このいずれかであろ
うが、重複を避けるために ketを便宜上選ぶのが合理的であろう。す
るとイムル暦換算でも日付を変える必要がある。ところでこの日記
だが、２０日の alvanoの記載を最後にぷつりと途切れている。安穏
としていたのかと思いきや、相当ショックだったようだ。よく見る
とその日の日記は二部に分かれていて、安穏としているのは前半部。
つまり後半部の leevenの出来事を後から「ところで」と付け加えた
ことになる。それ以降ぱたりと書いていないので、かなりショック
が大きかったのだろう。ただ文面がアンクノット化され、よく意味
が取れない箇所がある。ちなみに前半部は闘神伝というゲームの街
の大会で優勝したという話で、明らかに安穏とした日常。段落も変
わっているし落差も激しいので、同じ時刻に書いたとは思えない）　
［文化］　イベントのひとつ。クリスの月エケトネの日に、女子が好き
な男子の目を舐める風習。奇習なので、ミロクの時代にはあまり盛
んではない。rdで起こり、そのころが全盛期。　なお、夢織では死
神の目の儀式として行われている。　イムル暦に直すと１５９３年
２月１４日となる。メル暦では４年の lis ket。
wel  ［代詞］どれ、どの、どっち、どちら、どっちの、どちらの　［レベル］
１　20:wo:13:恣意　Lat:Lat:latos:ne,alt　【用例】　an jinsat vil nos tau wel. 
どれを買えばいいか分からなかった。
weltul  ［代詞］どのもの、どれ　［レベル］２　20

weltulet  ［代詞］どれの　［レベル］２　20
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wellan  ［代詞］どの人　［レベル］２　20

wellant  ［代詞］どの人の　［レベル］２　20

welet  ［代詞］どれの、どちらかの　［レベル］１　20:seren/ridia:wel/te

wei  ［感動詞］おい、ねえ、もうっ、やい、やーい　［レベル］１　古　［語法］
　neeより親しい間柄で使う。２回繰り返すこともしばしば。また、
neeなどに比べると weiの方が驚いている感じやスピーディな感じ
がする。
wein  ［感動詞］［yunte］wei　［レベル］１　古
weiv  ［単位］アト　21:weivar

weivar  ［歳時記］小雪　［名詞］２０時　［組み数字］２０／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

weimaa  ［筐堺］ウェイマー　［レベル］５　rd;vemaの vema語読み。声調言語。
　22　［文化］　筐堺司：umtona vates　筐堺国：vema, vema周辺の vema
人の集落等
weeze  ［文末純詞］［amma］tisse　［レベル］１　21:kliiz:twa/ser

weei  ［感動詞］おーい。weiの間延びした感じ。　［レベル］１　古

l
l  ［接続詞］leの異形態　［レベル］１　19:mel　［語法］　母音で始まる語の前
に付く。ＰＣのフォントを使う場合、ブロック体の場合は lの直後に
アポストロフィーを置く。筆記体の場合は動詞媒介として使ってい
たハイフンを置く。　【用例】　fian l'an siina 私の好きな少女
l(2)  ［数学］自然数または整数の略語。数式で使う。　［レベル］４　19:mel
idia axte
l(3)  ［単位］メラ　［レベル］２　21

lt  ［言語］ルティア語、現ルティア語　［レベル］５　21

ltk  ［言語］遠ルティア語　［レベル］６　21

lts  ［言語］ルティア語、現ルティア語　［レベル］５　21

ltv  ［言語］近ルティア語　［レベル］６　21

ltf  ［言語］中ルティア語　［レベル］６　21

ltd  ［言語］古ルティア語　［レベル］６　21

ls  ［言語］レスティル語、レスティル人　［レベル］４　22

lsk  ［言語］遠レスティル語　［レベル］６　21

lss  ［言語］新レスティル語　［レベル］６　21

lsv  ［言語］近レスティル語　［レベル］６　21

lsd  ［言語］古レスティル語　［レベル］６　21

lsl  ［言語］lsk_lss、上代レスティル語→ szl　［レベル］６　21

lsaj  ［生物］意図的な突然変異、ミューテーション、変身、ルサージュ
　［類義語］pak　［レベル］４　20:古 milsaaj（刹那の虚無）から。一瞬にし
てセルトが変態したことから。　［文化］　ルサージュとは意図的な突
然変異のことである。神などが変身して日常的な姿を形成すること
であり、単なる一時的な変身ではなく、その姿で日常を送る場合に
のみ適用される。　　代表的なものはセルトによる。セルト元年（約
6400万年前）に白い球だったエルトと黒い球だったサールが人型に
変身した。　　セルトは自らが住処として選んだアトラスに適応す
るため、動物の姿にルサージュすることにした。最も知能の高い動
物を目指したところ、ちょうどこのころ霊長類が出現していたため、
彼らは霊長類を元に自らをルサージュした。　　ただし、プルガト
リウスは現生人類と比べると遥かに知能が低いことからも分かるよ
うに、セルトの希望には叶わなかった。そこで彼らは霊長類の姿を
元に改良を加え、知能が高くなるようにまず脳の容積を大きく設計
した。脳を支えるために背骨を立たせる必要があり、二足歩行を選
んだ。　　また、暑さ寒さを魔法で凌ぐため、余分な体毛をそぎ落
とした。彼らが訪れるフィーリアには動物よりも植物のほうが豊富
なため、歯は他の霊長類同様、草食用に設計した。　　このような
細かい設計をしてルサージュをした結果、彼らは奇しくも後に伝染
病で死滅するヒト属をさらに進化させた――すなわち現生人類に相
当する――形質を取るようになった。　　ルサージュは後にアルミ
ヴァや悪魔たちも行う。ユーマはルサージュを行った親から生まれ
ているので、始めから人間の姿で生まれている。　なお、セルトの
ルサージュは地球ないしアトラスで滅んだヒト属とまったく異なる
変態であるため、セルトの血を受け継ぐユーマの一族もまたヒト属
とは異なる変態をしたことになる。　ガルヴェーユ追放の後はアト
ラス各地の環境に適応したため、地球の現生人類とだんだん似てき
たが、それでも根本的に異なる。例えば地球のヒトに比べ、ユーマ
の一族は全体的に骨格が華奢で手足が細長く、目がくりっとしてい
て、背が少しだけ小さい。また、飢餓の経験がなかったガルヴェー
ユ人までは太る遺伝子も持っていなかった。ユーマの一族の現代人
はそのほかにも生殖能力が弱く妊娠率がヒトより少ないなど、外見
上はよく似ていてもあくまで別の生き物だという点を残している。
lvan  ［魔法］［哲学］ルヴァン。アルカの瞑想。　［レベル］３　古　［文化］　ルヴァ
ン中、ヴィルは手足や頭など、末端に集まる赤い光で、末端を温める。
ノアは gaatに緑の球となって集まる。ユノは呼吸をするたび体表を覆
う青い光が厚くなったり薄くなったりする。
lvar  ［魔法］ルヴァル気質　［レベル］５　制 :ルヴァンをすることで逸っ
たユノとヴィルを抑える効果があるというところからそもそも来た
概念で、ルヴァンを語源としている　［文化］　ユノ＋ヴィル気質。
lfrans  ［魔法］魔香道、香り魔法、ルフランス　［医療］［美容］アロマテラ
ピー、アロマセラピー　［レベル］５　21:lu.lt/franse　［文化］　香りを用い
た魔法の体系で、ルティア発祥。zgに萌芽があり、smの王宮で大成

する。　アルバザードへは smで並行して伝わった。当時肉食が現在
より多かったアルバザード人は主に体臭を隠すために用いた。　現
在はアロマテラピーや香水の使用法として用いられる。　動物が最
も反応する香りはバナナとされており、文化的に人類に最も好まれ
るのはアトラスでは薔薇。
lfal  ［動物］とびうお、トビウオ、飛魚　rd;<fgn<lfa/eli　24

lfalifa  ［地球の星座］［ユマナ］とびうお座　24　［文化］　ifa

lfis  ［動詞］solは yulの様態で生きる、生きる、solは死んでいない（lfisor
の形で）　［名詞］人生、生き方、ライフ　rd;sol/fis　［レベル］２　19:今
日をするという意味の fislが元。fiasと似るので lを前置した。　vaa
rt:vaart　［語法］　lfisは慣例として、相を付けずに「生きている」とい
う意味になる。この意味で相を明示する場合は lfisorという。経過
相が無標なので、orを省略して合理化している。　allfisについても
同様である。　【用例】　lfis nil 幸せに生きる：nilは目的語なので el
は取れない。　la lfisat fuo. 彼の人生はひどいものだった。　an lfi
sor ban. 私は楽しく生きている。　an na nom a lfis laat. 彼の生き方
がうらやましい。
lfislang  ［政治］生存権　［レベル］４　19

lfisan  ［名詞］生者、生存者　［レベル］３　21

lfir  ［地学］瑠璃、るり、ルリ、ラピスラズリ、ルフィール　［レベル］４
　19:lfer。ルフェルのアプラウト　［文化］　ルフェルの宝石とされ、
価値が高い。ルフェルが好んだとも、その目に似ているとも言われる。
この魔石ルフィアはエルトを召喚しやすくする効果がある。
lfer  ［エルト］ルフェル　［レベル］２　mt100'8000(vs):konoote;lfel,fv　古 :l
fer　［文化］　コノーテとカルザスの娘。光を支配する。フェルデンの
セレスを得たことによりエルトの王となる。白人系金髪美少女。ふ
わふわの長髪で背が高くなく、小さめで細身。模様のある白いテー
ベを着ている。性格は冷静で思慮深く大人しいが、行動は的確で無
駄がなく手早い。積極性がある。怒ると豪快になる。情に厚い面も
あり、コノーテによく似ている。
lferho  ［生物］腓骨　［レベル］５　22:→ eltho

lfel  ［魔法］魔法水晶、ルフェル　［レベル］５　sm;lfel,fv.hem　21　［文化］
　→ flia, iflit　特定の閉式魔法が詰まったクリスタル。
lfel,fv  ［魔法］晄水晶。後の iflitのこと。　［レベル］６　vs:yulg;e　21

lmiyu  ［魔法］錬成、ルミーユ　［レベル］６　20:古 al/miyu（物を変える）
　［文化］　adist　錬成質 jumiyuに魔法をかけたり物理的刺激を与えた
り蒸発させるなどして錬成物 tolkaを作ること。
ly  ［言語］リュディア語、リュディア人　［レベル］５　21

lya  ［遊女］［代詞］la　［レベル］４　21:la

lya,f  frem　e

lyalya  ［遊女］［感動詞］lala　［レベル］４　21:

lye  ［遊女］［代詞］le　［レベル］４　21:le

lyu  ［名詞］あそこ、あの場所、あの場　［副詞］あそこに。el不要、ka不
要。　［類義語］laaf、okel　［反意語］atu　［レベル］１　古（遠い）　okela,f ok
e,f:laLu laf::taka,alt　［語法］　atu　【用例】　di xa lyu. あれならあそこにある
よ。　an ket teel lyu. 私はそこに行かざるを得なかった。
lyu(2),szd  le（関係詞）。rom,fvに当たるもの。
lyu,szd  sor　< lya,f.k

lyu,f  flon　lya

lyu,alt  lu, la　lya.k

lyusia  ［ランドマーク］リュシア研究所　［レベル］６　20　［文化］　yuuma 6856 
ユクレシアは地方都市遠征の際に、病人を看護するための施設を設
けたが、この病院はユクレシアが旅をしている間はユクレシアの弟
子たちによって運営されていた。ダイズアイライの脅威が去った後
は病院として使われており、ユクレシアの弟子によって amitiなどの
魔法が使われたり、清潔な環境での入院治療が行われたりしていた。
また、弟子らは患者への生活指導や衛生指導を行っていた。弟子と
いうのはもともと lyuux研究所の研究員で、嘆きの焔以降はアルナ郊
外に研究所が建っていた。時間が空いたときは弟子たちは魔法の研
究をしており、特にユクレシアが最初に行ったアルシアには彼の右
腕がこぞって付いていったため、非常に優秀な弟子が集まっていた。
この年、弟子たちは病院の隣に lyusia研究所を建て、lyuuxの姉妹校
とし、魔法の研究に専念した 
lyusion lutia  ［人名］リュシオン＝ルティア、リュシオン、リュシオン
王　［レベル］６　rd;lyusiel　古　［文化］　rdのルティア王。リーザの父
親。
lyusie  ［亜魔］ペガサス、天馬、リュシエ　［象徴］結婚、純潔　［レベル］３
　szd;lyu,szd/siel　21　［文化］　lyusiel　魔族 midisと馬の交配種。リー
ゼルで作られた。色は白で有翼。角はない。　陸では走ることがで
き、空では飛ぶことができるため、竜族よりしばしば軍事的利用価
値がある。　しかしうら若き乙女しか背に乗せない性質があるため、
リーゼルでは戦乙女による天馬騎士団が発達した。　処女を嗅ぎ分
ける能力があり、乙女の中でも処女しか乗せない。その性質を活かし、
婚姻の際の処女判定に用いた。その利便性からルティア、アルバザー
ドなどでも使われた。結婚式場に天馬の絵やレリーフが飾られるの
はその名残。　基本的に寒冷地に適するため、アルバザードもアル
ナが南の限界点。
lyusiehol  ［名詞］インメルマンターン、インメルマン旋回　［アビリティ］天
馬旋回、リュシエホル　［レベル］６　21:「天馬旋回」
lyusiel  ［軍事］天馬騎士、ペガサスナイト、リュシエール　［娯楽］バイ
キング、リュシエール。ぐるんと一回転する大きな筐体の乗り物で、
ペガサスがかたどられている。日本でいうとバイキングに相当する。
　［レベル］４　21:lt　［文化］　lyusie　天馬に乗った騎士。主にリーゼル
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の戦乙女からなる。　yunditeという五人一組の部隊で編成され、
Ｖ字型に飛空する。　先頭に立つのがリーダーの elyundite。　二
列目に立つのが savanje。サヴァンジェはエリュンディテの指揮を受
け、エリュンディテの左右からスッと前に出て槍を突き出す。この際、
陣形が一時的にＸ字になる。　三列目に立つのが trikomelor。トリ
コメロールは魔法の使える者が乗り、後方支援や後方の安全確認を
担当する。　従って、エリュンディテはバランスの取れた者が、サヴァ
ンジェは攻撃力に長けた者が、トリコメロールは魔法に長けた者が
選出される。　弱点は後方からの物理攻撃だが、Ｖ字型の陣形はそ
れを克服するためにもある。Ｖ字の場合、陣形の前後を入れ替える際、
ｙ軸 (ink)移動をしなくとも良いという利点がある。エリュンディテ
が静止し、サヴァンジェがエリュンディテを越え、トリコメロール
がサヴァンジェをさらに越えた段階まで前進し、あとは後ろに向け
ば即座に陣形を反転できる。ｙ軸移動がないため、最短経路で反転
できる。　また、後ろに向くやり方は xtarholと sanlholを組み合わせ
たインメルマンターンである。これはリュシエールの装備が槍であ
ることから生まれた。槍の場合、inkhol（振り向き）をすると味方を
突き刺してしまう。この際、sanlholは時計回りに行う。ループとロー
ルを同時に行うので、ロール開始の時点で右（心臓と逆）の方向に
回転しだすことになる。これは右手に槍を持っており、右側に重量
が偏っているため。右回転から始めた方が素早く回転できる。　人
間の場合は振り向きが最短経路だが、空中にいる天馬は軸足を踏め
ない上にそもそも四つ足なのでくるっと振り向くことができない。
　すると振り向くためにはブーメランのような大きな孤を部隊全体
で描かねばならない。これは経路が長い上、狭い崖の間などでは反
転ができない。天馬騎士団は歩兵や騎兵が入りづらい谷間などを縫っ
ていく任務が多いため、このような反転方式になった。　なお、下
方からの攻撃に弱いのは飛空ユニットには当然のことで、下部に矢
を防ぐための胸当てなどが装備される。　一方、上方はおおむね騎
手の視界であるため、苦手としない。　また、地上からの敵弾を避
ける際、xtarhol（ループ）をすることがある。ループは敵弾をよけつ
つ結局元の姿勢に戻るため、全体の陣形を崩さなくてすむ。diakacte（遊
園地）にある lyusiel（バイキング）の名はここから来ている。
lyusieikal  ［地球の星座］［ユマナ］ペガススの四辺形　24　［文化］　ifa

lyusieifa  ［地球の星座］［ユマナ］ペガスス座　24　［文化］　ifa

lyufel  ［魔法］リュフェル　［レベル］５　tm;lya/fep　［文化］　maltiia

lyumi,alt  lu, la　lyu/mi

lyudia  ［地名］リュディア、リューディア　［レベル］３　meltia 95 sen vi
a;lya/dia　20:ridia:lyu← lya（遠い）/dia（土地）「（ファルファニアか
ら見て）遠隔地」　［文化］　古代国家のひとつ。ファルファニア対岸の
国。ルカリアの南。メルティア９５万年ごろのファルファニア＝リュ
ディア戦争で分裂し、西部がファルファニア (falfania)、東部がレス
ティルとなった。
lyudia(2)  ［言語］ファンタジー、ＦＴ、リュディア、幻想、空想、絵空
事、おはなし、お話し、お話、話、架空、架空の物語、物語　［レベル］
３　sm;lyudia.axek　当時のファンタジーがリュディア国で起きた古い
出来事をモチーフにしたものが多かったことから、国名がそのまま
ジャンル名となった。国歌名がこのような意味の変化をたどるのは
自然言語にも見られ、例えばフランス語で小説を意味するｒｏｍａ
ｎなどがそうである。ＯＦのｒｏｍａｎｔから来ており、当時ロマ
ンス語で書かれたり話されたりした物語があったためである。すな
わち、lyudiaの場合は舞台、ｒｏｍａｎの場合は言語が語源に関与
している。　22　［文化］　ファンタジー自体は世界そのものがファンタ
ジックだったくせに神代から存在した。もっとも、ほとんどは半ノ
ンフィクションで、彼らに取っての現実を揶揄した風刺小説のよう
な部類であった。というのも、この世界ではファンタジーが現実だっ
たためである。　ファンタジーがジャンルとして確立したのはヴィー
ドが弱くなってきた smから。戦間期で文学も発達したため、数も劇
的に増えた。　rdになるとセレンがジャンルを分類した。舞台が架
空なものをハイ (dialyudia)、現実なものをロー (fialyudia)と分類。
世界観の作り込みが細かいものをハード (kilslyudia)、そうでないも
のをライト (wanlyudia)とした。また、架空の要素をひとつしか含ま
ないハイ・ハードファンタジーをリアルファンタジー (merlyudia)と
し、至上のファンタジーとした。　ndで魔法文明が途絶えて現代科
学へ移行するまでの間は社会に余裕がなかったため、ファンタジー
は発展しなかった。代わりに大航海時代に伝奇物が流行った。伝奇
物は誇張されて伝えられることがあったため、これが nd流のファン
タジーといえよう。　vlになるとラノベが隆盛しだした。革命の混
乱で一時途絶えたが、alでは復活している。　　vlでラノベ (failklei)
というジャンルができ、同時に従来の小説が vispkleiとなる。　ラ
ノベは wanlyudiaの比率が圧倒的に高いが、中にはそうでないものも
ある。そのため failkleiと wanlyudiaは同義ではない。
lyudiaren  ［言語］リュディア語　［レベル］４　22　［文化］　eldseta　　●概
要　　名称：ly（リュディア語）　系統：アテン超語族ユーマ語族シフェ
ル亜語族リュディア超語派 (atenamat, yuumaemit, xiferfiam, lyudiaif
al)　使用年代：tm　分布：南西アンシャル　話者：ファルファニアか
ら移住してきたシフェルの民　類型：ＳＯＶ、ＡＮ、Ｐｏ：語順は
格のおかげで比較的自由。ＳＶＯも可能　認知様式：客観的把握　
　リュディアで話されていた言語。ファルファニア語から発達した。
　　●格　　・主格と対格　　主格が -s、対格が -yで示されるよう
になった。　　-sは so（する）から来ており、-yは -jから来てお
り、-jは -ju（受ける）から来ている。　jが yに弱化するのはア
ルテ語族によく見られる体系で、それゆえ -iでなく -yとしている。
　ただし読みは -iと同じ。　　-sも -yも閉音節の場合、直前に母
音を入れる。　この母音は直前の母音と同じもので、母音調和する。
　kal（場所）→ kalas（場所が）　heren（リンゴ）→ hereney（リンゴを）
　　ただし直前が二重母音の場合、強い母音にあわせる。　daiz→ d
aizas　　・属格　　属格は同じように -nで示す。閉音節の場合は直
前の母音を付ける。daiz→ daizan。　これを後に rdでクミールが指
小辞と取り違えて、アルカに指小辞式の属格が流入する。　　lyudi

a→ lyudian（リュディアの）　　ただし所有は kenoで示すまま。　　
●連体詞　　af（これ）と Lu（あれ）の 2段階。　　連体詞は属格
に変化すると、「これの」「あれの」という意味になる。どれも前置。
　af　この　Lu　あの　afan　これの　Lun　あれの　　●形容詞と
副詞　　膠着して示されるようになった。　　開音節の場合は -le,- 
heが付く。　kaile, kaihe。　　閉音節の場合は -eが付く。　liize, 
liize（小さい、小さく）　limeere, limeere（初めての、初めて）　
　●テンスとアスペクト　　影響相ができ、継続相と切り離された。
　警告の suが消えて、sに吸収された。　開音節の場合、下記の通
り。通時ができた。　　過去 t 　現在 r 　未来 s 　前が有声音な
ら同化して zでも同化しないで sでもよい 　通時 ra ※古アルカで
は現在形だった 　無時制 なし 相も付かない。相を使うときは現在
形を使用 　　ただし閉音節に付く場合、主格と同じく直前の母音な
いし直前の二重母音の強い母音が付く。　kulul（作る）→ kululut（作っ
た）　　開音節の場合そのまま tが付くが、母音と同化するので dに
なる。sは zになる。　i→ id, i→ iz　　将然相 etta i/r/etta 見そ
うだ。ketta（行く）から。 　開始相 er baog/d/er 殴り始めた。向
かうというところから kerが使われている。 　経過相 tan lufa/d/tan 
飛んでいた 　完了相 il fai/z/il 燃やし終えているだろう。 　継続
相 anis kui/anis 食べてある　　時制 /相の順序で動詞に後続させる。
　時制と相の間の場合は子音連続でも母音を挟まない。　lufadtan（飛
びそうだった）　　●関係詞　　関係詞の無音の字が romと読まれる
ようになった。　　lyudian daizas futod rom kaldaiz（リュディアの
王が獲得した国）　　やはり関係詞節内の前置詞は残存しない。　　
●後置詞　　hyul（上に、～で）など、後置詞が増えた。　　●語
順　　格がついたことで、語順は比較的自由に。　lyudian daizas fi
tat hereney（リュディアの王がリンゴを与えた）も可能。　　●認
知様式の変化　　神代 frfの間に客観的把握を獲得したものと推定
されている。下記のようにスル言語で、行為連鎖 (action chain)に
英語同様「原因」が来ている。aでは不自然な表現で、完全に客観的
把握をしている。　daizan herenes fitat niluuy（王のリンゴが喜
びを与えた）
lyuux  ［ランドマーク］リューシュ研究所　［レベル］６　20　［文化］　yuuma 6822 
ユクレシア、lyuux研究所をレスティリア城郊外に置き、宮廷魔導師
の養成を行う 　yuuma 6856 ユクレシアは地方都市遠征の際に、病人
を看護するための施設を設けたが、この病院はユクレシアが旅をし
ている間はユクレシアの弟子たちによって運営されていた。ダイズ
アイライの脅威が去った後は病院として使われており、ユクレシア
の弟子によって amitiなどの魔法が使われたり、清潔な環境での入院
治療が行われたりしていた。また、弟子らは患者への生活指導や衛
生指導を行っていた。弟子というのはもともと lyuux研究所の研究員
で、嘆きの焔以降はアルナ郊外に研究所が建っていた。時間が空い
たときは弟子たちは魔法の研究をしており、特にユクレシアが最初
に行ったアルシアには彼の右腕がこぞって付いていったため、非常
に優秀な弟子が集まっていた。この年、弟子たちは病院の隣に lyusia
研究所を建て、lyuuxの姉妹校とし、魔法の研究に専念した 
lyuuj  ［親族］弟ちゃん　［レベル］２　19:ridia:lis/ruuj　［語法］　miia

lj  ［歴史］ランジュ、lanj　［レベル］３　21

la  ［代詞］彼、彼女、あの。前置。　［反意語］lu　［レベル］１　13:恣意　lu,f 
sou,fv luu,fv:::lyu,alt, lyumi,alt　【用例】　la fian あの少女
la,ltk  女性定冠詞　lu（有生三人称代名詞）のリムレット
lat  ［動詞］yulを aに入れる、入れる、入る、突入する、詰める、挿入す
る　［名詞］入口、入り口、序盤　［名詞］起　［動詞］yulを aに仕舞う、仕舞う、
しまう、片付ける→ fitl　［動詞］yulを aに入社させる、入社する、入
学する→ lod　［普通動名詞］入力　［反意語］rik　［レベル］２　13:制 :古 :luta（出
口）　luko:luko　【成句】　ka lat le toto ～する寸前の　hino yul sa lat す
んでのところで耐える、ギリギリのところで保つ　lat, tood, zok, rik 
起承転結。入口、坂道、頂上、出口：山道に喩えている。　【用例】　an 
hinot ena sa lat. 涙をぐっとこらえた。　an hinot jo sa lat. 怒りが爆
発する寸前だった。
lats  ［論理］導入　［動詞］yulを iから aに導入する、導入する、取り入れ
る、取り込む　［反意語］rikx　［レベル］３　14:制 :lat　【用例】　lats kos sam 新
しい手法を導入する
latviida  ［生物］［医療］合穴　rd;/「経脈の入る穴」　24

latfand  ［名詞］出オチ　［レベル］３　19　［文化］　起承転結の起の部分でま
ずオチておくこと。非常に高い技術を要する。　【用例】　latfand fuo(ax
te ﾃﾗ出オチｗｗ
latyur  ［再帰動名詞］自殺、ラテュール　［動詞］yulを自殺させる、自殺す
る　［類義語］nosset　［アクセント］latyUr　［レベル］４　rd;<szd（laa,f（死を）/
tyur（決める））　24
latyuul  ［動詞］yulに片想いする、片思いする　［普通動名詞］片想い、片思い、
かたおもい、片恋、カタコイ　［反意語］tyuul　［レベル］３　22:al/tyuul

latis  ［名詞］ラティス　［反意語］valen　［レベル］４　古　［語法］　敬虔な信者。
エトスとの違いはプロかアマかというもの。ラティスはアマ。
latir  ［気象］しけ、時化　［反意語］setie　［レベル］３　19:lav/tier（うるさ
い海）日本語の時化は湿気が語源なのでこの発想は分かりにくいか。
latieにしなかったのは setieと離すため
latia  ［地名］ラティア、地獄、ゲヘナ　［反意語］twaayu　［レベル］２　mel/ri
dia:la（死）/tia（愛する）。lastiaと同語源。　［文化］　→ lekai　|約 137
億年前 |ardelが天国 twaayuと地獄 latiaに分裂 |
latiakalka  ［法律］ラティア刑務所　［レベル］５　19:ilmus:ridia　［語法］　ヴァ
ルベスの刑務所。イグレスタ革命の勃発地となった。
latianver  ［医療］繊維筋痛症　［レベル］６　21:latia/anver（地獄の呪い）
latiamileej  ［経済］スタグフレーション　［レベル］４　22

latialeis  ［名詞］阿鼻叫喚、地獄絵図　［レベル］３　22
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latos  ［名詞］賭け、ギャンブル、賭博　［動詞］yul（金など）を a（当たる
ないし勝つと思っているもの）に賭ける、賭ける、掛ける、かける　［レ
ベル］３　19:latm:14:制 :古 :lat（どの、どれ）。latは賭けをするとき各々
が何に賭けるかというのを賭けの親が問うときに言う掛け声で、｢
さぁ、どれに賭ける！ ｣の意味。　［文化］　→ kuzgin　日本と違って
ギャンブルは合法で、南区にはカジノもある。アルバザードではギャ
ンブルは富裕層がやるというイメージではなく、どちらかというと
社会的階層の低い者、特に知力の低い者がやるというイメージがあ
る。また階層に関係なく、アルティス教徒はギャンブルを禁止され
ているため、敬虔な信者はギャンブルをしない。　ギャンブルで一
番多いのはスロットやカードであり、パチンコも存在するが日本ほ
どではない。まだ競馬や競艇といったギャンブルもある。　アルティ
スはギャンブルを禁止しているが、アルバザード人の気質としては
軽い賭け事ならもともと好む。大きな金をかけるということはあま
りなく余興としてやることが多い。つまり、ランチをかけてちょっ
とした賭けを楽しむといった日常的な範囲である。このような程度
であれば、アルティス教徒も付き合うことがある。従って革命後の
世界でも、頻繁にこの手の賭け事は行われる。これはアルナ大に通
うような優秀な学生の間でも余興として楽しまれる。
latos,szd  wel
latu,ly  atu
lakta  ［名詞］制定語彙　［レベル］６　古 :lakta　［語法］　古アルカの語彙が載っ
ている本 ,古アルカの語彙の大半はこの本に載っている字に依存して
いる
laka  ［名詞］余所、よそ、アウェー　［医療］続発性　［反意語］anka　［レベル］３
　19:la/ka。ankaの類推。「彼の土地」　［語法］　地元に対するアウェーの
こと。
lako  ［植物］コア　rd<lako,fremazer;laakove,fv.k。コアの木を棺桶に使っ
たことから。　23　［文化］　フレマゼル原産の樹木。フレマゼルでは棺
桶やウクレレなどを作るのに用いた。
lakon  ［音楽］ウクレレ　rd<lakon,fremazer;lako.k　23　［文化］　→ lako

lakem  ［植物］クレマチス　［レベル］４　20:agemiz

lakemit  ［歳時記］立夏　［名詞］７時　［組み数字］７／２４　［アクセント］lakemIt、
lakEmit　［レベル］３　20:→ anxian　［文化］　anxian

lax  ［動詞］yulを望む、望む、希望する、求める、求む、欲しがる、ほ
しがる　［名詞］希望、要求、請求、望み、願い、ねがい　［法副詞］～し
たい　［類義語］xiif　［反意語］ris　［レベル］１　17:古 laap　go（欲望）　la
ap,f（動詞。望む） mal,f（助動詞。無理なことを望むのニュアンスで
現在の milxに通ずる）:laap（動詞） mal（男性助動詞） lan（女性助動詞。
これは ltの影響で流入）:lan　［語法］　lax動詞、lax,xar,xir,fix,risなどは
無相が経過相へ指向性を持つ。　【用例】　im toxel, an laxat nos akt la. 昨
日、彼女に会いたかった。　an lax axte luna ans vadel. 早く春になる
と良い。
lax(2)  ［人名］アッシュの略称　［組み数字］２３/２８　［レベル］１　古 :lina

laxet  ［名詞］ラシェット、ソーンとアルシェ　［レベル］４　sorn:ソーンと
アルシェを区別せず１つの団体としてみた場合の呼び方＝ axett。ア
ルシェにはない語。元は『カコ』の言葉で、イーファとルーキーテ
を指した。同様に上限の月と下弦の月を意味するので、合わせて単
に月の意味にもなる。アルシェは包括的な月という語がないことを
不便ではないかと指摘されたこともあるし、とりわけソーンとの和
平の象徴として加えた。そこでアシェットは月の意味も持つ。一方、
ラシェットは元は ca axetだった。更に、造語者が lと cの発音の区
別が下手な者だったようで、cが lに変化した。アシェットはソーン
の言葉なので、誰が造語者か不明である。また、実は語源的にはア
シェットとラシェットは全く互いに逆の意味だった。古アルカの過
程で意味が入れ替わったそうで、アシェットが第期４代を指すよう
になった　［文化］　ラシェット。ソーン及びアルシェのこと。第４期
４代ラシェットは特にアシェットと呼ばれる。
las  ［名詞］手　［婉曲］［動詞］yulを愛撫する、愛撫する、撫でる、なでる　
［類義語］baog、wis、fledir、kalp、ois　［レベル］１　sert　13:制　wa:wa:
la savan（luは tak）:xiwa,alt　［語法］　lasで takを表すことはない。　【成句】　
til las melt 心が温かい、心優しい：体を温めることをよしとするア
ルティス教の考えもあるが、実際に手足のような末端を暖めること
で副交感神経が優位になることも関与している。落ち着いた気持ち
になることで、結果的に心優しいという表現に結びついている。　
til las sort 心が冷たい　kor las a ～に手を出す、関わる、ちょっかい
をだす、ちょっかいを出す、干渉する　【用例】　las han 大きな手　tua 
las 手を差しだす、手を差し伸べる。和解や友好の印。　olx las, xal las 
lex osk. 手を洗って、手を綺麗にしておきなさい。
last  ［動詞］yulを aにかざす、かざす、翳す　［レベル］３　19:melidia axte:l
as/lob　［語法］　lobと違って接触せずにかざす。　【用例】　vangardi lastik 
las sa eel e liiza. ヴァンガルディはリーザの目の前に手をかざした。
lastar  ［宗教］隠修士　zg;lestar.k　24

lastin  ［動詞］yulをのぞきこむ、のぞきこむ、覗き込む、覗きこむ、上
から覗き込む、覗く、のぞく　［レベル］３　19:melidia axte:かざすよう
に見る
lastia  ［死神］ラスティア　［反意語］haabe　［レベル］３　ridia:古 :元は laat
iaという名だった。相方のハーベが長音を含むため、laaの部分がま
ずいということになり、急遽リディアが適当な子音を入れて変えた。
本来の意味はその名の通り ｢死を愛する ｣。古ではルノとペア。21に
サールから死神に　［文化］　maltiia　【成句】　dert a lastia 観念しろ、覚悟
しろ：殺す前に言う常套句。小説はともかく、日常的には人を殺す
ことはないので、日本語の「覚悟しろ」に近い。
lastiadin  ［魔物］ラスティアディン（朽魔女）：第四十五天：炎の氷天　［レ
ベル］５　19:ridia/seren/mel:lastia/hardin（朽ち果てる魔女）　［文化］　

鬼族。無実の罪で焚刑にあった若い女がアデルに乗っ取られ、死ね
なくなったもの。アズゲルに私刑として行われた魔女狩りの被害者。
死にそうになるたび乗っ取っている悪魔が回復をする。炎は地獄の
炎で消して消えず、焼かれた肉は魔法で戻り、未来永劫焼かれ続ける。
十字架にかけられ、両手は横に広げている。木は朽ち果てることが
ない。十字架はとうの昔に地面から抜け、女は身を焼かれ、助けを
求めながら歩き続ける。霊族でないため、知能も意識も神経も生前
のままである。倒すには乗っ取っている魔物の回復量を上回る量の
ダメージを一回で当てなければならないが、極めて防御力と体力が
多い。既にまともな思考力を失っているので、人を見るたび助けを
求めて唸り声をあげ、抱きよっては地獄の炎で相手を燃やしてしま
う。
lask  ［生物］指先、ゆびさき　［反意語］luak　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:las/
kit
lasst,fgn  lei　<>leist

lasnek  ［動詞］yulを aに搔き揚げる、掻き上げる、掻き揚げる、掻きあげる、
かきあげる　［レベル］３　21　【用例】　lasnek nia 髪を掻き上げる
lasfoj  ［普通動名詞］手コキ、手こき　［レベル］４　rd;/　23

lasmat  ［生物］合谷　［レベル］５　21

lasmat(2)  ［動詞］yulを手で掻き分ける、掻き分ける、かき分ける、掻き
わける　［レベル］３　rd;/　24

lasmag  ［動詞］yulに手を振らせる、手振りする、手を振る、バイバイす
る　［普通動名詞］バイバイ　［レベル］２　19:melidia alis

lasmain  ［生物］中手　rd;/　24

lasmom  ［生物］手根　rd;/　24

lasmempo  ［卑語］［親族］娘　［レベル］４　19:手乗りまんこ　［語法］　懐いてじゃ
れてくる手乗り文鳥のような小さい娘のこと。
laspom  ［生物］手のくるぶし。手首の外側にある突起した骨。　［レベル］
４　19
lasbel  ［料理］手料理、ハンドメイド　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

lasho  ［生物］中手骨　22

lasren  ［言語］［非言語］手話、サインランゲージ　［レベル］３　rd;/「手の言語」
　23
lasjiho  ［生物］手の指骨　［レベル］５　22

lasl  ［被服］靴　［レベル］２　rd;<,fgn<luas.l　13:sorn:luas　luas:luas　［文化］　
神は靴を履く習慣がない。zgになって木靴などがようやく出てきた。
　靴を履くのは裕福な者で、それ以外は履いていなかった。　smに
なると農民でも靴を履くが、子供は貴族の子供以外殆ど履いていな
かった。というのも子供はすぐサイズが大きくなるためである。　
　smでは靴は貴族の間では装飾品になったが、女性はスカートで靴
が隠れるため、主に男性のステータスシンボルとなった。　　アル
バザードの靴は日本のものと近いが、国によって靴の種類はかなり
異なる。たとえばイネアートの山村部のように寒いところでは laslと
いえば動物の革で足を包む暖かいものを指す。しかも先端部は丸まっ
て鉤を付けられるようになっている。これは雪を滑る際に使うもの
で、豪雪地ならではのものである　ところが暖かいメテでは laslといっ
てもこのような靴を想像することはない。もっとサンダルのような
ものを想像する。laslが靴であることは確かだが、想像するものが全
然違う。方言辞典にはこのような文化と密接したアルバザードとの
異同が載せられている。　アルバザードではくるぶしの見える浅い
革靴が好まれる。特に女子が好んで履く。　【用例】　☆ lasl ant tilat bet 
on ilm. 靴が泥だらけになった。　an alsabat lasl. 靴を脱いだ。
laslwis  ［被服］靴底　［レベル］３　rd;/「靴の裏」　23　【用例】　laslwis em fe
f{gins} 靴底が減る
lasllevn  ［医療］外反母趾、内反小趾　［レベル］４　19:靴病　［語法］　語源ど
おり、アルカでは通例外反母趾と内反小趾の両方を指す。
las las lis  ［娯楽］紫亞の手ちっちゃ　［レベル］１　rd:ridia;「手、手、ちっ
ちゃいね」　20:ridia　［文化］　紫亞が２歳ごろ、リディアが始めたあ
やし方。両握りこぶしを突き出させ、それを las las（おてておてて）
と言いながらにゃんにゃんと撫でる。一回目は上から撫で、二回目
は下から撫でる。そして lis（ちっちゃ）と言ってぎゅっと大人のパー
の手で握る遊び。紫亞が気に入ってきゃっきゃしていた。辞書登録
は遅れて 24年。
laslad  ［形容詞］手製の、ハンドメイドの　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

lasa  ［被服］手袋、グローブ、野球のミットやグローブ、ドレスグローブ　［レ
ベル］２　16:制 :las

lasinim  ［美容］手櫛、手ぐし、フィンガーブラシ　［動詞］yulに手ぐしを
入れる、手ぐしを入れる　［レベル］３　21　【用例】　kea xekt e lus o pose, 
liiza lasinimik imelnia lant. リーザはスカートの皺を伸ばすと襟元を
正し、美しいブロンドの髪に手櫛を入れた。
lason  ［建築］手摺、手すり、てすり　［レベル］３　14:制 :laszon（手の棒）
lasora  ［生物］手関節　rd;/　24

lasorahixsien  ［生物］手関節横紋　rd;/　24

lasol  ［普通動名詞］提出　［動詞］yulを aに提出する、提出する　［レベル］３
　rd;las/sool　23
lasolxaz  ［名詞］しめきり、締め切り、締切、締切り、〆切、〆切り、納期、
提出期限　［レベル］４　rd;/　23　【用例】　an daim van rafel t'alf im fis. 
lasolxaz tuul de kest ento an ar sen tu xi kolt ra im kest. 今日は数学
の宿題を止めよう。提出期限は明日でないので、明日家に帰ってか
らやればいい。　tal xink, tu de yet man lasolxaz tuul de kest. だが実際、
提出期限は明日ではないので問題ない。
lan  ［名詞］人、人間、霊人　［生物］霊人科、ユーマの一族　［レベル］２　
frf;lantis　13←古 :lantis（霊人）　lantis:lan:lu lan, la lan:sa,alt　［語法］　
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→ huuma　霊人科の動物。aten下の科であり、ユーマの一族と同義。
ヒト科の動物とよく似ている。大量のヴィードを扱うことができる
が、この特徴は rdまで。
lan(2)  ［法副詞］［rente］lax　［レベル］１　古 :lan。laap（希望）の女性形。男は
mal
lan(2),szd  lax　laap,f.l

lan,szd  fil　< lantis,fv.k

lan,ltk  女性不定冠詞　tun,lsdと laからの類推　［語法］　ltsでも場合に
よって使うことがある。l'akua → lan akuaのように。tiarenを参照のこ
と。
lan,alt  diia
lant  ［形容詞］美しい　［類義語］limi　［反意語］beim　［丁寧］おいしいの上
品な言い方：19だが、右記を見る限り、源流は古い様子　sert　［レベ
ル］２　14:制 :古 :lin（綺麗、美しい）ないし limi。　limi:limi:lim
i:kikilu,alt　【用例】　laz lant 美しい少女　fin xelt et lant, ridia et lant 
vein. 月は美しいが、リディアはもっと美しい。
lantse  ［生物］ヒト　［レベル］４　古　霊長目ヒト科の動物。アトラスにも
ほかの動物同様存在したが、病原菌などが原因で滅んだ。当時のファ
ルファニア人は「ユーマの一族に似ているが、低能で非倫理的で自
制心がなく、野蛮で汚く脆弱な存在」と酷評した。その文献が残さ
れているため、現代でもヒト科の存在が知られている。　一方、ア
トラス人は異世界ユマナの存在を知っているが、そこにいる人の姿
が分からないため、滅んだヒト科の動物を指す lantseで以って、ユマ
ナ人を名付けた。　|約 600万年前 |ヒトとチンパンジーが分化。猿
人の出現。直立二足歩行を始める |　|約 250万年前 |ヒトが石器を使
い始める。セルトは年に 1度北極近辺のフィーリア島で逢っていただ
けなので猿人との関わりはない |
lantsetats  ［生物］ヒト属　［レベル］５　20

lantsexite  ［生物］ヒト種　［レベル］５　20

lantsen  ［魔法］ホムンクルス、人造人間　sm;lantse.k　24

lantseern  ［生物］ヒト科　［レベル］５　20

lanta  ［娯楽］駒、パイ、牌、ドミノの駒　［名詞］キャラクター、キャラ、
登場人物　［言語］組数字に出てくるそれぞれの名詞　［医療］人格　［レベ
ル］３　16:制 :lantis　［語法］　＜役のウェイトによる呼称＞　主役 (losk)：
紗枝、紫苑　レギュラー (kalmi)：ランヴェム、詩姫　ゲスト (raska)：
アリス、アシュテ　イベントキャラ (sodi)：アーディン　脇役 (rext)：
アーディンの同僚、アルシアで紫苑に自転車を横取りされた少女　
　＜役の性質による呼称＞　一枚目 (xelt。バランスの取れた性能の
役、物語の進行役）：ローレシアの王子（ＤＱ２）　二枚目 (liifa。見
た目に華を添える役）：ムーンブルクの王女（ＤＱ２）　三枚目、ボ
ケ役 (piet。おどけ役）：サマルトリアの王子（ＤＱ２）　四枚目、悪
魔役（lins。物語を捻じ曲げる役）：アクタカ　　＜役どころによる
呼称＞　男主人公 (arsen)：静　女主人公 (aria)：紫苑　男副主人公
(ifel)：アルシェ　女副主人公 (kilti)：レイン　味方役 (kola)：ハイン
兵、アルヴェスク　敵役 (retl)：フェンゼル兵、イルミロク兵　ヒー
ル (amej)：詩姫、シャア＝アズナブル　ボス敵 (vienretl)：異性魔王
アシュ　裏ボス (arkalt)：エビルプリースト（ＤＱ４）　ラスボス (kaltis)：
デスピサロ（ＤＱ４）　大ボス (hyuxa)：エスターク（ＤＱ４）　中ボ
ス (benom)：キングレオ（ＤＱ４）　小ボス (galte)：ピサロのてさき
（ＤＱ４）　訳有ボス (vayu)：甲冑ヴァーナ、カイン（ＦＦ４）　　【用
例】　"tu eks, el nox vil 100 lan...ta olta el nox il iten soom alen metel 
tisee"「つまり、ソームからメテまで足しても 100人……じゃなくて
100種に届かないってことだ」：lanだと木星などの人間でないものも
入るので、とっさに lantaに変えた。lantaは通常人間だが、ゲームの駒
のように無生物を指す用法もある。
lantats  ［生物］霊人属　［レベル］４　19

lantati  ［名詞］美しさ　［レベル］３　22　【成句】　lantati e ladl 花鳥風月
lantaset  ［娯楽］プレイヤーキル　22

lantasetan  ［娯楽］プレイヤーキラー、ＰＫ　22

lantan  ［名詞］連鎖　［生物］食物連鎖　［レベル］３　19:lantniks

lantaniks  ［娯楽］将棋倒し、ドミノ　［レベル］３　19

lantahaal  ［数学］数列における数学的帰納法、数学的帰納法　［レベル］５
　19:seren:ドミノ倒しの手法で演繹していくことから。アルカでは
帰納とは呼ばない。　［文化］　＜地球でのアルカが数学に弱い理由＞
　　アルカの主幹はセレンなので、どうしてもセレンが苦手な分野
は手薄になる傾向にある。もともと女性向きな化粧や美容などは特
に弱い。手薄な分野に関しては他人の発言を聞いて幻日に転記した
り、幻英辞典から適宜流入するなどといった対処をしている。→ vet
ladan, 凡例　　数学も比較的手薄である。下手の横好きで、できたら
格好いいと思うのだが、まったくできない。苦手意識を持ったきっ
かけとなったのがこの lantahaalだ。　セレンが最初に数学的帰納法に
触れたのは、間接的にではあるが、中２のことであった。田舎の公
立中の授業があまりに退屈だったのでアルカやプログラムの内職を
する日々であったが、あるときプログラムの関係で数列を書いてい
て、奇数を足していくと整数の二乗に等しくなることに気付いた。
　例えば１＋３＋５＝９である。３回奇数を足したら、３の二乗に
なるというわけだ。１＋３＋５＋７のように４回足せば、４の二乗
の１６になる。　この現象を一般化すれば、１＋３＋５＋・・・＋
２ｎ－１＝ｎ２となる。これに気付いたとき、面白いと思う反面、
なぜこうなるのだろうと考えた。　　当時はゲームのプログラムで
ドット絵を扱っていた。ドット絵というのは縦横のブロックの集ま
りでキャラを表現する手法だ。その考え方に慣れていたため、以下
のような発想に至った。　　まず１回目は縦横１列の範囲にブロッ
クを置いていく。当然、置ける個数は下記のように１つだ。　　■
　　次に２回目。ブロックを置ける範囲は縦横２列に広がる。■の
右辺と下辺に這わせるように新たなブロックを置くと下図のように

なり、大きな正方形ができる。　　■□　□□　　これで合計４個。
足したのは□が３つだ。　　次に３回目。縦横３列のブロックを作
る。　　■□■　□□■　■■■　　合計９個。もともとあったの
が４個で、足したのが５個だ。ここまで来れば一般化できる。　ｎ
回目の場合、縦横ｎ列のブロックを作ることになる。ｎ－１回目ま
でにできたブロック群の右辺と下辺にブロックを足していけばいい。
　右辺に足すブロックの個数はｎ列目なのでｎ個。同じく下辺に足
すブロックもｎ個。しかしこれだと右下のブロックが重複するので
１つ分減らす。　つまり前回までにできていたブロックの周りに２
ｎ－１個だけブロックを置けばいい。すると縦横ｎ列の正方形がで
きあがる。当然その正方形の面積はｎの二乗だ。だから、１＋３＋
５＋・・・＋２ｎ－１＝ｎ２なのだ。　　こうして問題は解決した。
ところが疑問が残った。もしこの等式の右辺がｎの二乗のような単
純な項にならなかったらどうすればいいのだろう。正方形だから幾
何的に簡単に考えられた。もし幾何的に説明しづらい複雑な例なら
どのように対処すればよいのか。これを考えたが分からなかった。
　当時はネットもない時代だし、大型書店の存在を知ったのも中３
のことだった。図書館もろくなものがなく、調べる術はなかった。
　　結局疑問を風化させたまま高校に入り、やがて数学的帰納法に
出会った。そして「あぁ、あのときのブロックの話か」と思い出した。
　数学的帰納法は文系脳のセレンでも分かるほど言葉に置き換えや
すいドミノ倒しのような理論で、非常に面白かった。だが同時にこ
の瞬間、自分には数学のセンスがないことを強く自覚した。　なぜ
自分は応用の効く数学的帰納法を中２のあのとき編み出さなかった
のだろう。なぜ個別の例にしか対処できない幾何的な手法で思考停
止してしまったのだろう。愚かだ。　自己嫌悪に陥りながら、その
後メルに英語と日本語と古アルカ混じりで同じ問題を出題した。わ
ずか９歳ほどだったメルは大した時間もかけずに、中２のときのセ
レンと同じ解を出した。　だがその後彼女は「『ｎ回目が正しければ、
ｎの次の回も正しい』ということを証明できないかな？」と言い出
した。そして「それさえ証明できれば、あとはｎ＝１回目を手動で
計算すればいいんじゃない？そしたら楽できるよね」と述べた。そ
れはまさに数学的帰納法の考え方であった。そしてその考え方なら、
奇数の和算という個別事例以外にも対応できる。　この「楽できる
よね」の台詞にショックを受けたセレンは、それから数学に苦手意
識を強く持つようになった。自分には彼女のような合理的な手法が
思い浮かばなかったからだ。　「どうしてお前はそんなこと思いつけ
るの？」と聞いたところ、いつもどおりの返答が帰ってきた。すな
わち、「だって考えるの面倒くさいから。なるべくとっとと片付く方
法のほうがいいじゃん。そのほうが楽でしょ」だ。楽ができるもの
ならとっくにしているさ。単に俺の頭じゃそれが思いつかないんだ
よ――そう思った。　　＜アプリオリにおける命名の厳しさ＞　　
ところで数学的帰納法は lantahaalというわけだが、アルカでは帰納で
はなく演繹だ。　高校の頃、これが帰納だと聞いて違和感を覚えた。
むしろ演繹ではないかと。しかしネットもない時分、裏を取るのは
たぶんに面倒であった。結局リュウに問い合わせたところ、数学的
には演繹だと教わった。それでアルカでは現在でも数学的帰納法の
ことを帰納ではなく演繹に分類している。　アプリオリ言語の場合、
自然言語から単語を借りられない。それはつまり自然言語が持つ間
違いを借りることもできないということだ。　例えば有理数はｒａ
ｔｉｏｎａｌという英単語の誤訳が原因でできた単語だ。有比数が
正しい。もし数学的帰納法や有理数という日本語を元にアルカの単
語を創ったら、間違いを継承してしまう。それはアプリオリな造語
ではない。　もちろんアトラスの学者も間違える。アルカにも間違
いが元でできた単語があるべきだ。しかしそれが一々地球でできた
間違った単語と重複するのはおかしい。　つまり、アプリオリの人
工言語屋はあらゆる学問に広く浅く通じてなければならないという
わけだ。従ってひとつの単語を作るにも一々細かく裏を取り、内容
を理解した上で、さらに自分の異世界ではどのような時代にどのよ
うな語源で名付けられたかを考えねばならない。非常に骨の折れる
作業だ。　この件について後年愚痴ったセレンにメルはこう言った。
「世の中は甘くない。天才であっても努力しないで第一人者になれる
ことはない。そんな漫画のようなことは起こらない。そして逆にバ
カがどんなに努力しても第一人者にはなれず、所詮はマシなバカで
しかない。結局この厳しい現実において第一人者というのは、もと
もと頭の良い人間がさらに不断の努力をして掴み取る地位なのだ」
と。　またこうも言われた。「いつも言ってるとおり、お兄ちゃんは
メルが許せる最低限度のバカで、ギリギリ生きていてもいい境界線
にいるわけよ。だけどまぁ、人工世界を作っていくのに必要な広く
浅い知識と知性という面で見れば、及第点じゃない？」と。　アプ
リオリな命名より妹のほうが厳しい。
lanti  ［名詞］人事　［レベル］４　16:制 :lantis

lantis  ［名詞］ランティス、使徒、アシェットのメンバー　［名詞］使徒。
ljのミロク革命の体制側を表す言葉。メルを始めとするアヴァンシ
アンの幹部やリディアを始めとするパイロットのこと。　［名詞］有能
な部下、近しい部下、直属の部下　［シェルト］駒、コマ。テームス以外
の駒　［名詞］大学院生、院生　［名詞］１代＝２８年　［組み数字］２８　［レ
ベル］２　f;e 個体 ,f>個々のアテン ,fv>人間 ,frf>lan（人間）,lsl>使
徒 ,lss　古 :lantis（霊人）。lantse,lantsa,katar,liberal。元は霊人という意味
だったが、事実上これが適応されたのはラシェットのメンバーと少
しの例外だけだったため、ランティスというとラシェットのメンバー
とほぼ同義だった。今回は lanが霊人という意味なので重複するから、
これをラシェットのメンバーとした。単にラシェットのメンバーと
いうと katarで、アシェットのメンバーは lantisという区別を与えた。
　lantis:lantis:lu lantis, la lantis　［語法］　ルシーラとハルマを区別しない
言い方ともいえる。リディアからクミールまでの２８人を指す。
lantis,fv  aten　e

lantist  ［名詞］［形容詞］混血児、ハーフ、クォーター　［反意語］lever　［レベル］
３　19:ridia:arbaxelt:lantis/teeze（使徒風な）。使徒が全員混血児であっ
たことから。　［文化］　アルバザード人の大半がそうで、混血率が高く、
従ってアルバザード人は美人美男子が多い。　　・混血児は優れて
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いる　　日本とフランスを比較すると、美人率は大して変わらない
が、日本のブス率が圧倒的に高いことに気付く。日本は奇形なのか
と疑うような女が多い。　セレンは子供の頃からこのことを不思議
に思っていた。そして実際にフランスに行って日本より圧倒的にブ
スが少ないことを見て事実の存在を確認した。そしてなぜこうなの
かを考えた。　結果、日本が島国でフランスが地続きだからだろう
という結論に達した。知っての通り近親婚は奇形児の生まれる確率
が高い。だからたいていの国で近親相姦は禁止されている。ところ
が日本のような狭い、しかも村社会で山が多く移動しづらい国では、
狭い村や町の中で結婚しあうので、近親婚に近い状態が乱発する。
流動性の低い地域では似たような遺伝子を持った人間が集まること
になるので、近親婚に近い状況が形成される。結果、奇形児ではな
いもののそれの亜種のような子孫が生まれる。狭い地域で流動性が
ない環境で婚姻を繰り返していけば当然血が濃くなる。血が濃くな
れば近親婚に類似した状況になる。近親婚に奇形児が多いのであれ
ば、流動性の少ない地域の奇形児に近い――要するに醜形――が生
まれる確率も高まる。だから日本は平坦な地続きで流動性の高いヨー
ロッパに比べてブスが多いのだろう。――とセレンは小学校のころ
に考え、大人になってフランスに行って実感もした。　　セレンが
こう考えたのはアシェットの影響も大きい。アシェットのメンバー
はセレンもそうだが必ず混血児で、しかもリーザが美少年美少女を
好んだため、美人が多い。セレンは子供ながらに混血児は綺麗なん
だなと思うようになっていった。　猫を飼うようになって、犬や猫
も血統書付きの純血のほうが奇形みたいな形（ブルドッグやパグな
ど）が多い一方、雑種は無難に可愛いということを経験的に知って
いった。　なんで白人たちはわざわざ不細工な犬猫を品種改良して
ブリードしてきたんだろうとセレンは不思議に思った。中学でヨー
ロッパ人の純血至上主義を知り、純血が良いことだと思い込んでい
るのかという事実を知った。　　日本では混血児は希少価値もある
し綺麗でモテるが、ヨーロッパではウザい移民どもが持ち込んだ汚
い血くらいにしか考えていないので、純血のほうが尊ばれる。ブルー
ブラッドなどの慣用句に白人の純血主義がよく見て取れる。　セレ
ンは日本で育ったため見た目ではモテたが、リディアは同じ混血児
でもヨーロッパ住まいだったため、モテなかった。リディアは幼児
体型で可愛い顔で、日本なら間違い無くアイドルレベルだが、ヨー
ロッパでは人気のない見た目だ。　リディアは自分を拒絶してくる
相手を恨み、世界のどこに行っても外人扱いされるこの世を恨み、
その反動で自分が存在しても許される世界カルディアを創った。　
　セレンは子供の頃から白人の顔が嫌いで、特に女がケバくて気持
ち悪かった。美人と言われる女優やモデルを見ても化物が化粧をし
て更に化物になっている、なぜわざわざ濃い顔を無駄に更に濃くす
るのか、なぜわざわざブスになるメイクをするのか、と不思議だった。
　セレンには白人の美醜感覚が分からない。白人が愛でる女優はセ
レンにはケバい化物にしか映らない。恐らく白人の持つ白人至上主
義、純血至上主義が美醜感覚を狂わせているのだろうと考えた。　
本当に美しいのは犬猫の雑種と同じ混血児なのに、純血至上主義の
ヨーロッパではそれが認められず、白人コンプレックスのある日本
では逆に実力以上にハーフがもてはやされていて、どちらの評価も
間違っているだろうと考えた。　　セレンは黄色人の純血も白人の
純血もどちらも犬猫のブルドッグのような気持ち悪い奇形だと思っ
ている。一番美しいのは血が混ざり合った混血児、つまり雑種だと
考えている。（ただ、セレンは日本で育ったので個人的には東洋風の
見た目が好きなのだが）　要するに見た目が一番優れているのは混血
児だと思っている。　　見た目だけではない。そもそも混血児は父
母から様々な風土の免疫をもらっており、健康的にも有利だし、太
り過ぎの白人ほどでないし寸胴な日本人ほどでもなくちょうどいい
スタイルを持っているとも思っている。　つまり混血児は肉体的に
も優れていると思っている。　　・アルバザードにおける混血児　
　アルバザードはリディアのコンプレックスを映した鏡だ。リディ
アが考えた理想の国家だ。だから当然ヨーロッパと違ってセレンや
リディアのような雑種の混血児が美しく優れていると評価される。
ヨーロッパと違って白人至上主義も純血至上主義もない。　アルバ
ザード人は文化も人種も混ざって切磋琢磨したほうが良い物が出来
上がると考えており、自分たちの純血性をことさらに守ろうとしな
い。　こうなった神話的な理由としては、smで凪人に征服され凪人
との混血化が進んだことや、ルティア（シージア）の影響を古代か
ら受けてルティア人との混血が進んだことが挙げられる。　要する
にフランスなどと違って純血を守る以前に政府の上層部が異民族に
よって支配され混血化が進んだため、混血層のほうが現代に至るま
でに増えてしまい、純血層を上回ってしまったわけである。となれ
ばわざわざ自分たち混血児を自らディスる必要性はないわけで、当
然多くのアルバザード人は混血児が優性であると主張することにな
る。そういうわけでアルバザードでは純血よりしばしば混血のほう
が評価が高い。　だからアルバザードで美少女コンテストをすれば
リディアや紫亞のような混血児が有利になる。ただし歴史的にアル
バザードには黒人が入っていないので、同じ混血児でも黒人の混血
児は評価が低いし、黒人そのものも評価が低く、差別がある。　要
するにフランスと異なる歴史を持つ国で、アルバザードにおいては
混血児が社会の上層部に行き、かつ数も多かったため、混血児がも
てはやされているわけである。　だがそれはあくまで神話的な理由
であり、実際にはリディアが自らの理想の国家を築き上げるために
描いた設定でしかない。結局この世界はすべてリディアの溜飲を下
げ、彼女を幸せにするための物語にすぎないのだ。そしてセレンは
その世界を彼女ごと愛している。
lantis t'anver  ［歴史］ランティス・タンヴェル。　［レベル］４　22に
anverの成句欄から独立　［文化］　メル２６２年から２９５年までの
ファウスによるアルティス教徒迫害のこと。信者狩りが各地で行わ
れ、信者だと分かったものは収容所送りとなり、処刑された。拷問
による自供も行われ、拷問により無理やり自供させられ処刑台送り
になるケースも多く、社会全体が混沌とした。
lantiska  ［名詞］大学院　［レベル］４　19

lantismem  ［組み数字］ランティスサークル　［レベル］５　21　［文化］　rapalx

lantismelzkant  ［音楽］ランティスの子守り歌、ランティスの覚え歌、使
徒の子守り歌、使徒の覚え歌　［レベル］２　22　［文化］　mel 16ごろに作
られた使徒の覚え歌。22に作り直された。　　・歌詞　　ko ridia 
dia velm　ta ovi vio erva　vi kliiz lis satii　val gil gil teeve　
lin fulmiia ful beezel　kis ryuu dyu ilva　nol mel mel part　　
ten raldura ral velm　los zana zan erva　on paal pal satii　onko milf 
mik teeve　onta faava fav beezel　onvi ruuj ruj ilva　onval se
ren ser part　　onlin rava rav velm　onkis umtona tan erva　onn
ol liine lin satii　onten relezona rez teeve　onlos jiil jil be
ezel　taon lina din ilva　taonko eketone ket part　　taonta enna len 
velm　taonvi axx lax erva　taonval neene nen satii　taonlin pinena 
pin teeve　taonkis mat mat beezel　taonnol kunon kun ilva　taonten 
kmiir mir part　　luus et lantis
lantisrein  ［交通］ランティス線、使徒線　［レベル］４　22　［文化］　アルナ
市を走る地下鉄。２８本の環状線から成る。　７番目までは全長が
短すぎるため、単線となっている。同時に、止まる駅もポエン、カ
ルザス、ティクノ、コノーテのみである。
lantia  ［丁寧］［親族］ご息女、お嬢さん、お嬢様、ランティア　［レベル］２
　21:lant/miva（美しい子）　［文化］　laala　【用例】　"ilpasso e? lantia" お嬢
さん、大丈夫ですか。
lantia(2)  ［言語］［文字］ランティア書体、ランティア　［レベル］５　21:milf
:luxia→ hacm　［文化］　・概要　　幻京書体 スラブセリフ ミディアム 
スタンダード ローマン　フォント制作 seren arbazard　21年企画立
案、同完成　　・特徴　　tinaにセリフを付けたもの。曲線部には原
則セリフを付さず、直線部にのみセリフを付す。ただし大文字のうち、
高さ中央の左右に伸びた横線には付さない。また、デザイン上見づ
らくなるのを防ぐためにあえて付さない場合もある。線の太さを均
一に保つため、曲線部の先端を尖らせない。本文などに用いる。
lank  ［名詞］左　［形容詞］左の　［格詞］～の左に　［経済］借方　［数学］上何桁
などの上　［反意語］mik　［レベル］１　frf;lan/ker　19:lankor人の方向　e:
lank
lankxi  ［名詞］左後ろ　［レベル］２　20

lanksa  ［名詞］左前　［レベル］２　20

lankvano  ［アイテム］ホプロン　rd;/。左側にいる人間を守ることができ
ることから。　24　［文化］　zgの重装歩兵の集団戦闘で発明された。
lankmol  ［名詞］左下　［レベル］２　20

lankmenk  ［名詞］左回り　［類義語］almelkmenk　［反意語］mikmenk　［レベル］３　
20
lankhal  ［名詞］左上　［レベル］２　20

lankzet  ［経済］借方科目、借方　［レベル］６　19

lanklas  ［生物］左手　［レベル］２　19:sonohinoki

lanka  ［数学］整数　［レベル］４　19:lank/alx（小数点の左に来る数）
lanka(2)  ［魔法］呪禁術　alt　24

lankafel  ［数学］数論、整数論　［レベル］５　19

lanki  ［ジョブ］呪禁師　alt　24

lankins  ［生物］左目　［レベル］２　19:melidia alis

lanko  ［名詞］男の子、少年、ボーイ、青年、男子　［類義語］vik　［反意語］
reiyu　［レベル］２　古 :lantisから来ている。　［語法］　allazと almanaの総称。
lanken  ［接続詞］lank　［レベル］３　21

lanx  ［動詞］yulを信じる、yulは大丈夫だろうと心配しないで信頼する、
信じる、信頼する、信用する　［レベル］２　16:制 :lap

lanxante  ［電算］ランシャンテ　［魔法］通信魔法（但し al以前は anxante）　［レ
ベル］５　古 :al/anxanteから来ている　［語法］　anxanteは元々魔力で情報
を通信するものだったが、レイユの時代に開発された新型通信機が
anxanteの名になり、それまでの魔法は lanxanteと呼ばれるようになっ
た。
lanxite  ［生物］霊人種　［レベル］５　19

lanxel  ［政治］（都市の規模としての）町→ salai　［レベル］３　19:ridia:古
lan/xal（人がいる）→ lanxel
lanxel(2)  ［地名］ランシェル、ランシェルの森　［レベル］６　f;e　23　［文化］
　セルハノイの近くにある森。ユーマがサールのヴァルゾンから身
を隠すためにギルバートの森から移り住んだところ。ここでやがて
ドゥルガと会い、恋に落ちて一緒に生活するようになる。　後にア
ルドゥがエスタをフランディールから連れて家を建てて１６人の子
供を成す舞台ともなる。
lans  ［名詞］天使。人間を救済する存在。また、そのような人間。　［生物］
神科と魂科の総称。mirokから linsを抜いたものに等しい。　［類義語］
rzark　［反意語］lins　［レベル］２　古 :lans（善人、天使）← lantis（霊人）　［語
法］　アルカには神の遣いのようなイメージや語義はない。　寝てい
る子供を天使のようだと褒めるのはアルカでも同じ。
lans,szd  wast, lart　<> lan,szd

lans,hy  lins
lansklel  ［魔法］怪獣図鑑、ランスクレール　［レベル］５　rd:ryuu;lans,hy/kl
el→ dolmiyu　21　［文化］　dolmiyu

lanskern  ［ランドマーク］［芸術］ランスケルン美術館、天翼美術館　［レベル］４
　19:milf:天使の羽　［文化］　アシェットがミルフの出産祝いでアルナ
に建てた美術館。世界最大の美術館で、レイユにも残った。住所は
中央アルナ市コノーテ＝ミルフ通り。ミルフ通りの敷地を完全に占
有する。　フランスのルーブル美術館とオルセー美術館を足したよ
うな美術館。入場料は終日券のみで、一般１００ソルト、学生子供
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老人５０ソルト。ルーブルが８．５ユーロで約１０００円であること
を考えると、一般が４００円程度なので、かなり安いといえる。税
金から賄われるのと、そもそもフランス人がルーブルに行く数倍の
頻度でランスケルンに行くというのが理由。ルーブル同様、外国人
観光客も多数。　中が広いため、足湯が設置されている。自由に浸かっ
て休める。
lansxant  ［俗語］パンチラ　［類義語］xispkilp　［レベル］４　21

lansxiit  ［生物］うなじ、項、�、襟首、えりくび、首筋、うなぜ　［レベ
ル］３　rd;/「天使の誘惑」rdでセレンが女子のうなじを見て興奮し
てそのように名付けたことから。風呂上りの掻き上げた髪と授業中
の前に座っている女子のうなじが最強とのこと。　23
lansjior  ［生物］蕨陰兪、蕨陰愈　21

lanslil  ［化学］ビスマス　18:制
lansa,alt  diiaetek
lansasl  ［化学］アスピリン　［レベル］５　19　［文化］　lintasl

lansoda  ［交通］人身事故、対人事故　［レベル］５　rd;/　24

lansorseld  ［電算］高級言語　［レベル］６　19

lanse  ［政治］男爵、バロン　sm;lanser.k　24　［文化］　貴族の最下位。元武
将がなることが多かった。
lanser  ［軍事］武将、ランセ　［組み数字］２/３　［アクセント］lansEr　［レベル］３
　rd;lanser,szk < lans,szd　［文化］　vangar

lanvatai  ［経済］公害　［レベル］４　19:「人為的な害」　［文化］　「公害」など
と呼ぶと人間が引き起こしたものだという認識が薄れてしまいかね
ない。責任の重さと所在を明確にするために、「公害」などと呼ばず
に「人害」と呼んでいる。
lanvas  ［娯楽］ランヴァス、シャンチー　［レベル］６　20:lanta/vas（駒の戦い）
　［文化］　→ nayumel　歴史的にアルバザードでは知名度が低く、プレ
イヤーは少ない。しかし愛好家はリヴェルより高度であると評して
いる。影ながら優れたゲーム。　地球と逆で、ルティアの将棋が元
でできたゲーム。相手の駒を使わないものの、将棋から発展してい
るので駒の名前は両陣営で共通。　アルティルまでは将棋の駒と同
じ名称で士を hyuxaにし、兵を waltにしていたが、レイユでは将棋と
合わせてやる人間が増えたため、同じ名前で駒の能力が違うと混乱
するということで、改名された。　帥・将 (daiz)、仕・士 (hardian)、 相・
象 (baltir)、馬 (gilvan)、俥・車 (nalmi)、炮・砲 (matis)、兵・卒 (wetta)。
lanvem  ［人名］ランヴェム　［組み数字］９/１１　［レベル］３　古 :ridia:lan（人）
/vem（闇、邪）　［文化］　アルシアの９番目。闇の魔法の大成者。女性。
lanvem(2)  ［死神］ランヴェム　18:seren:モデルはユーアとラルドゥラと
ラヴァ。　［文化］　ヴェルギナの元腹心。夢喰種だが、紗枝の付き人
をしている。無口で背の高い美青年。年は二十代後半。戦闘力の低
い紗枝を助けて戦う。
lanvemo  ［名詞］人影、人陰。人影と人陰の違いはない。　［レベル］３　
rd;/　23　［語法］　vemo

lanfab  ［環境］人口爆発　［レベル］５　19

lanfiole  ［アイテム］ランフィオーレ、血染めの乙女　［伝統色］マゼンダ、
マジェンダ。槍に付いた鮮血の色。鉄色の槍と相まって薄く見える。
　［アクセント］lanfiOle　［レベル］５　szk;lan,szd/fiole,szd　21　［文化］　天馬
騎士の長槍。アヴァンシアンの一種。4～ 5 eluaの長さで、柄は細
身。刃には返しがついており、抜きづらい。また、突き刺し強度が
高い。　鉄製だが、乙女が使うため細身。ゆえに横から打たれると
曲がりやすい。しかし急降下して刺すため、敵は横から打つ暇がな
い。　金属製な上に長いので極めて重い。ゆえに移動中は天馬の右
腹に付けた逆さフックに乗せておく。手に持つ部分には寒さ防止の
布を巻く。また、手袋を嵌めて握る。　槍を放つ前は中腹を持つが、
放つ際は手を滑らせて柄尻を持ち、リーチを稼ぐ。急降下している
ので重力に任せればよく、柄尻を持ってもほとんど重さを感じない。
これが通常の馬ならば重力を味方にできないため、このような金属
製の長槍を乙女が持つことはできない。　ランフィオーレは重力に
よる加速度がつくため、その威力は絶大である。その代わりこのよ
うな長い槍を上から下向きに放つということは、確実に槍は地面に
刺さってしまう。しかしこれはあえてそうしており、貫通した槍が
地面に強烈に刺し込まれることで、敵は身動きが取れなくなる。こ
のことからもランフィオーレがアヴァンシアンであることが分かる。
　通常ランフィオーレを放つ際は、まずエリュンディテが減速して
最後列に付く。同時にサヴァンジェが急降下して敵に槍を放つ。一
方トリコメロールは急降下せずにサヴァンジェの前を通過し、イン
メルマンターンをして急降下し、敵の背後から槍を放つ。それと入
れ替わりで後列に控えていたエリュンディテが敵の前方から急降下
し、槍を放つ。右サヴァンジェは左に放ち、左サヴァンジェは右に
放つ。トリコメロールも同様。エリュンディテは右手で敵の正面を
刺し、馬は敵の右側を駆け抜ける。このようにすることで、５つの
角度から槍が刺さり、地面にも刺さることで槍の牢獄を築く。そし
てこの突き方をそのまま sanjelikaという。
lanfiole(2)  ［軍事］ランフィオーレ　［アクセント］lanfiOle　［レベル］３　21　［文
化］　alで結成された反政府組織。腐敗した力無きユティア朝による独
裁政権を転覆させ、世を改めることが目的。ハト派のフェンゼル＝
アルサールが指導者を務めていたが、フェンゼル＝アルサールの乱
以降はタカ派のヴァイン＝カンヅェルが指導者となった。
lanfont  ［交通］歩道　［レベル］３　19:melidia alis　［語法］　中央を yamefo
nt、左右両脇を zamfontという。
lanmel  ［歴史］人代。アズゲル以降の総称　［レベル］４　rd;/　19　［語法］　
→ feme　artmelと flammelに分かれる。
land  ［動詞］yulを期待する、期待する、楽しみに待つ、yulが待ち遠し
い、yulはまだかな、yulを信頼して期待する、待ち遠しい　［名詞］期
待、希望、望み　［形容詞］期待された、待ち望まれた、歓待された　

［反意語］diver　［レベル］２　14:制 :恣意　【用例】　tee, tyu land fonl la alk 
tyu siina. 彼が手伝ってくれるなんて期待しちゃダメよ。　non land 
nan akt la. 彼に会うのを楽しみにしている。　an land nos ar sil saez
on kinel. スキーに行くのが待ちきれない。
land(2)  ［生物］［医療］基準点、ランドマーク。骨や筋肉や関節など、取穴
の際の目印となる部分。　szl;anda,fv.l（基準）　24
landxad  ［名詞］甲斐、かい、やり甲斐、やりがい　［レベル］４　rd;/「期
待される値打ち」　24　［語法］　「期待できるだけの値うち」としての甲
斐。生きがいややりがいなどの甲斐。ただし生きがいは livreks。　【用
例】　tu fas til landxad tuval. この仕事は十分やり甲斐がある。
landdaz  ［形容詞］希望のある、希望に満ちた　［レベル］３　19

landi  ［魔物］ランディ（雷獅獣）：第五十三天：雷の風天　［レベル］５
　古 :ridia　［文化］　翼の生えたライオン。火を吐き。雷で敵を焼く。
ひとたび跳躍すれば羽を使わずとも４０メルフィを飛びこえ、跳躍
の頂点は１２メルフィにも達する。神速の持ち主でもあり、時速は
８０コットメルフィにも達するという。その雄たけびは聞く者を動
けなくさせる。　【成句】　ins e landi 虎視眈々
lang  ［法律］権利　［法律］人権← lanlang　［レベル］３　19:制 :lank

langxiv  ［経済］ストライキ、スト　［動詞］yulを onについてストさせる、
ストする　［レベル］３　22:「権利の声」
langvask  ［政治］人権侵害　［レベル］４　19

langbyui  ［政治］基本的人権の尊重　［レベル］４　19　［文化］　ナディアで
確立。
langakn  ［政治］人権思想　［レベル］４　19

langaxe  ［政治］人権団体　［レベル］５　19:ilmus:ridia

langart  ［経済］人件費　［レベル］４　19　［文化］　ＰＬでは販売費及び一般
管理費に含まれる。
langekka  ［名詞］人ごみ、人混み、人込み、人ゴミ、ひとごみ　［レベル］３
　21
lanpame  ［交通］人力車　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:元々馬車だったも
のがミロク革命で馬車が道路に入れなくなったため、馬車を改造し
て人力で漕ぐようになったことから、pameに lanがついた。　［文化］　
waam
lanpit  ［生物］人種　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　＜歴史的観点
での人種＞　人類は神から分化したため、人種的特徴は神々を引き
継いでいる。　エルトは白い肌に白人系の彫りの深い顔をしていた。
金髪碧眼で体格は華奢。　サールは黄色い肌に東洋系の薄い顔をし
ていた。黒髪黒目で体は細く、寸胴の幼児体系。　ユーマは両者の
特徴を受け継ぎ、亜麻色の髪に白めの肌をしていた。目は右目が青
で、左目が緑。　　アルドゥはドゥルガを受け継いで金髪碧眼の白
人系美青年。　エスタはヴィーネを受け継いで黒髪茶目の東洋系美
少女。　第三世代はいずれも彼らを混ぜたもので、諸特徴が混ざり
合った。　むろん、組み合わせによってはエルト系の白人要素しか
ほとんど持たないものや、その逆もいた。　これが人類の始祖（ガ
ルヴェーユ人）となる。地球でいえば白人と黄色人種と彼らの混合
から人類がスタートすることになる。　　ガルヴェーユ人は肌や体
格の特徴でアーデュ（白人）、エティール（黄色人種）、それらの混
合であるユミール（メスティーソ）に分けられた。　ただ、白人と
いっても地球にいるコーカソイドらとはかなり異なる。　肌が白く
髪と目が薄いのは同じだが、ガルヴェーユ人はコーカソイドほどは
彫りが深くなく、体格は華奢。筋肉は細く弱く、身長も低い。　白
人はしばしば顎が割れたり毛が濃かったりするが、ガルヴェーユ人
はいずれもそのような特徴を持たない。　また、アメリカ人などに
比べて口が少し小さい。女性の胸は黄色人種より大きいが、コーカ
ソイドほどではない。　　黄色人種も同様に、モンゴロイドとはか
なり異なる。　肌は黄色く髪と目は濃いが、ガルヴェーユ人の目は
くりっとして大きく、二重が多い。　体形は子供っぽいが太りにく
く、鼻は日本人よりわずかに高い。女性の胸は小さく、日本人と同
じ程度。　体格は白人より小さく、筋肉は弱い。　　ガルヴェーユ
人：ユーマの一族第三世代からガルヴェーユを追放されるまでの世
代　→シフェル人、マレット人　　ここから遺伝スパンが早くなり、
環境も変わるため、各民族は環境に合わせて身体的特徴を変えてい
く。　　シフェル人：ガルヴェーユ追放でファベルや南アルカット
へ移った人種。比較的エルトの血が濃く、白人系。　→リュディア
人、ファルファニア人　　マレット人：ガルヴェーユ追放でファベ
ル南西部やサヴィアへ移った人種。比較的サールの血が濃く、黄色
系。　→ファベル人、シージア人　　リュディア人：85万年にアン
シャル南部に建国。95万年にレスティルを建国。98万年で神に土地
を奪われて四散。ガルヴェーユ人よりも黒髪黒目の頻度が多く、肌
も濃い。現アルバザード人のルーツ。神に追放された以外はファル
ファニア人にしか負けたことがなく、後はヴァステが起ころうがラ
ヴァスが起ころうが生き延び続けた最も苦労人な民族。苦労した分
強いのか、現在ではアルバザード人として世界を支配している。　
→ルカリア人、アルディアル人、スカルディア人、ミュール人　　
ファルファニア人：ファベルの土地に適応して、10万年かけて地球
でいう黒人になっていった。肌が黒く鼻が低く彫りが深く、筋肉が
強く、唇が厚い。95万年で falfaniaを建国。しばらく住んでいたが、
vasteで悪魔の攻撃を受けて farfaniaに撤退。その後レスティル人に
falfaniaを奪還され、現代まで北ファベルに住み続ける。リュディア
人を追いやった歴史があるため、リュディア人の子孫であるアルバ
ザード人は未だに彼らに冷たい。　　ファベル人：地球から考える
と彼らが黒人に見えるが、実際はインディアンに近い人種。黄色人
を黒くしたような見た目で、インディアンやポリネシアンなどに見
える。　　シージア人：後にルティア人などになる民族。東洋系の
顔立ちで、風土に合わせて白くなり、髪も徐々に色が薄くなっていっ
た。特に現リーゼルやユピトールではその傾向が濃い。　→ルティ
ア人、リーゼル人、リディア人、ハノイ人、ケヴェア人、ハーディ
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アン人　　ルカリア人：神と交代でルカリアに住んだ民族。色素が
薄く、背が高い。　→トール人、フレティス人　　アルディアル人：
現東方人。髪が黄色く、背が高い。　→サルディアン人　　スカルディ
ア人：現魔方人。特徴はミュール人と同じ。　→メディアン人　　
ミュール人：いわゆるアラブ人のような茶色人種。　　ルティア人：
シージアから移住しなかった人々のうち、南側に住んでいた人々。
大人しく小柄で、肌は白いが髪は黒い。　　リーゼル人：シージア
から移住しなかった人々のうち、北側に住んでいた人々。孤独を愛し、
人と関わるのが嫌いで、色素が薄い。口数がさらに少ない。見た目
はフィンランド人に、静かなところはスウェーデン人に似ている。
　　リディア人：シージアから南下した人々。比較的エルト系の血
が多く集まった地域で、見た目はアジア人とヨーロッパ人の混合に
近い。リディア国北側に集中。　　ハノイ人：リディア人の南に住
んでいた人々。インディアンや東南アジアの人間に似ている。リディ
ア国南側からサヴィア南端までに分布。背が小さい。　→カルセー
ル人　　ケヴェア人：サヴィアからケヴェアに渡った人々。アズゲ
ルで一部はさらにアデントに渡り、アデント人に分派する。インディ
アンを黒くしたようで、ポリネシア人に似ている。　→アデント人
　　ハーディアン人：シージアから分派して西に移動した民族。サー
ル系の血が濃く、顔は扁平で鼻が低い。日本人ほど顔は大きくないが、
顔のパーツは日本人同様小さい。体格は非常に小さく、女性は外国
では子供に間違えられる。顔は薄く幼げで、男女の区別があまりつ
かない。几帳面で細かい作業に強く、リーゼル人同様内向的。　　
トール人：ルカリア南部の人間が中心となり、そこにレスティルに
少数住んでいた人間が混ざったもの。現アルバザード人とケートイ
ア人。　　フレティス人：ルカリア北部の人々。トール人より背が
高い。　　サルディアン人：アルディアルから分派して東へ移動し
た民族。長身で色が薄いのは同じだが、横に大きく太りやすくがた
いがいい。ただし若いころは細い。結婚したころから急激に太る。
セレーナにいるのは地理的に少し離れたアルディアル人。　　メディ
アン人：スカルディアから分派して東へ移動した民族。茶色人種で、
アラブ人のような見た目だが、メディアンの湿潤な気候に合わせ、
顔がやや扁平で鼻が横に広い。東メディアンはマレットとの混血も
多い。　　カルセール人：ハノイ人のうちサヴィア西岸に住んでい
た民族とリディア人の混合からなる民族がハーディアンを通過して
住み着いたもの。従ってハーディアン人とは別系統であるが、移住
後はハーディアン、メディアン、サルディーン、アルディアル、ス
カルディアなどと混血が進んだ。神代およびアズゲルのころは最も
混血が進んだ人種で、文化的にも混血が進んだ。集落同士の文化の
違いが大きくなり、内乱が常に絶えなかった。元はマレット系の東
洋魔法を使っていたが、時が経つとともに西洋魔法にシフトしていっ
た。　　アデント人：アズゲルでアデントに渡って分派したケヴェ
ア人。さらにここからミュオネイトやオプクリアを渡って南ファベ
ルに入ったミュリア人に分派する。肌が赤く、赤色人種と言われる。
アボリジニに相当。　→ミュリア人　　ミュリア人：アズゲルでア
デントからミュオネイトなどを通って南ファベルに入った人々。ファ
ベル中央に近付くほどケヴェア人と同じく肌が黒いが、子供は黒く
ない。赤い肌をして生まれてくる。ファベル大陸南部は大人もアデ
ント人の特徴を残して肌が赤い。最南端は非常に寒いため、いずれ
白人化するだろう。アズゲルの終わりから現在まで、つまりこの人
種ができてからわずか 2000年ほどなので、まだ遺伝子が環境に適応
していない。　　　ガルヴェーユ人　├シフェル人　│├リュディ
ア人　││├ルカリア人　│││├トール人　│││└フレティス
人　││├アルディアル人　│││└サルディアン人　││├スカ
ルディア人　│││└メディアン人　││└ミュール人　│└ファ
ルファニア人　└マレット人　□├ファベル人　□└シージア人　
□□├ルティア人　□□├リーゼル人　□□├リディア人　□□├
ハノイ人　□□│└カルセール人　□□├ケヴェア人　□□│└ア
デント人　□□│□└ミュリア人　□□└ハーディアン人　　＜神
に近い民族は？＞　歴史的変遷を見ればわかるとおり、メルティア
８５万年でガルヴェーユを追い出されてからというもの、人類は環
境の変化に適応して形質を変えてきた。言い換えれば、最もガル
ヴェーユからの移動距離の短い民族が最もガルヴェーユ人のままの
形質を残していることになる。この観点で見ればリュディア人が最
も始祖および神々に近い。時代が下ると中でも北に移ったルカリア
人が、神に近しいとされて異形の能力を買われたレスティル人が近
い。そしてさらに時代がくだると彼らの混合したトール人が最も近
いといえる。アルバザード人のアルカが最も神の第二アルカに近かっ
たことが頷ける。　＜現代における人種＞　　アルバザードは世界
一の大国であるがゆえに様々な人種が混じっている。土着の民族は
肌が白く目と髪の色が薄い人種である。だがアルバザードは地続き
なため、交通事情がよくなるにつれ、移民が増えてきた。カコにも
外国人はいたし、rdでは使徒のほとんどはアルバザード人ではない。
もっとも rdの場合、使徒に特別外国人が多かっただけだが。　　流
入した民族は世界中からといっても傾向はある。ルティアやメテと
いった大国のほうが交通事情が良く、情報網も広い。ゆえに大国の
敬虔な信者ほどアルバザードに移住しやすかった。ファベルやケヴェ
アは小国が多く、ここからの移民は少なかった　　ルティアやメテ、
或いはアルカットの主要国に住んでいる人種は黄色か白人かである。
黒人は少ない。黒人はファベルやケヴェアに多い。ゆえにアルバザー
ドには白人と黄色人種が多くなった　　アルティスの発足以降、敬
虔な信者は敬虔な信者同士で結婚することが多かった。言語がアル
カで統一され、まして宗教的な繋がりもあったため、異なる人種間
での結婚が当然視され、珍しくもなかった。そうして生まれたのが
混血児である。アルティルから混血児の数が急増した。　　アルバ
ザードにはたくさんの混血児が生まれ、土着民族の割合は減っていっ
た。民族の純粋性は減っていったが、民族より宗教と言語のほうが
重みがあった。そのため、民族の純粋性が減ることに大きな抵抗は
なかった。そしてミロクが民族の純粋性よりも敬虔さのほうを重視
したことにより、事態に拍車がかかった　　ここからも分かるだろ
うが、現在の地球ほど人種差別は酷くなかった。人種が違うことは
視覚的にすぐ分かる。自分にとって異様なものを排他しようとする

気持ちは防衛本能と関わっており、生物として正当な反応である。
だから人種差別は起こるべくして起こる　　だが、起こることが自
然だからといってそれが正しく許されるとは限らない。人種差別は
起こるべくして起こる。しかし、それを社会的に或いは理性的に止
めようとする必要がある。人種差別は争いを生むが、争いはできる
だけ避けるほうがより安全に生きられるからである　　というわけ
でアルバザードにも必然的に起こるであろう人種差別をミロクは阻
止しなければならなかった。そこでミロクが考えたことは人種差別
をしないように無理やり人の心を押し付けることではなかった　　
法で決めれば確かにある程度は押さえられるだろう。では、法で違
反と決めるより合理的な方法があったらどうするだろう。勿論それ
を選ぶ。さて、それはどのような方法か　　答えは、人種の違いが
そもそも大したことでないと思わせるということである。人種が違っ
ても何も感じなければそもそも差別意識が生まれない。差別も起こ
りようがない。では、人種の違いをどう大したことでないと感じさ
せるようにするか　　これは喧嘩を止めさせるのと似ている。夫婦
喧嘩をしているときに第三者が割って入り、奥さんを非難したとす
る。すると大抵夫は関係ないこの赤の他人に怒りを覚えて排他しよ
うとする。「なんだあんたは、関係ないだろ、ひっこんでろ」――こ
れが相場であろう　　それでもこの他人がお構いなしに妻を非難し
だしたらどうか。もし夫が逆上して殴りかかったりしないかぎり、
大抵夫は妻を擁護する側に回るだろう　　夫にとって妻は喧嘩相手
である。つまり敵である。だが、ここに赤の他人というより大きな
敵が現れた。すると夫はとりあえず小さな敵とは争わず、大きな敵
と争うようになる。一時的に小さな敵とは休戦する　　これは喧嘩
だけでなく、抗争や、はては戦争にまで通用する普遍的な理屈である。
もし冷戦時に宇宙人が地球を侵略しにきたらアメリカとロシアは冷
戦を休戦しただろう。人間同士で争っている場合ではなくなったの
だから　　この理屈は人種差別にもいえる。人種問題という項目が
発生している渦中により大きな項目を入れるというわけである。こ
うすると人の関心は大きなほうに向く。つまり、その大きなほうが
フィギュアと認知され、今までフィギュアと見えていたものがグラ
ウンドとして認知されるようになる　　具体的にいうと、ミロクは
人種問題という項目の中に言語や宗教を投げ入れたわけである。ミ
ロク革命の際は大局的に言ってミロクに従おうとする人間と逆らお
うとする人間に分かれた。前者はアルカを保持しようとし、敬虔な
信者になろうとした。後者はその逆である　　前者と後者はまるで
性質が逆なので、諍いが耐えなかった。ミロクは全面的に前者の味
方をしたので、前者は錦の御旗を掲げて後者を排他しようとしていっ
た。つまり、前者が後者を差別しだしたわけである　　こうなると
前者同士の連帯感が高まる。後者を差別することによって前者内部
の連帯感は強まる。前者と後者を分ける条件は主に言語と宗教であっ
た。そこに人種はない。こうして後者の差別が強くなるほど、人種
問題はぼやかされていった。これがミロクの狙いである　　もし前
者と後者の間に対立が起こらなかったら恐らく移住してきた異民族
と土着の民族間での攻防に至っただろう。ところがミロクは意図的
に言語と宗教でグループを作って対立させ、人種問題を眩ませた　
　ミロクは差別は人間の防衛本能によるもので、起こることは必至
と考えた。それを法で規制しても遵守させるのは難しい　　一方、
強姦を禁止することは遵守させた。これは欲求を法で規制すること
である　　このことからも、ミロクは欲求を抑えることより、防衛
本能を抑えるほうが難しいと考えていたといえる　　防衛本能は抑
えがたいのだとすれば、無理に抑えるのではなく、防衛本能をそも
そも起こさせないようにしようとするのが得策である。だからミロ
クは上で述べたような戦略をとった。この戦略はミロクの「アルティ
スの世を作る」ということに矛盾しないため、ミロクにとっては幸
運でもあった
lanpitspat  ［名詞］人種差別　３19:ridia:arbaxelt

lanhac  ［言語］顔文字　［レベル］３　19　［語法］　幻字を使って人の特徴を
表した絵のこと。日本語は感情を表すために顔文字を使うが、人種
の多いアルバザードでは人の外見の特徴を表わすことに特化してい
る。また、感情は文末純詞で日本語以上に細かく表せるため、感情
系の顔文字の需要があまりない。　aで目を示す。　iか 2で鼻を示す。
iは黄色人、2は白人。　sは長髪非ストレート、lは長髪ストレート、
uは短髪を示す。　髪の位置が顔の右に来ると、その顔文字人間の左
側の頬が見えていることになるから、観察者から見て右に相手が立
つことになる。右に立つのは男と決まっているので、髪の位置で性
別が分かる。　*で美人を示す。くりっとした眼のこと。　　例　
saia 黄色人の女　aias 黄色人の男　sa2a 白人の女　lai* 黄色人の美人
で髪がストレート　uaia 短髪の黄色人の女　　面白いことに、これ
らは単語として読むことができる。サイア、アイアス、サター、ライラ、
ウアイアのように、言葉遊びができる。
lanj  ［歴史］ランジュ、転生期、転生の詠、てんせいのうた　［レベル］３
　19:ilmus:ridia:lantis/injin（使徒の転生）。世界は創世の詩に始ま
り転生の詠に終わる。　［文化］　アレイユの後。使徒が転生する時代。
lanje  ［人名］ランジェ　20　［文化］　(yuuma 6137:6722(6321:6722))カコ前期
のレスティル女王。　yuuma 6137 イヴィル、遠征先の anjeで娘誕生
の報を聞き、lanjeと名付ける 　yuuma 6714 アゼリアの進言を受け
てランジェは神魔混合（ミレムジール）を行い、artiliaと iskanteを
ariskante教に統合。旧宗教のうち統合反対派から激しい反対を受ける 
lanje(2)  ［軍事］［工学］パイロット、運転手、操作手、ランジェ　［レベル］
３　sm;lan/anjel「アンジェルに乗る人」　23
lanla  ［名詞］おばさん、オバサン　［類義語］lanlan　［反意語］tette　［レベル］２
　古 :laala（母）から。
lanlan  ［名詞］おばちゃん、おばさん　［類義語］lanla　［反意語］tetten　［レベル］
２　20:lanla/n
lanlanta  ［娯楽］プレイヤーキャラクター、ＰＣ　［レベル］５　22:「人が操
作するキャラ」
lanlang  ［政治］人権→ lang　［レベル］４　19
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lana  ［格詞］～するために、～をめぐって　［動詞］yulを狙う、狙う、ね
らう、目指す。弓矢や拳銃などで。また、目標のような抽象名詞を
狙うときにも使う。　［名詞］目標、目的、目当ての相手、相手　［名詞］
的、まと、マト→ alve　［名詞］ゴール→ tokka　［レベル］１　rd　16:制 :希
望。zanは７を表すようになったため。　［語法］　＜ lanaと fiina＞　
どちらも「～のために」と訳すときがある。fiinaは相手に利益が生
じる際に使う。lanaはそうでないときに使う。　an labat fiina xite（家
族のために働いた）。この場合は家族に利益が生じるので fiinaを使
う。an felat lana tas（試験のために勉強した）。この場合、試験に利益
は生じない。試験は合格するための目標であるから lanaを使う。　【用
例】　ti lana to? 何が狙いなの？　tee, leu vas axel lana non! 私を巡っ
て争うのはお止めになって！　ema lana fan rak kalte le twa kor dye. 
あんたのいくところのその先だよ。
lanak  ［軍事］照準、狙い、ねらい　［軍事］照準器、スコープ　［レベル］６　
rd;lana/kon　24
lanaka  ［名詞］目的地　［レベル］３　20

lanalx  ［環境］人口　［レベル］３　19:ilmus:ridia　［文化］　イルムス参照
lanalxyet  ［環境］人口問題　［レベル］４　19

lanaliifa  ［娯楽］ラナリーファ　21　［文化］　『セイントセイヤ』に相当す
るアニメ。
lanaanda  ［経済］節目　22

lanaen  ［接続詞］lana。～するための。→ len　［レベル］３　21

lanos  ［代詞］彼自身、彼女自身　［反意語］lunos　［レベル］２　rd;/　23

lanon  ［親族］どら娘　［レベル］２　19:ridia:lant/non（綺麗だった頃の私）
lanet  ［名詞］人間性、人間らしさ　［類義語］tans　［レベル］４　rd;lan/et　24　［語
法］　tansは人徳としての人間性。lanetは機械や動物と人間を区別する
ための人間らしさのこと。　［文化］　telx　【用例】　la til lanet ran. 彼は
しっかりした人間性を持っている。機械的な人間や動物的な人間で
ないという意味。アルバザードでは重要→ telx
lav  ［形容詞］うるさい、騒がしい、やかましい　［反意語］seer　［名詞］騒音　［レ
ベル］２　13:制
lavset  ［名詞］防音　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

lavfo  ［名詞］騒音　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

lava  ［政治］外交、国交　［レベル］３　15:制 :sorn:lavt

lavan  ［政治］外交官　［レベル］４　20

lavand  ［植物］diaik　［組み数字］４/９　［レベル］４　szl　21

lavandia  ［名詞］綺夢祭、ラヴァンディア　［レベル］５　21　［文化］　アルナ
大のディアセルの学園祭。聖人 ridia lutiaに敬意を払い、彼女及び
この時期を象徴する桃の名になっている。
lavaarnon  ［政治］外務省　［レベル］４　19:ilmus:ridia

laven  ［地名］ラヴェンの滝　［経済］１０００ソルト札　［レベル］２　21:rid
ia　［文化］　klement, anfan

laf  ［動詞］yulを aに貸す、貸す、貸し出す、貸しだす　［類義語］staig　［反
意語］rip　［レベル］２　17:seren:klel:恣意
laf,ly  lyu　><af

laft  ［形容詞］上品な、優雅な　［反意語］belea　［レベル］２　13:制 :古 :luftan
（上品）。｢ふわっとスカートがなびくようにする｣が原義。　【用例】　［メ
タファー］laft yun kmiir クミールのように優雅な
laftkant  ［形容詞］育ちの良い　［レベル］４　rd;/　24

lafka  ［料理］タジン　［レベル］３　22:lafkao　［文化］　vlでヴェマ北西部から
輸入。
lafkao  ［魔物］ラフカオ（乾壺）：第八十三天：利の陽天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:古 laap/kao（渇望する壺）　［文化］　憑族。空になっ
た壺に憑依する。水をくれ、水をくれと要求してくる。満たしてや
ると今度は血をくれ、血をくれと言いながら相手を丸飲みにする。
要求を無視して割ろうとすると襲ってくるが、倒すと中から砂金が
出てくる。
lafdae  ［経済］貸倒引当金　［レベル］５　19

lafrip  ［経済］貸借、貸し借り　［レベル］３　19

lafrei  ［親族］［丁寧］夫、旦那さん、だんなさん、ご主人　［類義語］amir　［反
意語］lamiina　［アクセント］lafrEi　［レベル］２　20:「あの剣」→「あなたの
剣（守ってくれる人）」　［語法］　lamiina

lafin  ［名詞］ハンカチ　［レベル］３　19:melidia alis:las/fip/n（手＋拭く
＋指小辞）　［文化］　手や体を拭くのに使う。湿気が少なく汗をかく機
会は少ないので、携帯はしない。しかし女子は携帯することが多い。
鼻をかむのはＮＧ。それにはティッシュを使う。　【用例】　non metat la
fin di it atu. 私はここからたくさんのハンカチを落とした。
lafon  ［交通］大きな横道　［レベル］３　19:lantis/font　［語法］　大通りに対
して交差する道のうち、メインと呼べるほど大きなもの。ランティ
ス通りに当たる。日本では京都の○条に対する○○通りなどが lafon
に当たる。
lam  ［形容詞］はじめて、初めて　［形容詞］最初の、一番目の　［反意語］veer　［レ
ベル］１　f;e　制 :lim（最後）:古 :limeer（初めて）　lam:lam:lam　【用例】
　txo lam はじめてのチュウ
lamkook  ［電算］デフォルト、デフォ、初期状態、ディフォ　［レベル］３　
20
lamsae  ［気象］初雪　［レベル］３　19　【用例】　an land lamsae. 初雪を待ってい
る。　non pinat al altian yul nanna akt sil axel im lamsae. 初雪の日に
会う約束をボーイフレンドとした。　lamsae lunak im tu faar. 今朝初
雪が降った。　non nat nau mil inik lamsae. 初雪が見れて嬉しかっ

た。　lamsae lunator milmel. 初雪が舞い降りていた。　non helat amal
is rat o sid mifel mil lamsae. 初雪を見て古き良き時代を思い出した。
　non kapat a semaim im sak lamsae. 初雪を見て友達に電話をした。　tu 
em sil sort romel man lamsae lunak. 初雪が降ったのでぐっと寒くなる
だろう。
lamvort  ［名詞］ランヴォルト、初柩　［レベル］３　21:lam/anvort　［文化］　
→ anvort, yulius　第一祠徒ユリウスによる襲撃及びそれによる破壊
と災厄のこと。
lamgart  ［経済］始値　［レベル］５　22

lamgil  ［経済］元本、元金　［レベル］４　20

lamp  ［動詞］yulを a（役職など）に募集する、募集する　［普通動名詞］募集　［レ
ベル］３　14:制 :lap（望む）
lampons  ［運動］ファーストサーブ　rd;/　23

lamb  ［動物］蟻　［政治］たむろす小者、野党　［名詞］団体行動で同じ事を
する人　［レベル］２　13:制 :lakta:lamp　【成句】　hao lamb si seles, tal til liv
ro 確かに蟻にセレスはない。しかし命はあるのだ：一寸の虫にも五
分の魂
lambxin  ［法律］街屯禁止法　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt　［文化］　公共の
場所でガラ悪くたむろしてはいけないという法律。チーマーや暴走
族や暴徒に適応されるだけなので、スポーツをするなど健全な集ま
りなら問題ない。
lamhatia  ［名詞］初恋　［類義語］liimel　［レベル］３　22

lamjent  ［経済］寄り付き　［反意語］veerjent　22→ eet

laml  ［名詞］当番　［レベル］３　lakta:laml← labmel（働く時間）
lamlamel  ［名詞］［形容詞］空前絶後、未曾有、みぞう、前代未聞　［レベル］３
　22:「初めてに初めてな」。冗語で、文法的に誤っている。
lamakt  ［普通動名詞］出会い　［動詞］yulと出会う、出会う　［レベル］３　19:so
nohinoki　【用例】　non laxat nan lamakt xe diat. 素敵な人に出会いたい
と思っていた。　tu at mel enk (a xok) xel luus fe lamaktik la. 彼らは別々
の時間に彼女と出会った。
lamarka  ［言語］初代アルカ　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt　［文化］　カコに作
られたアルカ（このころはまだアルカという名はない）。アティーリ
では sartarkaを元にラシェットが作った花言葉を用いた暗号。　ユマ
ナではラシェットが花言葉を用いて作った暗号で、最初のアルカと
なった言語。
lami  ［名詞］危険　［経済］リスク　［形容詞］危険な、危ない　［反意語］vind　［レ
ベル］２　13:制 :古 laamun（危険）「死ぬかもしれない」が原義。　【用例】
　lami tin ハイリスク、リスクが高い　lami kal ローリスク　tian xa 
lami. 恋人の身が危ない。　eet fit sen gil kont fit lami. 株は金に
なるかもしれないがリスクがある。
lamiti  ［名詞］危険性、リスク　［レベル］３　rd;/　24

lamixta  原風景　20:ridia:mirok

lamifonl  ［経済］リスクヘッジ、ヘッジ　［レベル］５　19　【用例】　alfi, tu 
et kok a lamifonl e doa deel" 資産と同じよ。リスクヘッジね」
lamid  ［人名］ラミッド　［組み数字］８/１１　［レベル］３　古 :ridia:la← lan（人）
/mid←mida（聖）　［文化］　アルシアの８番目。聖の魔法の大成者。女性。
lamia  ［名詞］若い女、若い女性　［類義語］min　［反意語］frexxe　［レベル］２
　20:mel:frexxeというのをクミールの口から聞いて意味を知ったと
き、"son min lif et to?"とメルが問うたところ、クミールが "tu 
si kootvet im tur"と答えたため、メルがその場で造語したもの。la 
miina（あの花）が語源。　［語法］　おおむね mana/naatだが、tonaを含
むことも。
lamian  ［名詞］意中の女性、片思いの相手の女性　［反意語］frexxel　［レベル］
３　20:mel:lamiaとともに造語
lamiap  ［経済］リスクプレミアム　19:リスクがある代わりに、上回り (ap)
のあること
lamiina  ［親族］［丁寧］妻、嫁、奥さん　［類義語］minti　［反意語］lafrei　［レベル］
２　20:「あの花」→「あなたの花」　［語法］　主に他人の妻について言
及する際に使う。奥さんに相当。
lamoka  ［天文］最初期宇宙　20

lamort  ［医療］［生物］初潮　［レベル］３　19　［文化］　ort

lamen  ［経済］財閥　［レベル］４　rt:lament.k　23

lament  ［企業］ラメント、左京　［ユマナ］［企業］三菱財閥、三井財閥、住友
財閥、安田財閥　［レベル］４　rt;lameer/te　23

lameer  ［名詞］開闢、天地開闢、創世　［レベル］５　tm　22:古 limeer

lad  ［動詞］yulを作って aにする、作る、造る、創る、築く　［普通動名詞］工作、
図工→ ladels　［芸術］［娯楽］創作　［経済］生産　［類義語］klej　［レベル］１　13:制 :
古 :la（死）　kulul:kulul:klej　【用例】　lad etek 紅茶を淹れる　laas lador{ikl
or} pafi. 彼らは橋を作っているところだ。
ladtulf  ［化学］生成熱　［レベル］５　19

ladka  ［名詞］工場、出生地、生産場所、製造場所　［レベル］３　13:制
ladfel  ［工学］工学　［名詞］工学、理学、エンジニアリング。教科名。　［レ
ベル］４　rd　22　［文化］　felpant

ladm  ［軍事］野営、野宿、露営、ビバーク　［レベル］５　14:制 :sad:latomokl

ladmka  ［軍事］野営地　［レベル］５　19:ilmus:ridia

ladmirok  ［宗教］造物神　rd;/　24

ladgart  ［経済］生産費、コスト　［レベル］４　19

ladl  ［名詞］自然　［形容詞］自然の、天然の　［類義語］mivet　［反意語］lid　［レ
ベル］２　古　【成句】　haas ladl 不可抗力で　【用例】　eld ladl 自然言語
ladlkaxu  ［法律］自然法　［レベル］４　19
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ladlvatai  ［環境］自然災害、天災　［レベル］３　20

ladlvano  ［環境］環境保全、環境対策　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

ladlfel  ［名詞］自然、自然学。理科の一分野。科目名。　［レベル］２　rd
　22　［文化］　felpant

ladlfelin  ［植物］野バラ　［レベル］５　20

ladlpazm  ［植物］野草、天然ハーブ、山菜　［レベル］３　19　【用例】　non ko
rat vaka lana taf ladlpazm t'axte. 春の野草を取りに野原に行った。
ladlbakal  ［名詞］自然遺産　［レベル］５　rd;/　23　［語法］　fiabakal

ladljen  ［植物］野草、雑草　［レベル］４　21　［語法］　野草（人の管理のな
いところに生える）と雑草（人に管理された場所に生える）の区別
はない。
ladlliml  ［名詞］天然繊維　［レベル］５　rd;/　23

ladlletti  ［地学］自然銅　［レベル］６　19

ladlerfi  ［地学］自然銀　［レベル］６　19

ladleld  ［言語］自然言語　［レベル］６　19:lein

lada  ［経済］製品、商品、品物、作品　［レベル］２　14:制 :ladから
ladan  ［名詞］作者、著者、著作者、製造者、作り手、創造主　［レベル］２
　21
ladanlang  ［法律］著作権　［レベル］３　rd;/　21　［文化］　tmでベルトが活版
印刷を発明したことで、コピーが可能になるとともに著作権の概念
が生まれはじめた。しかし著作権が法律として初めて明文化された
のはそれからだいぶ経った kkで、ナユによる重力印刷が引き金となっ
た。それでも地球の著作権に比べればその産声はだいぶ早い。　kk当
初は著作物ができてから２０年間の間守られるというものだったが、
rdに至るまでにその期間は５０年までに伸びた。その背景には著作
権を持つ側管理する側による利権があった。　ndになると著者の死
後何年有効という形に変化した。最初は死後２０年であったが、alに
至るまでに５０年までに伸びた。これも同じく権利者側の利権によ
るものであった。　ljになるとセレンは著作権は人類の進歩を妨げ
る悪法とし、利権構造の破壊も兼ねて著作権の制度を改革した。革
命後のシステムは次のようになっている。　まず、著作権は著作物
ができてから２０年間守られる。それが過ぎるとすべてフリーコン
テンツとして利用できる。　著作権が守られている間、どのように
権利者に金が入るか。セレンは国民全てに付けられた固有のＩＤを
活かした。国民は著作物をＤＬする際、アンセによる個人認証をし、
誰がその著作物をＤＬしたかというデータを国に提供する。このデー
タは国で管理され、誰がいつ何をＤＬしたかという個人情報は犯罪
捜査に必要でない限り守られる。国はＤＬ数ではなくＤＬしたＩＤ
の数に応じて情報税から権利者に配当金を支払う。ＩＤの数を参考
にするため、同一人物が何度同じ著作物をＤＬしても配当金は変わ
らない。　通常 melsel始まりの luumel締めの lettisel払いとなる。機
械でデータを管理しているので、計算から支払いまでの日数が短い。
　なお、紙媒体で購入したり電子書籍を電子マネー等で直接買った
場合は情報税とは無関係な取引となる。　このシステムだと企業側
が「読まなくてもいいのでウチの本をＤＬしてください。そしたら
アフィリエイトでいくばくかキックバックします」という手法を取
る恐れがある。そこでセレンは情報税を次のようなシステムにした。
　各国民は前年の年間ＤＬ数に定数をかけた数に応じた額の情報税
を支払う。例えば書籍の場合、娯楽本などは定数が高く、学術書は
ゼロである。つまりアフィリエイトのキックバックを狙って無駄に
ＤＬを多くすれば情報税を多く払う羽目になる。なので必要な書籍
以外は無駄にＤＬしないようになる。　配当金は情報税から支払わ
れるため、配当金が財政破綻することはない。極端なことを言えば
誰もＤＬしなければ１ソルトたりとも情報税が集まらないが、誰も
ＤＬしていないということは誰にも配当金を支払わないということ
だから、集まる金もゼロなら配る金もゼロということで釣り合いが
取れるわけである。　学術書は定数がゼロなので無料に手に入れる
ことができる。その代わり学術書は情報税からの配当金を受けられ
ない。セレンは学者は自らの理論を人に読んでもらえるだけで望外
の幸せであり、学術書で儲けようなどとアコギなことを考えてはな
らないとした。学者は商人であってはならない、学者は聖職者のよ
うなものであって清貧でなければならないというのがアルバザード
の伝統的な考え方である。学者は定期的に論文を出さねば学者の身
分を失うため、配当金がないからといって書かないわけにはいかな
い。また、学閥内での競争に打ち勝つためには手抜き論文を出すわ
けにはいかない。これを利用してアルバザードでは良質な学術書を
タダで万人が手に入れられる体制が整っており、国民の学術レベル
の引き上げに役立っている。　なお、著作権は書籍だけでなく音楽
などにも適応される。　アルバザードはこのようにＤＬしたＩＤ数
に応じて配当金を配る。国が認可したサイトから音楽や書籍などを
ＤＬできる。国民はＤＬした商品数に応じて情報税を支払う。とい
うことは、Ｐ２Ｐなどを使って公式サイト以外からＤＬすれば次年
度に支払う情報税は少なくて済むわけだ。となれば国は当然先回り
してそれを防ぐわけで、アルバザードでは２０１２年現在の日本と
は異なり、徹底的にＰ２Ｐや非認可サイトからのＤＬを違法とし、
取り締まっている。むろん友達同士の間で音楽ファイルをメール添
付して送るなどというやり方も違法である。メール添付でやり取り
すると認可サイトのＤＬ数が伸びず、メールを受け取った側は情報
税を脱税することができるためである。メールならバレないと思う
かもしれないが、国はメールサーバを持つ企業のサーバを調べる権
限があるので、調子に乗っているとバレる。　このように、アルバザー
ドはむしろ違法ＤＬに関しては日本より遥かに厳しいといえる。一
見タダでＤＬできるので海賊行為が横行しているように見えるがそ
うではない。むしろ海賊行為に関しては取り締まりが遥かに日本よ
り厳しい。アトラス全域で取り締まりが厳しいので、海外にサーバー
を置こうが何をしようが小細工したところで無駄である。　かといっ
てアルバザードでは旧態依然のＣＤ販売のようなやり方で金を稼ご
うとはしない。アルバザードは未来に生きている。１枚３０００円

とか無駄に高いＣＤ販売をｙｏｕｔｕｂｅなどが台頭した時代でも
続けようとするバカな業界と、それを守ろうとするバカな法律が跋
扈する現代日本。一方革命後のアルバザードは動画サイトなどの台
頭という新たな時代の流れに逆行することなく、共存することを革
命で選んだ。アルバザードは情報税の導入と海賊行為の徹底的な取
り締まりという手法で、新しい技術と共存し、時代の歯車を進めた
法整備を行ったのだ。　ちなみにＣＤ１枚３０００円で売っていた
９０年代の日本に比べ、情報税の世の中だと音楽業界の売上は落ち
る。逆に国民が支払う情報税もＣＤやら紙書籍やらを買っていた時
代より安くなる。日本は３０００円で高く買うかゼロ円で盗むかの
白か黒かのやり方しかしてこなかった。そしてゼロで盗むやり方を
法で禁じた。旧態依然の既得権益者を守るやり方でしかない。一方
革命後のアルバザードは、国民には「タダでは流石に盗んじゃダメ
だろ、聞きたいなら少しは負担しろよ」と言いつつ、企業にも「昔
みたいに新年会でドンペリ開けられるようなバブル気分でいるん
じゃねーぞ。ちまちま稼げ」と言ったわけで、白でも黒でもない中
庸を取ったわけである。両者にもある程度の負担を強いることで妥
協点を見つけ、折り合いを付けたわけである。
ladaest  ［名詞］品名　［レベル］３　rd;/　23

ladi  ［経済］産業　［レベル］５　19:lad

ladileep  ［経済］産業構造　［レベル］６　19

ladia  ［名詞］願いとしての夢、夢、希望、願い、ねがい、理想　［動詞］
yulを願う、願う　［類義語］land、nalnias　［レベル］２　16:制 :古 :laap（望む）
/dia（夢）　::la kardina　【用例】　ladia em lapn. 夢が叶う、夢がかなう　
dert lana ladia on ～について願いを込める　an nat ladia ik fiana im 
terik tu vert. その知らせを聞いたとき、夢がかなったようだった。
　an si ladia on lfis. 人生に希望が持てない。　ladia imen yuli et 
pulleis l'en sil nem. see tu leis lad yu siltel, es ark a silmel. 子供の
頃の夢は色褪せない落書きで思うまま描き滑らせて描く未来へと繋
がる（『夢想歌』）　el tifl ko volxen im ladia ik lapn. --ladia da. 夢
が叶うことで人はひとつ大切なものを失う。――夢を（seren arbaza
rd）
ladia laap  ［人名］ラディア＝ラープ　al　23　［文化］　alの科学者。フェル
ノアという女性と遠距離恋愛をしていた。彼女に毎日逢うためにど
うすればいいか考えた末、夢の世界で逢おうと考えた。それを実践
するために明晰夢を見る機械を開発した。それが契機となり、明晰
夢のことをフェルノアと呼ぶようになった。
lados  ［動詞］yulを弔う、弔う、とむらう　［普通動名詞］弔い　［レベル］３　
20:melidia xier:loddova/so
ladon  ［動詞］yulを自覚する、自覚する　［普通動名詞］自覚　［反意語］alladon
　［レベル］３　22:ladl/na

ladonleko  ［医療］自覚症状　rd;/　23

ladol  ［名詞］作品、著作、コンテンツ　［レベル］３　20

ladoova  ［感動詞］永遠にさようなら　［類義語］santen　［レベル］２　古 :la'doo
va。原型は luu a'doovaで、｢彼女に、さようなら ｣という意味。この
彼女とは具体的にはメルの母親を指す。　［語法］　もう会わない人に
言う ｢さようなら ｣。死者を弔う際にも使える。死者を弔う際は印を
組む。両手の小指を胸の前で組み合わせ、手の平を上に向けるだけ。
お辞儀はしない。その印を組んだままいう。その前に死者の名を呼
ぶ方が模範的。　片方の指が現世で、もう片方があの世を表す。両
方の世界を指で繋いでやることによって死者が現世からあの世へ滞
りなく渡れると考えられた。また、古では死人にしか使わなかったが、
もう会わないという意味で恋人などと別れるときにも使える。
ladet  ［工学］工業　［レベル］４　rd;lad/te　23

ladels  ［普通動名詞］図工。教科名。　［レベル］２　rd　22　［文化］　felpant

lag  ［経済］賃金、給料、給与、バイト代　［レベル］３　14:制 :labgil

laga  ［文末純詞］［alben］tisee　［レベル］１　21:ovi:文末の ", soa lu ku a"「～っ
てこいつが言ってるぜ」の "lu ku a"の語彙化。
lagal  ［名詞］関所　［レベル］３　19:ridia:le galt　［文化］　主要都市の入り口
にあり、通行人を管理していたところ。現代の主要都市には存在し
ない。
lagaldaig  ［経済］関税　［レベル］４　19:rdでは輸入品の関税を関所で取っ
ていたことから。　［文化］　最初に関税を作ったのはルフェル。　
1030192　ルフェルはルカリア交易の要所、ヒュート東南部に位置す
るケートに、自分の息のかかったロゼット軍を送り込み、制圧させ
る。表向きロゼットの侵略と見せかけ、ケート人を追い出す。ロゼッ
トにルカリア交易を管理させ、エルトに有利な条件で貿易を進めた。
ケートのロゼットは輸入元であるアルディアルやレスティルに重い
関税（貨幣がまだないので物資やコモディディの交換レートを操作
して事実上の関税とした）をかけ、その利鞘の一部を着服しながら
残りの利鞘をルフェルに渡した。ルフェルはロゼットを手厚く擁護
し、ルカリア交易を手中に収め、エルト内での地位を高めていく
lagel  ［政治］権力、実権、権威　［レベル］３　19:lang/envi（権利および力）
　【用例】　"axte. non vins xir lagel e letia. 「ひとつ。私は王女として
の実権を手放す。
laptsel  ［植物］サンダルウッド、白檀、ビャクダン　［レベル］４　zg;;me
　22
lapx  ［再帰動名詞］ため息、ためいき、溜息、溜め息、タメ息　［動詞］yul
にため息をつかせる、ため息をつく　［レベル］３　13:制 :alapxef（満た
されない息？）から　【用例】　lapx lis 小さなため息　lapx dan 深い溜息。
sipal danと同じコロケーション。
lapn  ［動詞］yul（人や内容）を叶える、叶える、かなえる、成就する、
創り上げる、報われる　［レベル］２　14:制 :lapxan（願いを真実にする）　【用
例】　an lapn van ti du ko mil fiassel. 誕生日だから一つ願いを聞いて
やろう。　seeretis, mil tyu lapnik non gart il, seren sou. （リディ
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ア）　lenskozet
laples  ［音楽］器楽　［レベル］４　21:laplem

lapleslem  ［音楽］器楽曲、インストゥルメンタル、インスト、ＢＧＭ　［レ
ベル］４　21

laplem  ［サール］ラプレム　［レベル］６　mel:古 :laaplem（音楽をほしがる）
　［文化］　元は人間の音楽家。最高の楽器を求め続けた男。ある日彼
は人間を使った楽器は一体どんな音がするのだろうと考えた。メロ
ウにそそのかされたラプレムは遂に気がふれて、自分の娘のユーレ
を楽器にし、生きたまま演奏道具に用いてしまう。ラプレムは娘の
体を打楽器や鍵盤楽器、果ては膜楽器や弦楽器にまで見立てて引い
た。娘は痛さと苦しさの余りに死んでしまう。娘を失ったラプレム
は悔い、自殺を試みる。しかしそこにメロウが現れ、ラプレムをサー
ルにした。ユーレとの間に娘のメイユがある。
lapan  ［アトラスの国家］ラパン　［レベル］５　23:ridia

lapisia  ［歴史］ラピシア族　20:古カルセール語「森の人」
lab  ［再帰動名詞］仕事、労働　［動詞］yulを働かせる、働かせる、働く　［物
理］仕事　［類義語］fas　［レベル］２　古 :古のオノマトペ lab lab（面倒く
さそうに動く様子）から　［語法］　fasは使命感溢れる仕事や生きがい。
労働対価の有無よりも使命感の有無。labは面倒な労働というニュア
ンスで、生活のためしょうがなくという感じ。　メタファーは山で
なく荷物。従って「乗っかっている」や「重い」で表現。　【用例】　ans 
kit fal tu lab askel. すぐにその仕事をしなきゃならない。　an en lab
at lax ati soa. あまり仕事をしたくなかった。　an vierat tu lex la lab 
voskel vein. 彼にもう少し一生懸命働くように言った。　☆ lab es 
xal koa a flel ant. 未だに仕事が山積みだ：山でなく荷物でメタファー。
　le at lab kin xanel. それは本当に大変な仕事だった。
labtaf  ［名詞］就職活動、就業、就活、あるいは単に「就職する」　［レベル］
４　19
labtifl  ［経済］失業　［レベル］４　19

labtiflan  ［経済］失業者　［レベル］４　23

labtonk  ［政治］労働階級、労働者階級、プロレタリアート　［レベル］５　
19
labka  ［名詞］職場、仕事場　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　労働は
店舗やオフィスで行うことが多いが、在宅で行うこともできる。在
宅の場合は大抵ノルマがあり、それをこなしていく。在宅勤務は移
動時間がないので合理的であり、人気がある。会議や報告などをネッ
トを使って行うため、会社との繋がりも希薄にならない。
labkeks  ［名詞］出張、ビジネストリップ　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

labsel  ［歳時記］勤労の日、勤労感謝の日　［レベル］３　21　［文化］　ruj ful
の日。vlまでは勤労を祝う日として休日だったが、革命後は残業が
許されるルージュの月のちょうどエンジンがかかってきた頃合の日
なため、勤労を奨励する日となっている。
labvatai  ［名詞］労災　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　労災はバイト
でも社員でも必ず入る。怪我をすれば労災が降りる。通勤時間中の
怪我も労災に入る。但し、通勤途中であっても寄り道での事故の場合、
降りない。まっすぐに行き帰りする際、及び出張や外回りの経路で
の事故の場合だけに労災が降りる。
labvols  ［経済］労働条件　［レベル］４　19

labmesa  ［名詞］労働環境　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

labmel  ［名詞］労働時間　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　朝七、八時
から仕事を始め、夕方五時すぎに仕事を終える。途中で長い昼休み
が二時間は入るため、実働は七時間である。週休は二日である。休
みは曜日を予め決めておき、そこが年間を通じて休日となる。祭日
と重なった場合、社員は固定給なので振り替えて連休とするが、バ
イトは時給なので振り替えない。よって週に働く時間は三十五時間
である。日本より遥かに少ない。日本は０４年で週五十時間以上働
く人間が２８パーセントであり、世界最悪である。ましてこれには
サービス残業を含めていない。アルバザードは労働時間が日本のお
よそ半分ほどではなかろうか。その代わり大抵の人間が働く。また、
大抵は大家族なので、何人もが働いていれば暮らすには少しも困ら
ない。アルバザードはたくさんで固まって暮らし、皆が分業して支
えあい、一人に圧迫がいかないようにする家庭を基本とした社会で
ある。日本は核家族が多く、父親が家族を養う金を一人で稼ぐこと
が多い。最近ではそれでは金が足りず、母親がパートをすることが
多い。その金で子供を塾や学校に行かせ、子供はバイトの一つもし
ないという家がある。これでは両親、特に父親だけに圧迫が集中し
てしまう。母親は早くに帰るが、父親は十二時過ぎまで帰らないと
いう家もある。当然育児など参加できるはずもない。育児にも参加
できず、夫婦の会話も減り、心が離れていく。家庭で話し合うこと
は少なくなり、思春期を迎えた子供は教育が行き届いていないせい
で非行に走る。それでも苦労して働いてた結果、成人病になって急
逝してしまう人がいる。それだとまだ良い方で、病気が長引いて入
院費で貯蓄を全て散財してしまうといったケースもある。アルバザー
ドでは決してこのような悲劇を生まないようにこのような制度を
採っている。つまり、圧迫の分散である。大勢が少しずつ働くので
一人当たりの賃金は減るが世帯あたりの収入は減らず、失業者も少
ない。　＜特別な労働時間＞　ルージュの月、ディアセルを含んだ
前後１４日（計５７日間）は終日労働を認める。ディアセルとメル
セルの期間はいくらでも働いて良い。今までに溜まった仕事や研究
や勉強などをここで一気に解決する特殊な期間である。この期間は
会社や学校などに寝泊りすることもできる。アルバザードの人間は
普段あまり働かない。アルティス教の教えに従っているからである。
ところが彼らは決して怠けているわけではない。仕事に緩急を付け
ているのである。集中するときは集中し、休むときは休む。アルバ
ザードの人間の集中力は凄まじい。一年のうち、約二ヶ月間が異常
に働く時期である。一日に数時間しか寝ず、物もろくに食べずにひ
たすら仕事に集中する。酷いと一日二十時間ほど働くこともある。

仮に毎日十五時間を一ヶ月間働けば、四百二十時間働くことになる。
普段は週三十五時間を四週間なので、月に百四十時間である。実に
四百二十時間というのは三ヶ月分に当たる時間である。これがディ
アセルとメルセルにそれぞれあるのだから、一年十三ヶ月ある中で、
実際には十七ヶ月分働いていることになる。十七ヶ月だと二千三百
八十時間になる。三百六十五日で割ると、一日当たり約六時間半で
ある。また、五十二週で割ると一週間当たり四十五時間になる。ディ
アセルとメルセルがなければ週三十五時間の計算だが、これらを入
れると四十五時間になる。ここまで来ると日本との差が大分縮まっ
てくる。実際にはこの期間には十五時間以上働く日もあるため、週
三十五時間を越える結果になるだろう。こうして見ると意外とアル
バザードの人間も働いているといえる。　当日の祝い方も実にエネ
ルギッシュである。とにかく溜まっていた物を全て出し切るかのよ
うに放蕩して遊び倒す。そしてそれが終わると皆一斉に張り詰めて
いた気が途切れ、死んだように倒れこむ。実際に毎年何人か死ぬ。
それでも誰も止めない。毎年人が爆発事故で死ぬのに花火をあげる
のと同じである。そういう慣習なので誰もわざわざ疑問には思わな
い。倒れこんだ人は暫くは何もする気になれず、とにかく寝て過ごす。
回復に数日はかかるため、皆四日ほど休みを取るわけである。二日
三日もすれば治ってくるので、残りの休日は生活リズムを元に戻す
のに使う。とにかくこの時期の集中力は凄い。体が全身全霊仕事に
集中するので気が張り詰めて風邪を引くこともまずない。仮に引い
ても根性と気合で無理やり治す。このときばかりは平然と薬漬けに
してでも働く。
lablang  ［政治］労働基本権　［レベル］４　19　［文化］　ナディアで確立。
lableeze  ［交通］北条、北大通り　［名詞］［人名］玄武、ラブレーゼ　［レベル］
３　rd;hy。hyの四方を収める四神の名から　23
laba  ［名詞］エネルギー、労力、労働力　［物理］エネルギー　［レベル］３　
15:制 :lab/av（強い）
labast  ［経済］労働者、社員　［名詞］サラリーマン← xeltditan　［名詞］バイ
ト、アルバイト← mellab　［名詞］職員、係員、業務員、スタッフ　［レベル］
３　21:labes<19:ridia　［文化］　正社員と契約社員は非定期。派遣社員と
アルバイトは定期。前者は辞めない限り続く。後者は平均３年勤続。
労働時間はどちらも同じ。賃金は平社員と後者では同じ。前者は昇
進できるので、将来的な所得が異なる。社員にせよバイトにせよ、
労働者は経営者と対等の立場にある。経営者の指示に従って与えら
れた仕事をこなす。その代わりに賃金をもらう。つまりは利害の一
致によって労働力を金銭に変えているわけである。経営者の指示に
は確かに従うが、かといって経営者が自分より立場が上というわけ
ではない。あくまでお手伝いである。金を与える方が偉いという考
えはしない。経営者は労働者を首にする権利を持っているが、不当
な解雇はできない。また、辞職に追い込むようないびりも違法。労
働者が不当な扱いを受けていると国へ申告すれば国は監視をつけて
労働環境を見張る義務がある。監視中だけ経営者が態度を良くした
場合どうなるか。監視が終わると経営者は態度を戻す。その瞬間を
隠し持ったレコーダー等で録れば良い。それを監視に渡せばすぐに
経営者は罰せられる。無論この逆もある。つまり、労働者が経営者
の指示に従わない場合である。怠けたり従わなかった場合は契約違
反として違約金を取れる。賃金を払っているのに労働力を与えられ
ていない。これは契約違反であるから違約金を取れる。これも国に
申告すれば監視が付く。ただし、労働者が怠ける場合、経営者は労
働者を正当に解雇できるので監視まで付けないことが多い。経営者
の態度が横柄で、労働者を圧倒することは法で禁止されている。偉
そうな態度を取ったり、契約外の仕事、特に契約外の危険な仕事を
させたりすることは禁じられている。上司という立場から労働者に
仕事外の行為を強要することも禁じられている。上司だからとって
怒鳴ったり罵倒したり殴ったりすれば罪になる。勿論、他の労働者
と差をつけて苛めるようなことも禁じられている。　【用例】　☆ labast t'
atu leev sofel a. この店はすぐ人が辞めるなぁ。
laban  ［企業］ラバン　［レベル］５　21　［文化］　新日本石油、エネオスに相
当する企業。
labavak  ［軍事］エネルギー兵器　［レベル］５　21

labe  ［被服］ジャンパー、ブルゾン　［レベル］３　19:labsabe（作業着）　［文
化］　産業革命後、作業服として作られた。現在は防寒用として冬に
好まれる。軽くて暖かいのが特徴。しかしユティア朝のアルバザー
ド人はジャンパーを労働者の象徴と捉えており、悪しき慣習の象徴
と捉えている。従って、機能性が優れていても下層労働者以外はあ
えて着ない。コートのほうが重くて寒いが、アルバザード人は好ん
でコートを着る。　【用例】　an deyuk jiig e labe a po. ジャンパーの
チャックを上まで閉めた。
labelen  ［名詞］作業台　［レベル］３　16:制
lahi  ［化学］ホウ砂、硼砂　［レベル］５　古 :死んだ塩 lahiから hが落ちた。
lar  ［単位］１００分の１、分、厘　［レベル］３　19:恣意
lart  ［名詞］厄払い、厄除け、厄祓い、厄除、厄よけ、厄ばらい、やく
ばらい、おはらい、お祓い、お払い　［動詞］aにかかっている yulとい
う魔法や呪いを解除する、解除する、祓う、払う、はらう、呪いを
解く　［魔法］ラルト（デスペル、ディスペル）。利属性の高位白魔法。
かかっている魔法を解く魔法。クミールが使える。高位であるため、
人類は時代を追うごとにラルトを使えなくなった。その結果、人は
ラルトを補うために数々のアイテムを生んできた。　［組み数字］８/
１１　［レベル］３　14:制 :古 :alart（反魔法）　:::gatalu,alt　【成句】　lart t i k 
on x xに関して kが tに持っている誤解を解く、誤解をとく　［文化］　
約 20万年前　ファベル人の集落が犬を家畜化。その後、牛、羊、豚
を家畜化し、定住した。その結果密集して暮らすことになり、不衛
生な環境で伝染病が起こった。ユーマの一族はウィルスの存在を知
らないころから魔法（利の古代魔法で、ラルトと呼ばれた。現存す
るラルトは長い時間を経て意味が変わっており、このときのとは別
のもの）でこれを治すことができたため、気にすることはなかった。
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しかし天然痘ウィルスなどは家畜を介して生き残った。ほとんどの
集落は狩猟採集生活を続けていた
larm  ［生物］染色質、クロマチン　rt;al/arme.xik　24

laz  ［名詞］少女、１０～１４歳の女　［反意語］allaz　［レベル］２　13←古
liiz
lazka  ［名詞］高校、中学、中学校　［レベル］３　19:melidia alis

lazfeme  ［地学］［歴史］古生代　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gaavefeme　
約５億４２００万～約２億５１００万年前。先カンブリア時代（隠
生代）の後に相当する。
lazdaiman  ［名詞］高校中退　［レベル］４　19

lazdia  ［アトラスの国家］ラズディア　［レベル］５　19:ridia:lastia（ここだけ悪
魔でない）
lazgao  ［音楽］コルネット　［レベル］５　21:アルバザードでは少女楽隊が
よく吹いたことから。
lazregast  ［名詞］高卒　［レベル］４　19

lazl  ［名詞］丸木舟、カヌー　［レベル］４　13:制 :lazoapl（一本の木を丸々使っ
て、それをくりぬいてできた舟）
lazan  ［名詞］高校生　［類義語］eselklel　［レベル］３　19

lazal  ［生物］子供、青少年　［レベル］２　rd;laz/al　23

lazo  ［名詞］丸木、ログ、丸太　［レベル］３　13:制 :語源不詳
lazom  ［名詞］マナー、作法、礼儀　［類義語］oz　［レベル］３　rd　22:mel:ze
ttelを ozから分離した際に ozが多義語すぎたためメルが作法も分離
させた。las/om（手の動かし方）が語源で、sを zに同化させたもの。
lazomok  ［動詞］yulを雑魚寝させる　［普通動名詞］ざこ寝、ザコ寝、雑魚寝　［レ
ベル］４　22:丸太のようにそこらに寝る
lazet  ［魔法］ラゼット、魔法錠、魔法鍵　［レベル］５　20:古 laa/kozet（死
の鍵）。無理にあけようとすると中身を壊す鍵。　［文化］　imul 1402に
nowar kainが発明した。金箔にある一定の錠となる晄基配列の vir
を埋めておく。そこに鍵となる virを用意する。この virはまった
く錠と同じ晄基配列である。これを高魔圧で金箔に接触すると、vir
間の alkot現象が起こる。このときに出るエネルギーを利用して金箔
を剥離させ、内部を開けるようにする。もし異なる晄基配列の vir
を高魔圧で接触させた場合、myulem現象が起こり、引力が発生する。
この引力で金箔の裏に用意してある銀箔に帯晄させておいた virが
動き、ルビーに接触して大量の virを照射させ、内部構造を破壊さ
せるという仕組みである。
lal  ［形容詞］手動の、人力の　［反意語］dar　［レベル］３　20:古 lan/luu（人
が動かす）
lals  ［被服］ケープ　［レベル］２　古 :lals←gilaldsabe（ベルの服）。laasaと同語源。
lala  ［感動詞］［文頭純詞］［yunte］おやまぁ、あら、なんてことだ、なんてこっ
た、なんだ、いったいぜんたい、一体全体、あいにく、生憎　［レベル］
１　f:saal;lulu.k　古　lala:lala　［語法］　感嘆を示す。悪い意味と共に使う。
lalamo  ［交通］マニュアル、マニュアル車　［レベル］５　21

laLu,ly  lyu
laa,f  vort
laat  ［代詞］彼の、彼のもの　［レベル］１　19:la/tul

laato,fv  戦死。後に matalo,fに代わって vortの意味に。
laates  ［代詞］彼らの、彼らのもの　［レベル］１　19

laakove,fv  koppel　「死の箱」
laaxe  ［気象］inje　［医療］少陰　rd;<laaxe,fv<laa/xelt「死にゆく月」　24

laas  ［代詞］彼ら、彼女ら　［レベル］１　19

laasa  ［被服］ラーサ　［レベル］２　古 :laasa（ラーサ）← gilaldosabe（ベルの
服）。gilaldosabeが長いので laと saだけ取ったものから。アクセント
が laにきたせいで laの母音が伸びた。ベルのような形をしているこ
とからこの名がついた。　［文化］　アルティス教徒の女性服。肩から
胸にかけて身に付ける上着で、ベルのような形をしている。肩から
始まって腕に沿って、肋骨が終わる高さまでの服。色の指定はない。
大抵無地ではなく、何かの柄が施されている。横に線が入っていたり、
花柄の模様が横に線のようになっていたりする。ふつうラーサを着
ればその下にはサユを着て、下半身はルフィを履く。
laav  ［医療］［普通動名詞］母親が死んで子を産むこと。流産や死産ではなく。
　［動詞］yul（子）を産んで solは死ぬ、死ぬ　［レベル］４　古 :laa/livro

laaf  ［代詞］あちら　［副詞］あちらで。el不要、ka不要。　［類義語］lyu　［反
意語］flej　［レベル］１　22;laf,ly.k　22

laam  ［名詞］喪　［レベル］４　fv;↓　alakta:laam← laaima（死の時）
laamlein  ［被服］喪服　［レベル］４　zg;/　24　【用例】　an ont amel si laamle
in ento xaft a leps ok fels im fis istel. 私と妹は喪服を持っていな
いので、代わりに制服で葬儀に参列する。
laami  ［代詞］あちらの方→ luapia　［レベル］１　22

laamin  ［代詞］あちらの方の→ luapia　［レベル］１　22

laap  ［動詞］yulがいなくて寂しい、yulと一緒にいたい、さびしい、寂しい、
淋しい、愛する、好き　［名詞］一体愛　［レベル］２　f;e(lax)　赤 :望む　
laap:laap　［語法］　tiia　相手がいる場合は「一緒にい続けたい」、いない
場合は「いなくてさびしい」と訳し分ける。
laap,f  lax　f:saal;laの部分は alで「物」
laapmelf  ［普通動名詞］だいしゅきホールド、中出し固め、ラープ・メル
フ　［レベル］５　rd:seren/ridia/mel;/「一体愛 /抱きつく」　23　［語法］
　性交時、主に正常位や座位のときに女性が両手両足を男性の背中
に回してがっしり抱きつくこと。相手のことがあまりに好きでもっ
と一体化したいと思うあまり強く抱きつくことで、それゆえ laapmelf

と呼ばれるようになった。抱きつくことで陰茎を外に出させず膣内
に射精させようとする意図がある場合は中出し固めと訳す。
laabe  ［代詞］あいつ、あの野郎、あんな奴、あやつ→ luapia　［レベル］１
　22
laabes  ［代詞］あいつら、やつら、奴ら、連中→ luapia　［レベル］１　22

laaben  ［代詞］あいつの→ luapia　［レベル］１　22

laabens  ［代詞］あいつらの、やつらの、連中の、奴らの→ luapia　［レベル］
１　22
laal  ［親族］母、母親　［反意語］kaan　［レベル］２　rd;laal.k　18:赤 :laala　laala:laala

laalsel  ［歳時記］母の日　［レベル］３　20　［文化］　20年にアシェットがリー
ザの誕生日をもとに制定。日付は zan pal。母親のために乾燥させた
桃の葉を湯にいれ、桃湯を用意する。肌によい。
laalvega  ［名詞］内弁慶、母弁慶　［レベル］４　rd;/　23　［語法］　vega

laalmilx  ［俗語］父子家庭　［類義語］milaal、milaalra　［レベル］３　rd;/　23

laala  ［丁寧］［親族］お母様、母上、おばさま、ラーラ　［レベル］２　meltia 
4:yuuma;e「生みの母＝ユーマから見たサール」　古　Sikyu, laala:laala　
［文化］　親族名詞の丁寧な体系。自分の家族に対して使う場合は目上
にしか使わないので、お母様やお兄様とは言うが、ご子息などは使
わない。ご子息などは他人の子供に対して使う。むろん他人の母親
にはお母様を使う。　ほかの親族名詞と異なり、赤の他人に対して
も使うことができる。友達の母に laalaと呼びかけることができ、自分
の兄貴分に alseereiと呼びかけることができる。また、そこら辺を
歩いている年の離れたおじさんに「おじさま」という意味で frein
oaと呼びかけることができる。年が非常に離れた相手にはおじいさ
まという意味で fillensと呼びかけることができる。
lai  ［動詞］yulに目をやる、眼をやる、目をやる、目を向ける、見る　［レベル］
１　19:恣意だが、iは in　i:i　［語法］　lai類：lair「目を動かしてい
る」、laik「視線を当てた」、lais「見ている」　【用例】　vangardi laik lanko 
raken galt. ヴァンガルディは門の向こうの少年を見た。
lais  ［化学］有機、有機物　［反意語］riax　［レベル］５　19:laas:13:制 :ladから
laissetul  ［化学］有機化合物　［レベル］５　19　［文化］　炭素を骨格とした化
合物で、水素、酸素、窒素などを含むことがある。最小の有機物は
faan（メタン）。地球と同じく、二酸化炭素や一酸化炭素などは一般
的に無機物として扱われる。
laisasl  ［化学］有機酸　［レベル］６　19

lain  ［代詞］［yunte］彼ら、あの人たち　［類義語］anlaint　［レベル］１　19:la

laint  ［代詞］［yunte］彼らの　［類義語］anlaint　［レベル］１　19:ridia:tは antか
らの類推。あまりユンクらしくない音だが、頻度が少ないし、スパ
イスになる。
laivra  ［魔法］水。五行の１番　［医療］腎　［レベル］４　szl;livro。腎は生
命力を司る。　21　［文化］　klevans

laivraseex  ［医療］水毒、水滞　［レベル］６　rd;laivraSeex.l<zg;/「水の淀み」。
水分の代謝不良から起こる症状のことから。　23
laid  ［単位］マイクロ　［レベル］４　21:alhaid

laiza  ［遊離副詞］［形容詞］まだまだ　［類義語］malis　［反意語］sesil　［レベル］１　古 :
迷う。開始までの遠近と完了までの遠近を表す副詞を日本語にする
と、それぞれ「まだまだ」「もうすぐ」「したばかり」「とっくにした」
になる。アルカではこれらは純副詞として使われ、４つの段階はそ
れぞれ旅に準えて造語された。　「まだまだ」は旅の始まりで、目の
前の道を見て、出てきたのは正しかったか迷い悩む段階である。よっ
て古アルカの laiza（迷う）から「まだまだ」が造語された。同じ流れで、
「もうすぐ」は折り返しが見えて足取りが軽くなるため、se silf（軽
く）から sesil。「したばかり」は山を越えたところで、これまでの道
と同じだけいかねばならないので足取りが重くなり、dadasteezeから
dante。「とっくに」はゴールが目前でこれまでの道を思い出している
段階なので amalisから来て malis。　［語法］　純副詞なので elはいらな
い。前置しても後置してもよい。分離して目的語の後ろに回る場合
などは elを付ける。　laizaと sesilのように未然のものは前置され、
danteと malisのように既に終わったものは後置される傾向にある。
lailil  ［化学］ホウ素　［レベル］５　18:制
laiaslado  ［地学］ホウ酸塩鉱物　19

laen  ［医療］マスク　［名詞］仮面、ペルソナ　［名詞］扉→ lei　［レベル］２　
17:制 :lakta　［語法］　仮面も風邪マスクのようなマスクも含む。　［文化］
　西洋と真逆で、日本以上に風邪のときはマスクをする。
laennek  ［亜魔］ラエンネック、トイレの花子さん　［レベル］３　21:laen/
nekt　［文化］　anvelentの一種。　虐めにより自殺ないし殺された少女
の怨霊。仮面を付けていて、どの学校にも現れる。日本でいうとこ
ろのトイレの花子さんに相当する。　仮面は白く、目のところに幼
字のカイトクレーマーのような三日月状の目が開いている。　自殺
した場所やトイレなどに現れやすい。怨念を晴らすなり、本人の納
得行く形でないと成仏できず、戦って勝っても一時的に追い払える
だけで根絶はできない。
laenrens  ［言語］表面上の意味、前景化された意味、ラエンレンス　［レベル］
５　20:仮面で覆われた（＝真意の見えない）言葉　［文化］　veltrens

laenest  ［名詞］仮名、ペンネーム、ハンドルネーム、ニックネーム、コー
ドネーム　［名詞］マージ名→ altest　［レベル］３　rd;/「仮面の名」　23

laem  ［単位］ペタ　［レベル］５　21:lakemit

lael  ［植物］オレガノ　［レベル］３　lakta

laeikan  ［名詞］司書　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

li  ［接頭辞］［ユマナ］ユマナのものであることを示す　［レベル］３　14:制 :lirk
（非アンティス）
lit  ［格詞］～の内部で、～を超えずに　［名詞］こちら側　［反意語］rak　［類音］
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lot→注は lot　［レベル］２　＠ 19　【用例】　tur et lit varzon. 今８時前だ。
　tu et lit adia tis. 二週間も経っていない。
litfont  ［電算］ローカルバス、ホストバス　［レベル］５　19:ＰＣＩバス
に対してその手前という意味
litmem  ［数学］内接円　［レベル］４　19

liti  ［生物］腺　［レベル］５　16:制 :litから。腺が排泄や分泌に関する器
官であることから、出す器官と捉えた。
lito  ［動物］鮎、アユ、あゆ　［レベル］４　alakta:lito,liito（良い匂いがする）
lite  ［植物］セリ、芹　［レベル］４　16:制 :古の liitoから
liten  ［接続詞］lit　［レベル］３　21

liteeve  ［魔物］リテーヴェ（岩巨人）：第三十四天：土の否天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:lis/teeve　［文化］　憑族。巨躯のゴーレム。土
と岩の塊でできた化け物で、見かけ上は人間のような形をしている。
だが大きさが尋常でなく、ゾウよりも大きい。岩を投げつけたり、
地面から石を角のように突出させて獲物を串刺しにしたりする。怪
力の持ち主で、攻撃力が比類ない。防御力も高く、体力も多い。弱
点の属性もなく、強力。物理攻撃で倒すのは至難の業。倒し方は、
水の魔法をかけて土を泥にした後、風の魔法で乾かし、火の魔法で
固める。ヴィルは弱いため、魔法防御は弱く、魔法は効きやすい。
こうすると関節部が固まり、動けなくなるので、その隙に逃げるの
が吉。
lik  ［形容詞］疎である、まばらな、すかすか、スカスカ　［反意語］gax　［レ
ベル］３　14:制 :さびしい
likt  ［形容詞］大袈裟でない、誇張していないでむしろ消極的な、謙虚
な、謙遜した　［反意語］ratk　［レベル］３　19:rakt→＠ litk→言いにくいの
で likt　［文化］　serit

likx  付箋、タグ、ふせん　［レベル］３　13:制 :古 :liizkax（小さな紙）。
古で kax,kasa,katsは混同が甚だしかったので注意。　【用例】　ev likx a mas 
紙に付箋を貼る
liks  ［植物］モミ、樅　［レベル］４　lakta

liksepalif  ［天文］散開星団　［レベル］６　21

likho  ［医療］骨粗しょう症、骨粗鬆症　［レベル］４　19

lika  ［形容詞］混んでいる、込んでいる、混雑、にぎやか、賑やか、混む、
人ごみの　［名詞］混雑　［形容詞］［天文］満天の　［形容詞］［交通］渋滞　［反意語］
rati　［レベル］３　古 :lika（命が多い）　【用例】　belka at lika im fis nod 
skol. レストランは普段よりもたくさんの客で混み合っていた。　fin 
sox et lika, an skinat sen. バスが混んでたが座れた。
likad  ［地学］地球の国名、地球の国　［レベル］４　19　［語法］　地球の国名は、
古アルカからあるものを除き、すべてセレンが独自に命名した。セ
レンにとってのその国の見方を反映している。アトラスにない概念
の命名なので、恐らくアンティスはほとんど関係ないといっていい。
本辞書では［地球の国名］のタグをつけた。
likali  ［アイテム］脇差　rd;lilu/kali　24

lixk  ［植物］キノコ、きのこ、木野子、茸、マッシュルーム、木の子　［美容］
マッシュ　［レベル］２　fv;↓　13:制 :古 :lizkuruxilo（菌の家）16年ま
で lixtと打ち間違えられていた。　lixk:lixk
lixktaf  ［普通動名詞］きのこ狩り　［レベル］３　rd;/　24

lixkloob  ［被服］ボンネット　sm;/　24　［文化］　smでできた。平民の女性
用帽子。頭の部分がきゅっと締まっている。
lixxe  ［形容詞］香ばしいいい匂い　［名詞］香ばしいかおり　［類義語］liito　［レ
ベル］３　rd;>lixxe,szl.axek　21:milf

lixxe,szl  liit　<>liito

lixa  ［形容詞］痩せた、細い　［医療］るいそう、痩せ　［文字］コンデンス　
［類義語］silf、hanot、yumeli、zeplet　［反意語］jax　［レベル］２　f;「小さ
い存在」　赤 :lixa　lixa:lixa　［語法］［文化］　男性に使うとやや侮蔑的なこ
とも。女性には問題なく使えるが、silfとしたほうが喜ばれる。　【用
例】　ti yun lixa nod skol ok xei tu sab. その服を着るといつもより痩
せて見える。
lixakad  ［地球の国名］チリ　［レベル］６　19:地形が細い
lixafot  ［被服］スティラップ　nd;/「細く見せる紐」　24

lixadelk  ［地学］フィヨルド　［レベル］４　19　［語法］　delkとあっても分類
上は海岸。
lixayolo  ［被服］スマート、タイトズボン　nd;/　24

lixirius  ［エルト］リシリウス　［レベル］６　meltia 52:lixirius;e　23:ixiri
us　［文化］　シンケの銅鏡から生まれたエルト。
lixil  ［名詞］小屋、巣　［類義語］ra　［レベル］３　22:古 liiz/古 ruxilo「小
さな家」
lixia  ［地名］リシア、リシア市、学院市　［レベル］５　22:felixia　［文化］　
名の由来通り、フェリシア大を中心とした高級住宅街と学術機関の
並ぶ市のこと。オフィスは少ない傾向にある。フェリシア以外にも
同市には学校法人が多く点在している。カリーズ市の東に位置する。
lis  ［形容詞］小さい　［反意語］kai　［レベル］１　szd　19:古 :liiz　liiz:liiz
:lis:pepl,bg, lilu,alt
lis(2)  ［人名］クリスの略称　［組み数字］３/２８　［レベル］１　古では klis
の方が一般的
list  ［形容詞］謙遜した。尊大の逆、謙虚な　［反意語］dalk　［レベル］３　
20:lis/te（小さい感じの）　［文化］　謙遜は美徳だが、日本人ほど程度
が強くはない。褒められたら「ありがとう」が基本で、「いやいやそ
んな、僕なんて」は行き過ぎ。
listvet  ［言語］謙譲語　［反意語］soksvet　［レベル］４　20　［文化］　leavet

listar  ［宗教］修道士、修道女、モンク、ナン　［レベル］５　zg;lastar.k　24

listi  ［魔物］リスティ（風妖）：第二十五天：風の否天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:lis/satii　［文化］　美しい花の中から生えている女
性の魔物。腰から上が現れている。美しい羽根と芳香で獲物を誘う。
羽根は時間とともに万華鏡のように模様が変化する。この羽根は光
の魔法を跳ね返すため、光の魔法は厳禁。また、リスティ自体は風
の属性を持ち、風魔法も効かない。体からとてもいい匂いのする芳
香を放つが、実は毒。吸うと操られてしまう。知能が高く、言語を
解する。悪戯好きで、人にちょっかいを出してくる。栄養は植物と
同じ養分で賄うため、実は放っておけば人を食うことはない。ただ、
遊び半分で人を襲ってくびり殺すことがある。毒を出させない方法
は言葉。「お前くさい！あっちいけ！」と叫ぶと毒を放たなくなるが、
魔法で襲ってくるので戦力は上がる。
listifrens  ［名詞］万華鏡　［アイテム］リスティフレンス　［組み数字］４/
１２　［レベル］４　21:魔族リスティの羽根→ listi　［文化］　リスティの
羽根を逢わせたインヴァネスコート。光の魔法を屈折させ、跳ね返
す効果がある。非常に高価。smで錬金術師がこのアイテムを作った際、
羽根の余りを筒状にして万華鏡として listilooloの名で販売した。近
代になりようやく地球と同じタイプの偏光を用いた万華鏡が発明さ
れたときには listifrensが既になくなっており、listifrensで万華鏡
を指すようになった。
listov  ［名詞］痴話げんか、痴話喧嘩　［レベル］４　19:クリスの喧嘩。ク
リスとオヴィのケンカが一番１０代のころ派手だったことから。小
さい喧嘩ではない。
liste,szl  tans、falis

lisk  ［動詞］yulをつまづかせる、つまづかせる、つまずく、躓く、つま
ずかせる、つまづく　［レベル］３　13:制 :lisから
liska  ［宗教］修道院　［レベル］５　zg;listar/ka　24

liskan  ［宗教］修道会　［レベル］６　zg;/　24

liskaigao  ［音楽］ユーフォニアム、ユーフォニウム　rt;lis/kaigao　22　［文
化］　rtでチューバから分離してできた。その影響で小型チューバと
命名された。
lissia  ［音楽］トムトム、タム、ハイタム　21

lisna  ［名詞］大胆不敵　［レベル］３　22:kliiz/na。小さい心ではない点に注
意。あえて na lisと解釈して言葉遊びにする手はあり。
lisvala  ［医療］個人病院　［反意語］kaivala　［レベル］４　21　［文化］　ival

lisverant  ［医療］非難性人格障害、非難性パーソナリティ障害　［レベル］
５　vl;kliiz/verant　23:seren/mel　［文化］　地球にはない分類で、モ
ンスターペアレントやクレーマーなど、なにかと他人に対して攻撃
的で文句を言う人を指す。ほとんどの罹患者は声を大にして言うが、
この病があってかつ気弱な者は陰口や匿名の形で文句を言う。後者
はアルバザードでは卑怯者として特に嫌われ嘲笑される。また、後
者は凪人に多い。
lisfel  ［ユマナ］小学校　［レベル］３　20

lisdeem  ［名詞］小悪魔　［レベル］３　22　［語法］　小型の悪魔のこと。また、
狡猾でずるがしこい子供や女性のこと。日本語の「小悪魔系」のよ
うなニュアンスはない。
lisgar  ［電算］［ユマナ］ＭＤ　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

lisgel  ［軍事］小銃、歩兵銃、マスケット、ライフル、フュズィ、ゲベー
ア　［レベル］６　rd;/　24　［文化］　gel

lishinkliti  ［生物］エクリン汗腺　［レベル］６　21

lisrens  ［名詞］侃々諤々　［レベル］５　22:クリスの言葉
lisa  ［アイテム］小雪　［レベル］５　古 :liiz/sae。古ではこの刀の名前が複
数あったようだ。　［文化］　rd中盤でリュウが入手する刀。ロロスの
忍者から贈呈された。
lisa(2)  ［名詞］小人、こびと　［レベル］３　sm<alt;lilu/sa　23

lisate  ［名詞］売店、出店、露店　［レベル］３　19　【用例】　an taut ke xia ka 
lisate im nian. 休憩時間におやつを買いに売店に行った。
lisan  ［ユマナ］小学生　［レベル］３　20　【用例】　kaxu en xines hatia soven 
mav o lisan da. 小学生と恋愛すること自体は法律で禁止されていな
い。
lisanfa  ［軍事］小火器　rd;/　24　［文化］　gel

lisadem  ［植物］ブーゲンビリア、ブーゲンビリヤ　［レベル］５　nd;「小
さいアデミナ」　22
lisi  ［化学］中性子、ニュートロン　［レベル］５　13:制 :lisa

lisik  ［植物］オレンジ、ミカン、みかん、蜜柑　［レベル］２　14:制 :lisvank
　【用例】　lisik muo{xai} すっぱい {甘い )}みかん
lisiktaf  ［普通動名詞］みかん狩り　［レベル］３　rd;/　24

lisikmem  ［地球の国名］ニジェール　19:国旗にオレンジの丸
lisikpaf  ［化学］酢酸オクチル（通称）　19

lisikane  ［料理］オレンジジュース　［レベル］２　19:melidia axte

lisivis  ［電算］マイクロコンピュータ、マイクロプロセッサ、マイコン、
ＬＳＩ　［レベル］４　19

lisomaifa  ［地球の星座］［ユマナ］こいぬ座　24　［文化］　ifa

lisoom  ［ユマナ］週　［レベル］３　19　［語法］　平日は月曜から金曜までリー
ファで表し、土日はセルトで示す。アルバザードと違って土日の感
覚があるので、命名法を変えた。
liset  ［名詞］ちょっとしたら。５～３０分。　［副詞］ちょっとしたら　［レ
ベル］１　20:古 lis/te（小さい感じの）。具体的には、不定量が小さい
ことを指している。　［語法］　fikdu
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lisen  ［被服］靴下、くつ下、くつした、ソックス　［レベル］２　rd;↓　
15:制 :lisabe（足の布）　luwas:luwas
liseir  ［単位］ファラド、ファラッド、リセイル、人間セイル、電気容
量　［レベル］５　14:制 :人間セイル
lin  ［単位］５　［レベル］１　19:制 :li　waj:txon::kaji,alt

lin(2)  ［人名］リーネの略称　［組み数字］１７/２８　［レベル］１　制
lin(3)  ［接尾辞］～ちゃん。指小辞。　［レベル］１　rd;limi（美しい )/指
小辞の n　23　［文化］　ankmev

lint  ［名詞］悪魔の取引、tを失って kを得る等価交換　［レベル］４　19:me
l:lins/fut　［語法］　何かを得る代わりに何かを失うことを指す。
lintasl  ［化学］サリチル酸（通称）　［レベル］５　19:mel　［文化］　rd以前に
植物から取って鎮痛剤として用いられていた。rdで化学的に合成し
て鎮痛剤と用いた。セレンの風邪に投与したところ、激しい胃痛に
襲われたため、リュウはアセチルサリチル酸（アスピリン）を新た
に作った。それ以降、サリチル酸は「痛みは取るが、胃腸を壊す悪
魔の取引」としてこの通称ができた。一方、アスピリンは並行的に「天
使の酸」と名付けられた。
linxet  ［運動］ピラティス、リンシェット　［レベル］５　al:mirok;linxen/te
　22　［文化］　病弱なリーファ隊アーシェのためにミロクが考案したリ
ハビリトレーニング。kopn（ヨガ）や lvanなどを取り入れて改良さ
れた。主な特徴は胸式呼吸を使う点、インナーマッスルとコアマッ
スルを鍛えつつストレッチする点、静的でなく動的な点、瞑想など
スピリチュアルな方面を捨象している実利的な面である。　アーシェ
は姿勢性の慢性疼痛を抱えていたため、lvanや kopnのような静止し
た状態でのトレーニングには不向きであった。また先天的な筋肉の
硬さも問題であった。そこでミロクは動的であり負荷が少なく筋肉
を伸ばしてほぐす要素を取り入れていった。　これがアーシェの病
状を改善させたことから、al以降、急激に広まった。これが作られた
のは、ミロクがアユをアーシェに施す前の話である。
linxen,alt  feispafi
linxen yuuan  ［人名］リンシェン＝ユーアン、雨宮白虹　［レベル］５　21　［文
化］　リーファ隊アーシェの本名。
lins  ［名詞］悪魔。人間に害をなす存在。また、悪魔のような人間。　［生
物］悪魔科。デームスとアデルから成る。　［名詞］悪魔役、四枚目。物
語を捻じ曲げて、支障を出すことで面白味を出す役。アクタカなど。
　［反意語］lans　［レベル］２　19:制に戻した：参考：メル・アルカ :teolon
:melと teemsの混成　:::lins,hy　［語法］　メル１９年の生物学の作成ま
でデームスの異称程度に扱われていた。人間に害を成せばサールも
linsとしていた。生物学作成以降は、きちんと悪魔科を指すようにし
た。　ただし、従来の［名詞］の意味も残した。これは日常的な用法に
おける悪魔である。
linspol  ［地名］魔方　［レベル］５　20　［文化］　エスティア、ベルティア、
ラズディア、メルディア、キルティア、アルマティア、カルテール、
ガルテア、フレスティルの地域。悪魔テームスに守られた国。　ヴァ
ステでソームがアトラスにやってきた際、エルトの本拠地ヒュート
とサールの本拠地ヴェマを見張れるように、最初はアルタに陣取っ
た。その後、ヴェマだと両者から挟撃されるため、南下して位置を
ずらした。それが魔方に当たる。　ヴァステが終わって悪魔は封印
されたが、カコで復活する。そのとき悪魔は魔方に陣を張った。悪
魔に抵抗した召喚士たちは殺されたが、受け入れたものは攻撃され
なかった。悪魔は敗戦側を奴隷扱いすることなく、農耕の手伝いを
したり山を崩したりと、人間の手伝いをした。そして人間から「力
なき者」が生み出した技術を学び、共存した。　カコでテームスが
封印されると、メティオからの支配が強くなった。人間は人間を奴
隷にする。魔方人はメティオ人を嫌い、支配から逃れようとした。
その結果、セルメルでイムル 20年にテーティアがこの地で生まれる。
　イムル 1584年、悪魔メルティアはメルディア人の少女アルヴァノ
に出会い、恋に落ちる。そして 1588年にメル＝ケートイアが生まれ
る。メルは幼少期アルヴァノスに渡るが、2歳でケートイアのケート
に移住。4歳の終わりか 5歳でセレンらと出会う。　rd後、アルティ
ルでアルティス教が起こると、ヴァルテス派がこの地で起こる。国
民の大半はヴァルテである。文化的に周りと隔絶しているため、言
語も独自の発展を遂げた。明るく陽気でうるさいというイメージが
ある。
linspolseerens  ［言語］魔方諸語　rd　22

linsjior  ［生物］神堂　21

linslil  ［化学］アンチモン　18:制
linslop  ［交通］魔列車　［レベル］５　制　［文化］　アデュ収容所へ向かう輸
送列車。乗ったら生きて帰れない。発想自体は９３年ごろからあった。
「死の門」・アウシュヴィッツ第二強制収容所（ビルケナウ）の鉄道
引込線をモデルにしたと思われる。
linnel  ［サール］リンネル　［レベル］４　ridia:古　［文化］　遺失物を司る神。
小人の妖精のような姿をしている。気まぐれで、この小人が物をな
くしたり、逆になくしたものをひょんなところから出したりする。
linvolxviida  ［生物］［医療］五要穴　rd;/　24

linfor  ［音楽］三十二分音符　19　［文化］　→ for

linliifa  ［地球の国名］ソロモン諸島　19:国旗に５つの星
linlem  ［音楽］五重奏、クインテット　rd;/　23

lina  ［組み数字］２０/２８　［交通］リナ通り　［レベル］２　22

linasl  ［化学］ステアリン酸　19:ridia

lina vix  ［人名］リナ＝ヴィッシュ　［組み数字］２０/２８　［レベル］２　
古 :語源不詳。vixは ｢怪我をする ｣の意味。　［文化］　(2_)第４期４
代ソーン第６使徒。女性。mayu。下記にあるように春香クリスティー
ンに似ている。１６９ｃｍ、５５ｋｇ。焦げ茶色の髪。焦げ茶色の瞳。

下記ミールの書に書いてあるように、たまに赤いカラコンを入れる。
肌は白：黄＝５：５。　1188:春香クリスティーンというテレビに出
てた子に似てるなと思った。　　・『ミールの書』より　　　アッシュ
は部屋の中央にある円卓に掛けていた。円卓には他にも２人の女性
がいた。アッシュの右手には赤い瞳の少女が座っている。メルが挨
拶した時の目線から考えて、彼女がリナであろう。リナは顔かたち
はまだ子供のようだが、年はやはりクミールと同じくらいにみえる。
リナはミールの方を見ているのだが焦点が合っておらず、ぼーっと
虚空でも眺めているようだ。　　ミールは自ら名乗った。すると突
然リナがはっとして、「きゃっ！」と小さく叫んだ。その拍子に円卓
の上のグラスを倒してしまい、中に入っていた水がクノンにこぼれ
る。ミールは思わずビクッとしてしまった。　「あぁあ、ごめんなさい、
ごめんなさい！　私……ごめんなさい！」　　リナは慌ててハンカチ
を取り出し、クノンの服を拭く。クノンはその頃になってようやく
「あーびっくりしたぁ！」と叫んだ。　（……ヘンなお姉さん達……）
　　メルに複雑な表情を向けると彼女は「まあ、いつものことだから」
と耳打ちをしてきた。ミールは再びリナを見ると、彼女はまだ慌て
ている。何となく彼女がメルに「お姉ちゃん」呼ばわりされた訳が
わかった。始めはてっきり親しいのかと思っていたのだが。　「ああ
もう、あんたたち、これを濡らしちまってどうするんだい」　　アッ
シュが檄を飛ばす。だが、その声は怒気をはらんでおらず、むしろ
世話の焼ける妹達の面倒を見ているといった感じだ。　「ごめんなさ
～い」とリナは謝ってばかりだ。
linains  ［名詞］興味津々　［レベル］３　22:lina/ins

lininasl  ［化学］オレイン酸　［レベル］５　19:ridia:liine/in/asl

linia  ［動詞］yulをうずくまらせる、うずくまる、蹲る、踞る　［レベル］
３　fv;liiz/nia「小さくなって休む」　24
linoa  ［文末純詞］［yunk］tisse　［レベル］１　古 sorn:lo（知る）/no（疑問）/
a（間投詞）「知っているか？」
lineej  ［天文］ＧＰＳ　［レベル］４　21:linnel/ji「リンネルの指」
liv  ［形容詞］穏やかな、緩やかな、ゆるやかな　［音楽］アダージョ　［反意語］
dot　［レベル］３　13:制 :静かな
livro  ［名詞］生命、命、寿命　［レベル］２　f;e　赤　livro:livro:lu 
livro　［語法］　livles　［文化］　→ yunis　魂科に寿命はなく、不老不
死。　それ以外は寿命を持つが、星の長さよりも長いため、事実上
不老不死である。ただし魂科と違って殺せば死に、アルデルへ行く。
　ユーマの一族は神から分派したため、tmでは寿命が長い。時代を
下るごとに寿命は短くなっていく。異世界において人類の寿命が問
題になるのは主に言語変化や文化の伝播である。これらは寿命に反
比例する。例えば言語の変化は個体が長生きするほど変化に乏しい。
言語の変化を見る場合、経過年数は寿命比で考えねばならない。例
えば地球人や現代アルバザード人が５０－８０年生きるとし、古代
人が５００－８００年生きるとした場合、寿命比の１：１０を考慮し、
物理的には１０００年経過した場合でも、単純計算で１００年分の
経過とみなして言語の変化を算出する必要がある。　こうした意味
において寿命が重要になるのは言語の変化や文化の伝播などであり、
要は現代人や地球人と寿命が異なる場合に注目すればよい。　cvま
では寿命の異常な長さや通信魔法の整備によって大して fvから変異
しなかったと考えられるが、cvで通信魔法が破壊されてからは事情
が異なる。人間のヴィードも寿命も激減したので、言語の変化も活
発になる。従って zgからの寿命を考えることになるが、zg～ kkの
成人男性の期間平均は５００－８００才である。zg初期ではもう少
し長く、kk末期ではもう少し短い。従って期間平均と述べた。なお、
マレティスのような強力な力を持った人間は寿命が遙かに長く、こ
れはあくまで一般的な成人男性の値でしかない。　smになるとさら
に弱体化するため、ここで区切る必要がある。smの im３ケタ台、特
に 1200imまでで一区切りとし、この期間平均が１５０－２４０才で
ある。もちろん sm初期と 1200imごろでは寿命が違うが、あくまで期
間平均である。　1200im以降は５０－８０で、地球人や現代人と同
じである。また、nd以降は魔法も途絶えるため、環境は地球とほぼ
同じになる。　なお、この寿命から見ると zg～ kkの８０００年間は
８００年に相当し、smの 1200imまでは４００年に相当し、アルカが
できるまでの４００年間は４００年に相当し、合計９６００年間で
１６００年相当となる。神と魔法が存在する世界なので、地球の常
識を持ち込むとかえってリアリティを失う。寿命が長いのだから寿
命比を導入しなければならない。　【成句】　dist livro fiina myukale 
殉教する　dist livro fiina fas 殉職する。labは不可。　【用例】　les 
sil livro im xe. やがて、いのちに変わるもの。(Ｍｉｚｋａｎ )
livrorsiil  ［名詞］生みの親、親　［レベル］３　19:melidia axte

livroon  ［植物］ぺんぺんぐさ、なずな、ナズナ　［レベル］４　19:生命の
草。極めて生命力が強いことから　［文化］　煎じたり煮詰めて肝臓病
などの治療に使う。　【用例】　an xenat lax lemi e livroon. ナズナ粥が
飲みたかった。
livreks  ［名詞］生きがい、生きている意味、人生の意味、生き甲斐、い
きがい　［レベル］３　22:livro/eks　【用例】　les si livreks vort sofel. 人
生に生き甲斐のないものは死にやすい。
livrer  ［歳時記］秋、聲秋（せいしゅう）、リヴレール。実りの秋　［形容詞］
秋の　［人名］リヴレール　［アクセント］livrEr　［レベル］４　20:liiver/alis。
lt　［語法］　diaxer

livl  ［動詞］yulを産む、産む、生む、出産する　［動詞］yulを捻出する、
捻出する　［普通動名詞］出産、産出　［医療］分娩、出産　［反意語］dins　［レベル］
３　古 :livl← livro/動詞語尾 l　［文化］　合法な妊娠の場合、妊婦は
かなり厳重に守られる。守るのは主に夫の役目だが、家族ぐるみで
行われる。就職している場合、かなり長い産休が与えられる。妻だ
けでなく夫にもかなりの産休が与えられる。しかも産休中は税金に
よって有給である。出産費用も税金から出るので経済的な不安は払
拭される。また、産後の育児休暇も長く妻と夫に与えられる。これ
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も税金によって有給である。尚、名付けはふつう親によって行われる。
名前は歴史上の固有名詞かアルカの一般名詞から付けられる。この
名詞は制アルカでも古アルカでも良い。古アルカから作るとエース
テが作りやすいという利点がある。男女の名前は異なっている。ア
ルデスやルフェル、リディアなど、有名な歴史的な固有名詞はその
性別に合わせる。アルデスで女というのはおかしいし、リディアで
男というのもおかしい。尚、名前はふつう親が子供にそうなってほ
しいという願いを込めて付ける。或いは子供のイメージに合うよう
に付ける。良い名前だと悪魔に連れて行かれるという文化はアルバ
ザードにはない。そのため汚い名前や悪い名前を付けることはない。
分かりやすい・綺麗・強い・喋りやすい・長くないなどの性質を持っ
たストレートな名前が好まれる。名前は戸籍に登録して初めて国家
的に有効になる。戸籍は生誕後一ヶ月以内に届けねばならない。　【用
例】　ridia livlat xia sif del miva e seren. リディアはセレンの娘の
紫亞らを産んだ。
livlnaat  ［地学］［歴史］第四紀　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

livlnian  ［名詞］産休　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

livlpit  ［医療］産科　［レベル］４　19

livlyai  ［医療］陣痛　［レベル］４　19

livlan  ［医療］妊婦　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

livlaja  ［環境］出生率　［レベル］４　19

livles  ［医療］リブレス、健康寿命、健康でいられる命　［反意語］livro　
［レベル］３　20:ridia:livro/seles（命ある魂）　［語法］　livlesは健康寿命
のことで、liitosは健康年齢のこと。　livroは寿命のことで、tolis
は実年齢のこと。　［文化］　vivianないし valnでいられる時間の長さ。
「健康寿命」とでも言うべきもの。　ヴェレイでは医療の発展に伴い、
植物人間の状態で長く生きていられるようになり、見かけの寿命は
延びた。しかし過労や環境汚染や夜型の生活や食生活の不摂生など
により、若くして体のあちこちが痛いという人間が増え、成人病も
増えた。また、医療の中途半端な発展のせいで、命だけある状態になっ
た寝たきりや植物人間の老人が増えた。　そうした中で、寿命とは
別に、健康でいられる長さという概念が考えられた。それがリブレ
スである。いたずらに寿命が長いだけでは意味がないことに人々は
気付き、寿命が長くリブレスが短い人生が悲惨だと知った。この結果、
人々は寿命（リブロ）よりもリブレスを実質的な寿命と見るように
なった。そこでレイユではミロクの指導の下、いかにリブレスを長
くするかを主眼とした生活指導がなされるようになった。　皮肉な
ことに、人間の技術は発展するほど人間のリブロを長くするが、リ
ブレスは減らしてしまう。rdの平均寿命は６０歳で、ヴェレイでは
７５歳だったが、rdのリブレスが５０歳であるのに対し、ヴェレイ
では３２歳であった。例えば便利になるほど運動不足になるし、パ
ソコンを使うほど眼精疲労や自律神経失調症にもなる。技術力の向
上が帰って人間のリブレスを下げてしまった。確かに赤痢やコレラ
のような大病は治るようになってリブロは上がったが、代わりに慢
性病の罹患率が増えるため、リブレスは下がる。　なお、アレイユ
ではリブレスの向上とともに医療の発展を利用して高いリブロの維
持を行った結果、リブロが７５歳、リブレスが５５歳にまで向上した。
livluko  ［普通動名詞］軟着陸　［レベル］５　rd;/　23

liva  ［電算］［娯楽］ゲーム、テレビゲーム、ファミコン　［レベル］２　15:制 :
古 :liizvas（小さな戦い）　［文化］　アルバザードにはシェルトやアルト
のような伝統的なゲームがある。また、カーデを使ったゲームもあ
る。外で遊ぶゲームもゲームといえる。縄跳びや鬼ごっこなどである。
ままごとのようなロールプレイングゲームは人の気持ちや立場を理
解できるようにするためのゲームとして人気が高い。よくあるロー
ルプレイングゲームは、子供が神話のキャラクターになりきって、
神話のシナリオに沿って遊ぶというものである。といってもレイプ
したりセックスしたり敵を殺したりするシーンは省略されたり、ぼ
かされたり、変えられたりする。たとえばティクノがヴァルテを倒
すシーンでは、ティクノ役は魔杖ヴァルデを投げるふりをする。或
いは発泡スチロールのような柔らかい杖を軽く投げる。本物の杖を
喉笛狙って投げつけるようなリアルな演技は危険なのでしない。ま
た、勝負事に使うアルカンスなどもゲームである。こういったもの
は非テレビゲームであり、アルバザードでは頭と体を鍛えるために
有効と考えられている。　＜コンピュータゲーム、ビデオゲーム＞
　コンピュータをメインに使った遊びである。日本ではファミコン
の類に当たる。コンピュータやプログラミングの技術力を向上させ
るものとして評判が高い。コンピュータの技術が向上してもそれを
一般人が親しみやすい形で理解するにはゲームという方法がうって
つけである。だからゲームは人気が高い。しかし、そうはいってもゲー
ムは娯楽である。アルバザードでは高い税金が課される。だが、知
的要素をゲームに盛り込めば国の推奨が得られるため、税金が下が
る。そこで開発側は娯楽に知的要素をどう盛り込むかを考える。だ
からアルバザードのゲームはどれも何かしら知的な要素が含まれて
いる。その点ではファミコンのような娯楽要素の強すぎるものとは
異なる。　＜体感型テレビゲーム＞　テレビゲームは座ってコント
ローラーを動かすものだが、健康志向のアルバザードは体を動かさ
ないことに不満を覚える。そこで表われたのが体感型テレビゲーム
である。銃を持って画面に現れる敵を撃つものや、音楽に合わせて
踊るものなど、体を使ったものである。日本にも既にたくさんあり、
特にゲームセンターに多い。最近では家庭用ゲーム機にも体感型が
増えてきた。ただ頭だけを使うゲームより良いとされている。勉強
に役立つ学習ゲームも体感型のものが多い。体を使った方が人間の
記憶力は高まるからである。この記事を書いたのは２００４年だが、
その後ｗｉｉが大ヒットしたのを見ると、作者リディアは未来を見
抜く力があったことが分かる。　【用例】　tu et liva le xir kazet ont 
ixm o zelo hot. an es ruuf al alf. シャープペンとノートと自分の頭
脳があればできるゲーム。僕は数学に夢中になっていた（『数学ガー
ル』）
livaka  ［娯楽］ゲームセンター　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　カル

ザス通りにある。
livasr  ［単位］オーム　［レベル］４　14:制 :人間ヴァスル
livan  ［娯楽］ゲーマー　［レベル］３　rd;/　24

livavent  ［経済］ゲーム会社　［レベル］４　22

livaate  ［娯楽］ゲーム屋、ゲームショップ　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

livivi  ［単位］ニュートン　［レベル］４　14:制 :人間ヴィヴィ
livet  ［ユマナ］［言語］人間界の単語　［レベル］４　19　［語法］　mexkvetでは
ない、人間界にしかない単語のこと。アシェットやネット上にしか
存在せず、神話や小説には現れない単語。本辞書では［ユマナ］のタグ
で指示。
liven  ［魔物］リヴェン（邪鳥）：第七十九天：邪の否天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:lis/venxiit　［文化］　翼の生えた大蛇。火、冷気を
吹き、翼で風を起こし、身はいかづちをまとい、尻尾で土石流を起
こす。
livel  ［娯楽］リヴェル、チェス　［レベル］３　20:lins/avelant　［文化］　→ na
yumel　ルールは地球のものと同じ。枡が偶数で、かつビショップや
ナイトやクイーンの動きを計る必要から、盤は格子状になっている。
格子は黒と明るい灰色である。灰色なのは盤に石を使っていたため。
黒は塗ってある。　駒は丸いチップで、アヴェルトと同じ。幻字が
書いてある。石製で、プラスチックのチップより重量感があってひ
んやりしている。　駒の名称は一枚ごとに異なっており、発想はシェ
ルトと同じ。むしろ歴史的にはシェルトはチェスから来ているから、
シェルトがチェスの発想をしたということになる。ただしポーンに
固有名はない。ここがシェルトとの違い。　チェスは唯一神話で争
わなかった死神族と悪魔族の夢の対決を描いたものになっているの
で、駒の名前はそれを反映している。複数枚あるときは、右左の順
序で載せる。　キング (teems, atwaayu)・クイーン (acma, luno)・ルー
ク (frestia&varte, fremelte&xuuze)・ビショップ (bceis&kleet, vergi
na&alhaik)・ナイト (midan&venxiit, emilio&misti)・ポーン (adel, yulan)
　＜用語＞　チェック：ev frei, ev mark。evは省略可能。死神側
がチェックをかけた際は markとなる。　チェックメイト：a veeyu, 
a despa。aは省略可能。死神側がチェックをかけた際は despaとなる。
　取る：set, sedなど　キャスリング：nekt　ステイルメイト：samp　
アンパッサン：vemoset　プロモーション：axek
livelm  ［魔物］リヴェルム（闇精）：第七天：闇の否天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:lis/velm　［文化］　黒い鎧に身をまとった騎士の姿
をしている。大剣を帯びており、敵を切り裂く。下半身は黒馬の姿
であり、極めて俊足。
livelmfap  ［天文］キャッツアイ星雲　19:ridia/seren/mel　［文化］　リヴェ
ルムはあまりに俊足で走るため、ものすごい勢いで砂煙があがる。
そのときの砂煙に似たようなもやの星雲であることから。
livelmifa  ［地球の星座］［ユマナ］ケンタウロス座　24　［文化］　ifa

lif  ［形容詞］若い、幼い　［反意語］ifi　［レベル］２　19:livrofil（命長い
もの）　ife:ife:'ett　［語法］　sam, sedes　【用例】　rai lif 新芽　xink, les 
et lif alka et an. まあ一番若いのは私なのだが。
lifvort  ［普通動名詞］夭逝、夭折、若死に、早死に、早世　［動詞］yulの
様態で夭逝する、夭逝する　［レベル］３　rd;/　24

liffeme  ［名詞］若年　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　３０までが
liffeme、３０～６０が seelfeme、それ以上が ififeme。
lifrans  ［名詞］体香、リフランス　［反意語］liflens　［レベル］４　21:liito/
frans　［文化］　liflens

lifre  ［アイテム］［軍事］ナイフ、戦闘用ナイフ、コンバットナイフ　［類義語］
tips　［レベル］４　szd;liiz/frei　24

lifl  ［魔法］星占い、占星術、宿曜道　［レベル］３　fv;liifa/ful　24

liflet  ［魔法］ホロスコープ　fv;lifl/te　24

liflens  ［名詞］口香、リフレンス　［反意語］lifrans　［レベル］４　21:liito/
flens　［文化］　lozet, velfiire以上が持つ香り。liflensは息で、lifr
ansは体から発せられるもの。異性を魅了する力が多少ある。　個人
や年齢等によって香りは変化するが、生涯を通じて根本的な香りの
種類は変化しない。　例えば rdだとリディアは桃、ライチ、薔薇を
この順で混ぜた香りになっている。メルはマルベリーで、クリスは
オレンジで、クミールはラベンダーとすみれといった具合に、人に
よって異なる。　紫苑の書に登場するエリアも外見以外はロゼット
の血が濃く、すみれのリフレンスを持つ。　性別によって大まかな
違いがあり、女性はたいがい花や果実などの甘い香りが中心で、男
性はミントなど清涼感の強いものが多い。　lifransはリフレンスと
同じ場合もあれば、異なる香りのこともある。たいていはリフレン
スを弱くした香りである。例えばメルの場合は異なるタイプで、メ
ルの lifransはローズマリーである。
lifax  ［天文］星図　［レベル］５　21:liifa/pax　［文化］　・星図の基準点　　
天球の区切り方については昨日述べたとおり。　99エリアに天球を
分け、北極星周りに 1星座足し、100天とする。　　問題は星図の基
準点。どこを基準とするかで揉めた。　リディアらとは意見がまと
まらず、2008/6/21にフゥシカにも相談。　実にまる一日同じ話題を
話し続け、今 22日の深夜、ようやく別れた。　だがおかげで基準点
が決まった。　　それまでは天の北極と基準点のアルバザードと天
の南極を結ぶ子午線を基準線としていた。　が、それってアルバザー
ドに旅行するか、正確なアルバザードの地球における投影位置を知
らなくてはならない。　空を見るのに土を見て基準線を測らないと
いけないのは不自然だ。というか使いにくい。　　地球の場合、ど
うしているかというと、春分点を基準にしている。春分点が赤緯 0°
で赤経 0°。　ちなみに地球は傾いた独楽みたいなものなので、歳差
運動があり、春分点はズレる。　ズレるので、1950年の星図と 2000
年の星図は別の星図になる。　星図を見るときは分点が何年のもの
かを見る必要がある。　　ではアトラスは何を基準点にすべきか。
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　春分点というのは地球のシステムだ。パクってよいかどうか。　
実はパクっても問題ない。春分は自然現象を元にしているので、ア
トラスでも地球でも等しく特別なものだからだ。　特にアルバザー
ドは半農半牧なので、春分は特別になる。　　ただ、春分でなく秋
分を基準にしてもよいわけで、とりわけ春分を基準にしなければな
らない理由はない。　ましてアトラスはメル暦の前はイムル暦を
1600年ほど使っていた。この暦は冬至を基準とするので、ここを基
準としてもおかしくない。　つまり、春分である必然性は本当はない。
　　星図というのはアシェットが魔物を種類や強さによって規則的
に星座に封印したものだ。　従って、アシェットにとって特別な日
を基準とするのが自然だろう。　　リディアの今日の話で改めて決
まったのだが、元々魔物は地球の公転軌道よりも外側で、地球を包
囲していた。　このとき、魔物は整然と並んでおらず、適当な配置
で巣を作っていた。　ただし完全にランダムではなく、ドラゴン族
は○○に固まっているというような傾向はあった。　例えばヴァス
テから rdまでは竜族はアルバザード付近の赤緯に屯していた。　そ
こでアルバザードは竜という強い魔物の多い「いやなところ」とい
う意味になり、幻字は竜の頭を象るようになった。　　その後 rdで
アシェットは魔物と戦い、魔物を分析した。　そして 11の種族と 9
つの等級に魔物を分類し、最後に veiganを足して 100種にした。　
分析をしたアシェットは魔物を自らの分類に従って宇宙に整然と封
印した。　それが rd以降の星座である。　　rd以前はおそらく星
座は民間的に「ひつじ座」などと命名されていたが、rdでアシェッ
トが 100天に制定した。　地球では 1930年にようやく行われたが、
アトラスではイムル 1600年代前半で行われたことになる。　これは
進化がおかしい順序なのではなく、単にアシェットが魔物を封印し
たからである。　　さて、当然アシェットは封印したときに、どこ
を基準に 100種の魔物を封印するか決めたはずだ。　それが決まらず、
フゥシカとああでもないを繰り返した。　で、メル暦を使うのだから、
メル暦の元日を基準にしようということになった。　つまりメル 0
年のリディアの月リディアの日にアルバザードを通る子午線を基準
にしようということになった。　ここでメル暦についておさらい。
　　アトラスと地球はちょうど 400年時間が捩れている。　アトラ
スにおけるメル 0年と地球のセレンらが使うメル 0年は 400年ずれ
ている。　例えばセレンは地球では 1981年生まれだが、アトラスで
はイムル 1581年生まれになっている。　メルは西暦 1988年・イムル
1588年生まれである。　　メル暦の原点メル 0年のリディアの月リ
ディアの日と 1988/11/30は等しい。　　さて、アルバザードの空は確
認できないので、ソフトを使って 1988年の空を見てみよう。　
http://www.toxsoft.com/sswpro/lite.html　stella theaterというソ
フトを DLしよう。　　このとき、1988/11/30の 0時に、イギリスの
ロンドンに設定し、真南を向く。　すると仰角 45°周囲の子午線上に
アルデバランが見える。　なんと、ありえないことに超有名な恒星
が正時に子午線を南中しているのだ。　（通常南中というのは 20時
だが、ここでは文脈からも分かるとおり、0時のこと）　　さて、こ
こで問題がある。確かに今アルデバランは子午線上にある。　だが
アルバザードはロンドンにあるわけではない。赤経 0°にあるわけで
はない。　ただし、アルバザードはアルカット大陸のほぼ西端で、
アルカットはユーラシアに相当する。　もしロンドンから 15° (=1h)
離れると、東はベルリンの東、西はアイルランドの海岸線になって
しまう。　　アルバザードの緯度は南仏くらいと既に分かっている
が、西経 15°で南仏の緯度となると、ビスケー湾だ。土じゃない。　
ビスケー湾に当たる部分がアトラスでは陸だとしても、ややアルバ
ザードが西に寄りすぎている感は否めない。　かといってドイツで
は東すぎる。ベルリンの東で南仏程度の緯度となると、ウィーンの
南西、ちょうどアルプスの中だ。　もしアルバザードにアルプスが
なくても、これだけ大陸の西端から離れると、風が乾いてしまい、
アルバシェルトの風土にならない。　従ってロンドンから見て左右
に 15°ずれると、たとえアルカット（ユーラシア）内だとしても、ア
ルバザードの風土を維持できなくなる。　　地球の本初子午線の経
度を 0時間 0分とすると、アトラスの本初子午線は n時間 x分の位
置にある。　が、nが 0であることは一段落上から明白である。　「セ
レン、お前計算が楽だからってグリニッジをパクったろｗ」と言わ
れるだろうことが非常に悔しいが、実際は楽をしたかったからでな
く、ロンドンから東や西に 15°も離れるとアルバシェルトのとおりに
いかなくなるからだ。　従って nは 0である。　　だがしかし、xが
残っている。x分アトラスの本初子午線はズレている。　ロンドンか
ら見て 0<=x<60の変域で本初子午線がズレている。　　さて、では
この xをいくつに設定するのがよいか。　先ほどのソフトで先ほどの
画面にしてみる。アルデバランを子午線が通過しているはずだ。　
さて、ここで 60分間の変域で子午線をずらしてみよう。この変域の
どこかにアトラスの子午線があることになる。　　だが 1分刻みにし
ても 60本も子午線の候補があり、どこをアルバザードの候補にすべ
きか分からない。　リディアもそこまで細かい経度を決めてなかっ
たからだ。　そこでこう考えた。　「メル暦にとって元日の 0時は重
要な時刻だ。ここを子午線とするのだから、アルバザードはその子
午線の中に目立つ恒星を持っていると面白い」　　そう。まだアルバ
ザードの正確な位置が決まっていないし、かといって地球のある都
市の経度を拝借してはどこがアプリオリな文化かということになる
ため、都市でなく恒星で決めることにしたのだ。　0<=x<60の変域で
子午線を考えたとき、その範囲に入る恒星は何か。　それはアルデ
バランとアルキオーネだ。　つまり 1988/11/30の 0時を基準とした場
合、アルバザードが地球の子午線αから見て x度のズレがあるとき、
アトラスの子午線上を南中しうる大きな恒星はアルデバランかアル
キオーネということになる。　これ、すごく難しいと思う。人工言
語屋のやることではない。ややこしいが、上の一行は間違えてない
ので安心して OK。　　多分こういう誤解が出てくると思う。　「な
んでロンドンから見てズレを数えるの？その時点でアポステリオリ
じゃん？」　大丈夫。上をよく見て。基準となるのはロンドンではな
く地球の子午線α、すなわち任意の子午線。　だから地球の子午線
αが 29°にあってもいいし、135.567°にあっても問題ない。なぜか？　
それは今はロンドンからの hourの差が知りたいのではなく、ある任

意の地球上の子午線からの minuteのズレを知りたいからだ。　　例
えば観測地点を弄ってフィリピンだのブラジルだの中国だのインド
だのにしてみよう。　もちろん時間は 0時ピッタリに。そのとき子
午線はアルデバランを通るか、その左右にブレる。　面白いことに
地球上のどの地点から見ても、11/30の 0時はアルデバランの左右を
通る。　ロンドンをパクって基準にしようとしているわけではない
ことがこれで分かったと思う。　　さて、適当な都市を入れて分かっ
ただろうが、子午線はこの日この時、どの都市にしても大抵アルデ
バランの左右にズレるだけだ。なぜか。　時差というのは 1h刻みで
付けていくが、実際の都市は 15°刻みで存在するわけではないからだ。
　例えばパリはロンドンから +1hだが、実際には 2°しかズレていない。
つまり 8mしかズレていない。　時差というのは 1h単位でしか刻ま
ないが、実際の都市はもっと細かい単位で存在する。　従って同じ 0
時といっても、ロンドンとパリとフィリピンでは子午線の位置がズ
レる。　ズレる範囲は上記のとおり 0<>x<60分だけだ。　　大体どの
都市にしてもアルデバランの左右に子午線が来ることが分かっただ
ろう。　で、アルデバランの左右にはカペラとアルキオーネしかな
いが、地球上のどの都市を入れてもカペラやアルキオーネを通過す
るところはない。　あ、それは言い過ぎか。ただ、3恒星のうち、ア
ルデバランが最寄になるケースが一番多いはず。　そこでアルデバ
ランを基準の恒星に考えるのが良いと想像される。　　大体の都市
においてアルデバランが最寄の恒星で、アルキオーネを子午線が通
過する確率は低い。　例えばパリを入れると 0時の時点でいい感じ
にアルキオーネ付近に行くが、通過はしない。　ところがアルデバ
ランはある都市から見るとちょうど通過する。　　そこで、この恒
星を通過するところを子午線にしようじゃないかと考える。　で、
それがどこか探すと、実はロンドンなのだ。始めのほうで「ありえ
ないことにアルデバランを通過する」と書いたのはそのためだ。　
　ある任意の子午線においてちょうど有名な恒星を通過するのがど
れくらいレアか数えてみた。　例えばロンドンの本初子午線を 1988
年の 1/1から 12/31まで有名な恒星が 0時の時点でモロ 1分のズレもな
く南中しているかどうかを調べてみた。　するとこのようになった。
　　1月 3日 シリウス ×　1月 16日 プロキオン ×　1月 18日 ボ
ルックス ×　2月 23日 レグルス △　3月 20日 デ
ネボラ ×　4月 13日 スピカ ○　4月 26日 アークトゥルス 
×　5月 2日 リギルケンタウルス ×　5月 30日 アンタレス ×
　7月 1日 ベガ ○　7月 20日 アルタイル △
　9月 5日 フォーマルハウト ×　10月 16日 アケルナル ○
　10月 26日 ミラ ×　11月 30日 アルデバラン ○
　12月 10日 カペラ ○　12月 20日 ベテルギウス 
×　12月 27日 カノープス ×　　くだんのソフトを使っ
て子午線がその恒星を通過しているかを目視して検証した。　恒星
内に入っていれば○、はずれていれば×、微妙に接している場合は△
とした。　測定の単位は 1°。星自体に幅があるため、子午線が恒星
から 1°未満にあれば通過しているとした。　　　例えば厳密にいう
と 1988/11/30の 0時にアルデバランは西に 0.2°ずれている。　ちなみ
に 0.2°のずれというのはどれくらいかというと、48秒である。　極
限まで考えれば 0.0000°きっちり南中することはありえない。どこか
しらでズレる。そこで許容範囲を 1°未満とした。　　18個有名な恒
星を調べたが、そのうち 5個しか通過しなかった。18では少し甘い
ので 20から 25くらいにしてもいいかもしれないが。　1年のうちの
ある日の 0時の子午線が「基準星にふさわしい程度に有名な恒星」
を通過する確率は 1%台、2％弱である。　　メルの誕生日は
1988/11/30で固定だ。　そのとき、ちょうど恒星が通過するのはグリ
ニッジやグリニッジから 15*n度東西にズレた地点のみである。　言
い換えれば、グリニッジからの分のズレ xが 0であるとき、ちょう
どアルデバランを子午線が通過する。　これはかなりレアである。2%
もない確率でメルはグリニッジから見たときアルデバランを通過し
ている。凄い偶然だ。　　となると、アトラスの本初子午線と地球
の本初子午線のズレは n時間 x分と述べたが、nも xも 0ということ
になるわけだ。　なんというできすぎた偶然か！　nが 0になるの
は風土の都合上、やむをえない。　だが xは違う。xは 0から 60ま
での変域があり、そのうちのどこでもありえた。　ところが恒星を
通過する子午線を探したら xの値はちょうど 0だったのだ。　　恒
星を子午線が通ることもレアな上、しかもグリニッジからの分のズ
レも 0というのは、これは神のお告げだろうか。　神がセレンに計
算が楽になるように仕向けてくれるというのであろうか（笑　なん
ともできすぎた話であるが、グリニッジの経度もメル嬢の誕生日も
セレンにどうにかできるものではない。　　もっとも、上の表を使っ
て 12/10の 0時にカペラを子午線が通過するから 12/10生まれのキャ
ラを小説に出そうというのなら、偶然ではなくヤラセだ。　だがメ
ルの誕生日はセレンには動かせないし、メル暦はネットでさえ数年
前から知らせていることで、あとだしジャンケンできるものじゃな
い。　いや、本当に面白いくらい、偶然だ。偶然だが、アトラスの
本初子午線は、地球のそれから 0時 0分ずれたところ、つまり同一
の線になるということだ。　　ここで但し書き。　上ではロンドン
から 15*n°の地点の子午線はアルデバランを通るといったが、それは
あくまで単純計算の上。　実際明石の 135°でやってみると、アルデバ
ランの真ん中をブスっと通らなくなる。なぜか？　それは地球が 24h
きっかりで回転していないからだ。135°というのは 15*9°だから、9ター
ンも誤差が累積するうち、少しずつ子午線がアルデバランのど真ん
中からズレるのだ。　　但し書き 2。　ソフトにパリを入れるとアル
キオーネのやや右に子午線が来る。　だからアルキオーネが基準星
になる考え方もあるように見える。　なぜこうなるのか。　　フラ
ンスは 1hの時差がある。つまり 60mだ。　しかし実際ロンドンから
パリの経度は 2°しかない。分でいうと 8mだ。8mならふつう時差を設
けないほうが時間のズレは少ない。　パリはロンドンの時計を見た
ほうが正確な時間に近い。8mなのに 60mの時差を与えているので、
ロンドンの子午線から見て 52mの差が出る。　52分をソフトでずらす
とアルキオーネの右に来るというわけだ。　だが 8分のズレならふ
つう時差を設けないのが自然なので、この位置に子午線を持ってき
て「アルキオーネが近くにあるからアルキオーネ基準でいいじゃん」
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というのは不自然だ。　　ある子午線αから 1mズレたところに時差
1hを設けることは、社会的には国家の都合上あるかもしれないが、
正確な時間を表すには不自然である。　ある子午線αから 1hの時差
を生じさせるには、αから± 30mの距離以上離れた場合が、見かけ上
の時刻と実際の時刻の差をなくすには好都合だ。　ロンドンから東
に 1m離れたところに 1hの時差を設定し、東に 59mずらして「カペラ
が子午線近くに来るから基準星にしよう」というのは、不自然だ。
　　異世界 Fの本初子午線は地球の任意の子午線αから x分のズレ
がある。　この際、xの変域は 0から 60だが、xの位置はαを中心と
して左に 30、右に 30となるのが自然だ。　もし右に 50となれば、
それは子午線βから見て左に 10というほうが早くなる。　子午線α
は Fにとってどうでもいい存在なので、最寄の子午線を選ぶため、
右に 50ならβから見て左に 10というだろう。　となると結局 xはあ
る子午線の左右 30mずつの幅を取るし、Fの本初子午線は任意の子
午線の左右 30mのところに存在するわけだ。　　もちろんこれは分
のズレを見るときだけだ。hourのズレも見るときは任意の子午線で
はまずい。　今は分のズレを知りたいからこうした。　　さて、と
なるとロンドンを通る子午線も任意の子午線のひとつだから、アト
ラスの本初子午線はここから見て左右 30mの範囲にあるのが自然だ。
　だがアルキオーネは -49mのところにあるので、30mを越えるから
入らない。　もしアルキオーネが入るとしたら、それはロンドンの
15°右（＝西）の子午線から見て +11mになる。　つまり、アイルラン
ド海岸を通る子午線から見て左（東）に 8mとなるわけだ。　　で、
上記のとおり、今どの子午線を使うかについてはロンドンのものを
使うと分かっている。　アトラスの本初子午線はロンドンから見て n
時間 x分ズレているが、風土の都合で nは 0である。　0ということ
はロンドンの子午線を基準とし、x分のズレがどれだけあるかを見る
ことになる。　xの範囲は左右に 30mずつなので、49mのアルキオー
ネは入らない。　　アルキオーネは西経 15°の子午線、n=23の子午線
のエリアに含まれる。この子午線から見て 11mである。　だが n=0
の子午線にはアルキオーネは含まれない。　含まれるとするなら、
パリのようにたった 8分しか離れていないのに 60分の時差を設ける
ような国を設定するしかない。　が、上記の通りそれは不自然だ。
社会的に不自然ということとか、だから変えろということを言って
るのではない。　パリで時計を見るなら、ロンドンから 60分引いて
52分足すより、ロンドンから 8m引いたほうが早いだろ？ということ
を言っているに過ぎない。ロンドンから 30m以上離れればようやく
時差を作る理由が分かる。　　アルキオーネを含むためには 49mの
ズレがないといけないが、49mはもはやロンドンの子午線の範囲外で、
15°隣の子午線の範囲内だ。　だが、経度が n時 x分の地点で
1988/11/30の 0時の夜空を見たとき、アルデバランからのズレは nは
関係ないので、xだけが関係ある。　このとき、xは左に 30、右に 30
の範囲を取るため、アルキオーネは入らない。　アルキオーネを入
れたいなら、n時 x分の地点で、1988/11/29の 23時の夜空を見なけれ
ばならない。　これが可能なのは、パリのように「ほぼ数分しかズ
レていないのに 60分の時差を設ける国」であるが、そのような不自
然が成り立っているのは社会的な理由であって、天文的にはロンド
ンから見て 8分のエリアに入れ、時差を設けないほうが自然。　　
つまりだ。アルキオーネが基準星として入ってくるように見えるの
はパリのように「ほぼ数分しかズレていないのに 60分の時差を設け
る国」がある場合だけという結論になる。　そりゃパリの時差が妙
でもまかり通っているのは社会的な理由があるからだ。天文的な理
由ではない。国家の問題でそうしているだけだ。　ここ、重要。ア
トラスはアプリオリなんだから、ロンドンの子午線にこだわる必要
はない。-49mもズレていたら、隣の子午線のエリアに含めて +11mの
差と考えるだろう。わざわざ -49mとするのは、ロンドンにこだわっ
ている証拠だ。　だがアトラス人から見てロンドンにこだわる必要
はない。もちろん nの値では 0にしたが、分のズレを見るときには
ロンドンは関係ない。　どの子午線を使おうと構わないなら、-49m
の場合は隣の子午線から見て +11mと数えるのが自然だ。　　以上か
ら、分の差が 60mの範囲というのは、ある子午線から見て左右に 30m
ずつとなる。　今は n=0なのでロンドンの子午線から見る。そして
ロンドンから左右に 30mずつの範囲にはアルデバランしか恒星がな
い。　だからアトラスの本初子午線がこの範囲にあるとしたら、そ
の中にある恒星はアルデバランのみ。　ではこれを基準点にしよう
というわけだ。　　アルキオーネは前日 23時の世界なら基準星にな
れた。　「経度の違いがたった 2°つまり 8mなのに、なぜか 3時間も時
差を設ける」という国を想定すれば、子午線はさらに遠くの恒星に
近付く。　だからってこれを以って 11/30の 0時にアルマクやミラク
を基準としようなどとは誰も考えまい？　アルバザードの子午線が
どこか分からないとき、0時に見た夜空の 73mやら 185mのズレがあり、
そこにアルバザードの子午線があるとは誰も考えまい？ 167mとか言
われると「あぁおかしい」と思うのだが、49mくらいならなんとなく
騙されてしまうのが不思議だ。アルキオーネは基準になれない。　
　アルキオーネが基準になりうるというなら、この理屈でアルマク
やミラクだって基準になれるではないか！　8mしか離れてないのに
時差を 180mも設ければ、そりゃミラクだって基準になれる。　　も
ちろん社会的なことを言えば、そういう国も実在するかもしれない。
　正確な時刻よりも国家としての時刻のほうが重要だからね。それ
にケチはつけない。　だがアトラスは地球の社会など知ったことで
はない。　49分離れたアルキオーネを「範囲内、範囲内」と呼ぶのは、
いかにもロンドン視点で考えている。　そんなアルバザード人がい
るもんか。　　もしレインが地球にワープしたら、49分も離れてい
るアルキオーネは右の子午線から見て 11分と考えるだろう。　だが
レインがロンドンびいきなら、49分離れていてもアルキオーネをロ
ンドンから見て 49分というだろう。　しかしレインがロンドンをひ
いきする理由はない。　　今知りたいのは、ロンドンで 0時にアル
デバランが正中しているとき、架空の国アルバザードではアルデバ
ランから左右にどれだけブレているかの話だ。　分のズレだから、
変域は 60分。ということはアルデバランから見て左右に 30分ずつの
どこかにアルバザードの子午線があることになる。　右に 40分ずれ
たら、それは右の子午線にとって左に 20分になる。だが nは既に 1

でなく 0で固定されているので、「右の子午線にとって」の部分は実
行不可能。　それはアルバザードにおける 29日の 23時の世界になっ
てしまう。　そう、もしアルキオーネを基準星としたいなら、23時
に観測しなくてはならないわけだ。　　・どうやってアシェットは
イムル 1588年の空を観察したのか　　頭の痛い話はやめて、神話に
戻る。　アシェットは 1988年、イムル 1588年のメルの生まれた夜空
を元に星図を決めた。　だがこのときセレンは 7歳で、まだ地球に
いる。リディアは 4歳で、サプリにいる。　明らかにおかしい。イ
ムル 1588年の夜空をアシェットはどうやって観察したのか。　　こ
れはメルが時魔道士だからだ。　イムル 1600年以降に星図を作る話
が出た。　　で、stella theaterみたいなシュミレータがこのときはな
いかもしれない。　リュウが作っていればあるが、作ってなければ
ないだろう。　　そしたら時魔法で 1588年に戻って観測するしかな
い。　アルバザードから見えない南天はパールのワープ魔法で南天
に飛んで観測するしかない。　だが、神話的にはどちらもありえる
ので説明がつく。　　　さて、また天文に戻ろう。　アトラスの本
初子午線は、メルの生まれた晩にアルバザードから空を見上げたと
きに恒星がちょうど南中したところである。　言い換えればアルバ
ザードという国はメルが生まれた晩に恒星が南中する国である。そ
してそれがアルデバランである。　なぜ恒星が南中する部分をアル
バザードにしたかは上述のとおり。　アルバザードの細かい経度が
決まっていないのと、メル暦がアトラスにとって特殊な日であるこ
とのアピールのため、せっかくだから最寄の恒星が南中する位置に
建国しようとしたから。　もちろんアルバザードという国はアシェッ
トより先にできていたわけだから、アルデバランが都合よく南中す
るのはご都合主義だ。　　だが、完全にご都合主義ともいえない。
なぜか。　アルバザードはそこそこ広い国だ。　そしてこのときア
シェットは星図の基準点となる星を決めようとしていた。　そこで、
基準となる恒星が 0時に南中する地点を本初子午線が通る地点にす
ればよい。　こうすればアシェットがアルバザード国より後に起こっ
た団体であっても、ご都合主義でなくアルデバランを基準星にでき
る。　　で、実際アルバザードのどの地点を本初子午線にしようか
という話になった。　王都アルナを南中するというのはいかにもで
きすぎた話だ。　ここまでできすぎた設定を一度も使っていないの
で、せっかくだから今回はもっとアプリオリにしてみたい。　そこで、
アルナは避けてみよう。かといってアルシアだカテージュだサプリ
だワッカだアシェルフィだと枚挙に暇がない。　　さて、どうしよう。
　逆に候補がありすぎて決められなくなった。　ランダムに決める
わけにはいかないだろう。アプリオリという点ではランダムでもい
いが、今度は逆に必然性を失って、神話としてつまらなくなる。　
アプリオリだからといっていくらなんでもランダムはつまらない。
候補がいっぱい出てきたので、これは流石に何かの理由を付けた方
がよさそうだ。　　そこで、アシェルフィにしようと思う。理由は
これら。　　1:アシェットの本拠地だから　2:アルナで観測したとい
うことはアルナ城で観測したことになるが、それは常識的に無理。
城外ならアリだが　3:天文学についてこの時代で活躍したのは上記の
流れから行くとアシェットで、担当はリュウ。となると本拠地アシェ
ルフィで観測するのが妥当　4:地球との兼ね合いを考えると、ロン
ドンの経度がアルナだとすると、これまでの想像より西寄りになっ
てしまう。アルナの印象はもっと東。そこでアルナの西にある都市
のアシェルフィを観測地点にすれば、首都アルナ自体は少し東にず
れられる。これは明石と東京のような関係。　5:そもそもアルナを
通るのはできすぎて見えるｗ　　というわけで、アトラスの本初子
午線はアシェルフィを通ることに決まった。　1988/11/30、アトラス
でいうメル 0年リディアの月リディアの日（イムル 1588年）の 0時に、
アルバザードのアシェルフィ（北緯 46.0°、西経 0°）に立って南を見
たとき、60.8°の仰角で、アルデバランが南中している。　そしてア
ルデバランが星図の基準星となり、アルデバランを通る子午線が星
図の境界線になる。　　なお、地球に投影すると、アシェルフィの
経度が奇跡的に 0°のズレで、緯度は赤緯 46°になる。　従って、フラ
ンスのポワティエのやや南西がアシェルフィになる。　アルナはこ
の東だから、リモージュくらい。　　アルナは rdのときにどれくら
いの範囲があったんだろう。　街と街が地続きではないし、疎な土
地だったから、ソエンの谷まで北に 20～ 40kmはありそうだ。　とな
るとソエンの谷は CHATEAUPONSACらへんのようだ。　http://
maps.google.com/maps?sourceid=navclient&hl=ja&ie=U
TF-8&rls=RNWE,RNWE:2006-33,RNWE:ja&q=chateauponsac&um=1&sa=N&ta
b=wl　　で、どんなところなのかとウィキ。　http://en.wikipedia.
org/wiki/Ch%C3%A2teauponsac　　うぉう！人口 2000人！？　
無理！絶対旅行できない！向こうでレンタカーして右車線を走るし
かない。き、きつ……。　　ソエンでクリスに会い、そこを越えた
ザミアでギルに会う。ザミア森林もこのあたりか。　　また、セレ
ンとリディアが神話で出会ったのはサプリだが、神話ではサプリか
ら歩いて東のアシェルフィの学校に行っている。　せいぜい 5km～
10kmしか離れていないだろうから、サプリの位置も大体分かる。　
　僕の感覚だとアルシアはアルナの北西で、フランスのルマンのあ
たり。　このあたりは陸半球の中心で本初子午線も通るため、アル
シアは何気に本初子午線と陸半球の中心の交点にあったりする。　
　ケートイアのアデュはどこだろう。アルシアは北西に行くが、ア
デュは北だ。　高さはアルシアくらいか、それより高いところだろう。
となるとパリくらいか。　　アデュを越えてケートがロンドンくら
い。ユーロスターでいけるね。　実際にはロンドンの東かな？　　
そこを越えるとヒュートか。ダブリンくらいの緯度だろうか。　そ
こを越えてイネアート。なるほど、ちゃんとノルウェー程度の緯度
だわ、確かに。リディア、孔明すぎるｗ　　で、そこを越えるとセ
ルヴァートの緯度。ラップランドくらいの高さかな？　神さま、逢
瀬の場所寒すぎですｗ　ある意味がんばって熱を出してくださいｗ
　　さて、アルデバランが基準となると、erin列はアルデバランを
含む子午線の東側 40°までの区間となる。オリオン座の方向だ。　
erin列は赤緯 -60から始まる。アトラスの本初子午線と赤緯 -60の
交点は「かじき」の星座線中腹にある。　この交点から緯度は 14°、
経度は 40°の範囲を取る。アルカは基本的に横長の星座だ。　　する
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とカノープスを含んだエリアになる。ここが第 10天の fianse座にな
る。　すなわちカノープスは fianse座に含まれる。　缶詰のパイナッ
プルのわっかのようなものを考えると、fianse座はその一部となる。
　そのわっかの残りの部分にはほかの alsiaの faifa列が入る。　その
わっかのひとつ外側の大きいわっかには、alsiaの parna列が入る。　
このようにしていけば、星座はすべて求められる。　　fianse座の
範囲を添付しておく。　カノープスが含まれている。　青く囲った
ところが fianse座。　　http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.
live.com/self.aspx/arka/seiza.jpg
lifar  ［魔物］リファル（光魁）：第六十一天：光の否天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:lis/part　［文化］　光る大きな塊。獲物を発見すると
光をどんどん強くしていき、やがて蓄えた光を辺りに放射する。光
の魔法であり、照射されたものを焼き尽くす。蓄える前に倒すか、
さもなくば逃げるべし。
life  ［動物］ヒトデ、海星、スターフィッシュ　［レベル］３　lakta:life,lii
fa（星）/eli（魚）
lifet  ［名詞］引き立て役　［音楽］オブリガード、オブリガート　［動詞］
yulを引き立てる、引き立てる、引きたてる、目立たせる、際立たせ
る　［レベル］３　21:liifa。月を引き立てるもの
lim  ［言語］音韻、音素　［レベル］６　19:恣意　［語法］　音韻は何にも入れ
ないか //に入れる。音声は［］に入れる。これは地球と同じなので覚
えやすいはず。　［文化］　＜音素の歴史＞　　・f_rf　　fで sartが作っ
た２４子音５母音の２９音素体系が最初。　fvは彼らが分裂などし
てできた神々が使った言語であるため、音素は fから継承。　rfは
fvと同一の言語で、時代が異なるだけ。人間と違って成員が入れ替
わらないため、音素は保持。　ここまでから、f=fv=rf=29と分かる。
　　・シージアとレスティル　　szや frfは寿命を持つ人間の言葉
で、しかも神と別々に暮らしているため、当然時とともに音素が変
化する。つまり fvにない音を持つ。ly_arも同様。　神々は tmでレ
スティルに住んでおり、cv後も実質宗主国として現代まで影響を強
く及ぼしている。zgでは神人貿易も盛んであった。そのためレスティ
ルはシージアより神との繋がりが強く、fv_rfの影響が強い。つま
り変化の度合いを szと同じに設定するのはおかしいということにな
る。単語と音は変化すれど、その度合は sz_ltより小さくなければ辻
褄が合わない。→ xalit　　・ly_ar　　fv_rfに近い音素体系である
ことが予想されるが、人間の言語なので変化がないということもな
いだろうと予想される。なのでそのように作る。　　・階層による
位相差　　階層による位相差も考える必要がある。　高官や商人は
神と直接交流があり、信仰度が強い。神から授かった音をおいそれ
と変えることはないし、そもそも変えても不便なだけなので、むし
ろこの層は自発的に変えたがらない。　一方庶民はそんなこと知っ
たことではないので言いやすいように勝手に変える。これが彼らの
生活を考えた上で出てくる違いで、リアリティの種となる。　　結果、
上流と中下流で音素の乖離が起こる。　これは地球でも存在するパ
ターンで、階層によって発音が違うことはままある。　　以下では
ly_arの音素の変化例を見る。　　・sと xの交替　　lsdで起こった
音の変化。sと xが入れ替わった時代がある。根拠は siina。　fでは
xiina<xi/na。frfと lyでも xiinaで継承。しかし lsd初期までに
xiinaが失われる。　その後 lsd中で sと xが交替。そしてこの時代に
古語の形態素を用いて xi/na>siinaができる。ずっと生きている人か
ら見れば２回同じ形態素から造語しただけに見えるが、長い時を経
て同じ形態素が二度使われただけで、当人らは事情など露知らずと
いうことになる。　　後期 lsdに再度 sと xが交替。つまり「戻し」
が起きた。　「戻し」なのだから、最初の交替後に起きた語には再交
替を適応しない。　そこで sikuと発音されていた単語は xikuに戻っ
ても、siinaはママとなる。　それが arや aに継承され、現在に至る。
　　「好む」が xiinaでなく siinaなのはこのような歴史的に複雑な
事情がある。異世界の言語学はここまでやる。　世界を作るという
ことは歴史を作るということで、共時的な考察だけでは限界がある。
　加えて言えば現実の古アルカで siinaが xiinaでないのはまたさら
に別の理由があり、現実と虚構を別々に覚えねばならず、大変である。
よくファンタジーをやっていると空想と現実の区別がつかなくなる
と言う人がいるが、リアルファンタジーだと逆だ。現実の学問あり
きでそこにファンタジーを矛盾なく加味していく作業なので、虚構
は虚構と分かっている人でないと難しい。　　・響字の音素　　響
字は学者らがベルト監修の下で作った。彼らは上流なので rfの音素
を積極的に使う。　つまり響字は上流階級の音素を表す。日本の平
安時代と同じで、庶民の言葉はほとんど記録が残っていない。　極
端なことを言えば、もしかしたら庶民は avelantを「アッチェレント」
のように発音していたかも分からない。　現代感覚ですぐ紙に書け
ばいいと考えるのは歴史的考察が足りない。この時点での庶民は筆
記用具を得られないし、文盲だ。　　・教育と乖離　　上流と中下
流との乖離は smになって教育事情の発達とともに縮小する。　教え
る側は学者で、学者は響字を作った階層である。従って乖離は上流
側に引き寄せられる形で縮小する。　　しかし下流は満足な教育を
受けられない。そこで sm以降は上中流と下流間の乖離となる。　要
するに中流を引き上げただけだが、マス層の引き上げは意味が大き
い。その言語で実際に使われている音素を言えと言われたら通常マ
ス層のものを挙げるからだ。　　sm以降は庶民も筆記用具を得られ
る層が出るが、その層が既に上流と同じ音を使うようになっている
ので、結局下流の発音は地球の言葉と同じく確定できない。　「下流
は kを sと発音するようだ」など、当時の文献で残っているものの中
から根拠になる記述を探さねばならないが、そう都合よく見つかる
ものでもない。　　・rd以降　　rd以降は神が表社会から去り、ア
シェットという求心力もなくなる。　さらに庶民も当たり前のよう
に紙に文字を書くようになる。　arも aも好き勝手に国民が音素を変
化させる。　　・革命　　革命前の vlでは aも３００年以上経過し
ているので、当然音素がそれなりに変わっている。　もっとも音素
というのは単語より遙かに長いスパンで緩やかに変わるので、
３００年だとしばしば短いくらいだ。とはいえ３００年でがらっと
変わるケースも地球の言語にはあり、３００年でどれくらい変化す

るかはしばしば判じ得ない。　　具体例を出すと、革命前は axelと
書いて「アジェル」と読むようになっていた。ajelだと「アイェル」
と読む。　kaitは「ケート」と読む。二重母音も変化が起こっている。
　　原理主義者のミロクは rdで最初に作られた音の設定を正式と考
え、書いたとおりに読むように教育を施した。この背景には、上流
階級ほど保守的で３００年とはいわないまでも古めかしい音素体系
を保持していたという事情がある。日英などにも一端が見られる。
　同時に、英雄たちの使った言葉に戻すことで、悪魔を倒して平和
をもたらした時代へ回帰しようという政治的イデオロギーを打ち出
している。　言論を操れば思想を操るのも容易い。人の精神をどう
喰らうかミロクはよく熟知していた。上流ほど保守的で未来と過去
に明るく、下流ほど似非革新的で目先のことしか見えない。上流の
趣向に合わせつつアルティス教の原理を盛り込んだ精神支配がこの
教育の背景にある。　　学術機関やメディアを使って矯正されると
国民の大半は矯正される。ただし老人や下流や田舎ほど矯正しづら
い。　いくらミロクが偉大な革命家だろうが、「一人残らず矯正でき
ました」というのはいかにもご都合主義くさい。作者が方言や位相
を作るのが面倒で逃げた感じがする。　現実問題８０の老人が発音
を今更矯正できるかという話だ。器用な老人ならまだしも全員だ。
現実的ではない。　そこで矯正できた部分とできなかった部分を両
方作り、田舎や下流などに元の発音を残す。こうすることで世界は
リアルになり、深みを増す。　　・sz_lt　　sz_ltも同様に音素が変
化している。　zgまでは文化の坩堝で革新的な国で、神の影響も少
なかったため、fv_rfとの音素の乖離は ly_arより大きい。　　・f
とΦと h　　sz_ltの音素の変化例を挙げる。　　前期 szdで f→Φ。
例えば faiがΦ aiに。　後期 szdで fvから輸入したものは fのまま
取り入れ。結果 fとΦが別々の音素として確立。元を辿ればどちら
も fなのに、取り入れた時代によって fかΦか変わる。当然 sz土着
の新語にはΦの入る単語もできるようになる。　　zgで響字ができ
る。fとΦが別の字として登録。このときは hもある。　mtで hが
発音されなくなる。響字上では書いていたが、発音されないので mt
後期で hが 'になる。'orettなどが例。　　smで hが発音されるよう
になる。hが記述の上でも戻るが、'の付いている単語については既
に 'orettなら「オレット」で耳が覚えているので戻さない。あくま
で外来語や新語で hの付いているものだけ hを発音する。　これは
当たり前だ。人々は生きている。'orettで耳が覚えているのに「ホレッ
ト」に戻すはずがない。机上の空論だとホレットに戻ったように感
じられるが、彼らの生活を想像するとそれはありえないと分かる。
　日本語の「母」も「パパ」から「ハハ」へ変わったが、その後入っ
てきた pは pのまま発音される。パリをパリと発音するからといっ
て今更母をパパに戻すかというとそんなことはありえない。オレッ
トもそれと同じだ。　　smで再び f→Φ。Φ一色となる。　後期 sm
で理字ができる。fはこのときないので、fの文字はない。竜字や幻
字に転写するときは先方の fの文字で転写する。例えば幻字だと fox
の字で示す。　　・塔字（アルハノン）　　→ hac　tmで ilhanoiによっ
て考案されたアルハノンは響字とは完全に独立した表音文字である。
　ただ、幼字から脱却したという歴史を持つ以上、幼字をベースに
持つ。　　ハングルに近い文字だが、ハングルとの違いは文字のデ
ザインがアポステリオリだという点である。　ではアプリオリの表
音文字はアトラスにないのかというとそうでもなく、例えば幻字が
そうである。　　アルハノンはメティオを中心に境方や魔方で使わ
れている。　つまり armetiaは竜字・塔字・理字でできているわけだ。
そこに幻字が加わることになる。　　子音字は無子音入れて２５で、
母音字は５。　文字の形と順序は以下のとおり。p,b,t,d,k,g,m,nと進む。
　http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/
alhanonamiso1.jpg　http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.
com/self.aspx/arka/alhanonvesto.jpg　　このころは音声学は存在
しないが、調音は内観できる。ilhanoiは内観に基づいて調音点が前
寄りのものから配列した。　調音法は頻度の高い順に並べ、閉鎖、
鼻音、摩擦、流音、半子音とした。　rdで音声学を立ち上げたセレ
ンはこの順序を響字より体系的な配列と評し、feeteda作成の際に参
考にした。　　幼字のデザインをいかに塔字に組み替えたかは以下
を参照。　http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.
aspx/arka/alhanonamiso2.jpg　　幼字とアルハノンの対比。　
http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/al
hanonkempe.jpg　　・響字の数　　響字は５０文字。子音３５の母
音１５。うち２９文字は rf,lsで使う。lsなどには２１音が欠けるこ
とになる。　ほかの参加国らの言語がこれら２１音を分散して持つ。
例えば szにはΦの文字がある。　　ところでこの５０という数は現
実的には何が根拠となってどこから来ているのか。　『アルカ』ｐ
６７の『制アルカオノマトペ』のリディアの試算に子音３２母音５
の３７音体系というものがある。これは『制アルカオノマトペ』ご
ろのアルカの音素の体系である。　３７には半子音 y,wがない。yの
代わりにｊがあり、wに当たるものが含まれていない。子音としてカ
ウントされていないし、母音にもカウントされていない。しかし古
には yunkや waのような単語があるので半子音がないわけがない。そ
こでｊを yと捉え、本来あるはずの wを入れ、都合３８音とする。
　ところでこうして見ていくとドイツ語のｉｃｈのヒの音がない。
古には辛いのヒなどにこの音があり、制新生も tihなどに現れる。ハ
のｘを音素としてカウントするならヒもカウントすべきだろう。そ
こでヒとその有声音を加え、３５とした。　これを響字とすれば現
実を巧くリサイクルできるが、母音５というのは当時の響字参加国
の全母音としては少ない。そこでｐ６５の『制定語彙』の母音リス
ト（１５音）を採用する。すると母音５から１５になるので１０増え、
合計５０字となる。ちょうどキリも良い。これが響字として 21に採
用された。　　一方 rf,lsの音素２９は、ｐ６７のメルの主張を元に
セレンが制の時代に作った新生古から来ている。　両方ともそれな
りに人工言語にしては歴史のある設定といえる。　　・響字のデザ
イン　　響字は幼字の読みを利用して音声表記に用いたもので、当
時は fvが中心的な言語なので、fvの音素がベースとなる。例えば
diaの幼字でｄを指す。fvの２９音はこのように単純に幼字から引っ
張ってくる。　一方 fvにない音は fvにある近い音の文字をアレン
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ジするか、何らかの言語でその音を含む幻字で示す。あるいはゼロ
から別途作る。　　例えば前者の例としてこのようなものがある。
fiinaは szではΦ iinaと読まれる。Φを含む字で最も頻度が高いこ
とから、fiinaの幼字をΦの表記に用いる。つまり fiinaの幼字をΦ
の響字として用いる。　もちろん fvでは fiinaの幼字は fiinaと発
音される。fを指す響字は faiの幼字なので、fiinaという幼字の音
を指すのに faiを使い、fiinaを使わないことになる。fiinaの幼字
がｆでなくΦになるのは fvだけで見るとややこしいが、幼字を活か
しつつ国際的に使うことを考えるとこうなる。　なら一から表音を
作ればいいのにと思うのは現代人であって、それはまだ幻字の誕生
を待たねばならない。どっぷり幼字に使っていなかった alhanonだけ
は早々表音文字に辿りついたが、幼字ありきの神々にその踏ん切り
はつかなかった。　とはいえアルバザード人は神ではないので自分
の言語にない音を使う気はベルト会談から離れるほど無くなり、結
果これが竜字を生む。にしても響字の崩しなので、純粋な表音はや
はり幻字を待つことになる。徐々に歴史が進化していて面白い。　
　一方、後者の例としてこのようなものがある。両唇入破音は ly建
国後の frfに見られる音で、farfaniaが響字参加国だったために響
字に存在する。この音は fvにはない。この音はしゃっくりを意味す
る pagという語の pの部分に来ている。fvでしゃっくりは cokotで、
幼字表記は coki/teeze（乱れた風）である。そこでこの２文字を組
み合わせて１字にしたもので両唇入破音の響字とした。これがデザ
インを別途作った例である。　　・響字の配列　　響字のころは音
声学がまだないため、体系的な配列はできない。　しかし調音点と
調音法は内観できるため、ハングル同様後の音声学上の特徴を使っ
てある程度規則的に配列できる。　　子音について。　まず調音点
は最も頻度の高い歯茎を中心とする。次に歯茎の前の歯音、次に歯
茎の後ろの後部歯茎。　このように、歯茎から近い順に前後ろの順
で並べていく。前優先なのは fvで前寄りの音の頻度が高い傾向にあ
るためで、この傾向は時代の遠く離れたアルカにも継承されている。
　調音法は閉鎖・摩擦・鼻音・流音等の順である。　無声は対応す
る有声の先に来る。　　母音について。　前側から徐々に後ろへ向
かう。非円唇が対応する円唇より先。『アルカ』ｐ６５に倣う。　　
具体的には以下のとおり。　左端が幻字での転写。その右が響字。
その右が音声。この音声のうち例えば fvは２９種を音韻として選択
する。右端はその幼字の本来の読みで、基本的に fv。　半子音だけ
はＩＰＡだと分かりにくいので音韻で示した。ヤ行とワ行である。
　　http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/
arka/forma1.gif　http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/
self.aspx/arka/forma2.gif　http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydri
ve.live.com/self.aspx/arka/forma3.gif　　arkantisで打てるようにア
クサンテギュしか用いない。t,d以外のすべての幻字のアクサンを用
いている。２６＋２４で正しく５０となる。　このように、響字は
arkantisで表記できる。ただし幻日では f,fv_rf,ly_ar,sz_ltの母音に
ついては長短を区別しない。これらの言語で keetといえば響字的に
は kEEtだが、これらの言語について述べるときはこれらの言語の音
韻を用いて keetと表記する。　　子音についても f,fv_rf,ly_ar,sz_lt
の C以奥の h以外の摩擦音についてはすべて Hの音韻を用いる。響
字的には hanoiは Kanoiと綴るべきだが、これらの言語では Hanoi
と綴る。また、aでは Hすらないので hとなる。つまり hanoiと綴る
し、tihと綴る。　また、sz_ltには f,vがなく F,Vしかない。vland
や evaの響字的な綴りは Vlandや eVaであるが、sz_ltと分かっている
状況では f,vで転写する。sz_ltには f,vがないので混同はせず、
sz_ltの F,Vはどのみち ar,aでは f,vに転写されて入ってくるので問題
ない。ただ、正確な音は F,Vだとは覚えておくべきである。　　響
字の示す音声を示す場合は［］に入れる。例えば szkの時代に vutと書
けば読みは［Vut］であるが、同じ綴りでも ltでは［VM］となる。　同様
に vland,szの発音は［Vland］となるが、vland,ltは［VlAnd］となる。　響字
が音声と同時に音韻を指したのは初期だけで、時代を経て言語が変
化するに従って音声と音韻が乖離していく。綴りが残って音声だけ
先走って変化するのは言語学の常識で、響字や竜字や理字でも同じ
ことが起こる。　　具体的な文字の順序について。　まず歯茎の t,d
が来る。　次に同位置の摩擦で s,z。　次に鼻音で nが来る。鼻音は
nと mしかないため、ここで先に mを割り込ませてまとめる。　流
音４つが頻度順に並ぶ。　前側の歯音に移って S,Z。　後ろ側の後部
歯茎で x,j。　前側の唇歯に移って f,v。　後ろ側のそり舌で X,J。余
談だが、日本の Japanは中国語のリーベンから来ているが、どうもこ
の音はリーではなくジーに近く、この Jの音ではないか。とするなら
響字で Jとなっているのはそれなりに音声的に合点のいく話である。
　両唇に行って p,b。　ここは摩擦の先にその他の音を割り込ませ、
pの入破で Pと、bのふるえで B。p,bと関連付けるために割り込ま
せている。　摩擦で F,V。　硬口蓋で y。　　以降は後ろ側しか残ら
ないので前後前後という均衡が崩れ、比較的前寄りの軟口蓋から順
に後ろへ。　まず k,g。　その後イレギュラーだが、硬口蓋摩擦の C,Y
が来る。順序が崩れているのは、ハ行系摩擦音をここから最後まで
通すため。Yは調音点が同じなので覚えやすい。Cが来ているのは幻
字のデザイン的に yを引っくりかえしたものが cだからであって、
cukの音とは関係ない。ただ、cだと読者はドイツ語のｉｃｈなどと
絡めて覚えられるかもしれない。　次に摩擦の K,G。幼少期のメルが
hanoiを kanoiと言ってたのが懐かしいが、こうして Kという表記が
できると音声学的にも現実的にも響字的にも合点がいく。　残り h
にかけて H,R,hと進む。　　母音は上述のように、前側から進む。　
iireの iと ipの iは fvでも音声が異なる。fvで長母音と短母音
は音声が異なる。fvの母音は５だが、長短を区別すると１０弁別で
きる。あと５つをほかの文字で回す。　ちなみに fvや lsの場合、音
声上では母音の長短を区別するが、音韻上では同一視する。従って
これらの言語の響字では５つしか母音字を使わない。すなわちi, e, a, 
o, uである。　　・節字　　→ hac　節字はＣＶの音節文字で、仮名
を想像すればよい。　無子音含め子音１９の母音５で、ここから yi
と wuを引いた９３字が節字である。　そのほか撥音記号などが数点
加わる。　　響字のアンチテーゼとして作られたため、幼字が元に
なっているのは響字と同じ。　　http://cid-dd6eff55a81cbf67.sky

drive.live.com/self.aspx/arka/veel.gif　http://cid-
dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/veel2.gif　
　・竜字の数　　smでできた竜字は arの音素を反映して２９字であ
る。子音２４の母音５である。　　・竜字のデザイン　　→ hac（・
ペンと筆、・デザインと国民性）　　竜字は主に商人や役人がペンで
繋げて書きやすいよう崩していったもので、地球でいうとアルファ
ベットの筆記体のような崩れ方をしている。　繋がりをよくするた
めに、左中央の高さに起点があり、右中央の高さに終点のある字が
多い。起点と終点の位置を守るためにむしろ響字より冗長にする場
合すらあるが、それは結局一文字一文字の合理性ではなく全体の書
きやすさという合理性を活かした結果である。　　dのように変わら
ないもの、zのように繋げて書きやすくしたもの、mのように回転さ
せて書きやすくしたもの、Lや Hのように複雑に崩したものなど、
崩し方は多彩である。　　・竜字の配列　　http://cid-
dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/abram.gif　
　響字を元にしているので、文字の順序は響字と同じ。　ただし響
字のうち竜字にないものはスキップすることになる。　音韻は f,fv_
rfと同じで２９。上でも述べたとおり、母音は音韻上では長短を区
別しないが、音声上では区別する。keetと ketでは音が異なるが音韻
は同じ。響字的にいえば kEEtという発音でも、竜字の音韻上は keet
と表記する。　　響字に比べ、そり舌がなかったり、hを除く C以
奥の摩擦音が Hにまとめられていたりといった違いがある。　　・
理字の数　　smでまとめられた理字は竜字より１つ多い３０字であ
る。子音２２の母音８である。　　・理字のデザイン　　→ hac（・
ペンと筆、・デザインと国民性）　　理字は響字の一部を切り取った
いわばカタカナ的な文字である。　竜字と違い、繋げ文字前提では
ない。ただし理字内に草書のような繋げ字風の書体は存在する。デ
フォルトではこのようなルーン文字を彷彿とさせるブロック体であ
る。　竜字と独立した崩し方を発展させていったが、画数の少ない
字の形など数に限りがあるため、竜字と同じデザインになった文字
もある。　ただ、示し合わせてないので当然音は一致しないことが
ある。例えばｘのような字形の文字は双方にあるが、音が異なって
いる。混乱に注意したい。　　・理字の配列　　http://cid-
dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/tiaram.gif　
　こちらも竜字同様、響字から理字に存在しない文字を落としていっ
て文字を並べる。　竜字に比べてラ行が２つと少ない。f,vがないの
が特徴で、代わりに F,Vがある。eVa（雪）は日本人なら日本語のま
ま「えぶぁ」と発音すればよい音である。　母音は竜字より多く、
８母音ある。　　・幻字の数　　rdでセレンが作成した幻字はアル
カの音を表す。　アルカは使徒が持ち込んだ様々な自然言語をまと
めた最大公約数的なアポステリオリ言語である。ゆえに音素も最大
公約数的になっている。　少なすぎず多すぎずなるべく共通性のあ
るものを選んだ結果、４音が捨象されて２５音となった。従って幻
字も２５字で、それにシュワーなどが入る。　　『アルカ』ｐ６５に『制
定語彙』の音素（というか音声）が挙がっている。子音３８の母音
１５で５３音。これは恐らく音声であって音素でない。　この数を
神話上は何に使うかだが、rdでセレンがアルカを作るときに使徒の
言葉を聴き比べ、彼らの口から出てきた異なり音声の総数とする。
つまりアシェットを構成していた人間の言語の音声の総数である。
音素ではない。　ここからセレンは音素を導き、その上で取捨選択
をして２５音を選んだ。現実のほうは『制定語彙』から直接制の音
素を選んだわけではないが、大体これに近いわけだからしっくりく
る。　　この時点ではまだ feetedaがないので、響字をひっぱり出し
てきて、足りない音は響字を変えつつ対応したと思われる。つまり
セレンは使徒の言葉を聞いて響字を元に音声を記述し、響字にない
音は随時新たな文字を作るか響字に記号を加えるかして記述した。
　こんなことをしていれば feetedaが欲しくなるのは必然で、どうり
で共時言語学が発展したわけである。　　・feeteda　　響字の５０
は響字参加国の音素の数であり、世界全体の音素や音声の数ではな
い。　そこで rdでセレンは幼字や幻字を元に包括的なＩＰＡに当た
る feetedaを、調音音声学の観点から作った。　上述のように調音点
と調音法についてはアルハノンの配列を参考にしている。　　
http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/
amisofeet.jpg　http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/
self.aspx/arka/vestofeet.jpg　　・文字の比較　　http://
cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/nod.gif
limk  ［名詞］サインペン　［レベル］３　13:制 :limlkaz（繊維ペン）、ｆｉｂ
ｅｒ ｔｉｐｐｅｄ ｐｅｎの訳か。
lims  ［動詞］yulを aに限定する、限定する、限る　［形容詞］限定的な、
限定の　［反意語］ranx　［レベル］３　lakta

limsyol  ［名詞］限定使用、専用　［言語］限定用法　［レベル］３　19:ridia:ar
baxelt
limfel  ［言語］音韻論、音素論　［レベル］６　19

limpak  ［言語］音的発達　［類義語］limlet　［レベル］６　20:音韻進化。音韻
自体が進化するわけではない。
limyuk  ［単位］テスラ、リミュク、人間ミュク　［レベル］６　14:制 :人間ミュ
ク
limyum  ［単位］ウェーバー、リミュム、人間ミュム　［レベル］６　14:制 :
人間ミュム
liml  ［化学］［被服］繊維、ファイバー　［レベル］４　13:制 :語源不詳
limlxiim  ［化学］セルロース　［レベル］５　19:ryuu

limlfabe  ［軍事］無煙火薬　rt;/「繊維火薬」　24　［文化］　gel

limle  ［化学］フィブリン　rt;liml/et。繊維状であることから。　24

limle(2)  ［被服］カドガン　sm;「リムレ男爵の」　24　［文化］　smでできた
男性貴族用のカツラ。
limlet  ［言語］リムレット、音的発達、音的発達による語形成、変音　
［類義語］limpak　［レベル］６　20:lim/古 al/te（音韻の物事に関する）　［文化］
　音の一部が変化すること。
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limleab  ［化学］フィブリノゲン　rt;/「フィブリンの材料」　24

limas  ［ユマナ］Ａサイズの紙　［レベル］４　19　［語法］　Ａ１は kolimas。ＰＣ
用紙としてよく使うＡ４が vallimas、書籍の一般的なサイズであるＡ
５が linlimas。
limi  ［形容詞］［丁寧］綺麗な、華やかな　［類義語］lant　［レベル］３　古
limi,f  lant
limidi  ［魔物］リミディ（聖獣）：第七十天：聖の否天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:lis/mida。母音調和　［文化］　象の形をした大型の魔
物。温厚で攻撃的でない。
limidierim  ［天文］スカート　19:ridia/seren/mel　［文化］　リミディの
心臓。心臓でさえ星のように巨大という伝説に基づくもの。
lime  ［動物］チンパンジー　［レベル］３　古 :lime← lizmel（チンパンジー）。
オヴィがチンパンジーを ｢ちびメル ｣と呼んだことから。当然メル
が怒ったのでチンパンジーという語を純粋に使いたいときは彼女を
怒らせないように隠語化して limeというようになった。　［擬声］　hy
ehyehye、kyekyekye
limel  ［親族］妹ちゃん　［レベル］２　19:ridia:lis/amel　［語法］　miia

limelka  ［ユマナ］謹賀新年、あけましておめでとう、あけましておめで
とうございます、あけおめ、ハッピーニューイヤー、ＨＡＰＰＹ　
ＮＥＷ　ＹＥＡＲ　［レベル］４　23:li/melka

limelkart  ［ユマナ］年賀状　［レベル］３　24:limelsel/kart

limelxant  ［ユマナ］お年玉、年始のプレゼント　［レベル］３　24　［文化］　日
本の場合お年玉。世界の場合はプレゼントだったり色々。
limelsel  ［ユマナ］正月、お正月　［レベル］４　23:li/melsel

limelfi  ［ユマナ］［単位］メートル　［レベル］４　14:制 :人間メルフィ
limelba  ［ユマナ］［単位］キログラム　［レベル］４　14:制 :人間メルバ
limela  ［ユマナ］［単位］リットル　［レベル］４　16:制
limelia  ［植物］リナリア、リメリア　［象徴］［花言葉］初恋　［レベル］４　22:li
imel　［文化］　黄色は fianまでの初恋。白は純粋な初恋。ピンクは
reiyu期の初恋。紫はそれ以降の遅咲きの初恋。
limeer  ［名詞］処女、乙女　［反意語］yolda　［レベル］４　rd;limeer,f.hem
　赤　limeer:limeer:la yundite　［文化］　アルバザードは処女を尊ぶ
文化で、処女が軽々しく捨てられたのは歴史的にヴェレイのみ。ア
レイユでは処女でなければまともな結婚は難しい。処女を判定する
方法はないため、女子は悪い噂を立てられぬように生活するのが智
恵。
limeer,f  lam, limeer　e

limeerbeel  ［俗語］処女童貞　［レベル］５　al;/　23　［語法］　処女とセック
スしたことのない者を言う。他の男により若く美しい時期を食われ、
中古品ばかり押し付けられてきた哀れな者というイメージで貶され
る。
limeerhanoi  ［地球の国名］アゼルバイジャン　19:文化遺産「乙女の塔」
から
limeercoot  ［俗語］処女厨　［レベル］５　vl;/　23　［文化］　vlから alの処
女率が低まったフェミニズムの時代に、処女を尊ぶ男性を卑下した
言葉。この時代だけに使われた言葉で、処女性が重要視された時代
ではそれがデフォルトなのでなんとも呼ばれない。
limeerati  ［名詞］処女性　［レベル］５　21

limeerifa  ［地球の星座］［ユマナ］おとめ座　24　［文化］　ifa

lid  ［形容詞］人工の　［反意語］ladl　［レベル］３　19:ladl

lidxelte  ［物理］人工衛星　［レベル］３　19　［文化］　344　ミロクのもとで
初の人工衛星打ち上げに成功
lidsodn  人工事実。「嘘」と言うのを避けるために用いる一過性の戯
語。　19:melidia alis
lidbakal  ［建築］文化遺産　［レベル］５　rd;/　23　［語法］　fiabakal

lidlivro  ［生物］人工生命　［レベル］４　22

lidlens  ［工学］［電算］人工知能、ＡＩ　［レベル］３　21

lida  ［植物］ザクロ、ざくろ、石榴、柘榴　［レベル］４　16:制 :lidから
lidakad  ［地球の国名］グレナダ　19:国名がざくろ
lidi  ［植物］バンザクロ、蕃石榴、グァバ、ガバ、グアバ　［レベル］４　
16:制 :石榴と似た実をつけることから。分類上は別種。フトモモ科。
lidia  ［植物］スモモ、李、プラム　［レベル］３　13:制 :古 :liizdia（小さ
なリディア）。このリディアは桃の意。
lidian  ［歳時記］清明　［名詞］５時　［組み数字］５／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

lidel  ［人名］リデル　［レベル］５　20　［文化］　(yuuma 3899:4418)アルヴェー
テの教祖。yuuma 4001、レスティルの小都市 arvetteで lidelが kop
pelと gildo（商工会）を設立。yuuma 4002にアルヴェーテを作る。
yuuma 4418に連立した神商会とサルト教会との戦いで戦死。
lidel(2)  ［音楽］シンセサイザー、シンセ　［レベル］４　21:lid「人工の」
lidelm  ［医療］人工臓器　［レベル］５　19

lideld  ［言語］人工言語　［類義語］levian　［レベル］５　19

ligna  ［工学］［電算］ガジェット、小物、小道具　［レベル］５　rd:ryuu;↓
　古 :ryuu:liiz/ragna
ligret vafii  ［人名］リグレット＝ヴァフィー　［レベル］５　古 :右の名
は後付け　［文化］　初代ソーンの第３使徒。異性魔王。
ligil  ［化学］アデノシン三リン酸、アデノシン三燐酸、ＡＴＰ　［レベル］
５　rt;livro/gil.k「生命の金」　24
lipa  ［名詞］ペンチ　［レベル］３　16:制 :klip

lipaklas  ［名詞］ニッパー　［レベル］４　rd;/「ペンチのようなハサミ」　23

lipaav  ［単位］ルクス、ルックス、人間パーヴ、リパーヴ　［レベル］５　14:制 :
人間パーヴ
lib  ［生物］繊毛、線毛　rd;liiz（ここでは古 liizなので小さいだけ
でなく細いとか細かいの意味）/bix　24
libeeze  ［魔物］リベーゼ（黒炎鬼）：第四十三天：火の否天　［レベル］
５　古 :liiz/beezel（小さなベーゼル）　［文化］　ベーゼルを小型にし
たようなアデル
lizku,ark  liik　liz/ku「小さな生き物」
lizno  ［政治］庁、リズノ。アルノン（省）の下位にある機関。　［類義語］
arnon　［レベル］３　古 :liiz/arno

lizm  ［生物］微生物　［レベル］４　19:古 :liiz

lizmxirzom  ［環境］生物化学的酸素要求量、生物化学的酸素消費量、
ＢＯＤ　al;/　23　［語法］　生物化学的酸素要求量は、生物化学的酸素消
費量とも呼ばれる最も一般的な水質指標のひとつ。水中の有機物な
どの量を、その酸化分解のために微生物が必要とする酸素の量で表
したもので、特定の物質を示すものではない。
lizdia  ［俗語］ちっぱいぱん、チッパイパン、ちっぱい、チッパイ　rd
;liiz/ridia「リディアちゃん。ちっちゃなリディア」。リディアが大
人になってもそのような体型の女性であったことから。厳密には完
全な無毛ではないが、ほぼ申し訳程度にしか生えていないので。　24
lizro,szd  ra　liiz/ruxilo

lizl  ［政治］（都市の規模としての）村、里、集落→ salai　［形容詞］～の街。
前置。　［レベル］２　fv;liiz/ruxilo「小さな家」　13:制 :古 :liizraruxilo
　lizl:lizl::saka,alt
lizlan  ［名詞］村人　［レベル］３　20

lizlai  ［政治］公爵、デューク　sm;liiz/alai　24　［文化］　王家に連なるも
の、またはそれに匹敵する大貴族。
liza  ［言語］暗号　［レベル］３　15:制 :古 :liizakukuli（リーザの言葉）。先
代アルカを意味する。
lizalt  ［政治］子爵、バイカウント、副伯、城伯　sm;liiz/kalten　24

lizalevian  ［言語］暗号型人工言語　［レベル］６　22　［語法］　特定の集団で
暗号として使われる言語。古アルカなど。
lij  ［形容詞］［ポジティブ］無邪気な、果実が若い、未熟な、幼い、幼少の、
あどけない。天真爛漫、天衣無縫　［形容詞］［ポジティブ］若いが食べると
おいしい。子牛など、若い方がおいしいものに使う。　［類義語］ibet　［反
意語］raz　［レベル］３　13:制 :古 :liij（あどけない）。メルが昔 liiz（小
さい）という単語を発音できず、liij（リージュ）と発音していた。
セレンがそれをかわいいと思って、以降かわいいあどけないものを
表現するのに ｢メルがリージュというように（"yukke mel kul liij"）
｣という表現を使った。その過程を経て、やがて liijが単独で使わ
れるようになった。
lijkalka  ［法律］少年院　［レベル］４　20:ridia:mirok　［文化］　未成年用の刑
務所。革命で廃止され、年齢による区別はなくなった。
liwemsel  ［ユマナ］バレンタインデー　［レベル］４　23

lil  ［化学］元素　［レベル］４　rd;liil,lss.k　13:制 :古 :liil（元素）　［語法］
　水素からローレンシウムまでは固有名がある。ローレンシウム以
降は原子番号を使ってメルの読み方で命名する。文脈で分かる場合。
lilは省略する。　本辞典では lilで見出し語検索をすれば元素が引け
る。
lilm  ［魔物］リルム（陰対）：第九十七天：害の否天　［レベル］５　19:rid
ia/seren/mel:lis/nalm。リアントと夫婦のようであり、リディアにとっ
てアムルとナルムのように見えたため。　［文化］　鬼族。杖かロッド
を持った女魔導師の姿をしている。白黒問わず高度な魔法を繰り出
す強敵。常にリアントと一緒に現れる。
lild  ［単位］リルド、ベクレル。放射能の強さ。　［レベル］５　古 :lild｢
原子を壊す（lildzul）｣が原義か？　［語法］　１リルドは一秒間に一個
の原子崩壊を起こす放射能の強さのこと。
lili,alt  non　lilu

lilis  ［代詞］［milia］あなたたち　［レベル］１　19:ridia:こちらも lenaと事情
は同じ。二人称に tの音が多すぎたため、titisを lilisに弱化させた。
tが lに弱化するのは teeが leuになるのと同じ操作。titisはあなた
を意味する古アルカの tisを重ねたもの。
lilin  ［代詞］［milia］あなたたちの　［レベル］１　19:ridia:lenaと lenanから
の類推で、lilisの sを nにしたもの。
lilin vix  ［人名］リリン＝ヴィッシュ　［レベル］５　古 :右の名は後付け
　［文化］　初代ソーンの第６使徒。異性魔王。
lilia  ［名詞］少女、女の子、リーリア　［類義語］min　［反意語］pikol　［レベル］
２　20:zana/seren:liは「小さい」。liliだけだと単語として座りが悪
いとして aを添加。　［語法］　fianと lazの総称。
lilo  ［植物］たけのこ、タケノコ、筍、竹の子　［レベル］３　rd;liiz/holo「小
さい竹→若い竹」　24　［文化］　smで altから伝わり食用となった。日本
ほどではないにせよ、日常的に食べられる。食物繊維は豊富だが消
化に悪いため胃に悪い害食とされることもある。よく煮て柔らかく
して食べよう。　【用例】　an yuxilat lilo i xaxan e jizol. ギターの先
生から筍を頂いた。
lilotte  ［ユマナ］［電算］ＡＳＣＩＩコード　［レベル］６　20:ユマナのロッテ
liloz  ［化学］周期律　［レベル］６　19

liles  ［法律］［動詞］yulにいたずらする、いたずらする、悪戯する　［普通
動名詞］いたずら、悪戯　［レベル］３　19:lisvales　［語法］　セックスが目的
だが、相手が機能不全でできないため、その手前で止まる行為。例
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えば幼女をレイプしようとしたが膣が狭くて入らないので性器を弄
り回したような場合がこれに当たる。raj以上 vales未満にあり、量
刑としてちょうど両者の中間に当たるため、語彙的にも区別される。
lileda  ［化学］周期表　［レベル］４　18

lilu,alt  lis　<>liiz

lilunaf  ［単位］ジュール、リルナッフ、人間ルナッフ　［レベル］４　14:制 :
人間ルナッフ
lilul  ［名詞］リルル　［レベル］３　rd;古 liiz/al「小さい者」　23　［語法］［文化］
　rdでセレンが提唱した女の年齢区分。　セレンは陰毛が生え揃い、
生理が来ており、小陰唇も発達した１４歳程度の少女も１９歳の女
性も２５歳の女性もセックスした感じは肌の張りくらいしか違いが
なく、性器の具合や匂いや味などは大差ないと述べた。一方、１１
歳程度の毛が生えかけの少女は生理も来ているか来ていないか判然
とせず、性器も未発達で、性器の具合や匂いや味が年長者と異なる
と述べた。また、９歳未満の少女や幼女に関しては更に性器の具合
や味や匂いが異なり、女の匂いがほとんどせず、基本的に同年代の
少年の味や匂いと変わらないと述べた。　つまり女体の具合や味や
匂いなどはＪＳ、ＪＣ、ＪＫ、ＪＤと学齢ごとに変化していくので
はなく、９歳ごろまでの幼女・少女期と、１４歳ごろまでの思春期と、
それ以降に大別できると彼は述べた。そしてその分類を幼い順に li
lul, yuuno, vanketと呼んだ。　lilulは性交に適さないが、無理強い
すればできないこともない。またイタズラするだけの用途もある。
この時期の少女と性交渉を持つことは希少であるため、セックスの
快楽自体は三者の中で最低なものの、その希少性に価値があるとさ
れる。　yuunoは人間の中で最も時期が短い。日本で言えばおおむ
ね小４から中２までの時期で、短ければ小６から中１までしかない。
一日で言えば夕方に相当する儚く短い時期で、時期が短いことから
yuunoとのセックスは希少性が高いとされる。ただ lilulに比べれ
ばセックスしやすい相手であるため、希少価値は多少下がる。しか
し vanketとの間には越えられない壁がある。yuunoは陰毛が生え始
めてから生え揃うまでの短い期間で、人により時期が異なる。大人
になっても yuunoのような見た目を持つ者もいる。　vanketは最も
セックスに適する相手であるが、希少性がまるでない。食べごろで
はあるが、そこらに転がっているりんごと同じくらいの価値しかな
い。　結局のところ一度経験として味わってみたいのは希少価値の
高い順なので、セックスするのが難しい lilul, yuuno, vanketの順に
なる。要するに男は lilulとヤレば一番優越感を満たされる。希少価
値が高い経験を有しているためである。ただし継続してセックスす
るなら lilulはセックスに不向きな相手なので快楽はあまり得られな
い。lilulや yuunoがいいのは最初だけで、「俺は lilulや yuunoを食っ
たことがあるぞ」という優越感を味わうためのものでしかない。lilul
や yuunoはフォアグラみたいなもので、一度食べれば十分なもの
で、vanketは米やパンのように常用するものである。　セレンの考え
に反対する者もいる。彼らは学齢区分を優先し、制度上のＪＣとＪ
ＫとＪＤの区別にこだわる。ＪＣでも vanketなら女体的にはＪＤと
肌質程度しか変わらず、また個人差も大きいのでＪＣでもＪＤ以下
の体の持ち主もいる。にもかかわらず学齢厨はＪＣか否かにこだわ
る。セレンはそれを愚行とし、「様々な年齢の女体を味わってきた者
にしかこの理論は実感できない」と述べた。大切なのは食ったのが
ＪＣかＪＤかではなく、yuunoか vanketかなのだとセレンは主張し
た。　セレンは男は lilulと yuunoを一度味わえば優越感は満たされ、
男はセックスに手頃な vanketに執心すると述べ、実際 vanketを相手
取ることが多かった。一度味わえば後は少女は面倒臭いだけと述べ、
興味を示さなかった。　なお、これらは通常女性の年齢区分であるが、
男性にもそのまま適応することができる。　　この話は現実のセレ
ンの女体観と女性経験を反映したものであり、現実での思想を rdに
輸入したものである。セレンは個人的に yuunoの見た目で成長が止
まったリディアや塾の元生徒だった元カノなど、幼い体つきで毛の
薄いか無い vanketを好む。
liluuv  ［単位］ワット、人間ルーヴ、リルーヴ　［レベル］４　14:制 :人間ルー
ヴ
lia  ［接尾辞］～のもの　［レベル］５　20:古リュディア語　［文化］　古リュ
ディア語の接尾辞で、koppeliaなどに見ることができる。だが、それ
以前に神ルカリア語の rukaliaの地名にもその源流が見られる。
lia(2)  ［電算］サイバー空間、電子空間、電脳世界、電脳空間、ワイヤー
ド、ネット世界、仮想空間、仮想世界　al;fiaと diaと韻を踏むよう
に liiz/fiaから作られた。　24　［文化］　al終わりから ljにかけてＳ
ＮＳやネトゲなどの広まりにより、国民固有のＩＤの存在もあり、
人は現実世界での自分とネット上での自分という２つの人生を歩む
ようになっていった。そこで意識されだしたのが現実世界に対する
ネット上の架空世界で、その世界のことを特別にリアという。アル
バザード人は固有のＩＤに固有のアバターを付与し、そのアバター
を第二の自分と考えることが多く、匿名性がある状態やコロコロＨ
Ｎを変えるようなことはそもそも alの時代からあまり好んでおらず、
匿名性の高い yumiklなどの掲示板は陰口を叩くためのストレスの捌
け口として使われることが多かった。ljの革命でネットから匿名性
が消えたことで、より国民は一人の現実世界の自分に対して一人の
架空世界の自分という考えを持つようになり、リアは現実世界と同
じくらい大きな価値観を占めるようになっていった。
liaka  ［地球の国名］オーストラリア　［レベル］４　古 :小さい大地
lias  ［化学］分子　［レベル］４　13:制 :liis。「原子の集まり」が原義。
liasvian  ［化学］分子間力　［レベル］５　20

liasbyu  ［化学］分子量　［レベル］５　19

liasbakl  ［化学］分子コロイド　［レベル］５　19

liasleep  ［化学］分子構造、分子構成　［レベル］５　23

liasalx  ［化学］分子数　［レベル］５　19

lian  ［物理］放射線　［レベル］５　19:14:litant

liant  ［魔物］リアント（陽対）：第八十八天：利の否天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:lis/lantis。否天族として liの接頭辞であって、小
型という意味ではない。lantisは古アルカで人間の意味。　［文化］　鬼族。
剣と盾を持った男剣闘士。武器は槍や斧のバージョンもある。常に
リルムと一緒に現れる。
liantfrei  ［天文］アルキオーネ　19:ridia/seren/mel　［文化］　ライファ
の牢獄の中に閉じ込められたリアントの剣。
lianpits  ［環境］放射能汚染　［レベル］６　19

liana  ［形容詞］半虚構の、半架空の、半現実の、サイバー上の、ネット
上の　［名詞］半虚構、半架空、半現実、サイバー上、ネット上　［類音］
fiana、diana　［レベル］２　al;lia/na　24　【用例】　an til tian fiana, tian lia
na, tian diana. 現実にもネット上にも空想の中にも彼女がいる。
lianenvi  ［物理］放射能　［レベル］５　19

liam  ［経済］［動詞］yulを aに繰上げる、繰上げる、繰り上げる、前倒す　［普
通動名詞］繰り上げ、繰上、くりあげ、前倒し　［反意語］rain　［レベル］４　＠ 19

liit  ［料理］香辛料、スパイス　［レベル］３　13:制 :liito。｢良い匂い ｣が
原義。　::la lixxe
liithokt  ［音楽］クラッシュシンバル　［レベル］６　21:アクセントに使う
ので香辛料
liito  ［形容詞］良い匂い、かぐわしい、香る　［名詞］香り、良い香り、
芳香　［類義語］ranto, lixxe　［反意語］beeb　［レベル］２　f;limi/to「鼻に
美しい」　赤　【用例】　liito e miina or milm ka jina. 花の香りが辺り
に満ちていた：milmなので andや esでなく orでよい。
liitokao  ［名詞］アロマポッド、アロマディフューザー　［レベル］５　
20:melidia xier
liitos  ［名詞］健康年齢　［類義語］livles　［レベル］４　22:livles/tolis　［語法］
　livles
liiton  ［植物］ジャスミン、ウィンタージャスミン、茉莉花　［伝統色］ジャ
スミン。だいぶ地球のジャスミンの色定義と異なる。　［レベル］３　
19:liitoin　［文化］　アルバザード人お気に入りの植物。花は可愛いと
され、匂いもかぐわしいとされる。茶として飲用されるほか、風呂
のバスクリンとしてラベンダー同様好まれる。　科学の教科書に匂
いの元が載っているため、理系の学生は実は香りがスカトールと知っ
ていて素直に好きになれない。
liitonetek  ［料理］ジャスミンティー、ジャスミン茶、茉莉花茶　［レベル］
４　rd;/　23
liite  ［名詞］マユとユンクの総称、リーテ　［レベル］２　21:lilia/te　［文化］
　freint
liiten  ［歳時記］大寒　［名詞］２４時　［組み数字］２４／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

liik  ［名詞］細菌、菌　［生物］真正細菌、バクテリア、細菌　［レベル］３　
nd;lizku　19:ridia:arbaxelt←赤 :lizku（菌）　［語法］　３ドメインの１つ。
真正細菌と細菌は同じとしている。　［文化］　→ vain　細菌はウィル
スとは違うが、何か小さいもので、病気になるものだと考えている。
消毒したり石鹸で手を洗えばおおむね取れると思っている（これは
正解）。何かとりあえず汚いものだと思っている。３ドメインの１
つだということはふつう知らない。なまじ語源が菌類と同じなので、
キノコも細菌で汚いものだというイメージがある。人によっては乳
酸菌とキノコを同じようなものと捉え、「食べられる細菌」くらいに
思っている。　語源では細菌も菌類も同一視されているが、細菌は
真核生物ではなく、菌類は真核生物である。細菌はドメインのタク
ソンであり、菌類は界のタクソンであり、レベルも異なる。
liikset  ［医療］抗菌、殺菌、除菌。日常的には区別なし　［レベル］３　19

liix  ［形容詞］スパイシーや香辛料のほどよく効いた　［レベル］３　16:制 :l
iitxoi
liis  ［名詞］リース。エタットの反対。おとなしめの人　［レベル］２　19:
赤 :liiz（小さい）　［文化］　etat

liisia  ［地名］メテの使徒リーズの支配地　［人名］クリスのアルカ姓　［レ
ベル］５　kako

liisia(2)  ［アトラスの国家］リーシア　［レベル］４　kako　［文化］　面積：
680447.780897 km^2
liine  ［組み数字］１７/２８　［交通］リーネ通り　［レベル］２　22

liine vafii  ［人名］リーネ＝ヴァフィー　［組み数字］１７/２８　［レベル］
２　古 :語源不詳。vafiiは｢槍が嫌い｣。　［文化］　(2→ )第４期４代ソー
ン第３使徒。男性。seet。１７０ｃｍ、５８ｋｇ。髪は黒で背中まで
届き、直毛でひとつに結いている。黒の瞳で、左目に眼帯をしている。
肌は白：黄＝２：８。よく灰色の袴を履いている。
liiv  ［魔物］リーヴ（雷猫）：第五十二天：雷の否天　［レベル］５　19:ri
dia/seren/mel:lis/ilva　［文化］　獣族。雷を身にまとった大型の山猫。
動きが俊敏で、爪で引っ掻かれると感電する。素早い動きを見極め
られるかが勝利のカギ。
liivnoz  ［天文］かんむり座と同じ星座線のつらなり　19:ridia/seren/
mel　［文化］　リーヴの爪。
liive  ［人名］リーヴェ。livrerの愛称　21

liiver  ［丁寧］声、聲、リーヴェル　［類義語］xiv　［レベル］３　20:livro。
声には魂が宿るという考えから。
liif  ［名詞］若者、少年少女、青少年、若いの、お若いの　［レベル］２
　19:melidia axte:lif　［語法］　→ sam　漠然と１０代を指すが、話者が
５０代なら２，３０代を指すこともある。
liifa  ［天文］星　［名詞］二枚目。見た目に華を添える役。　［名詞］スター、
アイドル　［レベル］２　f;「小さい炎」　赤　liifa:liifa:la farandir:misa
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,alt　［語法］　願い事を祈る習慣はない。星座は悪魔を封じた牢獄。　【用
例】　liifa di xat jan. 空に星がたくさん出ていた。　liifa di at flip 
ka jan. 空で星がたくさん輝いていた。（きらきらしていた）　an alxat 
liifa. 星の数を数えた。　liifa et lant im fis. tu et man xelt sil my
uxa im kest sei. 今日は星が綺麗だ。明日月が新月になるからだろう
か。
liifa(2)  ［名詞］リーファ、リーファ隊、ミロク親衛隊　［組み数字］５　［レベル］
４　古 :liifaの名は星から来ている。星（liifa）の古アルカの字が
ペンタゴンの形であり、リーファ隊が５人でできているため。　［文
化］　ミロクの参謀を務めた５人の執政官。ミロクの絶対的な信望者
で、敬虔なアルティス教徒。ミロクの改革の主だった内容を実行した。
５人はミロクを囲むように立ってミロクを守っていた。その立ち方
が星型をしていたため、リーファと名付けられた。リーファは女が
３人で、男が２人。全員本名は別にある。例えば alsonの本名は veld
rne freigild（朔夜）。彼らはそれぞれ自分の得意分野を持っていた。
財政を担当するのは mirgi（神の金）で、几帳面な女性。布教や広
報や外交等を担当するのはカリスマがあり雄弁な hanes（広めるもの）
という男性。法と異端者の取り締まりを担当するのは kasan（al/kasaか
ら来ていて法の重ねを意味する）という男性で、徹底派で強硬であっ
たために人々に恐れられた。事務を始め書類の処理や政策の調整な
ど、多岐に渡る範囲を担当するのは aaxeという女性で、大人しく真
面目。改革の実行全般を担当するのは alson（so/soから来ている）と
いう女性で、特に多忙であった。例えば街を作りかえるという改革
がでれば建物を壊したり移したりし、土地を整備して建設する。ミ
ロクがどこそこに水道を引くといえば水道も引く。山が邪魔だとい
えば切り崩す。鉄道をといえば鉄道を作る。そういった指揮を全て
行ったのが alsonであった。alsonは精力的で男勝り。　リーファ隊は
軍事を担当するものがいない。ミロクが代表で担当し、ハネスとカ
サンとアルソンがそれを主に支えていた。軍部の財政や事務につい
てはミルギとアーシェが担当した。ゆえに軍事は全員で行ったといっ
ても過言ではない。
liifas  ［アイテム］リーファス　［天文］星屑→ klealiifa　［レベル］４　ridia:古 :
セレンがリディアの髪飾りに名付けた liifas（星の砂）を流用したも
の。liifasは liif/s（星 /砂）　［文化］　ヴァストリアの１つ。リディア
のもつ髪飾り。最強の黒魔法ライファを使えるようになる。
liifasiel  ［天文］星空　［レベル］３　22　【用例】　liifasiel lika 満天の星空
liifasel  ［ユマナ］平日　［名詞］休日に対する平日（各個人ごとに異なる）
　［類義語］leimsel　［反意語］niansel　19　［語法］　地球の平日のことで、
アトラスの平日は leimselという。
liifamem  ［組み数字］リーファサークル、五人衆、五人集、五人囃子、
五大頂、五稜郭、五虎将、五賢帝、五芒星、五本指　［レベル］５　21　［文
化］　rapalx

liifapafl  ［地球の国名］ベネズエラ　19:国旗に星のアーチ
liifarein  ［地球の国名］モロッコ　［レベル］６　19:国旗に星状の線
liifaern  ［天文］星系　［レベル］４　23

liim  ［格詞］～しない限り、～しないかぎり　［レベル］２　19:limsから。
limだと imと混同するので母音を伸ばした。ｕｎｌｅｓｓに当たる
単語は制のはじめにしかなく、ずっと使われなかったが、ol en so
とはニュアンスが違うということで、復活した。　【用例】　an ke elf 
liim ti ke. 君が行かないなら僕も行かない。
liimel  ［普通動名詞］初恋、リーメル　［動詞］yulに初恋する、初恋する　
［類義語］lamhatia　22:［レベル］３　古 limeel　［文化］　limelia　【用例】　liimel 
xiia 甘い初恋　miva alxa kalma liimel kaan nozet. 娘の初恋の相手とい
うのはたいていが父親だ。
liid  ［地学］礫、れき、つぶて　［レベル］３　21:liiz/dol「小さな石」
liib  ［化学］香料　fv;liito/gaabe　［レベル］４　23

liibe  ［植物］花、華、樹花、木の花、木乃花、樹の花　［類義語］miina
　［レベル］２　f:saal;e　赤　liibe:liibe:lu flanj（樹花が男性で草花が
女性）:sana,alt　［語法］　miina

liiyu  ［名詞］リーユ、弟子　［反意語］arsa　［レベル］３　20:liiz nayu（ナユ嬢）。
神話ではユルグがナユからとってこう名付けた。
liirma  ［単位］ヘンリー、リールマ、人間イルマ　［レベル］４　14:制 :人
間イルマ
liiret  ［単位］ボルト、リーレット、人間イレット　［レベル］４　14:制 :
人間イレット
liiz  ［人名］リーズ　［組み数字］３/１５　［レベル］４　kako:古アルカでの意
味は ｢小さい ｣　［文化］　メテの第３使徒。
liiz(2)  ［人名］メルの幼いころのあだ名　古 :liiz

liiz(3)  ［形容詞］～ちゃん　［形容詞］～さん。物につけて指小辞として用
いる。「わんこさん (kom liiz)」「にゃんこさん (uni liiz)」などの
ように。　［形容詞］～さん、～君。教師が生徒を呼ぶときに使う呼称。
男女問わないが、男子に使う場合、学齢が小さいうちが無難。見下
しているのではなく小さい可愛いものとして親しみを込めて使うも
のなので、学齢が上がっても使って良いのだが、幼く見られている
と感じて相手が嫌がる場合がある。　［類義語］san、lua　［レベル］１　古
　［語法］　→ apt, est　○名（後置）　○姓（前置）　○女　　苗字には
前置、名前には後置。　少女に対して、もしくは可愛いと思ってい
る女性に対して使う敬称で、｢ちゃん ｣にあたる。ふつう年下が年
上に使うことはないが、メルは yunkとともにクミールに対し用いて
いる。より公的なのは yunkなので、liizを使うときはわりと個人的
な会話においてである。メルがクミールに liizを付けて呼ぶのは誤
用ではなく、クミールとメルが対等な友人であることを示している。
　また、古アルカでリーザが使徒を呼ぶときに liiz（小さい人）と
愛称していた用法もある。リーザのような年上の教師に限定された
用法。従って、xanxaと対応するときだけ使う。この際は相手が男子

でもＯＫ。「ちゃん」で覚えるとこの用法を見落とすため、語源に注
目したい。　少年に使う場合は「小僧」というニュアンス。
liiz,f  lis　e

liiz toxia  ［娯楽］としあちゃん　［レベル］３　21:toxiaは alt　［文化］　『ちび
まる子ちゃん』に相当するアニメ。
liizji,f  minj　liiz/ji

liizlanse  ［政治］準男爵、バロネット　sm;/　24　［文化］　男爵の下で、
貴族に含まれる場合もある。
liizlil  ［化学］プロトアクチニウム　18:制
liizliiz  ［人名］メルの幼いころのあだ名　古 :小さいという意味
liizliiz(2)  ［歳時記］リーズリーズの日、子供の日、こどもの日　［レベル］
３　古　［文化］　→ flan dist　メルの月メルの日の祭日。子供の成長
を祝う日。アルバザードにおける子供の日のようなもの。１０歳ま
で祝う。lazalになると行わない。
liiza  ［組み数字］１４/１４　［レベル］３　古 :語源不詳
liizakad  ［地球の国名］エストニア　［レベル］６　19

liizamem  ［組み数字］リーザサークル　［レベル］５　21　［文化］　rapalx

liizarxe  ［丁寧］［親族］おまごさま、お孫様、男のお孫様、リーズアルシェ
　［レベル］２　21:小さな勇者　［文化］　laala

liizalil  ［化学］ルテチウム　18:制
liiza lutia  ［人名］リーザ＝ルティア　［組み数字］１４/１４　［レベル］３　
rd　古 :語源不詳　［文化］　est　＜現実＞　(-20 zan pal_)第４期３代
ルシーラ・エ・アルシェにしてリディアの実母。　　＜オーディン
＞　　(-20 zan pal_)　rdにおけるルティア女王。リディア＝ルティ
アとミリア＝ルティアの実母。第４期３代ルシーラ・エ・アルシェ
で、テームスの封印を強化した。　リディアの母。身長１６２ｃｍ、
４９ｋｇの細身。ふわふわした天然パーマの金髪の持ち主。年齢を
重ねてからは少し染めているらしい。黄色人種の入った白人。非常
に美しい。おっとりしていて優しく、からかわれやすいが、怒ると
怖い。怒鳴ったりはせず、静かに怒るタイプ。童顔で、４０代になっ
ても２０代のように見える。肌も若々しい。行動が子供っぽいとこ
ろがあり、あどけないところがあり、悪戯げな微笑みをよく浮かべ
る。綺麗で可愛い。カネボウのＳＡＬＡのような、バラのような、
ＦＦ６のサントラＣＤの容器のような香りがする。容姿とは裏腹に
肝が座っている。戦闘術に長けるが、リディアやユーアほどではな
い。知的だが、リディアやメルほどではない。カリスマ性はセレン
が知りうる限り誰よりも高い。セレンが子供の頃から憧れてきた女
性。　　・『ミールの書』より　　　ミールは担任のリーザの事を慕っ
ていた。彼女は入学当時からまるで母親の様にミールや他の生徒を
可愛がってくれており、ミールも彼女の気持に応えていた。彼女は
優しい雰囲気を身体から発しており、その柔和な笑顔で微笑みかけ
られると嫌な気持ちがどこかに消えてしまう。綺麗で聡明でミール
の憧れの霊人だ。しかし、性格は意外におっちょこちょいだから見
ていると頼りなげではらはらさせられるが、素直で可愛げがあり悪
意というものが感じられない所がそういった欠点を隠している。た
だ、そういう性格にもかかわらず彼女の聡明さには息を飲むものが
あった。専任教師を務めている時点で聡明な人格者であることは疑
いないのだが、彼女が他の専任教師と比べて飛びきり明晰な頭脳を
持っている事はミールや他のクラスの生徒から見ても明らかであっ
た。　【成句】　liiza o yuua 鴛鴦の契り、比翼連理
liiza lutia(2)  ［人名］リーザ＝ルティア　［レベル］４　lj　22　［文化］　(380_)
　風花院 flanjeの女主人。
liizi  ［魔法］リージ。光の高位白魔法。　fv;liiz/i「小さいものを見
る」　23　［文化］　→ vain　tmで開発された魔法。顕微鏡と同じ効果が
あり、小さいものを拡大してガラスや水面などに映し出すことがで
きる。これによりカルディアではウイルスなどの存在が地球より早
く見つけられていた。
liize  ［名詞］縮小　［動詞］yulを a（大きさや倍率）まで縮小する、縮小
する　［反意語］kams　［レベル］３　20:古 liiz/te（小さい感じの）
liize(2)  ［人名］リーゼ姫　［レベル］４　22　【成句】　haas vant e liize 綱紀
粛正
liize,szs  ti(vik apia min)　< liiz

liizet  ［美容］エアウェーブ　［レベル］５　21:liiza/te

liizen  ［名詞］縮小されたもの　［電算］サムネイル、サムネイル画像
← liizeixta　［レベル］４　rd;/ | al　24

liizepax  ［地学］縮図　［レベル］４　21　【用例】　leiate et liizepax e fia 
da. 本屋は世界の縮図である (seren arbazard)
liizel  ［アトラスの国家］リーゼル　［レベル］３　19:liiza　［文化］　面積：
3783448.735933 km^2
liizeltike  ［地学］リーゼル海流　23

liizeixta  ［電算］サムネイル、サムネイル画像→ liizen　［レベル］４　
al;/　24
liij  ［幼児］［形容詞］～ちゃん、～たん、りーじゅ　［類義語］liiz　［レベル］
１　古 :liizをメルが言えずに liijと言っていたことから　［語法］　
→ apt, est　○名（後置）　×姓　○女　　幼児語だが、大人もふざけ
て使う。｢｢ メルたん ｣って言って ｣"ku┤ al mel liij"（メルの 14年
における実際の発話）
liij,f  4　elt;liizji.k

liil,ark  raix　「小さいもの」
liil,ard  tisi　liiz.k

liia  ［代詞］［pikko］僕たち　［レベル］１　21:eketone:lie（奥に引っ込んだ）
liian  ［代詞］［pikko］僕たちの　［レベル］１　21:eketone:liia/n
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lion  ［単位］ギガ　［レベル］４　21:lidian

lie  ［名詞］奥　［格詞］～の奥に　［レベル］２　17:制 :lio:17:制 :古 :lya（近
い）,lyu（遠い）だったが、アルカ ･エ ･ソーンの影響で順に atuu,al
uuになった。一方、lyaと lyuは手前と奥を指すようになった。　:::h
imelu,alt　【用例】　to xa lie tu font sei? この道の向こうに何があるん
だろう。
liekuosiaj  ［言語］軟口蓋　19

liekuosiajfo  ［言語］軟口蓋音　19

lien  ［接続詞］lie　［レベル］３　21

lievesn  ［言語］奥舌　19

liefil  ［形容詞］奥深い、店舗などが入口から見て縦に長い　［レベル］３
　19:melidia axte
liedio  ［生物］奥歯　［レベル］３　19

liegaefo  ［言語］後部歯茎音　19

lierva  ［魔物］リエルヴァ（水精）：第十六天：水の否天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:lis/erva　［文化］　若く美しい女の体をしているが、
材質は肉でなく水。何にでも姿を変えることができる。森林部に多い。
体を水に変えつつ獲物を抱いて、溺死させる。
liez  ［建築］講堂、ホール　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt:lie/ez　［語法］　
典型的には体育館のように広くて深く、屋根の高い、音響のいい場所。
　［文化］　学校では、入学式などの集会を行うために独立して存在す
る。形は特に決まっていない。　【用例】　liez kai{*han} 広いホール
lo  ［動詞］yulを思う、思う、考える　［名詞］思考、考え、思い、想い、
意見、見解、アイディア　［類義語］flora、rafis、mis　［反意語］na　［レベル］
１　f;e　古 :（頭、考える）　lo:lo:lu mis　［語法］　loの内訳が floraと
rafisで、loの対が na。　loは「思う」で naは「感じる」。頭と心の差。
　loのうち、思案するものが floraで、情報を組み立てて思考するも
のが rafis。　lukletiaでは floraは脾を傷めるとされている。つまり
思い悩むと胃を壊すということを意味する。このことからも分かる
ように、floraは na pelsに近い要素も持っている。　［文化］　手を顎に
当てて考える仕草は共通。
lo,f  osn, lo　e

lo,alt  ra　ruxilo.xik

lot  ［名詞］範囲、内側、ゾーン　［名詞］内野　［動詞］yulを aに当てる、
yulを aの範疇に収める、当てる、あてる、中てる、命中する、カバー
する　［弓道］中てる、中たり、的中　［数学］変域　［野球］ストライク　［格詞］
～の範囲内で　［反意語］leks　［類音］lit。lotと litは由来は異なるが意味
も音も似ている。旧 vitと vidは末子音だけの違いなので区別が難
しかったが、こちらは母音なので聞こえが高い。逆に意味も音も似
ていることを巧く使って詩的な表現が可能だろう。　［レベル］２　19:
制 :loxt。よく使うので短くした。　【用例】　lot han{kai} 広い範囲。広
範囲。範囲が二次元なら hanを、三次元なら kaiを使う。　jent em
ator rat lot fou sel. ここ何日かの間に天気は良くなってきた。　lot 
fou miv この数時間の間に
lot(2)  lo/at
lotte  ［電算］ロッテ文字コード、ロッテコード、ロッテ　［ユマナ］アスキー、
アスキーコード、ＡＳＣＩＩ　［レベル］６　20:圧力印刷　［文化］　imul 
1603にリュウが文字コードを開発し、７ビットによる１バイト文字を
作成した。当初この文字コードは hacnoltと呼ばれていた。　1612年
にパールがタイプライターを発明したころから、この文字コードは
lotteと呼ばれるようになった。　現代でも最もカルディアで普及し
ている１バイト用の文字コードで、アスキーコードに当たる。
lots  ［名詞］鍵（けん）、キー、ボタン　［レベル］３　13:制 :lotからの推移
lotspretan  ［名詞］タイピスト　［レベル］４　20

lotspretar  ［電算］タイプライター　［レベル］５　14:制　［文化］　imul 1612
にリュウの助手をしていたパールが、コンピュータ用に使っていた
キーボードを元に発明。印刷機がなくてもすぐ印刷できる画期的な
機械だった。
lotvas  ［軍事］内戦、内乱、内ゲバ　［レベル］５　20:国境内勢力の戦い
lotdaial  ［地名］［交通］都内　［レベル］３　22　［文化］　アルナ県内という意味。
lothant  ［数学］内積　［レベル］５　19:２つのベクトルの内側の角度の余弦
を使うので lot、２つのベクトルをかけるので hantを使っている。
lota  ［名詞］ポンプ　［レベル］３　16:制 :lot（押す）
lotaifa  ［地球の星座］［ユマナ］ポンプ座　24　［文化］　ifa

lotil  ［動詞］yulを想像する、想像する、イメージする　［レベル］３　古 :lo
（頭）/txil（持つ）から。
loten  ［接続詞］lot　［レベル］３　21

lok  lo/ik
lokt  ［名詞］パズル　［レベル］２　14:制 :古 :loki　【成句】　yun ryuu vaxt 
lokt まるでリュウがパズルを解くように：快刀乱麻を断つ　lokt e 
miir 理路整然
loktleis  ［芸術］パズル絵、謎解き絵　［レベル］３　20　［文化］　謎解き絵や
騙し絵のような、絵自体がパズルの性質を帯びているもの。絵の描
いてあるパズルはジグソーパズルで、leislokt。
loks  ［動詞］yul（場所）を泳いで aまで行く、泳ぐ。移動様態動詞。　［普
通動名詞］水泳、海水浴　［反意語］retx　［レベル］２　14:制 :古 :leke。造語
者セレン。7年にクミールが ｢私は泳げません ｣という意味で "non 
den lukoen ker eria."といったことがある。｢私は水に入ることが
できない ｣という意味である。クミールはアルカを覚えたてであっ
たため、このような言い回しをしたのだが、基本語を組み合わせて
十分意志を通じることができるということに改めてセレンは驚かさ

れた。そこで次のアルカ改定（9年の第３改定）の際に eriaketta（泳
ぐ（水を行く））の代わりに lekeという語を提唱した。全員 eriaketta
という語の長さにはうんざりしていたようで、すぐに広まった。尚、
lekeというのは lukoen ker eria頭字語である。　［文化］　アルナは海
なしなので水泳は発達していない。川か湖で泳ぐ。湖の方が広くて
流れもないので好かれる。また、川はアルバザードは流れが緩やか
なので日本ほど危険もない。流れのない湖や流れの弱い川での泳ぎ
なので、泳法はゆるやかで、ダイナミックさにあふれたものではない。
どちらかというとタイムより遠泳重視である。遠泳重視であるがゆ
えに、ジョギングなどと同列の健康効果を期待される。また、水中
ウォーキングも行われる。ウォーキングが盛んなので水中ウォーキ
ングも人気がある。水中ウォーキングは水泳に比べると日本では下
火だが、アルバザードでは水泳に匹敵する。水中は水の抵抗が少な
いのでリハビリにも役立つ。ただ、水温が冷たいのがよろしくない。
腹を冷やすと抵抗力が落ちて風邪を引きやすくなる。アルティスは
教理に体を冷やすなというのがあるので、体を冷やすのは好まない。
そこで温水プールが作られた。アルバザードのプールは温水である。
冷たいプールはない。プールはジムにある。　【用例】　an siina flea 
man an loks sen ka tant. 外で泳げるので夏が好きだ。　an loksat ke lana 
fonl hart. 暑気払いに泳ぎに行った。　an loks van ka tier im tu flea
nian. 今年の夏休みには海水浴に行くつもりだ。
lokssab  ［被服］水着　［レベル］２　22

loksan  ［名詞］泳ぐ人　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

loksom  ［名詞］泳法　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

lokas  ［被服］ロカス、角帽　［ユマナ］ナースキャップ　［レベル］４　rd;/「頭
の三角」　23　［文化］　学位が与えられた人間に与えられる帽子。形は
地球のナースキャップと同じ。
loki  ［動詞］yulを理解する、理解する、分かる、解かる、判る、解る、分る、
わかる、頭で理解する　［レベル］２　f;「頭が動く」　古 :loki　loki:loki
:loki　【成句】　loki yun beezel ベーゼルのように理解する。早とちり
する、はやとちり。　loki sen kon ixta hot 一目瞭然
lokian  ［名詞］理解者　［レベル］２　22

lokienvi  ［名詞］理解力　［レベル］２　rd;/　23

lokotan  ［魔法］族霊　sm;<alt　24

lokotanmiros  ［哲学］族霊崇拝、トーテミズム　rd;/　24

lox  ［生物］腸、おなか、お腹　［レベル］２　13:制 :loo　［文化］　感情が宿
る部位とされている。　【成句】　el na elf hart mil lemi poten lox お
なかに入ったスープの熱さは感じない：喉元過ぎれば熱さを忘れる。
元は loxでなく kemだったが、セレンが「そんなことはない」と言っ
て変更された。　【用例】　lox tur avix. お腹の調子が悪い。
loxfaiz  ［医療］腸炎　［レベル］４　19

loxbetl  ［医療］腸チフス　［レベル］５　19

loxbetlliik  ［生物］チフス菌。腸チフスの原因菌。　19:サルモネラ→腸
チフス→チフスの順で造語されている。
loxjior  ［生物］大腸兪、大腸愈　21

loxliik  ［生物］腸内細菌　［レベル］４　21

loxa  ［料理］ウインナー、ウィンナー　［レベル］３　16:制 :lox

loxazl  ［医療］腸結核　［レベル］５　19:seren

los  ［単位］９　［音楽］ナインス　［レベル］１　19:制 :lo　ilii:lon::anpi,alt

los(2)  lo/es
lost  ［言語］テーマ、議題、主題、話題　［レベル］３　14:制　【用例】　jig{a
aj, miyu} lost 話題を変える、話をそらす
losk  ［形容詞］主役格の、雑多でない、色々混じっていなくて大物揃い
の　［音楽］トニック　［名詞］主役、メイン　［反意語］rext　［レベル］３　16:制 :los
（メイン）
loslem  ［音楽］九重奏、ノネット　rd;/　23

losab  ［被服］チュニック　fv;lo/sabe　24

losi  ［政治］大臣　［レベル］３　14:制 :los（メイン）
lon  ［名詞］古アルカの９　［レベル］３　赤→ sidalx

lon,lsk  9　loyo.k

lont  ［名詞］串　［料理］焼き鳥などの串にさした類の料理　［レベル］３　
fv;「頭から通して」　lakta　lont:lont
lont,szl  osn　lo,f

lontmel  ［歴史］上代、zg_kk　［レベル］４　21　［語法］　mirmel

lontadis  ［法律］串刺し刑　19　［文化］　肛門に串を刺し、口から出し、地
面に立てる刑。家族殺しや不貞に適応。不貞の場合、肛門ではなく
膣から刺す。高度な技術が必要な刑の一種。
lontis  ［建築］オベリスク　［レベル］５　frf;lont,fv　22　［文化］　古代ファ
ルファニア人が作った記念碑。串のような形をしている。アルバザー
ドで特に華やいだのは smで、芸術的要素として建築に取り入れられ
た。それ以外の時期はデザインとしてやや用いられる程度であった。
　園芸のオベリスクの意味はない→ sanjelika
lonte  ［被服］ロンテ　［レベル］３　古 :lonte（ロンテ）← lo（頭）/te（風、
たなびく）　［文化］　アルティス教徒が頭に巻く長い布。男性服。頭に
巻いたら残りの布は頭の横に垂らしておく。見た目はターバンとバ
ンダナを合わせた感じに近い。色の指定はない。
lonk  ［論理］推量　［動詞］yulを推量する、推量する　［レベル］３　17:制 :古 :
推量のエクスプローダーの女性形（lon）
lonkvortim  ［法律］推定死亡時刻　［レベル］５　19:melidia alis

lons  ［動詞］yulを a（地面や壁など）に押えつける、押えつける、押える、
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押さえる、おさえる、押さえつける　［武道］押さえつけるタイプの固
め技　［レベル］３　16:制 :lot/nas（押して支える）
lonsron  ［医療］周囲圧、固定圧。押手の中指、薬指、小指で作る圧のこと。
　rd;/　24
lond  ［名詞］夢、夜寝るときに見る夢、夜見る夢、ロンド　［動詞］yul
（人や夢の内容）を夢に見る、夢に見る、夢をみる　［類義語］dia、xak
llond、felnoa　rd　［レベル］２　16:制 :古 :lomo（この場合は寝るの意
味）/dia　::la kardina:yuuna,alt　【成句】　leevik a lond 寝入る。夢に去
る：mokと異なり、寝入った瞬間のことを専門的に指す。　【用例】　xa 
lond 夢を見る　an leevatik a lond kont ter lem. 音楽を聴きながら寝
入った。　☆ aruuj leevatik a lond im foni del an isik pam. 灯り
を消すやいなや弟は眠りに落ちた。　☆ an leevatik a lond im foni 
del an evik osn a lonz. 頭を枕に載せた途端、眠りこけてしまった。
　☆ an ke lond dipit var mok. 寝ている間にいくつも夢を見る。　
☆ an ke lond kalmal rak. 私は夢を見すぎる。　☆ non kor lan lond le 
la xa. 今夜は彼の夢が見たい。　☆ an ket lond zal im toxel. 昨日おか
しな夢を見た。　☆ an at met i momo ka lond. 崖から落ちる夢を見
た。　☆ an aktat ridia ka lond. リディアに逢う夢を見た。　☆ an nat 
nos xa lond. 夢を見ているような気分だった。　☆ an nat nos xa xiel 
lond man na nau rak. 嬉しすぎて夢ではないかと思った。　tu fia et 
lond le gaato mirok xa tisee" これは、そんな寂しがりの神さまが見
ている夢なんだ」　milx mel xiia ka lond olta aven. せめて夢の中では
甘い時を（seren arbazard）
londmixi  ［医療］夢精　［レベル］４　rd;/　23　【用例】　an arat londmixi im 
tu faar. 今朝夢精をした。
londal  ［被服］クレスト、甲冑紋。兜の上に付けた飾り。　sm;lo/dalha　
24
londal(2)  ［地名］ロンダル山　zg　24　［文化］　フレアベルにある山。
londalifa  ［地球の星座］［ユマナ］テーブルさん座　24　［文化］　ifa

lonz  ［名詞］枕　［レベル］３　lakta:｢ 頭の木 ｣が原義。　【用例】　an siina 
lonz hoomi nod honon. 固い枕より柔らかいのが好きだ。
lof  ［交通］トンネル　［レベル］２　19:lor/font

loft  ［動詞］yulを aに収容する、収容する、収納する、収める、収まる
　［レベル］２　14:制 :luta（出る）
lom  ［普通動名詞］会釈、えしゃく、お辞儀、おじぎ、礼、ぺこり、ペコリ、
ぺこ、ペコ　［動詞］yulにおじぎさせる、おじぎする　［レベル］３　古 :lom
（お辞儀）。「頭が低い」が原義。ちなみに lomoは ｢馬鹿 ｣。　［語法］　
基本的には黙って会釈するだけで十分礼儀正しい挨拶になる。目下
が目上へ lomするときは頭を下げるときにやや深く下げ、目は少し
だけ瞑る。目上が目下へ下げるときは浅く微笑をたたえながら行い、
目は常に相手を見る。　seeretisなどと感謝を言いながら頭を下げ
ることもある。特にアルティア人に多い仕草である。
lomo  ［普通動名詞］仮眠、昼寝　［レベル］３　古 :lomo（頭が低い）。ただし
アルシェの語。　［語法］　アルバザードでは特に昼休みの仮眠のこと
を指す。　【用例】　an arat lomo du kalo xi harx. 昼ご飯の後、少しだけ
昼寝をした。　an sit mel tuval len lomo. 昼寝をするのに十分な時間
が無かった。
lomon  ［名詞］ハンモック　［生物］腸間膜　［レベル］３　19:paal:lomo

lod  ［動詞］yulを aに組み入れる（入学や入社など）、組み入れる　［普通
動名詞］入院、入居、入学、就学、就職、入社、在籍すること　［反意語］
reg　［レベル］２　16:制 :恣意　［語法］　latと同じ格組。
lodtas  ［名詞］入学試験、入社試験、入試　［レベル］３　19　［文化］　melsel, 
diasel　【用例】　an nat nau man etto vastik lodtas e manaka. 兄の大学入試
での良い結果に喜んだ。
lodpelt  ［名詞］入学式　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　入学式はガ
イダンスと一緒に行われる。二年次以降は入学式の代わりに始業式
が行われる。実質両者の間に差はない。入学式の方が学校説明が入
る程度である。ガイダンスでは担任の発表が行われ、今年の履修科
目や授業の時間割が発表される。なお、クラス分けは去年の期末の
結果発表の際に報じられる。ガイダンスではまた、年間行事の予定
表なども配信される。更に自分がどの委員会に属すかも告知される。
段取りは、まず校長が代表で一言数分で挨拶を述べる。そして教師
側が代表者を出して上で述べた発表や配信を行う。それから学生委
員会の告知があり、誰が委員の紹介がある。それが終わるとその日
は終了となり、帰る。従って午前中に終わる。
lodast  ［名詞］入学者、フレッシュマン、リクルート、新入社員、新人、
新米　［レベル］３　21

lop  ［交通］列車、電車　［電算］配列。配列は要素を入れた変数という小
箱が連なっているものなので、電車に見立てられた。古ではリュウ
が配列を palanと名付けた。制のどこかで lopになり、22にメルが契
機となって幻日に転記された。kofelなども同様。　［レベル］２　13:制 :
古 :loolopalan（電車）。｢筒の乗り物 ｣が原義。　［語法］　kofel（電算）
　kov：車両　ez：寝台車などの個室　［文化］　→ pont　街中の駅はす
べて地下鉄である。地下を通って、郊外に出るにつれ地上に顔を出
す。日本の有楽町線新桜台付近、フランスのＲＥＲのＢの北駅をし
ばらく超えてドゴール空港へ向かう電車と同じ。ただし、その後街
に入るとまた地下へ戻る。駅は車道寄りに存在するので車からは勿
論、駐車場を通って徒歩や自転車でも行くことができる。電車は定
期券や切符を購入して乗る。切符は前払いである。改札は自動である。
バスやタクシーに比べると短時間で遠くまで行くことができ、料金
も遥かに割安である。定期券を持っていれば区間内の移動は自由で
あるという点は日本と同じである。日本と違ってアルナの電車はふ
つう各駅停車である。日本でいえば山手線は各駅なのでアルナと同
じである。急行は大都市間を走っている。各駅か急行しかないため、
準急や特急はない。駅の名前はその駅が存在する場所の名前である。

住所がそのまま駅名になる。電車の内装はバスや飛行機と同じで二
個ずつ並んだ席が全て前を向いている。日本のように横並びではな
い。飲食は自由でトイレも付いている。席は回転させて向き合うこ
ともできる。大人数の仲間同士で電車に乗るときは席を回転させて
会話を楽しむ。席はふつう指定席ではなく、自由席である。但し、
指定席を買うこともできる。立ち乗りはふつう生じない。そんなに
込むことがないためである。　＜サライの電車＞　アルミヴァ通り
の地下に１本ずつ走っている。各通りをリディア～クミールまで行っ
たりきたりする。　また、メル、セレン、エケトネ、クミール通り
の地下には環状線が走っている。ジャンクション駅ではアルミヴァ
線と乗換えが可能。　【用例】　koa{kend} a{i} lop 電車に乗る {降りる }
　lop ker. 電車が走っている。　an lefat vaxel lana xont lop. 電車に
遅れないよう、急いで走った。　lop em mono ok sanje. 電車が止まる。
鉄道が止まる。運転を見合わせる。　lop viz (sano). 鉄道が遅延す
る（遅れる）。
lopsano  ［交通］電車のダイヤ、時刻表　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

lopn  ［交通］駅　［形容詞］～駅。前置。　［レベル］２　13:制 :lopmono　［文化］
　駐車場の近くにある。日本の地下鉄と同じく階段やエレベーター
で降りていく。階段を降りると切符売場や改札がある。改札の横に
は駅員室がある。改札を抜けるとホームがある。ホームにはベンチ
や待合室がある。日本と同じである。電光掲示板があり、電車を知
らせる。また、日本と同じく大きな掲示板が立ててあり、一日の時
刻表を見れる。上り下りどちらも書いてある。日本と違って土日ダ
イヤは存在しない。ホームから電車に乗る。そして目的の駅で降りる。
自転車やペットはふつう電車に乗らない。ただ、遠くで自転車を買っ
て運ぶときや、どうしても自転車を乗せたいときには仕方がない。
別に乗せては駄目という決まりはない。ただ、場所を取って迷惑な
のでふつうは乗せない。ペットも同様である。
lopvent  ［名詞］鉄道会社　［レベル］４　21

lopfont  ［交通］鉄道　［レベル］３　19:ilmus:ridia

lopra  ［交通］操車場、送車場　［レベル］３　22:mel

lob  ［動詞］yulを konで覆う、覆う、おおう、覆いかぶさる、被せる、
かざす、翳す、カバーする　［レベル］２　古 :lob,luupa（かぶる）
lobpeps  ［被服］ヘッドスカーフ　rd;/　24　［文化］　smでできた。貴族
の女性がお忍びで街に出るときに身に付けた。lolosの忍者が身に着
けていた頭巾が smで凪人を介して伝わり、それが元でヘッドスカー
フが作られた。
lobo  ［名詞］覆い、おおい、カバー、表紙　［レベル］３　rd;lob/kon　23

lobet  ［被服］トップハット、シルクハット　nd;loob/et　24

loho  ［アイテム］兜、ヘルメット、保護帽　［レベル］２　meltia 8:gilius;lo/
ho　古 :loho。｢頭に対する固いもの ｣
loyo  ［アイテム］手裏剣、飛びナイフ、投げナイフ　［レベル］３　fv　赤
loyot  ［名詞］万字、まんじ、マンジ、卍、卍型、鉤十字、カギ十字　［レ
ベル］４　20:loyo/te（手裏剣のような）
loyotyuvel  ［運動］［ユマナ］少林寺拳法　［レベル］６　20:元々鉤十字がシン
ボルだったが、ナチスのイメージと結び付くなどと因縁をつけられ、
シンボルを変更させられた経緯がある。
lor  ［名詞］管、チューブ、筒、ホース　［音楽］管楽器（特に笛）　［医療］カテー
テル　［レベル］２　19:古 :loolo（管）。造語力が高いので、語形を短め
にとっておいた。　loolo:loolo:lu loolo:loo,alt
lort  ［魔法］ロルト、忍術　［レベル］４　19:ridia:lolos/art　［文化］　アルト
の一種で、忍者が使う。アシェットではルビィが使用する。術の種
類は少ないものの、眼力で相手の動きを止める魔法など、ひとつひ
とつに特徴がある。
lorkaxa  ［地学］円筒図法　［レベル］５　19

lorxilk  ［料理］春巻き　［レベル］３　20:筒状の饅頭
lorgao  ［音楽］サックス、サクソフォン　［レベル］５　21

lorzel  ［軍事］ローゼル、漿管　［レベル］５　20:lor/zelo（筒 /脳）　［文
化］　anjelika　アンジェリカ脳内にパイロットを入れるための細長い
ポッド。２．４ｍあり、パイロットのスペースは２ｍで、１．７、の
人間がちょうど入りやすいように規格されている。１．７ｍというの
はおおよそアルバザード人男子の平均身長である。
lorlem  ［音楽］吹奏楽　［レベル］５　21

lorluno  ［化学］カーボンナノチューブ　［レベル］６　19

lorifal  ［生物］環形動物門　22

lorom  ［医療］管鍼法　rd;/　24　［文化］　管鍼法が発明されたのは smの
カレンシア。
loren  ［形容詞］ギリギリの、ぎりぎりの、がけっぷちの、崖っぷちの、
ギリギリセーフな　［副詞］ぎりぎり、ギリギリ、どうにか、すんでの
ところで　［反意語］krain　［レベル］２　20:lot rein（線の内側の）　【用例】
　an xontat felka lorenel. ギリギリ学校に間に合った。
lorens  ［ジョブ］予言、予言者、ローレンス、占い師　［アクセント］lOrens　［レ
ベル］３　古 :言葉を知るもの　［語法］　アティーリでは占い師など霊感
(navi)を強く持ったものが未来を予知でき、予言を行う。なお、預
言者は lorensではない。預言者は巫女 (meria)と同義である。　［文化］
　→ knoosenvi
loz  ［動詞］yulを aに混ぜる、混ぜる、まぜる、混ざる、まざる、砂糖
などを溶かす、トランプなどを切る、シャッフルする、カードを切る、
かき混ぜる、かきまぜる、合わせる、コーディネート、ミックスする、
撹拌する　［名詞］混合物　［レベル］２　f;e　古　loz:loz:amyule

loztuns  ［地学］混合農業　［レベル］４　19

lozveld  ［名詞］ちゃんぽん　［メタファー］何かの混合、ごちゃまぜ、ごちゃ
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混ぜ　［レベル］４　21

lozbakal  ［名詞］複合遺産　［レベル］５　rd;/　23　［語法］　fiabakal

lozhank  ［気象］対流圏　［レベル］５　19

lozzon  ［料理］マドラー　［レベル］３　rd;/　23

lozl  ［料理］カレー　［レベル］２　13:制 :lozliit　【用例】　lozl afix 辛いカ
レー、辛口カレー　lozl en afix 甘口カレー
lozlpast  ［料理］カレーライス　［レベル］３　rd;/　24　【用例】　an lut ret lo
zlpast e femyek blem oken ap del gosk o xaki blem e dafin ka kokoit
xibanya. ＣｏＣｏ壱番屋ではいつもチーズと鶉卵フライをトッピング
したチキンカツカレーを注文する。
loza  ［植物］フェヌグリーク　16:制 :lozl

lozi  ［料理］カンパリ　［レベル］６　16:制 :loz

lozikl  ［建築］雑居ビル　［レベル］４　14:制 :雑居な建物
loze  ［化学］懸濁液、懸濁物　［レベル］６　rd;loz/er　24

lozet  ［生物］ロゼット、亜神　［反意語］velfiire　［レベル］３　20:loz/te（混
ざったような）　［文化］　人と神の混血児。
lozet(2)  ［音楽］カントリー　［レベル］５　21:「混ざったもの」
lol  ［形容詞］面白い、関心がある　［反意語］yudol　［レベル］２　13:制 :古 :lo
lan（知りたい、興味）　［語法］　愉快ではなく興味があるほうの面白い。
日本語の「面白い」と違って banと完全に分化されているので、事
件などに対して面白いと発言しても不謹慎と怒られることは少ない。
　［文化］　vortfeme　【用例】　en na lol. 興味ないな。＝俺は無関心だな。
　an lax xe lol em sod. 何か面白いことが起こればいいのに。　la et 
lol alka lot les an ser. 彼は知っている中で一番面白い人だ。
loli,f  sej
lolo  ［動物］蛇　［レベル］２　古 :lolo（蛇）。loolo（管）からきている。
lolot  ［軍事］サーペンタイン　rd;lolo/te「蛇のような」　24　［文化］　gel

lolots  ［電算］ホームキー　［レベル］４　20

lolos  ［地名］メテの使徒ラルドゥラの支配地　［人名］ラルドゥラのアル
カ姓　［レベル］４　kako　［文化］　lolosan

lolos(2)  ［アトラスの国家］ロロス　［レベル］３　kako　［文化］　面積：668923.021249 
km^2
lolos(3)  ［被服］胴衣　fv;loolo/sabe「筒の服」　24

lolostike  ［地学］ロロス海流　23

lolosan  ［名詞］ロロス人　［レベル］４　21　［文化］　ロロスというと忍者のイ
メージがあるが、どうしてそうなっているのだろうか。　yuuma 3655
にシフェランがハーディアンの首都ロロスを陥落し、翌年に同盟都
市のアルティアに見返りとしてロロスの支配権を渡す。このことが
決定的な原因となり、アルティアとロロスの間に格差が生じた。　sm
で武家社会がアルティアで台頭するとアルティアは力を付け、再び
ロロスを支配する。結果ロロスはアルティア人にとって辺境となり、
落ちぶれたアルティア武士の逃げ場になっていった。　落ち武者は
ロロスで集落を作ったが、武士だけあって魔導師の防御をも打ち破っ
て敵を一刀両断にする力を有している。言いかえればメジュテルを
破って相手を暗殺できるということである。食うに困った落ち武者
らが暗殺を稼業にするまでそう長い時間はかからなかった。暗殺集
団と化した落ち武者は暗殺者の村を築き、暗殺を請け負うことを生
業とした。これが忍者 (reldast)の発祥である。
loloan  ［名詞］蛇使い　rd;/　24

loloanifa  ［地球の星座］［ユマナ］へびつかい座　24　［文化］　ifa

loloifa  ［地球の星座］［ユマナ］へび座　24　［文化］　ifa

loal  ［普通動名詞］推理、推定、推測、推論、推計する　［動詞］yul（内容）
を推理する、推理する、推測する、推定する、推論する、推計する　［レ
ベル］３　古 :loal。｢考えられたもの ｣が原義　［文化］　推論は前提や条
件があり、その上で推論上の結論が導出される。この手続きを簡潔
かつ明瞭に行うようにアルバザードでは子供のうちから鍛えられる。
たとえば親は「雨だったら行かない。じゃあ晴だったら行くの？」
と子供に聞いたりする。子供は始めは答えられないが、親が答えを
教えるうちに学ぶ。答えは「日常論理としては「行く」が正しいけど、
論理学では逆は必ずしも真ならずだから正しくない」である。子供
はこれを呪文のように暗記し、論理的な表現に体を慣れさせていく。
そして何年か後に知識によって論理を頭で理解するようになる。ア
ルバザードでは子供のうちから虚偽を教え、正しい推論を教える。
更に、論理と日常論理を区別することも教える。虚偽論は日常論理
としては正しいものもあるため。
loi  ［形容詞］［ネガティブ］不器用な　［類義語］eleina、looa　［反意語］demlas　［レ
ベル］２　13:制　［語法］　aalo―loi, axk―looaのペア。
loit  ［建築］オフィス、事務所、事務局、会社、役所、企業、仕事場
にしている建物　［レベル］３　sorn:会社、企業、役所など　［文化］　企
業はオフィスビルに入っている。日本と同じく大きなビルにいくつ
もの会社が入っている。ビルの玄関は集合住宅と同じで、守衛がい
て改札がある。オフィスの人間はアンセで通り、取引先の人間など
は守衛室から連絡してもらって通してもらう。大企業だと自社ビル
を持つこともある。　【用例】　ke loit 出勤する　loit em rig. 会社が
潰れる。　lad loit 会社を作る　na nal, man loit antes de rig olta ti 
rek. あなたが失敗しても会社は潰れない。安心しろ。
loitvega  ［名詞］外弁慶、会社弁慶　［レベル］５　rd;/　23　［語法］　vega

loitflei  ［名詞］奥付→ lei　［レベル］４　22

lois  ［動詞］yulを a（ファイルサイズなど）に圧縮する、圧縮する　［動詞］
yul（果汁など）を濃縮する、濃縮する　［普通動名詞］圧縮、濃縮　［電算］ファ
イル圧縮　［数学］因数分解。整理する。展開の反対。　［反意語］ruan　［レ
ベル］３　19:lotn:14:制 :lottis

loisruan  ［名詞］濃縮還元　［レベル］４　vl;/「濃縮して還元する」。一旦
水分を飛ばしてからあとで水分を加える。運搬を容易にするために
行う。　23
loint  ［アイテム］弩、クロスボウ　［レベル］４　szd;tloint.k　22:sorn:tloint（自
動ドア）　*:loint:lu loint
loo,f  see, yan, hayu, xom, son, alson, soc　elt;lo「考える」から。「私
は考える」という意味の動詞部分だけが切り取られたもの。セリフ
を考える間のフィラーとして使われ、やがて「そして」という接続
詞的な意味を獲得。　赤 :lo。赤に loで「ＡＮＤ」「そして」などと
記載されている。
loo,alt  lor
loot  ［名詞］パイプ　［レベル］４　14:制 :looから
lootxiba  ［音楽］パイプオルガン　［レベル］４　19:milf　［文化］　xiika

looto  ［名詞］覚悟　［類義語］vasn　［レベル］３　21:古 lo/to（終わりを知る）　【用
例】　til looto 覚悟する
loos  ［被服］ベスト、チョッキ、胴着、胴衣、ウェストコート、ジレ　［レ
ベル］３　13:制 :lakta:looloosabe（袖のない筒状の服）の略。
loonia  ［魔物］ローニア（蛇女）：第八天：闇の風天　［レベル］５　19:ri
dia/seren/mel:lolo/nia　［文化］　霊族。髪の代わりに無数の蛇を生やし
た女の魔物。子供をなくして嘆き悲しみ自殺した女の死体に憑依す
る。眼は憎しみに満ちており、目が合うと恐怖で気を失ってしまう。
攻撃方法は爪を立ててくるなど単調だが、体力がありえないくらい
多く、しぶとい。母の執念深さを象徴しており、斬っても斬っても
恐ろしい形相で掴みかかってくる。攻撃力防御力ともに大したこと
はないが、体力が多いことと、爪に呪いの魔法が込められているこ
とから、苦戦する。ヴェムの魔法の使い手で、これが厄介な理由。
　rdでフルミネアが封じ込めた魔族。呪いの爪 (anvernoz)のケフェ
ウス、呪いの瞳 (anverins)のアルフィルク、呪いの蛇 (anverlolo)の
アルデミランが武器で、フルミネアはこれに苦戦した。セレンの指
示で援護に入ったメルだったが、自慢の金髪を爪で切られてしまう。
最後はユノの打ち合いになり、先天的にユノが過剰なフルミネアは
どうにか勝つことができた。フルミネアは情けをかけ、ローニアの
なくした子供を持ってきて呪いの蛇アルデミランに封印し、魔族を
鎮めようとした。　ところが髪を切られたメルは、義理の兄セレン
が長髪が好きだと知っていたのでローニアを恨み、ローニアの息子
を looniaの星座領域から rakatiaの領域に移し替えた。これがガーネッ
トスター (anvernoi)である。　怒り狂ったローニアは鎮静から醒め、
星座の監獄を壊そうと爪でもがき、恐ろしい形相で地上の人類を睨
みつけ、蛇を地上に伸ばして人類をくびり殺すようになった。
loone  ［魔物］ローネ（仇手）：第十七天：水の風天　［レベル］５　19:rid
ia/seren/mel:hene,toneを参考に、古アルカの lo（９）から。　［文化］
　魚族。９本の触手を持つ巨大な化け物。蛸と烏賊を足して割った
ような姿をしている。長い触手は海の底から地上まで伸ばすことが
でき、水辺の人間を引き込むこともある。船に触手を絡ませ、沈没
させることもある。そのため、船乗りに畏怖されている。
loov  ［動詞］yulをもがかせる、もがく　［レベル］３　19:loob/ov（芋虫
などのように動く）　【用例】　an xenat er di sin, im an loovor pot 
tier. 海でもがいているときに海水をたくさん飲んでしまった。
loofar  ［宗教］副助祭、サブディーコン　zg;「ろうそく係」　24

lood  ［形容詞］予想外の、意外な、思わぬもの　［副詞］意外にも、意外に、
意外と、案外、なにげに　［反意語］len　［レベル］２　古 :lood,looden｢ 思
わない ｣
loodan  ［名詞］［形容詞］番狂わせ、ジャイアントキリング、大金星、予想
外のことをする人　［レベル］４　rd;/　24

loop  ［動物］ミミズや毛虫などの足のない動物　［レベル］３　13:制 :『制
定語彙』loolokuupo｢ 筒の虫 ｣
loob  ［被服］帽子、キャップ、ハット、スイミングキャップ、笠　［レベル］
２　zg;lo/sabe　13:制 :古 :lolob,losabe（頭を覆う→帽子）　loob:loob　

【用例】　tuo, el xiror loob. そろそろ帽子がいるな。　an lukat ok loob. 
帽子をかぶって歩いた。
loobkad  ［地球の国名］アルゼンチン　［レベル］６　19:国章に帽子
loobesp  ［気象］笠雲　19

looz  ［名詞］端、端っこ、隅、すみ、際、縁、ふち、えん、エッジ、パ
ンの耳、脇、舞台袖、袖、ソデ、そで、稜　［格詞］～の端にある、～の端っ
こにある、～のはじっこにある、～のはずれの、～の外れの　［物理］
磁荷　［類義語］appel　［レベル］３　古
loozpind  ［言語］［文字］エッジセリフ　21

loozpol  ［地名］極方　［レベル］５　20　［文化］　エルトア、アルダ、セレー
ナ、デスパナ、フィギットのこと。カコ以降、寒くて人口が少なかっ
たが、レイユで少し持ち直した。近代では東方からの移住者が多く、
制アルカではないものの、アクセントは頭に置く。旧イグレスタ圏。
　なお、セレーナ、デスパナ、フィギットは無アクセント圏。
looza  ［数学］計算尺、対数尺、ローザ　［レベル］６　20:lo/zamo（考える尺）
この zamo（木）は棒、尺のこと。　［文化］　imul 1396に looz igretが
対数尺を発明。lozamoを語源としたが、自分の名前に似せたという
腹もある。imul 1410に計算尺を発明。こちらも loozaと呼んだ。地
球と異なり、対数尺と同じ名前で呼ばれるので、区別するには複合
語を用いる。　当時アルナ産のローザは木製で白く塗られ、アルシ
ア産のローザは鉄製で黒かった。rdで計算機は広まり、一般の学生
にも普及した。アルナ大学とラグナロク以外は木製で茶色のものを
持っていた。電卓が広まるまで理系学生のステータスシンボルで、
特に白か黒のローザを白衣から出す姿は女子によくモテた。
looza amanze  ［人名］ローザ＝アマンゼ　［レベル］６　21:「血の混じった」
　［文化］　シオンとユルトの娘。教祖シオンやミロクの先祖。
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looz igret  ［人名］ローズ＝イグレット　20　［文化］　(imul 1360:1431)ア
ルナ大学の数学者。imul 1396に対数尺を発明。imul 1410に計算尺を
発明。
loozen  ［接続詞］～の端にある、～の端っこにある、～のはじっこにあ
る、～のはずれの、～の外れの　［レベル］３　rd;/　24

lool  ［生物］脈管　rd;loolo.k　24

loolpant  ［生物］脈管系　rt;/　24

loolo  ［名詞］サイフォン　［レベル］４　rd;loolo,f.axek　24　［文化］　→ erme
lk
loolo,f  lor
looa  ［形容詞］下手な、苦手な、知らない、onについて知識が暗い　［反
意語］axk　［レベル］２　f;aalo.geks　赤 :looa（不器用な）　【成句】　siina fin 
looa 下手の横好き　an et looa al alf. 私は数学が苦手だ。
loe  ［名詞］なぞなぞ、謎々、謎謎、クイズ　［レベル］２　13:制 :古 :loen（わ
かる？）の意。　【用例】　fit loe なぞなぞを出す
le  ［代詞］［形容詞］あれ、あの。前置。　［代詞］la。あいつ。人をこき下ろ
すために laの代わりとして使う用法。　［反意語］tu　［レベル］１　19:制 :le。
音が la,luに近いため、子音を変更した。頻度が tuより異様に低いため、
扱いが軽く、アルカ史において最も変動があった人称代詞。　bike
:Lu（あれ） lu,lsd（それ）:Lu(_ltk　ただし音価は mt以降 Lが消える
ので luに ) tuul(ltk_):ta,alt　［語法］　tu　【用例】　le galt あの門　le zom 
あの木　arna l'an fiasat ka 私が生まれたアルナ　an le fiasat ka arna ア
ルナで生まれた私
le(2)  ［接続詞］名詞と修飾節をつなぐ接続詞。関係詞節を作ると考えて
よい。　［レベル］１　rd;lyu,szd（関係詞の lyu）　19:恣意　rom:rom:lyu
　［語法］　格は関係詞節中に残る。tu et felka l'an felat ka（ここは私が
勉強した学校だ）。felka ka l'an～にはならない。なお、関係詞中に残
存した格は省略可能。きちんとした言い方のときだけ残る。つまり、
この kaは省略可能。　leは関係詞節中に適切な格がない場合にも用
いることができるが、この場合 eや delや lexなどで置き換えること
ができる。alfi, an til land le nos sain sil diver（絶望を確認する
という希望がある）において landは本来同格で lexや delだが、ここ
はそのほかに leでも eでも置き換えることができる。　【用例】　le at 
rig im tatoxel, alfi le la vortik, non lo. あれは一昨日、つまり彼女
が死んだ日に壊れたんだと思います：この leは lesにあらず。alfiが
挿入されているが、leは tatoxelにかかっている。先行詞があるため
lesでなく leが正しい。
le,fv  形容詞を導く接続詞。vik de kaiの音が弱まって vik le kaiと
なったもの。meltia 4以降は語順が逆転。　fv:saal;de.l
let  ［動詞］yulを aまで引く、引く、ひく、引っぱる、ひっぱる、引っ
張る、引き張る、牽引する　［普通動名詞］牽引　［音楽］チョーキング　［反
意語］rok　［レベル］２　13:制 :lot　alkeko:alkeko

lett,ltd  alxa。'orettett（リンゴというもの）のように使う　<>teeze

letta  ［ユマナ］アラブ人、アラブの　［レベル］５　19:アトラスの lettenaに
相当する人々だから
lettanx  ［料理］ラーメン、拉麺、らーめん　［レベル］３　22:altの食べ物を
意訳　19:棒を引っ張って麺の生地を伸ばす。　［文化］　ヴェレイでヴェ
マから入り人気となったが、革命で害食に指定されて廃れた。　【用例】
　kui{xen} lettanx うどんを啜る。sipにすると啜るという動作を強調
している。ふつうは kuiを使う。sipは啜る動作を強調するときだけ
使う。
lettahac  ［ユマナ］アラビア文字　［レベル］５　19

letti  ［地学］銅　［形容詞］銅の　［組み数字］３/４　［レベル］２　19:lettegi（紅
茶色の金属）。ただし、歴史的には紅茶より銅のほうが発見は古い。
　tenga:tenga:　［文化］　simel

lettikad  ［地球の国名］キプロス　19:国名が銅に由来している説がある
lettisel  ［歳時記］銅の日　［レベル］３　21　［文化］　fantsel

lettihac  ［言語］銅版体、カッパープレート体　［レベル］６　20　［文化］　ha
crein
lettilil  ［化学］銅→ letti　［レベル］４　19

lette  ［色］茶色、褐色、レッテ　［形容詞］茶色い　［料理］紅茶→ etek　［レベル］
２　sorn;lette,fgn.k　古 :sorn:紅茶色 20:kmiir:クミールはお茶好き
で種類を豊富に持っているため、etekが紅茶を指すとは限らなかっ
たため、letteetekの etekを省略し、letteで紅茶を表した。ふつうの
使徒はその必要がないため、letteで紅茶を指すのは通な人のするこ
と。　tuna:tuuna:la hanbel
lette,fgn  etek
lettekad  ［地球の国名］ラトビア　19:国旗が茶色
lettexisa  ［名詞］黒砂糖　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

letten  ［名詞］(til)ゆったりとしている、紅茶を飲んでくつろいでいる
ときのような　［レベル］３　19:lettena

lettena  ［生物］茶色人種　［レベル］３　19:lette/an　［語法］　firanが南のほ
うに住んで肌の茶色くなった人種。地球で言うとアラブ人に相当す
る。アシェットではパールなど。
lettebezn  ［動物］ゴールデンレトリバー　［レベル］５　21

lettejeiddol  ［地学］褐簾石　19

letteakon  ［地学］［植物］褐色森林度　19:ridia:arbaxelt　［語法］　森林の土壌
として広く分布。
letteins  ［生物］茶色い眼　［レベル］３　19

letteetek  ［料理］紅茶　［レベル］２　19:lein

lets  ［音楽］ピアノ　［レベル］３　rd　15 gil tan:seren:klel:lots　［語法］　tan

（指一本でターンと一音弾いてハンマーが弦を叩いた感じ）　toltaltelt
il（キラキラキラキラと低いほうから流れるように高音に流れるよう
に弾いていくさま）
letsan  ［名詞］ピアニスト　［レベル］３　rd;/　23

letvian  ［文化］引力　［類義語］atoe　［反意語］rokvian　［レベル］４　20

letfrem  ［動詞］yulを引き寄せる、引き寄せる、引きよせる　［レベル］３
　rd;/　23
letfax  ［動詞］yulを aに抱き寄せる、抱き寄せる、抱きよせる　［レベル］
３　21
letpa  ［料理］セモリナ　［レベル］４　16:制 :letppast

letl  ［動詞］yulを開放する、開放する　［普通動名詞］開放　［反意語］rist　［レ
ベル］３　15:制 :lotl

leta  ［娯楽］コンサート　［レベル］３　rd;lem/ita「音楽会」がやがてコンサー
トの意味に変化したもの。　23
leta,fv  poot
letis  ［宗教］レティス　［反意語］veles　［レベル］３　古 :tisは lantis（人）　［文
化］　yuuma 6745 アゼリア、アリスカンテ以外を邪教と宣言。信仰心
の篤いもののうち旧アルティリア教徒を letisと呼び、旧イスカンテ
教徒を teetiaと呼び、それ以外を velesと呼び、velesを強く非難した。
反対派はこれによって邪教徒 harvaと呼ばれるようになり、弾圧の対
象となった 
letir  ［形容詞］古く使い込まれていて味がある、古い　［形容詞］［ポジティブ］
（人が）年を取っているがダンディでかっこいい、しぶい、渋い、シ
ブイ　［類義語］sid　［アクセント］letIr　［レベル］３　20:melidia xier:lette（茶
（古びた））/古 rie（古酒）
letil  ［言語］モーラ　［レベル］６　19:lim/til（音素を持った）　［文化］　
→ caf
letia  ［名詞］姫、プリンセス　［名詞］駅弁　［類義語］neeme　［反意語］ardist
　［レベル］２　rd　20:lent/tia（愛しの人形）。王位継承権があるため、
王に可愛がられることから。　mene:mene:　［語法］　王位継承権１位
ないし２位までを指す。１位が継承確実な場合、１位しか letiaにな
らない。男子の場合、常に暫定１位のみを指す。　［文化］　・性交の
体位　　女性を両腕で抱え上げ、女性は向い合って男性の首に手を
回し、男性は立つ。そのままの姿勢で挿入し、動かす体位。極めて
難易度の高い体位で、男性に相当な筋力を要する。逞しさを象徴す
る体位で、sarmixiが生じるにもかかわらず、女性はこれをされると
はしゃぐことが多い。ただ、相手が貧相だと不安がる。要は人によ
る。女性をお姫様のように扱って抱き上げることからこの名が付い
た。　【成句】　letia saen ardist 一姫二太郎
letiant  ［代詞］［solferj］tiiles　［レベル］１　22:kmiir

letiam  ［代詞］［solferj］tiis　［レベル］１　22:kmiir

leto  ［医療］しみ、肝斑、染み、シミ　［レベル］３　20:lette

letos  ［天文］milfliifa　［組み数字］３/８　［レベル］４　lsd;leta 麦の熟れる
ころに見える星　21
lek  ［動詞］yulのことで頭がこんがらがる、理解できない、混乱する、
yulを理解できない　［レベル］２　19？ :中期制アルカか後期制アルカ
に戻した。　【用例】　an lek il mil maladi. 混乱して何も理解できない。
lektia  ［名詞］レクティア、生き地獄　［レベル］４　20:ridia:lekai/latia（こ
の世の地獄）　［文化］　→ lekai　地獄ラティアはネガティブに考えた
り人を呪ったりする人間が集まった場所であり、地獄の業火で苦し
められる場所ではない。永遠に不幸と不快を感じ続ける負の連鎖の
場所である。しかしそれならば現実に見ることもできる。むしろ善
人すら悪人に巻き込まれてしまう現実にこそ本当の地獄は存在する。
そのような、現実であるにも関わらずまるで地獄のような場所をレ
クティアという。　例えばこのような場所があるとする。一人の馬
鹿ギャルは「まじでー？ありえねー。キモくね？」程度の語彙しか持っ
ていない。一人の小姑は「あの髪型ありえないよね」、「あそこでま
ず謝れよこいつとか思ってさー。ちょっとあいつ何様？」などと言っ
ている。一人の男は鬱々パソコンに向かって「どうして僕は具合が
悪いんだろう」と考え込んでいる。こういう亡者どもの集まった場所、
負のオーラが渦巻いている場所をレクティアという。
lektian  ［名詞］レクティアン、生き死人、亡者、地獄の亡者　［レベル］４
　20:ridia　［文化］　生きながらにして既に地獄に落ちている亡者ど
も。自分を恥じ、悩み、人を呪い、罵倒し、足を引っ張る連中。
lekka  ［運動］プール　［レベル］２　sorn:｢ 泳ぐところ ｣　［文化］　学校によっ
て設置がまちまち。都会はたいてい設置されている。　地方の学校
は海や川を利用することもある。　アルナ大にはむろんある。
leks  ［名詞］範囲外、外側　［名詞］外野　［動詞］yulを iからはずす、yul
を iの範疇に収めない、命中しない、はずす、はずれる、外す、外
れる、ハズす、ハズれる　［野球］ボール　［格詞］～の範囲外で、～の
外側で、～以外で　［反意語］lot　［レベル］３　19:恣意　【用例】　tyu hatia 
ne leks saim lenan? ウチのクラス以外だと誰が好きなのよ？　an lanat 
fite kon voz tal vej ik leks i tu. 弓でウサギを狙ったが、外してし
まった。
lekshant  ［数学］外積　［レベル］５　19:図形的に外側の積ではないが、loth
antの対として leksとなっている。
leksiijis  ［野球］ファール　［レベル］３　34

leksen  ［接続詞］leks　［レベル］３　21

lekm  ［動物］ビーバー　［レベル］３　lakta:｢ 泳ぐ生物 ｣
lekai  ［地名］霊界、レ・カイ、この世。アトラスを含む宇宙のこと。　
［アクセント］lekAi　［反意語］ardel　［レベル］２　f;le kai < de/kai（～は大き
い）。地球の語源と食い違うので注意。fにはまだ指示代詞 leはない。
　古 :liiza:le kai（その大きいところ）。lekaiの訳である ｢霊界 ｣の造
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語者はセレン。レイカイとレ ･カイは音が似ているため選んだ。　le
kai:lekai　［文化］　→ ardel　＜この世とあの世＞　この世はセレス（魂）
を選別するための場所と捉えられている。セレスはあの世の入り口
にあるヴェーユという滝の水飛沫から生まれる。　これがレ・カイ
に行き、アテンとなる。一方、エタンはただの物質の集まりであり、
ヴィードは持ってもセレスは持たない。よって牛は死ねば土に還る
だけであり、木は枯れれば腐って腐葉土になるだけである。　神や
悪魔は新しい命が誕生しなくなって久しいため、セレスはユーマの
一族すなわち人類として生まれ、惑星アトラスへ赴く。そして妊婦
の受精卵に乗り移る。しかしこれだと効率が悪かったので、現在は
イーディス神とハーベ神が誕生を助けている。　イーディスはセレ
スを見つけると、排卵している女性を探す。その女性の中から、膣
内射精されたものを探す。その女性の腹にセレスを持って飛び込む
と、受精が完了し、セレスも植え付けられる。その後、出産の神で
あるハーベが妊娠を管理し、子供を生ませる。　誕生した人間はレ・
カイで生き、セレスを成長させる。鮭が川に帰るように、死後は肉
体を失ったセレスのみがヴェーユへ戻る。　ヴェーユではセレスが
善に成長したか悪に成長したかを検査し、善ならトワーユに、悪な
らラティアに送る。善なセレスとはメルディン (meldin)に傾いたセ
レスであり、悪なセレスとはエルナ (elna)に傾いたセレスのことであ
る。　なお、１０歳に満たずに死んだ場合、セレスの良悪を判断で
きないため、再度転生してアトラスに帰すことになっている。　　
この世はセレスがどちらに傾くか試すための試練の場であり、最終
的な魂の生活はあの世にある。ほかの多くの宗教とは異なり、現世
で苦難を我慢すれば来世で幸せになれるというものではなく、むし
ろ現世での生き方がそのままあの世での居場所を決める。　すなわ
ち、戦争なり飢餓なり飽食なり、どのような時代であれ、メルディ
ンに感じる習慣を持っている人間は、死後メルディンの習慣を持っ
た人々のいる世界トワーユで暮らすことができるということである。
　戦争だ飢餓だということで諦めて不幸不幸に感じて生きたものは、
死後も同じような人間ばかり集まった世界に行く。だからこそどの
ような時代であれ、現世で前向きに生きよとアルティス教は教える。
現世はたいがい救いのない世界なので、救いを作り出す前向きな脳
を身に付けよ、そうすればトワーユに行けるという思想である。我
慢せよではなく、前向きに捉えよという教えである。　耐えていれ
ば天国に行けるではなく、今あるもので幸せに感じるものが幸せに
生き、幸せに死に、死後も幸せになれるという救いである。　　＜
天国と地獄＞　多くの宗教では、天国は楽園で、地獄は業火に焼か
れ続ける場所と考えられている。しかしラティアでは死者の苦しめ
は行わない。業火に焼かれることはない。　地獄の思想は「地獄に
行きたくなかったら悪さをするなよ」と人々を脅すもので、原理的
になまはげと変わらない。実在する地獄とはどのようなものかと考
えた際、このような場所があるとは考えにくい。宗教家にとって好
都合なだけの場所は存在しえない。　実在する地獄として考えられ
たラティアには地獄の業火がない。ではどのような場所かというと、
エルナ傾向の人間の住むところである。そこには物事をネガティブ
に考えて負の連鎖を生む人間や、人の言い方や服装といったどうで
もいいことがいちいち気になる神経質な人間といった、エルナに傾
いた人間しかいない。言い換えれば、自己ないし他者に対して悪意
を向ける人間の集まる場所である。　まったく現代の日本にも同じ
ような場所が存在する。地獄は現実にこそあるとはよく言ったもの
で、感じの悪いオフィスや研究室や教室は地獄と変わらない。　ラ
ティアでは鬱々考えて悩んで苦しむ哲学者、人の陰口を言ってばか
りの女、馬鹿で品性のないギャルといった連中が犇いている。彼ら
は自分のことで悩んで苦しむか、人の態度が気に食わずに恨み罵り
不快に感じる。そのような癖のある人間が死後にラティアに行く。
仏教やキリスト教の地獄と異なるのは、犯罪者などの悪人ばかりが
集まっているわけではない点である。　彼らは永劫に人を呪うか自
分を恥じ、いつまでも不快な気持ちに包まれたまま生きていく。　
天国と地獄に派手な見た目の差はない。一見すればどちらも同じよ
うな社会である。片方が業火で燃えて片方は牧歌的というような分
かりやすい差はない。分かりやすい楽園もないし、分かりやすい地
獄もない。天国にも労働はあるし、疲れも怪我もある。逆に地獄に
も笑いはある。ただ、彼らは生前の習慣に沿った世界に分類される
というだけである。　　＜分離機能＞　あの世に行ったセレスは二
度とこの世に戻らないため、この世での人生は入試のようなものだ
と考えられている。本番はあの世であって、この世は前座でしかな
い。　なぜこの世にセレスを送るのかというと、セレスの良悪を定
めて、良いセレスは良い籠に、悪いセレスは悪い籠に入れておくた
めである。　セレスの分離機能は棲み分けのためにある。善人にとっ
て、人の足を引っ張ろうとする悪人は不快な存在であり、彼らのい
ないところで暮らすことが理想的である。現世では良悪混じって生
活しているが、試験が終われば善人は善人だけで暮らすことができ
る。その実現のために棲み分け機能を持っている。　言い換えれば、
悪人を切り捨てて篩いにかけているといってもいい。善人が気持ち
よく暮らせるための場所を維持するために、現世という試験の場が
ある。
lekaian  ［名詞］霊界人　［レベル］２　19:リディアの書
leko  ［医療］症状　［レベル］２　19:levn/kook　［語法］　医療用語なので、一
般人は単に kookということも。
lex  ［格詞］～と、～として。yulの同格を指す。　［反意語］xel　［レベル］１
　15:恣意　【用例】　seren tiia luxia lex miva. セレンはルシアを娘とし
て愛する。
lex(2)  ［言語］lの文字　［レベル］１　14:制 :知識　［語法］　第２０文字目の
幻字。最後の子音字。　日本語のラ行を転写する際は rや cでなく l
を使う。
lexn  ［名詞］通信、信号、連絡、交信　［魔法］風の高位白魔法。遠く離
れたところにいる相手とテレビ電話できる。　［レベル］３　古：lexn←
"kliiz, mi re xante!"（クリス、返事してくれ！）から。メル 10年、
セレンが日本の隅田川でクリスを探して叫んだ言葉から。　［語法］　

okt
lexneki  ［名詞］通信機能　［レベル］４　19:melidia alis

lexia  ［気象］夕日　［医療］少陽　rd;<szd　24

lexie  ［人名］レシエ　［名詞］夕、夕方、宵、黄昏、黄昏時。１６時から
１９時。　［形容詞］夕の　［レベル］２　20:ridia:lexia.szd（夕日）　myupa:
myupa:la lexie　［文化］　mizari

lexe  ［形容詞］賢い、頭が良い　［類義語］vette、yulma　［反意語］leit　［レベ
ル］２　19:中期制アルカでは lexe（知識）があった。賢いは古 sorn
で leat。　hyulo:hyulo　【用例】　［メタファー］lexe yun mel メルのように
賢い：天才系。発想がすばらしい人。理数系に強い。　［メタファー］lexe 
yun ridia リディアのように賢い：超人系。複雑なことを整理できる。
記憶力が異常。　［メタファー］lexe yun kalzas カルザスのようにずるがし
こい：vasteを見れば一目瞭然。
les  ［接続詞］先行詞を内包する le　［レベル］１　19:恣意　［語法］　lesenの
ような属格はない。
lest  ［名詞］主、メイン、本体　［名詞］サビ、曲のサビ、ヤマ、レフ、リ
フ、リフレイ　［形容詞］主な、メインの　［副詞］主に　［反意語］roxk　［レベ
ル］３　19:melidia alis:古 :los:頭（lo）から来ている。
lestkisk  ［名詞］正伝　［反意語］roxkkisk　［レベル］５　rd;/　24

lestkulala  ［料理］主食　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　lestbel

lestsiz  ［電算］マザーボード、ロジックボード　［レベル］４　19

lestsecar  ［電算］メインカメラ　［レベル］６　vl;/　24

lestvona  ［名詞］主旨　［レベル］４　rd;/　23

lestmal  ［電算］メインメモリ　［レベル］３　19

lestmei  ［化学］主成分　［レベル］３　rd;/　23

lestbel  ［料理］主菜、メインディッシュ、メインのおかず、オカズ、お
かず　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［語法］　例えばパンとハンバーグと
サラダを食べる場合、パンが lestkulalaで、ハンバーグが lestbelで、サ
ラダが roxkbelとなる。　【用例】　ail, lestbel et yaamo. ときどきおかず
がおいしくないときがある。
lestyav  ［言語］主節　［レベル］４　20

lestjizol  ［音楽］リードギター　［レベル］５　21

lestjizolan  ［音楽］リードギター担当　［レベル］５　21

lestlat  ［建築］玄関、集合住宅の正面玄関　［レベル］２　19:melidia alis　［文
化］　玄関にはドアがある。ドアには勿論鍵がある。このドアは押し
て入る。入ったところはドアが通る空間なので何もないが、一メル
フィほど向こうには下駄箱があり、靴置き場がある。ほぼ日本と同
じである。アルバザードでは屋内でも靴を履く。日本とは違う。ただ、
室外履きと室内履きは区別する。必ずここで室内履きに履き替える。
室内履きは足が蒸れないリラックスできるスリッパ状のものが多い。
湿度の低いアルバザードでも靴は脱いで放っておくと臭くなるので、
下駄箱に入れる。そして別の下駄箱から室内履きを出して履く。室
外履きと室内履きは隔離されている。臭いが移らないためである。
最低でも下駄箱内に仕切りを設けて区切る。日本の玄関は一段低い
ところにあるが、アルバザードはバリアフリーなので段でなくスロー
プになっている。スロープは完全に家の中なので、靴を履くためな
ら座っても良い。スロープより玄関側はまだ完全に家の中とは言い
がたい空間である。ゆえに室外履きを履く汚い空間とされる。　集
合住宅の場合、外から入ってくるときに必ず通る場所である。まず、
自動ドアをくぐってホールに入る。ホールには守衛所があり、その
横に改札がある。駅と同じ構造である。改札はアンセを通して住人
であることを確認して初めて開く。来訪者の場合、守衛所で来訪相
手に連絡を繋いでもらい、許可が下りれば守衛所から通り抜けさせ
てもらえる。ここも日本の駅と同じである。
lestloit  ［名詞］本社　［レベル］４　rd;/　23

lestate  ［名詞］本店　［レベル］４　rd;/　23

lestasra  ［軍事］本拠地、本山　［レベル］４　20

lestar  reld　e

lestimiir  ［人名］レスティミール、３賢女　［レベル］６　rd;lestir kaen 
lei e miirを短縮させたもの。　24　［文化］　lei e miirに登場する
３賢女のこと。具体的にはクミール、リディア、メルを指す。
lestimiir(2)  ［工学］レスティミール、人工知能レスティミール、三賢
分立　［レベル］４　lj:mel;lei e miirに登場する lestimiirから。　24
　［文化］　→ miir, serakn, serkolm, anmiir　メルが作った人工知能。
ミールと同時に着想し開発しているので、まず先に miirを読むこと。
　ridia, mel, kmiirという３つの人工知能から成り、それぞれが立
法・行政・司法を担当する。英雄リディアは決まりに厳格だったの
で、それにあやかって立法を。英雄クミールは裁判官クミールの異
名を持っていたので司法を。知能が高く処理能力が高かった英雄メ
ルには行政を――というシステムである。　レスティミールは rdで
書かれた『ミールの書』に出てくる３賢女が由来である。恋人とし
てのリディア、妹としてのメル、片想いの相手としてのクミールと
いう、rdのセレンが関わった３人の女性がそれぞれ互いにせめぎあっ
て協議しているのが人工知能レスティミールである。　革命後はセ
レンらによって直接民主制と独裁制のハイブリッドである「司民制」
が採用され、間接民主制は消え、政治家などもアンミールの分を除
いて消えた。直接民主制だけを採用しなかったのは衆愚政治を防ぐ
ためで、独裁制だけを採用しなかったのは個人に権力が集まりすぎ
るのを防ぐためで、後者は旧革命の反省を反映している。　なお司
民制の採用と同時に革命では経済面において資本主義に代わって修
正資本主義が採用された。　　レスティミールは議員や裁判官に代
わって三権を持つ。ただし三権は ridia, mel, kmiirに分与されてい
る。三権は互いに牽制しあい、三権分立が保たれ、独裁が防がれて
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いる。　レスティミールは過去の事例や判例だけでなくミールによっ
て集計された現況のデータに基づいて立法・行政・司法を行う。　
直接民主制は間接民主制に比べより民意を反映できるというメリッ
トがあるが、人口が多く規模の大きい国では実現が難しい。あまり
に多い人口のせいで、そもそも民意を集計して世論を形成すること
が難しいためである。従来のような電話などを用いたアンケートを
一つひとつの法案に適応していては、いくら時間があっても足りな
い。　そこでメルらはネットを使い、素早く民意を集計した。ネッ
トでの集計は個々人にＩＤがついているアルバザードでは容易で、
二重投票もできない。　徹底した秘密投票で、組織票が形成されづ
らいのもメリットである。会社が社員に無理にある法案を支持する
ように言っても、機密性が高いので社員は自分の思った通りに行動
できる。上の人間の言うことを無視しても一向にお咎めがない。　
この制度は自分の民意を反映させたいと思う個人が自分の意思で意
見をミールに伝えるため、政治に参加したくない個人を強制的に狩
り出すことはない。あくまで政治に参加したい者だけがすればいい。
国民全員の意見を政治に反映できるが、「できる」と「する」は別物
である。棄権者が一定数いるので、国民全員の意見を反映できるシ
ステムではあっても、実際には棄権者の分は反映されない。ただし、
見方を変えれば白票を投じた層として政治的アパシーを持っている
という意思がその国民の意見として反映されているので、結果とし
て国民全員の意見が反映されているといえるかもしれない。　ミー
ルはネット経由で集められた膨大なデータを整理し、世論を地方・
国家単位でそれぞれ形成する。　レスティミールはそうして形成さ
れた世論をオフラインで受け取り、民意を踏まえた上でまつりごと
を行う。ミールで形成された世論はレスティミールに入れられる前
に厳重なウイルスチェックがされるため、レスティミールに危害を
与えることは事実上不可能である。　例えばレスティミールのリディ
ア（立法）はミールから受け取った世論などを考慮して、国家単位
では法律を定めたり、地方単位では条例の改廃などを行う。　　ミー
ルとレスティミールによって政治家や議員などはアンミールを除い
て不要になったが、官僚は法案や政策案を提案するプロフェッショ
ナルとして国民にアドバイスをするのが業務になった。業務内容が
変更されただけで滅んではいない。国民を導く啓蒙家であると同時
にマスコミのような位置づけに変わった。　一部の金持ちにだけ有
利で多くの国民に不都合な法案や政策案を提案する官僚もいれば、
大衆に迎合する官僚もいる。官僚はご意見番であり、各層の民意を
反映して法案や政策案を提案する。衆愚政治や一握りの上層部によ
る腐敗政治を防ぐため、様々な意見を持った官僚が必要とされ、必
ずしも大衆に迎合した者や上流階級に尻尾を振る者だけが生き残る
わけではない。　　レスティミールはミールが形成した民意を踏ま
えて国を動かすが、直接民主制のデメリットについてもきちんと考
慮されている。人間社会のピラミッドは下の人間のほうが上の人間
より数が多い。直接民主制をそのまま採用すると教養のない人間の
意見が通りやすくなる。　アルバザードは徳育を重視しているため、
上の人間ほど人徳がある。そうでなければ上の学校や会社に入れな
いためである。ということは相対的に見て下の人間のほうが無教養
な上に非道徳的ということになる。　このような階層の意見が優先
的に通ると、それは衆愚政治を招きやすくなる。これが直接民主制
のデメリットである。　このデメリットを防ぐため、ミールは予め
ＩＤから各意見がどの階層に支持されているのかを判断し、そのデー
タも含めてレスティミールに世論を提出している。　レスティミー
ルは階層ごとの世論を受け、下流の意見ばかりが数の暴力で無理に
通らないよう国を動かす。　　また、ここまでは司民制の直接民主
制の面を説明してきたが、実際にはこれに独裁制の側面が加わる。
　レスティミールはミールが形成した世論を反映して国を動かすが、
民意のほかにセレンら支配層の独断が加わる。重要事項であるほど
セレンらの決定は民意より優先され、ここに独裁制の側面が伺える。
逆に瑣末なことに関しては独裁者の意見よりも民意のほうが優先さ
れる。　　レスティミールの原理は「４つの石を１人に持たせる政
治よりも、４つの石を４人で持つ政治」であり、皆に負担を強いる
代わりに一人ひとりの負担を軽くするというのが原則である。　開
発者のメルは「石をなくすことはできない」と述べ、どのような政
治思想を以ってしても全員に負担をかけない政治は不可能であると
している。　　なお、レスティミールに不具合があった場合はアン
ミールが代理として働くことになっている。また、アンミールは普
段レスティミールに対して意見を言い、レスティミールに再考を促
す権利を有する。
lestir  ［丁寧］淑女、婦人、レディー、女性　［類義語］min　［反意語］diize　［ア
クセント］lestIr　［レベル］３　20:istirと letiaを混ぜたものから。　［語法］
　女の丁寧な言い方。淑女や女性に相当。家の中で使うことはあま
りないが、店などで聞くことは多い。
lestil  ［地名］レスティル、レスティル国　［レベル］４　meltia 95 sen via:
ly;「知者の支配する」　20:ridia:第二アルカで「知者の支配する」と
いう意味。　［文化］　アルバザードの旧称。メルティア９５万年ごろ
にシフェルが現アルナ地方に建国した。国というより集落レベルの
もの。当時の人類は高速で空を飛べたため、範囲は広大。アルバザー
ド、ケートイア、アルシェリア、ディミニオン南部を含んだ大きな国。
　yuuma 56　アルカンスでケートと友好的な交易関係を結んでいたレ
スティル人のヴェルディア族が、ギルケートと同盟を締結。アルカ
ンス貿易の経済力とギルケートの軍事力を背景に、ヴェルディア族
の長シフェランがレスティルの王となり、アルカンスに王都レスティ
リアを建てる　【成句】　vins lestilia fiina lestil 大事の前の小事
lestilren  ［言語］レスティル語　［レベル］４　22　［文化］　eldseta　　●概
要　　名称：ls（レスティル語）　系統：アテン超語族ユーマ語族シフェ
ル亜語族リュディア超語派レスティル語派 (atenamat, yuumaemit, xife
rfiam, lyudiaifal, lestilxeltem)　使用年代：tm_kk　分布：南西アンシャ
ル：リュディアがファルファニアに滅ぼされ、東へ散ったリュディ
ア人が建てたレスティル国周辺で使われた言語　話者：ファルファ
ニアとの戦争に敗れ、東へ移住してきたリュディア人の末裔　類型：
ＳＶＯ、ＮＡ、Ｐｒ：ＳＯＶの際は対格に、ＶＳＯの際は主格と対

格に格表示をする。助動詞文はＳＯＶに　認知様式：客観的把握　
　●語順　　ＳＶＯが自然となっていった。その結果、ＳＶＯのと
きは主格と対格の語尾を省略するようになった。　lestilin daiz fit
at heren（レスティルの王がリンゴを与えた）　　ＳＯＶのときはリュ
ディア語のように格が表示される。　ただしこの場合Ｏだけ。ＶＳ
ＯになったらＳＯともに格を表示する。　lestilin daiz hereney fi
tat.　fitat lestilin daizas hereney.　　●助動詞　　助動詞は動詞の
直後に来る。arに比べて数は少ない。　助動詞文の場合は語順がＳ
ＯＶになる。この場合、ＳにもＯにも格表示はいらない。　daiz he
ren kui mal（王はリンゴが食べたい）　　lsにおけるＳＶＯとＳＯＶ
の混在はドイツ語やオランダ語を彷彿とさせる。　　●修飾　　Ｓ
ＶＯが標準になった結果、後置修飾に。kaile daizだったものが daiz 
le kaiに。類型論的に見ても、ＳＶＯの場合はＡＮよりＮＡの方が
優勢。　後置になったことで leが形容詞 (kai)の前に回りこむ。その
結果接尾辞として膠着していた leは単語として独立する。よって le 
kaiのように、間にスペースを入れる。　同じ理屈で、baog he vivi
で「強く殴る」となる。　　●関係詞　　関係詞も後置になった。
　kaldaiz rom lestilin daiz kululut（レスティルの王が建てた国）　　
関係詞節内の前置詞が残存するようになった。　　●前置詞　　Ｓ
ＶＯが標準になったことで後置詞が前置詞となる。　　●連体詞と
代名詞　　連体詞は変わらず前置された。　「この、これ」は afから
tuになった。「あの、あれ」は Lu。　「これの」が tunで、「あれの」
が Lun。　「彼」は souで、「彼女」は luu。　　男女が分かれている
点でアルカと異なる。　遠近では分けないので luと laの違いはない。
　　ls以降は三人称の luが連体詞として使われるようになり、日本
語と同じ「こ・そ・あ」の三段階になる。　「こ・そ・あ」は lsのみ。
ar以降は「こ・あ」の二段階に戻る。従って lu heren（そのリンゴ）
という言い方ができる。　　副詞の一部、reや miなども前置され
たままであった。　　● e　　kenoは「～の」と同じ語順で使われ、
残存した。　kenoの代わりに kenoを短縮してできた eが使われだし
た。eは "of"と同じ語順である。　　ＳＶＯが基本語順になったに
も関わらず、レスティル語では kenoのほうが優勢で、eの頻度は低
かった。　これは arにも継承される。eがよく使われ出したのは rd
以降。　　●数　　→ sidalx　民間人は fvの数詞体系を用いていた
が、軍隊の中では別の数詞体系が用いられた。zgの話なので、すべ
て lskである。　レスティル軍が武器の長さを元に暗号として数の名
前を付けた。この暗号はやがて敵方に知られ、暗号としての意味を
失う。しかしその後も軍隊用語として残存した。　日本語の軍隊用
語でも 12時をイチニィマルマルと呼ぶように、軍隊などは特別な用
語を使うことがある。　　軍隊以外にも当然こういう隠語はあるし、
軍隊には数以外の用語もあるが、数の数え方に関して特殊だったの
は、これがやがて民間人にも広まったという点である。　レスティ
ル軍は武器を例に取り、その長さが長い順に 1から並べた。　例えば
1を表す fuuは槍の figiから来ている。　　なお、0は fvと同じ
く yuuである。　to（十）, gal（百）, ten（千）, sen（万）は武器
からではない。　　数え方は 10進法で、5-10進法とは異なる。　発
音のリズムをよくするため、4以降は nで終わる軽快なものになって
いる。　　1:fuu　2:you　3:vii　4:von　5:txon　6:an　7:zan　8:hen　
9:lon　10:to　　ただし、23のみ pararaizという。　　この数え方は
アルバレンにまで引き継がれる。　制では採用されなかったが、新
生で継承された。　ただし ardでは toは tooになった。23も特殊な
言い方がなくなった。　　レスティルはルカリアから神人貿易の中
心的地位を奪ってからというもの、経済大国として世界を牽引して
きた。　そのため、このレスティル式の数え方はレスティル軍人か
らレスティル商人を経て世界中へ広まっていった。　また、軍人は
任務上外国に行き、遠征先を占領することがあったので、彼らも数
を広める要因になった。　　ただ、エルト式の数え方も依然として
世界中に残っている。　レスティル式は smになって ardになると学
校教育に採用されたことで急速に広まった。　　●疑問文　　fv, ly
と違って疑問の noは助動詞になった。助動詞文はＳＯＶなので以下
のように使う。　sou heren kuit no?（彼はリンゴを食べたの？）
lestilia  ［地名］レスティリア　［アクセント］lestiliA　［レベル］３　lsk:xiferan;l
estil/nia,fv　20:lestil/古 nia　［文化］　yuuma 56　アルカンスでケート
と友好的な交易関係を結んでいたレスティル人のヴェルディア族が、
ギルケートと同盟を結び、アルカンス交易とギルケートの軍事力を
背景に、アルカンスに王都レスティリアを建てる。　【成句】　el em 
not al arna ist lestilia. 住めば都　fai lestilia ok ins har 赤い目で王
都を燃す：泣いて馬謖を斬る
lestilian  ［名詞］レスティリア人　［レベル］４　21

leste  ［名詞］署名、サイン　［動詞］yul（内容）を aにサインする、サイ
ンする、署名する　［レベル］３　19:古 eeste（名前）から。語頭の lは
新生の指示の le。　【用例】　leste (est) a mas 紙に名前を署名する　leste 
flen a mas 紙に許可を署名する：具体的には自分の名前を許可申請書
に書くことを指し、許可という文字を書くことではない。
lestez  ［建築］居間、リビング　［レベル］３　19:lein　［文化］　食卓があっ
て家族団欒の場。大抵台所に直結している。最も大きな部屋で、誰
の部屋でもない。食事のとき以外もここに誰かしらたむろして何か
している。　【用例】　an inat teik ka lestez xi dunex. 夕食の後、リビ
ングでテレビを見た。
lesk  ［名詞］［形容詞］風流な、をかし、雅な、あはれな、優雅な、風情がある、
乙だ　［レベル］３　19:esk（雨）。雨を窓辺で見て愉しむような心である
ことから。　［語法］　動詞は yuと共起すること。形容詞としても使え
るので etで導いてもいいが、ふつうは名詞として使う。　［文化］　「美
しい自然物ないし現象」に「安全な位置」で触れたときに感じる豊
かな感情。従って、山を汗だくで登って滝を見たときには感じない。
窓辺で雨を眺めるときの気持ち。風呂で雨の音を聞くのも lesk。　【用例】
　yu lesk. 雅だな。
lesp  ［交通］迂回路　［動詞］yul（迂回路）を通って aに行く、迂回する、
行く　［レベル］３　13:制　［語法］　yul（迂回路）を通って aに行く。従っ
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て格組からいうと、luk型。元の道は telないし ist格。　axolで寄り
道の意味。　　　「迂回通行する」という訳語を当てればわかりやす
い様子。　　la lespat Ｙ it Ａ a Ｂ tel Ｘ .　彼はＡからＢへＸの代
わりにＹを迂回通行した。　彼はＡからＢへＸを迂回してＹを通行
した。　　　　　Ｘ　Ａ ┐■┌→ Ｂ　　 └─┘　　　　Ｙ　　た
だ、避けたということを強調したい場合は fonlを使ったほうがわか
りやすいと。　　la fonlat Ｘ , fontat Ｙ it Ａ a Ｂ　彼はＸを避け、
ＡからＢへＹを通った。　【成句】　lesp elfe tel kalto. 森を迂回して泉
を通れ。急がば回れ、急いては事を仕損じる：アシェルフィからカ
ンタルに行く場合、アルシェの家の北西にある森を突っ切るのが最
短だが、犯罪率の高い森なので危険を避け、アシェルフィ中央の泉
を通って北上したほうがよいという喩え。異性魔王に襲われたアシェ
ルフィ民がアルシェの家の地下に避難した後、自宅に帰る際に作っ
た慣用句。　【用例】　kolt ra kont en lesp axol xi felka. 学校が終わった
ら寄り道しないでまっすぐ帰ってきなさい。
lesiel  ［地学］幻天儀、地球儀、レシエール　［アクセント］lesiEl　［レベル］２
　21:le siel（あの空）
len  ［文頭純詞］やはり、やっぱり、思ったとおり　［文頭純詞］（?とともに）
でしょ？、そうでしょう？、やっぱりそうでしょう？　［形容詞］予想
通りの　［類義語］hasan　［反意語］lood　［レベル］１　14←古 :lont　［語法］　やっ
ぱり止めたなどの場合は won。wonと区別すること。
len(2)  ［人名］レン　古 :『少女 ･レンとアル』　［文化］　レンという娘が
人形にされ、アルという人形が逆に入れ替わりで娘になってその父
親に愛されたという話に出てくる少女の名。
len(3)  ［接続詞］～するための、lanaenの意味　［レベル］２　19:mel　【用例】　
non si gaabe len nax. 笑うネタがないわ：メルのこの例が初出。正
確には、lanaenがいい加減に発音され、それをセレンが lenと聞いた
ことに由来する。
len(4)  ［人名］エンナの略称　［組み数字］２２/２８　［レベル］１　mel:「人形」
の lenから類推したもの
len(5)  ［名詞］lenv,alt　［文字］技　lenv.l　［文化］　koimanlen

lent  ［名詞］人形、マネキン　［魔法］レント。害の禁呪魔法。人形に対象
の体の一部を埋め込むことで、人形と対象を同期させる魔法。つま
りこの状態で人形の腕をもぐと、対象の腕ももげる。　［レベル］２　13:
制 :sorn。人形は alteだが、古アルカで人形というとすぐに２体の人
形の名を思い出す。『少女 ･レンとアル』である。7年ごろにミルフ
が訳した。レンという娘が人形にされて、アルという人形が逆に入
れ替わりで娘になってその父親に愛されたという話。この話に影響
を受け、レンはネエに取って代わって一時期 ｢人 ｣を意味した。
lentfian  ［名詞］眠り姫、眠れる姫君　［レベル］３　22:「人形少女」　［語法］
　ぼーっとしていて感情に乏しい少女のこと。あるいは物語に出て
くる眠り姫などのこと。
lentyulev  ［歳時記］人形供養、ひな祭り、雛祭り　［レベル］３　21:「人形送り」
　［文化］　ful melのイベント。木の芽時で体調を崩して死んでしまう
子が多かったことからできた風習。親が人形に子供の名を付け、子
供の代わりに死なせたことにし、人形を埋めて供養する。rdで民間
的に毎年３月ごろ行われだしたが、アシェットが子供のイメージか
ら melの日に定め、ful melとなった。rtからは火葬に変わる。　現
代では着飾った人形を飾り、子供の健康を願うだけで、燃やしはし
ない。
lentwain  ［ユマナ］ひな祭り　［レベル］５　20

lenti  ［名詞］客寄せ、サクラ、アトラクション　［レベル］３　古 :len（人
形）。tiは不明。
lentis  ［エルト］レンティス　［レベル］５　16:制 :lent/lantis　［文化］　人間を
操り人形としてあやつる。
lenxe  ［代詞］とある　［反意語］anxe　［レベル］２　21:al/anxe.mv

lens  ［名詞］知能、知恵、頭脳、思考力、知識、知性　［レベル］２　14:制 :s
orn:lent　［語法］　頭の回転や発想力が lensだとすると、物事をいかに
知っているかは leik。ただし lensnaltのように、lensで知識を指すこ
ともある。lensのほうが広く、leikは専門的に知識を指す。　【用例】　
lens hax 高い知能、優れた知能　lu til lens hax, levan sor, xar nan et 
lan aal. 知能もプライドも高く、自分を特別視している人間。
lenstelx  ［名詞］知育。徳育、知育、体育という教育の三本柱のうちのひ
とつ。　［レベル］３　rd;/　24　［文化］　telx

lenskov  ［音楽］オルゴール　［名詞］智恵の箱、パンドラの箱のようなも
の　［レベル］３　制 :古 :｢ 知恵の箱 ｣　［文化］　思春期になると開けてし
まう箱。　人は自分の描いた夢を叶えるために努力し、知識を身に
つける。そして身につけた結果知ることは、自分が生きている間に
はその夢は到底叶わないという現実。　学んで前進したことで、後
退する夢。夢の箱を開けなければ幸せでいられた。　パンドラの箱
と違うのは、希望が残されていない点。希望は炭酸のように、最初
に抜ける。
lenskozet  ［言語］［言葉遊び］訳せないもの、レンスコゼット　［レベル］４　
21:「智慧に鍵をかけられた」　［文化］　renskozetとかけた言葉遊び。い
くつもの意味のある掛詞。　訳をすると意味やニュアンスが通じな
くなったり、興が削がれたり、原文の意味が複数に解釈できるので
特定の訳を持たない――そのようなものを estel（エステル）泣かせ
の lenskozetという。　　----　　もしね、アルカのことを、仮に
だけど、ちょっとなしにして考えたとしても、セレンはいるんだよ。
私がいるから。　　・ＢＵＭＰ ＯＦ ＣＨＩＣＫＥＮの『Ｋ』　　そ
の言語でしかその言葉の良さや妙技が伝わらないものも lenskozetと
いう。　ＢＵＭＰ ＯＦ ＣＨＩＣＫＥＮの『Ｋ』の歌詞の最後はセ
レンが最も優れていると思う詩である。あれは最後が英語だが、英
語以外の言語に訳したら絶対に意味がなくなってしまう。ああいう
のを lenskozetというのだ。
lensnalt  ［名詞］レンスナルト、知の城　［レベル］５　19　［語法］　アンティ

スとアトラスを作ったリディアの知識量は量り知れず、まるで知の
城に住んでいるかのように見える。そこから、極めて高い知を指す
言葉として造語された。　【用例】　ridia lutia ra lensnalt. リディア＝
ルティアの知力は凄まじい。
lensvilet  ［医療］知的障害者、知障、池沼、キチガイ、きちがい、気違い、
気狂い、基地害、基地外、キティ、キチ、マジキチ　［類義語］cool　［レ
ベル］３　rd;/　23:mel

lenspant  ［名詞］教養科目　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

lenspol  ［地名］理方　［レベル］５　20　［文化］　ユピトール、リーゼル、ル
ティアの地方。伝統的な国で、教育熱心。世界の中心アルバザード
が唯一憧れるのがこの地方。アルナ人は方言を見下しているが、理
方語、特にルティア語は美しいと思っている。ただし、男性はなよ
なよして聞こえるので、ユールには向くが、アルデンには向かない
と思われている。　反対に、女性のルティア語は羨望の的。アシェッ
トのクミールも憧れた。フェール＝ハーミットはアルナ人で、カテー
ジュ出身のシア＝ヴェーユの方言をからかうが、ユーレ＝アルフィー
ネの純粋なルティア語は決してからかわない。　また、理方は教育
熱心だからか、アルバザード人より頭が良い。しかし国力はアルバ
ザードが一番なので、ルティア人の賢い学生はよくアルバザードに
移住する。そのため、アルナ大の主席はアルバザード人かルティア
人で占める。　なお、現代のアルバザード人はルティアにはまだ魔
法使いがいると信じている。ルティア人自身も信じていて、ルティ
ア人はファンタジーを非常に好む。
lensliifa  ［名詞］レンス・リーファ、智恵の星　［レベル］４　20:xion　［文
化］　アルナ大学で、各学年のトップ５および首席を合わせた計６名
のこと。ミロクとその親衛隊に準えている。後期大学受験を控えた
narteの学年が最も注目を浴びる。　慣例として、中心は１組。７，
１４，８からシードで一人ずつ。残り２名を他クラスの傑出した人物
で奪い合う。
lenslevl  ［医療］知的障害、精神遅滞　［レベル］４　19

lenslei  ［言語］理方方言　［レベル］５　21　［文化］　主にルティアで話され
ている言葉。ただし下方語。上方は leilei。
lensavelet  ［人名］智慧の杖、ルシア、ルシア＝アルバザード、レンス・
アヴェレット　［レベル］６　22

lenv  ［名詞］技、技術、テクニック、特技、技能、芸、一芸、実技　［類義語］
enl　［レベル］２　古　:::len,alt　［語法］　enl, envelen　【用例】　lenv pak 進
化する技術
lenvtas  ［名詞］技能テスト　［レベル］４　rd;/　23

lenvan  ［名詞］職人　［レベル］３　19:ilmus:ridia

lenfi  ［代詞］何か、なにか、なんか　［反意語］anfi　［レベル］２　21:lenxe
からの類推
lend  ［名詞］ずれ、ズレ、落差、差　［数学］誤差　［レベル］３　19:lax/end（期
待に対する差）　［語法］　endと発音も近く、意味も近い。期待に対す
るズレというニュアンスの違いのみ。
lendi  ［代詞］［形容詞］このような、そのような　［類義語］soa　［反意語］klens
　［レベル］１　22;vland,szd.k　22　［語法］　soa

lendin  ［代詞］こちらの　［レベル］１　22

lenlen  ［音楽］歌謡曲、ポップス、ポップ、シャンソン、ＰＯＰＳ　［レ
ベル］３　21:leimlem　［文化］　→ lulilem　一般人が聞く音楽で、時代に
よって潮流が激しく変わるが、歌詞のテーマがほとんど恋愛という
点で共通している。　alのころは lulilemに比べ曲が単調で単純で技
巧を凝らした造りになっていなかった。アルバザードでも lulianは
lenlenを毛嫌いしバカにすることがあり、一般人は lulilemをキモヲ
タと蔑むことがある。
lena  ［代詞］［milia］私たち　［レベル］１　19:ridia:ユンクの代詞に no系の
音が多すぎて発音しづらくなったため、音を noから離すため、leに
変えた。さらに、自分関連の単語であることを示すために、naを付
けた。naは前期制アルカで自分を指す。
lenas  ［形容詞］かわいそうな、可愛そうな、可哀想な、あわれな、哀れな、
みじめな、惨めな　［類義語］veigl、bettel　［反意語］avort　［レベル］２　
19:fulmiia:関係詞句 l'enaに古の動詞語尾 sを付けたもの。
lenan  ［代詞］［milia］私たちの　［レベル］１　19:ridia

lenon  ［植物］茜、あかね　［レベル］５　sm;alt　22

lenoa  ［代詞］［solferj］ans　［レベル］１　22:kmiir

lenoan  ［代詞］［solferj］antes　［レベル］１　22:kmiir

lev  ［エルト］kleevelの略称　［組み数字］５/１２　［レベル］１　22

levn  ［医療］病気、病、疾患、疾病、疾患　［形容詞］病気な　［反意語］valn　［レ
ベル］２　古 :zo,sorn:levn（黒魔法をかける）　［語法］　valn　アルカで
は病気や疾患の区別がない。
levnkook  ［医療］容態　［レベル］３　22

levnxaas  ［普通動名詞］看病　［動詞］yulを看病する、看病する　［レベル］３　
rd;/　23
levnamo  ［医療］［交通］救急車　［レベル］２　19:xion　［文化］　→ ival　救急
車と消防車とパトカーはどれも騒音に等しいほどの大音量を出して
街中を走る。夜間は音を消すことがあるが、消防車は警鐘の意味も
あるので夜間であろうと騒音を出す。
levria  ［地名］レヴリア海　［レベル］５　20:ridia:南極の水　［文化］　レイ
ヴァ周辺の海。
levl  ［医療］障害　［レベル］３　19:levn/ekiだが、どこに ekiの要素があ
るのだろう。
leva  ［形容詞］純粋な、純情な　［形容詞］無駄な装飾のない　［反意語］veste
　［レベル］２　古 :この eは水？　【成句】　leva yun tina 純真無垢　【用例】
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　alem leva 純粋な気持ち　yuli keva 純粋な子供
levatul  ［化学］純物質　［レベル］５　19

levan  ［名詞］プライド、誇り　［組み数字］６/６　［類義語］amp　［反意語］adin　［レ
ベル］３　20:leva/na　［語法］［文化］　自分が自分らしくあることが levan。
自分に誇りを感じて名誉に感じることは amp。levanは自分らしくあ
ることで、これを欠くのが adin。　アルバザード人は誇り高く、儲
けや地位よりも、この levanを大事にする。ときには自分の安全や生
命よりも優先することがある。　＜企業とプライド＞　アルバザー
ド人は上司の命令に従い、階級に従う。ただしフランスのように部
下の意見を聞かないということもなく、アメリカとフランスの間の
ような混在した文化を形成している。　ただ、命令に関しては一般
にフランス人のように上からの指示に従順に従い、よほど「これは
報告したほうがいいのでは？これは明らかなミスでは？」というこ
と以外は意見しない。　では、日本のように上司が偉そうな態度を
取るかというと、それはない。アルバザード人は個人として扱われ
ることを要求するため、横柄な態度は絶対に許さない。不条理な要
求であっても目上なら多少は目をつぶる点は日本人と同じだが、横
柄な態度は断固として拒絶する。　これは店でもいえることで、店
員だと思って横柄な態度に出ると、店員は必ず意地悪をしてくる。
絶対に相手がしてほしくないだろうことをあえてする。フランス人
でもそこまではしないというひどい態度を返す。　これはレインの
ようなお嬢様でもそうである。もしレインが喫茶店でバイトをして
いて注文を取るのが遅れたとする。このとき客は「お嬢ちゃん、注
文遅いよ、なにやってんの？やる気あんの？ミルクティー、ホットね」
と言ってはならない。レインはアルバザード人らしく「すみません、
デュッソウ」と笑顔で言い、３０分くらいかけた後にアイスコーヒー
を持ってくる。客は当然怒って店長呼んで来いとなるだろうが、店
長はレインを叱らず、客に「もう来ないでください」と言って追い
払う。　効率よくレインを動かすには、「お嬢さん、こんにちは。今
日は繁盛してますね。忙しそうだけど、ミルクティーお願いできま
すか。今日は外が寒くてね」などと言う。行きつけのカフェなら店
員の名前を覚えておくのは当然で、「レインちゃん、こんにちは」と
挨拶してから用件を言うほうが良い。こう言うとレインはにこやか
に世間話をした後、速やかに品物を持ってくる。このとき、たいて
い客がセルフサービスで取るシュガーなどをすべて付けてくれ、い
い席が空いていればそちらに案内してくれる。　アルバザード人に
慇懃無礼になるのは逆効果で、礼儀を示せばいいというわけでもな
い。最も重要なのは相手の levanを考えて行動することと、他人と
コミュニケーションを取ることである。無愛想な客にはアルバザー
ド人は接客をしない。　【用例】　levan sor 高いプライド。プライドの
高さを立ち位置の高さに喩え、上から目線にしているメタファーで、
日本語と共通のコロケーション。　vand lan xian tel les vand levan 
xiant. 君の誇りを汚すものから君を守っていたい（中谷美紀『Ｍｉｎ
ｄ　Ｃｉｒｃｕｓ』）　vix levan プライドを傷つける
levanim  ［芸術］純色　［レベル］４　21　［語法］　色相の中で最も彩度の高い
色のこと。
levafreyu  ［言語］純副詞　［レベル］３　21　［語法］　freyu

levadoal  ［経済］純資産　［レベル］５　19

levagio  ［経済］当期純利益　［レベル］６　19

leval  ［魔法］本態性アディスト、レヴァル　［レベル］４　20:古 leva/al「純
粋なもの」　［文化］　adist

levalen  ［政治］レヴァレン党　［レベル］４　古　［文化］　アルバザードにお
いて民主主義勢力ミナレットの中心政党。201年ミナリスが提唱した
民主主義を実現するために組織されたレジスタンス組織ミナレット
党を前身とする。ミナレット党は 230年ごろ選挙制度を認めさせた。
メル暦 250年ごろ、利害の対立によりアルミナ党、アミナル党が分離
独立。これに伴い党名をレヴァレン党に変更。その後アライヴ党も
分離独立した。長らくレヴァレン党、アルミナ党、アミナル党、ア
ライヴ党の４つのミナレットの政党がアルバザードを統治した。315
年、政治腐敗甚だしいレヴァレン党が抜け、３党連立になった。320
年、ミロク＝ユティア率いるイルミロク党が独裁政権を握ったため、
ミナレット系政党は壊滅した。
levaarx  ［経済］純資本　［レベル］５　19

levaer  ［化学］真水　［レベル］３　19

levin  ［人名］レヴィン　［料理］害食　［組み数字］１１/１１　［レベル］３　
古 :ridia:l← lan（人）/evi← evide（悪）/n（指小辞）　［文化］　アル
シアの１１番目。害の魔法の大成者。男性。
levian  ［言語］人工言語　［類義語］lideld　［反意語］diakalte　［レベル］４　21:lt（神
の遊戯）　［語法］　arxidia　【用例】　levian til sen nian tet took. 人工言
語に一段落はあっても終わりはない。
leviant  ［言語］人工言語屋、人工言制作者、人工言語作者、レヴィアン
ト　［反意語］diakaltis　［レベル］６　rd;levian/lantis。語末の終わり方は av
elantなどからの類推。　23
levian t'arka  ［言語］人工言語アルカ、アルカ→ arka　［レベル］４　21:直訳
すると「アルカの人工言語」となり、違和感がある。levian t'arkaの
eについては、古アルカで「人工言語アルカ」に相当する句を作る際、
今の eに当たる kenoという接続詞を用いていたことに起因する。
levianklel  ［ユマナ］人工言語学研究会、レヴィアンクレール、レヴィアン・
クレール　［レベル］６　22:yulfka e levianklel「人工言語論
文集研究所」を縮めて名称化したもの。
levianfia  ［言語］人工言語界　［レベル］６　23

leve  ［動詞］yulを派生する、派生する　［普通動名詞］派生　［レ
ベル］４　19:leev

levet  ［動詞］yulを発射する、発射する、ローンチする、放つ、
出発する、発表する　［普通動名詞］発射、ローンチ、出発、出立、発表　［レ
ベル］３　rd;leev/te　23

levevet  ［言語］派生語　［レベル］４　19

lever  ［名詞］［形容詞］純血の　［反意語］lantist　［アクセント］levEr　［レベル］４
　20:leva/eri
lef  ［動詞］yulを走って aまで行く、走る。移動様態動詞。　［レベル］２
　13:制　luna:luna:
left  ［普通動名詞］ジャンプ、跳躍、リープ　［動詞］yulを跳んで aまで行く、
aに跳びかかる、跳ぶ、飛ぶ、翔ぶ、ジャンプする、跳躍する、跳ねる、
はねる　［格詞］～ぶり、ぶり、以来　［シェルト］跳駒　［レベル］２　sert　
14:制 :sorn:lfa（跳ぶ）。古 :lapf。lfaはアルシェの lufa｢ 飛ぶ ｣が ｢跳
ぶ ｣に。　ludzi:ludzi:luuz　【用例】　left a la 彼に飛びかかる、掴み
かかる　an leftat sorel lana bik vaik kai e sae. 大きな雪片をつかもう
と高くジャンプした。　an inat la left 13 salt. 彼女を１３年ぶりに見
た。
leftmet  ［動詞］yulを iから aに飛び降りさせる、飛び降りる　［再帰動名詞］
飛び降り　［レベル］３　21

leftlat  ［動詞］yulを aに飛び込ませる、飛び込む　［名詞］飛び込み　［レベル］
３　19
leftina  ［地学］［歴史］エクタシアン　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

lefa  ［名詞］ばね、バネ、スプリング　［レベル］３　16:制 :left

lefaks  ［運動］ランニングマシン　［レベル］４　vl;/「走る床」　24　［文化］　
lukaks
lefamag  ［物理］単振動　21:バネに代表される動き
lefagift  ［美容］スプリングコーム　21

lefi  ［名詞］急須、ティーポット　［レベル］３　19:melidia axte:erfi/etek（銀
の茶。アルバザードはかつて銀の容器で抽出していたため）
lefo  ［運動］縄跳び、なわとび　［レベル］３　16:制 :leftfost

lem  ［音楽］音楽、曲、歌、音　［類義語］kelk、miks　［レベル］２　fv;e　古
　lem:lem　［文化］　→ lemmas　al以降音楽はアンセで聴く。lj以降ス
ピーカーは無線で、コードがない。スピーカーは丸いシールのよう
なもので、こめかみに吸盤のように貼り付く。骨電動で聞けるので、
周りの音も聞こえる。授業中は禁止。　ＣＤなどは既に廃れており、
日本でいうＭＰ３プレーヤーのように、データで聞く。データはア
ンセから無料でＤＬできる。ただし次年度にＤＬしたコンテンツ数
に応じた情報税を支払う。詳しくは ladanlangを参照。　　＜セレン
の好きな曲＞　　・レベル４（神曲）　　オムナマグニ　ＦＦ８の
Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ｍｅｍｏｒｉｅｓ　ｓｅｒｉａｌ　ｅ
ｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ　Ｌａｉｎのオルゴール　　・レベル３　　
恋愛サーキュレーション　ヴィーナスとジーザス　エミリー＝シモ
ンのＣｈａｎｓｏｎ　ｄｅ　ｔｏｉｌｅ　ｃｈａｔのｊｅ　ｔｅ　
ｖｏｉｓ　鉱石ラジオ　マリーのアトリエの好きだった絵本　トト
リのアトリエの雪割草　双界儀のＡｎｇｅｌʼｓ　ｆｅａｒ　ａｇ
ａｉｎ　信長の野望覇王伝の軍議の短い曲（サントラにない）　　・
レベル２　　ＦＦ８のフィッシャーマンズホライズン　少年よ我に
帰れ　明治チョコレートのＣＭソング　ピタゴラスイッチのテーマ
　マリーのアトリエの只今お仕事中　愛しのジャンポール　たまこ
まーけっとのＴＶ版次回予告の曲　エスカフローネ劇場版のＨｏｒ
ｓｅ　ｒｉｄｅ　雷平原　三日月の寝台　レイトン教授の問題を解
いているときの曲（題名Ｐｕｚｚｌｅ）　ラブソング探して　クロ
ノトリガーの風の情景　聖剣伝説２の不思議なお話しを　双界儀の
Ｑｕａｋｅ　トトリのアトリエの儚き雪の村　Ｒｏｓｅ　ｈｙｂｒ
ｉｄｅ　ｄｅ　ｔｈｅ　エミリー＝シモンのＯｐｉｕｍ　エミリー
＝シモンのＤｅｓｅｒｔ　人間の子供　子猫の心臓　メリークリス
マスミスターローレンス　山の上の魔王の宮殿　がじゅまるの樹　
金平糖の精の踊り　ｓｅｒｉａｌ　ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ　Ｌａ
ｉｎのＤｕｖｅｔ　岩男潤子のパタパタ　オールトの夢　花澤香菜
の４５℃　ジェリーフィッシュの告白　青空に浮かぶは白い月　ハ
リーポッターのテーマソング　ＴＢＳラジオの聴いたら聴きたい　
不思議魔法ファンファンファーマシーのＯＰ　カードキャプターさ
くらのプラチナ　ロロナのアトリエのＳｈｏｐʼｓ　ｊｉｇ　岩男
潤子のおひさま　らしくいきましょ　岩男潤子のＳＨＩＰＰＯ　
ゲーリックストームのＢｏｒｎ　ｔｏ　ｂｅ　ａ　ｂａｃｈｅｌｏ
ｒ　ゲーリックストームのＴｅｌｌ　ｍｅ　ｍａ　ゲーリックス
トームのＮｅｖｅｒ　ｄｒｉｎｋ　ʼｅｍ　ｄｒｙ　ゲーリックス
トームのＪｏｈｎｎｙ　Ｔａｒｒ　ゲーリックストームのＰｉｑａ
　ｃｏｌａｄａ　ゲーリックストームのＴｉｍｅ，　ｄｒｉｎｋ　ʼ
ｅｍ　ｕｐ　ゲーリックストームのＧｏ　ｈｏｍｅ，　ｇｉｒｌ！　
ゲーリックストームのＩｆ　ｇｏｏｄ　ｔｉｍｅ　ｗｅｒｅ　ｄｏ
ｌｌａｒｓ　ゲーリックストームのＷｈｅｎ　Ｉ　ｗｉｎ　バンプ
オブチキンのＫ（歌詞ランキングならこれが世界一）　　・レベル
１　　アーシャのアトリエのＯＰ　ｖｏｙａｇｅｒ　才悩人応援歌
　ハンマーソングと痛みの塔　バンプオブチキンのレム　乗車権　
コッペリアの柩　グングニル　スノースマイル　岩男潤子の鳥籠姫
　フェイ＝ウォンの女皇的新衣　フェイ＝ウォンの香奈兒　フェイ
＝ウォンのセパレート・ウェイズ　ピアニィ・ピンク　イルジメの
ＯＰ　月のワルツ　堀江由衣のこの指とまれ　岩男潤子のあそびに
いこうよ　ＡｍｅｌｉｅのＪʼｙ　ｓｕｉｓ　ｊａｍａｉｓ　ａｌ
ｌｅ　サムライスピリッツの心の鏡　上海ブギウギ　ＢＡＣＣＡＮ
ＯのＯＰ　ひぐらしのなく頃にのメインテーマｒｅｖｉｓｅ　ｋｏ
ｍｍ，　ｓｕｓｓｅｒ　Ｔｏｄ　Ｅｙｅｓ Ｏｎ Ｍｅ　ラフメイカー
　おしゃかしゃま　想像フォレスト　ねこ曜日　坂本真綾のマジッ
クナンバー　ファイナルファンタジーメインテーマ　メトロポリタ
ン美術館　月灯りふんわり落ちてくる夜　料理記念日　吸血姫美夕
の人形師のワルツ　知覚と快楽の螺旋　小さい雨の日のクワァーム
イ　ネジと愛　クロニック・ラブ　天国より野蛮　Ｍｙ　ｄｅａｒ
　ｐｉｇ　やくしまるえつこのジェニーはご機嫌ななめ　フランス・
ギャルのＮｏｕｓ　ｎｅ　ｓｏｍｍｅ　ｐａｓ　ｄｅｓ　ａｎｊｅ
ｓ　ハッピー☆マテリアル　侵略する者される者　ブライアン・セッ
ツァーのｏｎｅ　ｍｏｒｅ　ｎｉｇｈｔ　ｗｉｔｈ　ｙｏｕ　堀江
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由衣の小さじ一杯の勇気　リリー＝アレンのＫｎｏｃｋ　ʼｅｍ　
ｏｕｔ　エンターテイナー　ホルストの木星　タイプライター　メ
ルト　如月アテンション　ドイツ語の魔王　Ｃｌｏｃｋ　ｌｏｃｋ
　ｗｏｒｋｓ　万華鏡キラキラ　羽ありたまご　ハルモニア　ヒャ
ダインのカカカタ☆カタオモイ -C　星間飛行　エルルゥが唄う夢
想歌　ゲッチュウ！らぶらぶぅ？！　ン・パカマーチ　アニメＮｏ
ｉｒのＯＳＴのＣｈｌｏｅ　うさぎドロップ！！　バニラソルト　
ハローハワユー　フェイ・ウォンの冷戦　マハラライバンダのＫｉ
ｂｏｒｉ　マハラライバンダのＭａｈａｌａｇｅａｓｃａ　ヴァル
ティナ（フィンランド）のＴｉｅｌｌｅ　Ｈｅｉｔｅｔｔｙ　フェ
イ・ウォンの百年孤寂　フェイ・ウォンの不得了　月と太陽のめぐ
り　ラムのラブソング　古畑任三郎のテーマ　リリー＝アレンのＬ
ＤＮ　夢みれば夢も夢じゃない　チョコレイト・ディスコ　中嶋美
智子のひなげし　すこっぷの指切り　　セレンは音楽のセンスを詩
のセンス以上に重視しており、音楽の趣味が合うだけで無条件で相
手に好感を抱く癖が中学のころからある。逆にどんなに仲が良くと
もセレンが好む音楽を嫌う人間は非常に気に食わない。幼馴染がこ
のタイプであった。幸いなことに結婚した相手も彼女たちもセレン
の趣向を好んでくれた。というよりセレンの趣向を理解できる女だ
から関係を築けたのだと思う。セレンはレベル３，４あたりの曲の良
さが分からない人間を無条件で心が汚い人間と判断して蔑む癖があ
る。レベル１，２については好みの違いだろうなと思えるのだが、３，
４についてはなぜか理解されないと相手は心の機微が分からないの
だと判断して人間的に低く見る。　セレンは小６にＣＤを買っても
らうまで音楽を聞く習慣がなかったが、買ってもらってからは逆に
音楽を聞かない日が現在までの２０年以上ずっとない。それほど音
楽を聞く割合は大きい。　セレンの好みを分析すると、大人しい系
と可愛い系に分かれる。前者は静か・繊細・綺麗・幻想的・単調・
繰り返し・オルゴールがキーワードで、後者は明るい・小さい・木琴・
陽気・アイリッシュなどがキーワードと分かる。詩や文芸やアニメ
やゲームなどの好みも音楽の好みと同期している。　うるさい曲は
可愛いか楽しいアニソン以外嫌い。激しい曲はゲームの戦闘曲以外
は嫌い。クラシックも大半興味ないし、インテリぶってて偉そうで
ウザい。ＤＱＮが聞いてそうな汚いうるさいポップやラップは反吐
が出る。　　＜セレンの嫌いな曲＞　　世界一嫌いな曲は子供の頃
から決まっている。ハッピーバースデートゥーユーだ。なんだろう、
あの気恥ずかしさは。未だに聞くだけでむず痒さと不快感と恥ずか
しさが走る。今までふつうにしていた家族が突如気でも触れたか宗
教に走ったか、突然歌い出す。しかも敗戦国のくせして唐突に英語
かぶれに。わけがわからないよ。いつも俺を殴る親父や小言ばかり
の婆さんもこのときばかりは無駄に笑顔。どうせすぐ崩れるくせに
作り物の笑顔。吐き気がする。それに合わせて赤っ恥な拍手。ピエ
ロばりに馬鹿な祝ってもらうほうの喜びよう。どこを取っても気ま
ずさのオンパレードだ。何がハッピーバースデーだ。ハッピーじゃ
ねぇよ、年食ってんのに。しかもなにがディアーだ、普段親愛なる
とか言わないくせに、どうせディアーのスペルも書けないような馬
鹿どもが。つーかディアーってなんだよ、リディアかよバロス。も
うね、「誕生日おめでとーｖｖ」とかも気恥ずかしくてうざいわけよ。
「あれ、今日誕生日じゃん」「お、おう……」で十分なわけ。おめで
たくないからおめでとうとかも要らないし。それを何？歌――って。
どういうことなの？どんな羞恥プレイなの？アホ臭っ！じゃあ何
か、お前は新年迎えたら「ハッピーニューイヤートゥー地球ーｗｗ
ｗ」とか歌うわけ？？歌わないだろ。じゃあ誕生日だけ無駄に歌う
必要なんてないんだよアホが。　　ビッチ・ＤＱＮ御用達の浜崎と
かＥＸＩＬＥとかの意味のないうすっペらい歌詞の曲が大嫌いであ
るというか曲ですらなく雑音である。　【用例】　an terat lem kont dey
us ins. 目を閉じたまま音楽を聴いた。　lem firte{velte} 明るい曲
{暗い曲、沈んだ曲 }。lem refはヒーリングのような曲。lem velte
は大人しい感じの曲。　lem ruuf{ref} 激しい曲 {落ち着いた曲 }　
ar lem 音楽を演奏する {流す }：演奏者が主語の場合は演奏。ふつう
の人が部屋でパソコンに向かっているときは演奏ではなくプレイボ
タンを押して曲を流すことを指す。　fit lem 音楽を流す：テレビ放
送局などが流すイメージ。自分でプレーヤーをかけるなら、ar。そ
こにいる人に頼む場合も ar。　el na velant nau im tem le lem onna? 
あの音が流れてきたら、うれしくないわけないだろ？（『ディシディ
ア ファイナルファンタジー』）
lemsems  ［音楽］音楽同好会、音楽部　［レベル］３　19:melidia alis

lemmas  ［音楽］楽譜　［レベル］３　19:melidia alis　［文化］　→ for　・楽譜
　　人類は古い時代から楽器を用いたが、楽譜として残すようにな
るのは相当後の時代だ。 　西洋の場合、教会の権威や活動といった
宗教的な理由により、楽譜は発達してきた。 　なんらかの必然性が
なければ、人類は楽譜を発明しない。 　　・楽器の歴史　　人工文
化の音楽では、まず音楽理論以前に、その民族がどのような楽器を
使っていたかを考えるべきである。 　人類は通常打楽器を最初に手
に入れる。しかし、打楽器はふつう音程を出さないため、今の五線
譜は生まれえない。次に原始的な楽器は弦楽器である。弦の特徴は、
音階が無段階調整という点である。 　弦の次に管楽器などができる。
最もなじみの深いピアノなどの鍵盤楽器はかなり後のほうの時代に
登場する。 　　・どの時点で理論を立てるか　　問題は、人工文化
がどの時点で音楽理論を作ったかである。打楽器しかないころから
音楽理論があったとは考えにくい。数学的な知見を必要とするので、
弦楽器さえ発見されていない原始的な社会で、音楽理論が確立され
るとは考えにくい。音楽理論を立てるのは、弦～鍵盤の間のいずれ
かと思われる。　アンティスの場合、音楽の神が存在するので、原
始的な社会の時代がなかった。そのため、神の時代から音楽理論が
存在し、学問の母ナユたちに引き継がれたときには鍵盤楽器と音楽
理論が既にあったと思われる。 　ただ、アルカの神は学問を大成し
ない傾向があるので、学問として大成させたのはナユになる。すな
わち最低でもアズゲルの時代以降である。 　　・音階　　アンティ
スは１２音階である。アプリオリとしては西洋音楽を盗用したと言
われるわけにはいかないので、なぜ１２音階になったかの理由を記
しておく。 　音階というのは、ある音とその周波数を倍にした音の

間をいくつに区切るかという問題である。たとえば１０に切っても
いいはずで、実際２４に切ったりする文化もある。なぜアンティス
は１２分割なのか。 　　ひとつめは文化的な理由。音楽理論ができ
た神の時代、神々の長がアルミヴァの１２神であったため。 　ふた
つめは以下のような音楽的な理由。弦を用意し、鳴らしてみる。当
然音が出る。この弦の半分の長さのところを押さえて鳴らすと、振
動数が倍になり、次のオクターブの同じ音が出る。 　つまり、弦を
１/２にすると次のオクターブが出る。１/４にすると次の次のオク
ターブの音が出る。１/１では当然のことながら、最初と同じ音が
出る。 　では１/３にしたときはどうなるか。１，２，４で弦を割る
と、結局オクターブが違うだけで同じ音が出てしまう。では、すっ
ぽ抜けている数である 3で割るとどうなるか。この場合、５度高い音
が出る。ドを１/３にすると、５度高いソが出る。 　５度上げたと
ころからさらに５度上げるというのを１２回繰り返すと、元の音に
戻る。つまり、ドから始めれば、ドに戻る。いわゆる５度圏である。
地球の自転がきっちり２４時間でないのと似て、正確には元の音に
戻らないが、おおむね１２回で１周する。これがアンティスで１２
が選ばれた音楽的な理由である。 　分母が４以下の整数で考えると
１，２，３，４しかない。そして１，２，４はすべて元がドならドの音に
しかならない。よって、同一のオクターブの中で元の音に回帰しな
いものは分母が３のときしかない。そして１/３で弦を区切ると上記
のような５度圏が出来上がり、１２回で一周する。ここでも１２が
特別な数となり、アンティスの１２音階との関連が示される。 　ち
なみに、５度圏で１２回というのは、十二支の十干で還暦が６０年
というのと数学的には同じ。日本でも見られるありがちな公倍数を
用いた方法なので、この点で見てもアンティスが西洋のアポステリ
オリという非難から遠ざかる。 　　・幹音　　１２音の中から７つ
の幹音を選ぶのは必然ではない。西洋でもドレミファソラシドの７
つを幹音として用いない手法が存在した。 　しかし、この７音は恣
意的に抽出されたわけではない。和声学を研究していった結果、主
音から数えてどの位置に半音程が入るかが定まっていった。結果的
に全全半全全全半が選択された。 　そしてハ長調を中心としたとき
に、この７つの主役となる音を前衛に出したのが、現在の白鍵の配
列である。主役でない残りの５つは後衛に押しやられた。 　アンティ
スでは――必然でなく偶然の一致という説明に留まるが――この点
は地球と同様としている。 　なお７音が幹音として選ばれたのには、
時代背景が神代だったこともあり、アルミヴァやソームを使うと座
りがよいという理由もあった。　　・最低音　　西洋音楽は古代ギ
リシャの音楽理論に影響を受けた。ギリシャではＡの音が最低音と
された。そこで、ドでなくラのＡが最低音となった。そのせいでＣ
が中心な現在でも、最初のドの音をＡでなくＣと呼んでいる。 　し
かし現代の音楽ではＡ以下の音を平気で使う。Ａが最低音である必
然はない。そこで、アンティスでは最低音が地球と異なり、Ｃであ
る。ギリシャのＡより高いＣでなく、低いほうのＣだった。音楽の
神は声楽の神 flafaが、ギリシャの最低音Ａより低い音を必要とし、
最低音をＣとした。１２音のうちＣが選ばれたのは、flafaの個人的
な選択としている。 　従って、アルカではドをきちんとＡと呼ぶよ
うな環境にあり、理解がしやすいことになる。なお、レイユの時代
ではこのＣよりさらに低い音も使うので、最低音としての機能はも
はや廃れている。 　　・なぜＣが中心か　　旋法には様々なものが
あるが、収斂していくと長調と短調に大別できる。このうち、神々
は明るく聞こえる長調をメジャーとした。このとき主音になるのが
Ｃなため、Ｃが中心と考えられるようになった。 　アンティスの場
合、この理由のほかに、最低音が flafaによってＣとされたため、Ｃ
を中心として考えるのが妥当とされた。最低音かつ基準音がＣであ
り、神々が明るい長調を好んだ以上、白鍵の配列が地球と同じにな
るのは必然である。 　　・短調好きなアルバザード人　　一方、ア
ルバザード人は暗い曲が好きで、長調を好まない。しかし神の時代
にハ長調中心に音楽理論が作られたため、ナユもそれを踏まえて学
問を作った。 　　・なぜピアノは白鍵１２個にならないのか　　以
上から、アルバザードのピアノは地球のものと基本的に同一である。
ところで、なぜ白鍵１２個ではいけないのか。黒鍵なんていらない
ようにも思える。これにはいくつか理由がある。 　　１:幹音と非
幹音を分けたい。 　２:白鍵１２個だったらそもそも指が届かない。
もし指を届かせるために 12個すべての白鍵を細くしたら、今度は弾
きづらい。 　　・ハ長調は弾きにくい　　地球だとハ長調は楽譜が
読みやすいが、弾きにくい。アンティスでもピアノの形は同じなの
で、ハ長調は弾きにくい。これはハ長調が手の構造上弾きにくいた
めであり、異世界でも地球でも同じことがいえる。 　　・鍵盤の色
　　アンティスのピアノは鍵盤の色も地球と同じなので馴染みやす
いが、本来白黒である必然はない。ならばなぜ手前が白で奥が黒な
のだろうか。 　鍵盤はハ長調の幹音が手前になるように作られてい
る。そして長調は明るいとされている。短調にして全全全半全全半
にすると、ファ＃の部分で奥を使う。そして短調は暗いとされてい
る。 　つまり、手前だけで弾けるのは短調ではなく長調である。そ
こで、明るい長調を白で表現した結果、地球と同じく手前が白になっ
た。他方、暗いは黒で表現されたため、黒鍵になった。 　なお、こ
れは中心がハ長調だからこそできる芸当である。ラから弾けば白鍵
だけでも短調が弾ける。これを以って手前の鍵盤を黒にすることも
できるだろう。しかしそうならないのは、中心がハ長調だからである。 
　　・音の名前　　幹音はソームで示す。１２音階はアルミヴァで
示す。　　■ネットユーザーによるカルディアの楽譜形式の考察　
　●基本的な書式　アルカは諸西洋語と同じく左横書きなので、地
球のものと同じように左横書きになると思われる。　　西洋的和声
を文字譜のみで記述することは困難であり、何らかの記号、すなわ
ち音符を使うものと考えられる。　　素早いパッセージにおいても
誤りは許されず、高い可読性と正確性を求められるため、標線は一
音ごとにあるほうがよい。　　ある程度粗悪な印刷でも読めなけれ
ばないため、長さや高さを実際の音符の大きさで表現するのは難し
い。（それに加え、長さを音符の長さで表わすと 32分音符と 64分音
符の区別などはまず不可能である。）　　ピアノロールのように間の
み、または線のみに音符をおくと縦幅が必要となり、オーケストラ
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などでは実用的ではない。（フルスコアを書くにはおそらく模造紙並
みのサイズが必要になる。）　　　以上より、線と間を使用する地球
のものに近い形になるものと結論付けた。　　　●線の数　4線譜で
は 1オクターブを納めることができないため、多少不便である。　　
第 5線を追加すると、1オクターブと 1音を入れることができる。　
　6線の楽譜には TAB譜等が存在するが、ギターの弦が 6本であるた
めに生まれたもので、一般的には必要ない。　　　よって、線の数
は 5本が適当であろう。　　●音符　音符は見た目の美しさと見や
すさを両立しなくてはならないため、あまり複雑な形は不都合であ
る。　　長さ等の付加情報を玉のみに詰め込むと見づらくなるため、
旗は必要になる。　　横向きに線が引かれているため、必然的に縦
棒になると思われる。　　　　以上に挙げた条件に従えば、形その
ものは恣意的に作って問題ないと思われる。　　　●その他　○小
節　小節に分けると非常に見やすくなるため、楽譜が発達するとと
もに発明されると考えられる。　　○拍子　人の歩行は 2拍子である。
　馬の歩行は 3拍子であり、また円形を連想しやすい拍子である。　
2拍子× 2単位で 4拍子である。　3拍子× 2単位で 6拍子である。　
　以上より、2,3,4,6拍子は自然発生的に生まれると予想される。　　
　ただし、必ずしも地球と同じように分数の形で表記するとは限ら
ないであろう。　　○曲想記号　曲想記号は近代的音楽の黎明期に
定められたものが伝統的に使われる可能性が高いため、azger時代の
言葉が生きているものも少なくないだろう。　　--------------
----------------　　結論 :地球と同じような五線譜を用い、音
符によって音高、音価その他を表すものになるはずである。
lemmilm  ［名詞］ミュージカル　［レベル］４　rd;/「歌と踊りと」　24　［文化］
　smで隆盛し、vl以降は徐々に廃れていった。
lemp  ［名詞］トウフ、豆腐、とうふ　［類義語］pale　［レベル］２　sm;altの食
べ物。材料の hemp（altでは hen。fvで hemp）を kした。　:::pasela,a
lt　18:制 :hemp　［文化］　アルティア人が持ち込んだもので、smですで
に人気になっていた。
lemhosi  ［電算］音楽ファイル　［レベル］３　19

lemra  ［音楽］ライブハウス　［レベル］４　21

lemant  ［名詞］相対の正義、良俗　［反意語］antel　［レベル］４　lj:seren;le
im/antel「一般人が持つ絶対の正義→民衆の正義→独裁者が持つ絶対
の正義に対する相対の正義」　24　［文化］　antel

lemal  ［言語］［文字］小文字　［反意語］klandi　［レベル］２　rd;leim/al「普通の
物」　21　［文化］　幻字の大文字でないほうを指す。
lemi  ［料理］スープ、ポタージュ　［レベル］２　古 :mel:語源不詳。リディ
アはフィンランド語ｌｉｅｍｉ（スープ）が語源と言うが、造語者
がメルなので怪しい。尚。メル自身は語源を覚えていない。　:::mim
i,alt　［文化］　lukletiaが浸透しているところ、特に rdのリディアによ
る arvinaが浸透しているところでは、あらかじめ濃く作っておいて
飲む直前に差し水をしてぬるくして飲むことがある。息をかけて冷
ますのは無礼ではない。具はたくさんのこともあればそうでないこ
ともある。
lemita  ［音楽］音楽会、演奏会、ライブ　［レベル］４　19:melidia alis　［文化］
　バンドや演奏家によるライブのことで、通常は北区のフラメル音
楽堂で行われる。ディアセルやメルセルの際は非常に混雑する。
lemir  ［政治］［言語］レミール言語庁、レミール、言語庁　［アクセント］lemIr　［レ
ベル］４　20:lens/miir（智恵と論理）　［文化］　アルバ二世が召喚省の
下に立てた庁。魔導師が操る呪文を管理監督することが当初の目的
であった。セルメル中期では社会の安定に伴い、呪文としてだけで
なく言語として言葉を見るようになる。rdでは国際語として機能し
ていたアルバレンの隆盛を背景に、国定辞書が作られる。rdが終わっ
て魔法が世の中から消えると、ちょうど入れ替わるようにアルカが
できていたことから、呪文の管理という側面は失われ、言語の研究、
とりわけ国語審議会として機能するようになる。国定辞書は作られ
続け、アレイユやランジュでも作られた。日本では辞書は民間が作
るものだが、アルバザードでは国定辞書があり、その規範データを
基に各出版社が使いやすくしたヴァリアントを出す。　国定辞書 di
aklelを作成するのは言語庁 lemirである。lemirはそのほかにも言語
の揺れや変化を観測したりといった仕事をしている。国定辞書を作
るのは文学部言語学科出身の選りすぐりのエリートで、文系の頂点
に立つ人間である。よって事実上アルナ大学の学生で占められ、文
学部の学生にとって lemirへの入庁は名誉の頂点に相当する。　個
人主義のアルバザード人は単なる権力の強さより、自分が価値を認
める地位に就きたがる傾向があり、この傾向は特にインテリ層に多
い。よって、ほかの省の長官になるよりは、自分の望む庁の長官に
なることを望むことが多く、自然と適材適所がなされている。　な
お、『紫苑の書』に登場するレイン＝ユティアはアルバザードでは実
在の人物で、アルナ大学を首席で卒業した後、大学院も首席で卒業し、
ストレートで lemirに入庁し、辞書科の編集者となり、生涯を過ご
した。働きぶりは真面目の一言につき、楽しむのが苦手で、結婚も
恋愛もすることなく勤め上げた。アルバザード人としてはやや珍し
い人種である。
lemia  ［植物］ミズキ　［レベル］６　nd;alt

lemia(2)  ［名詞］はからい、計らい、気遣い、気づかい、手配、便宜　［レ
ベル］３　fv;e　24　lemia:lemia

lemiet  ［言語］レミエット、拡張語彙　［反意語］sereet　［レベル］６　20:le
mir/vet　［文化］　ナディア以降にレミール言語庁がセレートを拡張し
て作った語彙。科学技術の発展に伴い、無尽蔵に語彙が増えるため、
年々増加している。
lemom  ［音楽］奏法　［レベル］５　19

leme  ［被服］シフト　zg;.selan　24　［文化］　農民女性の普段着。長袖、
前開きなしの上着。４枚の布を合わせて作る。
lemex  ［音楽］オーケストラ、管弦楽団　［レベル］４　21:lemaxe

lemesl  ［生物］［婉曲］陰嚢　［レベル］４　19:ridia:le mesl

lemez  ［名詞］音楽室　［レベル］３　19:melidia alis

lemel  ［名詞］（過去に対して）あのころ、当時　［名詞］（現在に対して）
あのころ、あの頃　［名詞］（未来に対して）いつか。tuoの対。　［反意語］
tuo　［レベル］２　19:melidia alis:le mel（あのとき）　【用例】　im lemel, an 
nat nil alka. あのころが一番幸せだった。　il et kok a lemel. 皆あの
頃と変わりない。
ledis  ［形容詞］中古の　［名詞］中古、セコンドハンド、セコハン　［反意語］
sedes　［レベル］３　rd;ledis,fgn.axek（古い）<>dist,lt　23　［語法］　→ sed
es
ledislei  ［名詞］古本、中古本、古書、レディスレイ　［類義語］kloxet　
rd;/　［レベル］３　23　nuukasa:nuukasa:lu kloxet

ledisleiate  ［名詞］古書店、古本屋　［レベル］３　rd;/　23

ledia  ［歳時記］ディアセル後夜祭、ディアセルの翌日、レディア　［類義語］
luumel　［反意語］luvia　［レベル］２　20:leev/dia（去るディアセル）
legnen,szd  hatia
legal  ［天文］天体　［レベル］４　20:e,fl

legalmesti  ［天文］天体観測　［レベル］４　22　［文化］　午前二時踏切に望遠
鏡を担いでった……りしたら、アルバザードでもロマンチックなん
だろうなと思う。　あれがデネブ、アルタイル、ベガ、君が指差す
夏の大三角ってシチュエーションで星合い (diayui)したいなぁ。
legolis  ［人名］レゴリス　［組み数字］５/５　［レベル］４　szk　21　［文化］　
→ rapalx
legek  ［生物］［婉曲］睾丸　［レベル］３　19:ridia:le gek（あの玉）
legel  ［生物］つむじ、旋毛　［歳時記］春分と秋分の総称。狭義の春秋両
方の彼岸　［天文］天頂　［レベル］３　19:lo/agel（頭で舞い上がって渦に
なる箇所）　【成句】　el mib em hartati o sortati nod legel. 暑さ寒さ
も彼岸まで
lep  ［名詞］荷、荷物、にもつ、貨物　［レベル］２　古
lept  ［医療］下痢、ゲリ、げり、而泄、じせつ　［反意語］hovo　［レベル］２
　13:制 :lopt::loolopalantom（下痢）。電車の loolopalanから
leptoktan  ［ジョブ］葬式通報人　rd;/　24

leptool  ［魔物］レプトール（害竜）：第九十六天：害の衛天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:levin/tool　［文化］　害属性の地竜。赤と黄色の
混じった熊程度の大きさの竜で、毒を持っている。竜族にしては珍
しく常に群れで生活し、獲物を大勢で狩る。餌がなくなると共食い
をする。　アシェットが封印した際、その数の多さに辟易した。そ
こでレプトールを一カ所に集めて一気に封印しようという案が出さ
れた。レプトールは金色に光るものに近寄る性質があるため、パー
ルは肌身離さず付けていた金の首輪を投げ捨て、一斉に集まったレ
プトールを封印した。封印者はパール＝イールゥート。
leps  ［名詞］葬式、葬儀　［レベル］３　sorn　［文化］　人が死ぬと解剖する
か否かを法で判断する。いずれの場合も遺体はアルティス教徒の服
を着て、棺に入って家に帰る。遺体が帰った日の夕方過ぎに葬式を
開く。家族及び、死者の深い友人のみが参加する。式は家で行う。
参加者はホストに xilmaと挨拶して、ご霊前に当たる金を渡す（革命
後は小切手）。参加者同士も xilmaと言い合う。棺は葬式を行う部屋
に置いておく。参加者は棺を開けて死者の顔を見る。ここで泣く人
が多い。死者に向けて xilmaと言ってから、最後に言っておきたい言
葉を告げる。そして ladoovaと言って印を組み、次の参加者と交代す
る。それを参加者とホストの全員が行った後、皆でその部屋で飲食
をしつつ死者の話をする。長寿を全うすれば遺族は飲食しつつ歓談
できるが、それが不慮の死であった場合や若者であった場合は食事
などできる気分でない。　棺は皆から見えるところに置いておく。
この風習は死者が蘇ることがあることから生まれた。死者は実際の
ところ偶に生き返ることがある。それを逃さないように棺は見える
ところに置いておく。尚、葬式をする部屋は必ず風が入らないよう
にしておく。空調管理も一切しないで過ごす。夏は流石に暑くなっ
て大変である。また、棺の上には棒を立てておく。何もしない限り
倒れない安定した棒であるが、少しでも揺れがあれば倒れる棒であ
る。更に、死者の口には糸を咥えさせておき、棺に仕掛けをしてお
く。もし死者が生き返って声を出したり棺を揺らしても宴会をして
いる人の話し声でかき消されてしまいかねない。もし声を出せば口
が動く。たとえ開かなくとも揺れる。するとその揺れを感知して口
に咥えさせた糸が動き、棺の仕掛けを発動させる。するとその仕掛
けが棒を倒す。これによって死者が生き返ったことを知らせる。また、
死者が動いて棺を揺らせば棒が倒れ、これも復活を知らせる。その
ために棒がある。もっとも、死者はふつう生き返らない。　この習
慣はレイユ以前の医療が発達していないころに生まれた。当時は仮
死状態でも死亡と診断されることがあり、土葬をした後に生き返る
ケースがあったため。地球でいうドラキュラ伝説発祥の遠因と同様
である。現代では死亡診断がしっかりしているため、葬式時に生き
返ることはまず考えられない。そのため、棒はただの名残となって
いる。　夜が明けて葬式が終わると火葬場へ運び、焼く。遺骨は遺
言に従って扱われる。墓に入ることもあるし、庭の土へ埋めること
もある。海や河川は国有なので勝手に捨てられても困るが、遺言で
そう書いてあれば人情で目を瞑る。また、変わったところでは遺族
の骨を食べる人もいる。食べると言っても一体感を得るためにひと
噛みする程度。なお、焼いた直後の骨はカリカリしているが、咀嚼
すると砂のような食感でざらざらする。また、遺骨を自分の家に取っ
ておく人もいる。枕元に置いておく人もいる。アクセサリーにする
人もいる。非常に稀な例では、危険を覚悟で手術で自分の体に埋め
込む人もいる。特に、幼い娘に先立たれた父親や、幼い息子に先立
たれた母親などに、こういう人が多い。アルバザード人はそれを不
気味な話ではなく、美談として聞く。
lepsat  ［普通動名詞］身支度、荷物の用意　［レベル］３　rd;/　24

lepl  ［生物］かかと、踵、きびす、ヒール　［レベル］２　古　［語法］　主に
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３つの部分からなる。かかと落としの打突点が中心。次に足の裏の
踵寄りの部分。そしてアキレス腱の下、スニーカーを履いたときの、
スニーカーの後部の高さまでの部分。　sorleplなどの場合は足裏全
体を指すこともある。
leplvaik  ［生物］踵部　rd;/　24

leplho  ［生物］踵骨　［レベル］５　19

leplarvim  ［生物］アキレス腱　［レベル］３　19

lepa  ［交通］バン　［レベル］５　13:制 :lepamo

leb  ［動詞］yulを kaで aまで引きずる、引きずる、引き摺る、ひきずる、
引きずり回す　［レベル］３　19:seren:melidia:letpio

lebadis  ［法律］引き摺り刑　19:melidia axte　［文化］　死刑囚を車や馬に
つないでカルテの周りのリディア通りを一周する刑。服は破れ、体
中が擦り切れ、手足が千切れ、内臓が道に千切れ出る。死刑囚は一
周する前に絶命する。家族殺しや女の浮気などに適応される。
lebekka  ［地名］レベッカ　［被服］ゲートル。ブーツのほうのゲートルは
beletta。　kk | rt　24
lebex  ［動詞］yulを看取る、看取る、看とる、みとる、見とる、見取る　［レ
ベル］４　rd;leebenxtel.k。レーベンシュテルが亡骸を分解する様が故
人を看取るかのように見えたことから。　24　【用例】　an lebexat kaan ka 
vala. 病院で父の死を看取った。
leyu  ［動詞］yulと別れる、別れる　［動詞］yul（恋人）と別れる、別れ
る :19:ridia　［医療］解離性の接頭辞　［レベル］３　19:lein:leev/myuute。
myuuteは赤で「分ける」。　［文化］　今一緒にいる相手と別れる場合は
doovaか dooを使う。dooのほうが砕けていて、目下か親密な相手に
しか使わない。尚、恋人同士は tiatisという。夫婦間でも使う。親子
間でも使う家族がいる。以下で述べることは doo,tistisに関してもい
える。　doovaは一緒にいる相手と一時的に別れる際に使う。友達と
別れるときは勿論使う。家から出て行くときにいってきますと日本
人は言うが、いってきますも別れの一種なのでやはり doovaが使える。
逆に、登校する子供に向かって親はやはり doovaといって行かせる。
会社から退社するとき、学校から下校するときも doova。また、メディ
アで喋り手が番組終了時に聞き手に向けて言うこともできる。スピー
チ時でも同じで、スピーチが終了して去るときにも使える。ところで、
一緒にいるというのは同じ場所にいるという意味ではない。電話の
ように距離が離れている場合も含める。つまり、電話を切るときも
doovaである。通信を切るときは doovaである。通信の一種である手
紙の結びにも doovaを使える。尚、doovaはさようならとまたねの区
別がない。たとえば友達と下校時に遊ぶ約束をしたとする。一度荷
物を置いてから公園に集合するという約束をしたとする。この場合、
一旦別れる際に「またね」とか「またあとで」というが、これも
doovaという。「じゃあまた明日」というときも doovaという。区別
がない。では、また後で会うことを述べたいときはどうすれば良いか。
会わない期間が doovaの後に続き、その状態がある時点を終点とし
て終わる。つまり次に会う時点を終点格で表わせば良い。したがっ
て、またあとでなら doova a fremといい、また明日なら doova a kest
という。また来週なども同じ理屈である。ところで、doovaの代わり
に alvaを使うこともできる。これは「気をつけて」という意味で、相
手の無事を祈る言葉である。登校する子供にも、帰り道に別れた友
人にも、会社の同僚にも使える。登校する子供が家に残る親に対し
ても alvaといえる。家の中が安全とは限らないからである。alvaとい
えないのはメディアやスピーチの場合である。これらの場合はいえ
ない。但し、地震速報や凶悪事件の報道などの締めに alvaということ
はできる。また、an leevでも行ってきますの意味になる。行ってらっ
しゃいは leevan。お帰りは lunanだが、ただいまには固有の語がなく、
挨拶同様 soonoという。　【用例】　non nat els du fil xi leyu la. 彼と
別れた後、しばらくの間落ち込んでいた。
leyute  ［名詞］恋焦がれ、恋焦がれること、岡惚れ、レユテ　［レベル］４
　22:leyu/te　［語法］　xiilas leyute fiinaの形で使う。恋心があるのに
伝えられないもやもやした状態であることを意味する。この気持ち
が相手に届けばいいのにと切望することを意味する。厳密には岡惚
れとは違う。　xiit leyuteの場合は、その想いを遂げた状態を指し、
通常現在形のアスペクト無しで使う。想いは成就しているが、恋焦
がれていた頃の純粋な気持ちがまだ残っていることを指す。　【用例】　
non xiilas leyute fiina tyu. この想い、君に届け。
leyukel  ［医療］解離性健忘　［レベル］６　19:seren

leyuvantes  ［人名］レユヴァンテス　20:kliiz:元の名前は lulu rap rat te
ezemen。リディアが「それは人の名前ではない」と言ったことでク
リスが不快感を示し、アンティス批判を行った。曰く「セレンのア
ルカは皆に親和性があって使い勝手がいいのに、アンティスはリディ
アの独りよがりで楽しめない」とのこと。一方セレンはネットでア
ルカを広めるに際し独善的なミロク主義は壁になると考えていたた
め、クリスを擁護。これを受けてリディアは自分の正義感をアルバ
ザードのアレイユの時代にのみに封じ込め、他国ではそれぞれの正
義を許すことを公言。それに対しクリスは自分の子供が画一的な文
化に棲み分けを設けたとし、leyuvantesと改名してリディアに譲歩を
示し、リディアはこれを受け入れた。leyuは「分かれる」で、antis
は「個々の文化」で、vはクリスが古きよき時代と称する古ソーンの
母音連続を防ぐ形態素。uを含むので前舌を避け、antis→ antesとなっ
ている。これにより、kirsの語法が制と逆に文化の総称となり、antis
の意味がアトラスの文化から個々の文化となった。　［文化］　(20 dyu 
dyu→ )オヴィとクリスの第一子。長男。
leyulevl  ［医療］解離性障害　［レベル］６　19:seren

leyuannalevl  ［医療］解離性同一障害、解離性同一性障害　［レベル］５　
19:seren
leyualx  ［数学］分裂数。７のこと。忌み数。　［レベル］４　14:制 :別れる
数
ler  ［名詞］ひだ、ヒダ、襞　［レベル］３　古　ler:ler:la tanj（膣襞）

lerse  ［被服］ラフ。レースなどの布で作った幅広い襟。　sm;ler/pose
　24
lerpo  ［被服］クラヴァット。地球と逆でネクタイが先でそれを豪華絢
爛にしたクラヴァットが後。　sm;ler/posa　24
leresp  ［気象］高積雲、まだら雲、ひつじ雲、むら雲　［レベル］５　19

leznant  ［名詞］家庭教師、ガヴァネス　［類義語］ralk　［レベル］３　20:lan/
kor/zana/lantis（左に立つ人）。生徒はたいてい右利きなので、教師
は左後ろに立ってノートを見ることになる。このことから左に立つ
人と呼ばれるようになった。　［語法］［文化］　アズゲルで高官たちの子
女に主に魔法を指導するとともに学問を教えた人間のこと。地球と
異なり、魔法の指導がメインとなるため、講義はあまり役に立たな
い。集団で講義するのではなく、一対一で魔法をかけたりかけ返し
たりしてやる必要がある。そのため、アトラスで最初に現れた教師
は家庭教師であった。　アズゲル初期は一対一が基本なので、高官
の子女などにしか教育は与えられなかった。それ以降は高官の子女
たちや貿易で力を付けた商人の子女にも教育が施されるようになっ
た。　メルテナでは召喚士の子女にも教育が施された。カコは戦乱
のため、教育の枠は広がらず、むしろ軍隊生活が学校の代わりとなっ
た。そういう意味でアトラスにおける最初の学校は軍隊である。ア
トラスには明確な神が存在するため、宗教に乏しく、教会が存在せず、
教会が学校の代わりにはならなかった。　セルメルになると太平の
世の中になり、経済活動が活発になった。貴族や商人の子女は教育
を受けられたが、中産階級の子女にまで教育が与えられるようになっ
た。しかし中産階級の親は高い授業料を支払うことができない。ま
た、逆に教師志願率が高くなるにつれて、貴族の家庭教師になれな
かった教師が出てくる。そこで貴族につけなかった教師は中産階級
の子をたくさん集め、少人数制の家庭教師を行った。中産階級は安
い授業料で教育が受けられ、教師は安い額でも複数人分集まるので
旨みがあった。　この時点で家庭教師といっても複数の家庭の子供
を集めるわけだから、家にいくわけにはいかない。逆に生徒達を一
定の場所に集めねばならない。そこで当初は教師の家が選ばれ、別
の意味で家庭教師となった。これが軍隊とは異なる独立した学校の
始まりである。　やがて生徒数が増えると教師の家では対応できな
くなるため、広場などを用いて教えるようになった。国民に教養を
与えるのは国家の反映に繋がると考えたアルバ二世は、これを保護
した。教師にとって困る点は雨天など、天候であった。夏は暑いし、
雨が降ると広場では授業にならない。そこでアルバ二世は校舎を立
て、felka（学校）と名付けた。最古の学校は felius kretisがアルバ
二世の協力の下、アルナに建てた arnafelkaである。学校は各地に建
てられ、中産階級の子女が集められ、教育が進んだ。　rdでは学校
が優勢になり、貴族の子女は学校に行きながら家庭教師を受けた。
一部、特に位の高い子女は家庭教師のみを受けた。　ナディアにな
るとアシェットが貴族の位を廃したことで、家庭教師は衰退。代わっ
て元貴族の子女を専門的に扱う私立校が出て、一時期王立アルナ学
校を凌駕する人気を博した。　アルティルとヴェレイでは学校が優
位だったが、ヴェレイではたびたびの経済不安定から授業料の安い
アルナ学校の人気が戻り、倍率が上がった。その結果一位の学校に
戻り、富裕層の子女もアルナ学校に進むようになり、アレイユに至る。
　ヴェレイで人口が増え、進学率も増えたことで、受験戦争が大き
な商売として成立し、結果、家庭教師が蘇り、塾が起こる。この時
点での家庭教師は ralkと呼ばれ、leznantとは区別された。
lezdia  ［名詞］図書館　［類義語］leika　［レベル］３　lsd　22:leist/dia

leje  ［植物］亜麻　［色］亜麻色　［形容詞］亜麻色の　［レベル］４　古 :sorn:le
je。ソーンの lejemme（紫）からきている。なお、亜麻は紫でない。
lejest  ［俗語］デブス　［類義語］bonbe　［レベル］３　rd:mel;/lejesti.fris　
23:mel:2015arkadiaの松屋事変より。　［語法］　女にしか使わない。デブ
でブスな女のこと。魔族レジェスティに似ているのでこの名がつい
た。
lejesti  ［魔物］レジェスティ（瓦斯球）：第三十八天：火の陽天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:lejemme/satii　［文化］　魁族。紫色のデブな塊。
魁族だが、実際には手足はある。ただ、デブすぎて手足が手足なん
だか分からない。ところどころに穴が空き、臭い毒ガスと炎を噴き
出している。
lejen  ［被服］リネン、リンネル、布製品　［レベル］４　16:制 :leje

lejent  ［地学］菫青石、アイオライト　19:lejemme　［文化］　雷の魔石。
lejenna  ［名詞］(til)不思議な、怪しげな、未知な、怪しげな、未来の、
近付きがたい、高貴な　［レベル］３　19:近付きがたいところから高貴
なの意味が出た。未知から未来の意味が出た。
lejemme  ［色］紫、レジェンメ　［形容詞］紫の、紫色の　［レベル］２　古 :so
rn:アルシェでは alhoora　jiina:alhoora:lu la pwan（luは青紫、laは赤
紫）, lu olivie:obiya,alt　［文化］　高貴な色は紫。かつて紫の染料が高
価だったため。高貴なクミールの色とも言われる。
lejemmesui  ［植物］サツマイモ、さつまいも、薩摩芋　［レベル］２　rd;/
　19:ridia:arbaxelt　【用例】　bel lejemmesui ka zomfai 焚火で焼き芋（ヤ
キイモ、焼芋）を作る。
leld  ［普通動名詞］編成　［動詞］yulを編成する　rd;leep/lad　24

lelis  ［言語］拝啓、親愛なる　［レベル］４　21:al elis（エリス神に祈りて）
　［語法］　atuj,depentiaで閉じる。
lele  ［代詞］［rente］あれら　［類義語］anlele　［レベル］１　19

lea  ［名詞］礼儀、マナー　［レベル］３　tm　sorn　lea:lea:lean　【用例】　lea 
tia 正しいマナー
leaxivel  ［ユマナ］義理チョコ、チョコレート　［レベル］５　23

leas  ［生物］動脈　［レベル］４　19:leevpals（心臓から血が出ていく脈）
lean  ［文末純詞］［rente］teal。そうでしょうか、いえそうに違いない。　［レ
ベル］２　17:制 :tealの音を弱めたもの
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lean(2)  ［組み数字］２/１０　［哲学］礼　［医療］胆　［歳時記］丙、ひのえ　［レベル］
４　rd;lean,szl　21　::lu lean
lean,szl  lea　lea.l

leankan  ［生物］［医療］胆経　szl;/　24

leavet  ［言語］敬語、敬体　［レベル］３　21　［文化］　●敬語３種　　尊敬語
(soksvet)、謙譲語 (listvet)、丁寧語 (alitvet)の３種が存在する。　　・
尊敬語　　尊敬語は動詞の前に mistを付けて示す。　動詞は丁寧形
になる。　代詞は敬体を使う。　ti ku tu a non→ halka mist rens tu 
a meid.　　名詞の前に miを付けると尊敬語になる。　聞き手に対
する丁寧さが後述する anで、相手に対する敬意が miになる。　従っ
て、midyussouと andyussouはニュアンスが違う。midyussouは話し
相手に、andyussouは聞き手全体に対する敬意。　miveldと anveld
も意味が違う。anveldは「お酒」という単なる丁寧表現。miveldは
相手に対する敬意なので、その酒が相手の所有物や製造物であるこ
とを暗示する。　同様に anhekkaは「お手紙」という柔らかな表現で、
mihekkaは相手からの手紙という意味。　ちなみに hekka自体がやや子
供っぽいので、mihekkaは妙。anhekkaは問題ない。　なお、ここでい
う相手とは目の前の二人称でなく、話題に上がっている三人称でも
よい。丁寧は対象が聞き手全般に渡るという違いがある。　　・謙
譲語　　代詞の敬体が謙譲語となる。尊敬語と合わせて使う。謙譲
語を使うのに尊敬語は使わないのは不自然。　代詞に接頭辞の beを
付けても謙譲語になるが、あまり多様しない。beamiで拙者、小生な
ど。　　謙譲表現は主に「～させてください」という句で表す。　
mir yuus men rens tuで「申し上げる」。ここでは kuでなく rensを
使う。　mir yuusatで過去依頼形にすると「～させていただきました」
の意味になる。mir yuusat men axt est fiina salaで「代筆をさせてい
ただきました」の意味。　　・丁寧語　　丁寧語は文末純詞を使う
→ an(7), aata　　名詞の前に anを付けると丁寧語になる。anveldで「お
酒」。andyussouで「あなた様」。anvikで「殿方」。　　●相対敬語　
　アルカの敬語は相対敬語で、絶対敬語の韓国語などとは異なる。
　家柄の良い娘は父親を尊敬語で freinoaと呼ぶが、人の前では kaan 
noanと呼ぶ。　　アルバザード人は一般に自分でも他人でもそうだ
が、誰かを貶めることで誰かを持ち上げるというやり方を好まない
ため、豚児や愚妻などといった謙譲表現は「やりすぎ」と感じて避
ける傾向にある。　　●動詞　　前述のとおり、動詞の前に副詞の
mistを置く。　　mist luna：いらっしゃる　mist tau：お求めになる
　　mistを伴なう場合、kuは rensになるなど、動詞は丁寧形にな
る。　　mist ku→ mist rens：おっしゃる　mist kui→ mist xen：召
し上がる　mist sab→ mist lein：お召しになる　mist mok→ mist xi
dia：お休みになる　　●名詞　　本来的に丁寧形を持つ名詞があり、
それが丁寧語として使われる。　　kaan（父）：freinoan（お父様）　
esn（傘）：leeze（お傘）　　anや miを付けることもできるが、あら
ゆる名詞に付けるのは慇懃無礼な印象を与える。　単語単体で文を
作る場合など、状況に応じて anや miを使う。　　× "halka mist xen 
anrei anmian?"（お酒を召し上がりますか？）：くどい感じがする　
○ "anrei?"（お酒で？）：動詞が欠ける文なので名詞で丁寧さをフォ
ロー　　・形容詞　　形容詞や副詞に mistや miは付かない。
lei  ［名詞］本、書籍、電子書籍、文庫（読み物としての）　［類義語］arlei　［レ
ベル］２　13:制 :sorn:leist（木の葉の集まり、本）,lasst（葉っぱの集まり）。
leiと lasは異なるものとして捉えられているようだ。また 10年のク
ミールの言動からして、leistは背革装やハードカバーなど、大切な
本に使われていたように思えるが、本人のコメントはそうではなく、
むしろ紙の材質によるとのことだった。ちなみに古アルカでは本は
kasaないし kats。　kast,f kasa,fv:kasa:lu leist（ユルグ）:lasst,fgn　［語法］　電
子書籍も leiという。　lobo：カバー、表紙　fala：号、巻、ナンバー。
『ねこにっきの３巻』は fala 3 t'unilei。　sesfala：バックナンバー　
flei：ページ　fleifala：ノンブル　eel：見開き　kaam：左右片方のペー
ジ　ilion：版面　minj：柱。小指を横に置いたような形であること
から。　op, oprens：注釈　dapop：頭注　zidop：脚注　mozop：
割注、分注　kaamop：側注　tookop：後注　leitook：巻末　osn：天　
ip：地　tom：狭義の小口（天と地は含まない）　xos：背、背表紙　
kano：つめかけ　toa：のど　toaabe：のど布　opabe：花布、はなぎれ、
花切れ、花ぎれ　olmamas：表紙。表１～表４までは axteolma_xierolma。
xierolmaで裏表紙　sarolma：折り返し　slot：角。角丸は siipslot　fle
aolma, alfleaolma, alisolma, alalisolma：見返し。狭義の見返しが alfleaと alal
is　laen：扉。ページを顔と考えるため。　estflei：標題紙。英語圏
と違ってここに出版社情報などは書かない。　loitflei：奥付。出版
社や発行日などを記す。　sakl：帯。アルティア製の本には見られる。
　pos：チリ　mozol：折り込み　fot, leifot：栞紐、栞ひも、しおり
紐、しおりひも、スピン　sasev：前書き　xisev：後書き　zepet：前
付。前書き、目次、扉、標題紙、献辞、謝辞、口絵などの総称。　ki
tleis, mozleis：口絵　distrens：献辞。主に前書き中に文書で示される。
１ページ割くことも。　sentrens：謝辞。主に前書き中に文書で示さ
れる。　sankev：平積み　niakev：面陳。表紙が見えるように本棚に
立てかけて置くこと。日本人はよく「平積み」と混同している。　［文
化］　値段→ tau　【成句】　ridia hant lei. リディアは本を積む：学問に
王道なし。リディアのような秀才はきちんと本をたくさん読んでそ
うなったということ。　【用例】　hom lei 本を開く　an til lei di l'an 
isk ax. 読むべき本が多い。
lei(2)  ［接尾辞］［言語］アルカの方言　［類義語］ren　［レベル］３　20:古 leist
（葉っぱ）。方言をひとつの言語という枝に生える葉と見なしたこと
から　［語法］［文化］　leiはアルカの方言を指す。renは「～語」を指す。
　【用例】　arbalei アルバザード語
lei,szd  tek
leit  ［形容詞］愚かな、馬鹿な、バカな、低脳な、低能な、無能な　［類
義語］firmas、namol、xima　［反意語］lexe　［レベル］２　13:制 :sorn:leat（賢い）
のｎ対　molo:molo　【用例】　［メタファー］leit yun kaila カイラのように愚
かな
lei t'amalis  ［名詞］備忘録　［レベル］５　22:「神様のメモ帳」

leitook  ［名詞］巻末　［レベル］５　19:melidia alis

leiten  ［名詞］愚か者、愚者、愚民　［レベル］２　rd;/　23

leik  ［名詞］知識　［レベル］３　19:lensないし leika　［語法］　lens　【用例】　
leik han 幅広い知識　leik dan 深い知識　leik han o gim 広く浅い
知識
leikt  ［エルト］レイクト　［レベル］５　古 :leist/kuto:小説版アンクノットで
はヴァルガリマンダ。　［文化］　複数の魔法エレメントを操る鳥。メ
ルが魔石で召喚した。
leika  ［名詞］図書館、図書室　［メタファー］知識の宝庫　［類義語］lezdia　［レベ
ル］３　13:制 :本の場所　［文化］　各カルテに最大の図書館が置かれる。
あとは学校に置かれる。　学校において、図書館も独立した棟であ
る。学術性の高い本が蔵書されている。新聞や一部の雑誌も保管さ
れている。開架には人気のある本が置かれ、自由に読める。本来は
レイユの科学力では電子データを電子ペーパーで読めるので本は不
要だが、パラパラめくって通読できるなどの利点と、どこでも大き
い判型で読めるという点と、アルバザード人が本が好きという理由
で、残されている。外出先で読むにはアンセは小さすぎるし、携帯
電子ペーパーはわずかに充電の心配がある。蔵には人気の少ないも
のが保管されている。蔵のものは置かれているパソコンなどの端末
からデータを探し、係員に告げることで出してもらえる。また、端
末を利用して本の内容をダウンロードすることもできる。本の貸し
出しは行っていない。本は閲覧室で閲覧するのみである。欲しけれ
ば本屋で購入する。資源の無駄なのでコピー機も置いていない。必
要があれば情報を自分の端末にダウンロードする。図書館の良いと
ころは絶版の本も電子データではなく本の形式で読めるということ
である。ただ、持ち出しはできないし私物化もできないので、本当
にほしいなら図書館は役に立たず、中古で手に入れるしかない。　
＜建物＞　建築様式に決まりのないビルで、デザインは美しい。ど
この住人でも自由に出入りできる。図書館は貸し出しを行っていな
い。本は閲覧するのみである。欲しい箇所はデータ化された部分を
端末にコピーして手に入れる。紙の形では入手できない。どうして
も紙が良ければ書き写すかコピーするか本を買う。尚、コピー機は
資源の無駄遣いで人気がないので置いていない。受付に言ってコピー
してもらう。貸し出し業務がないため、図書館業務は楽である。日
本のような大きなカウンターに何人か受付がいるということはない。
カウンターに受付が一人いて、コピーなどの業務を行う程度である。
また、受付は本を検索するための端末が壊れたときに直す係りでも
ある。ところで、カウンターには受付の他に司書がいる。司書は利
用者の相談を受けて本の案内をする人である。端末で本を検索して
もコンピュータは融通が利かないので、検索しきれないことがある。
人間なら融通が利くので楽に探せるということがある。そこで、端
末で探せない本を司書に相談して探してもらう。司書は最低一人い
る。数人いるところもある。　【用例】　☆ an fel sen ranel vein ka 
xei leika nod ra. 家より図書館のほうがよく勉強できる。
leikit  ［名詞］巻頭　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

leikib  ［名詞］本棚、書棚、戸棚　［レベル］３　制
leix  ［動詞］yulを aに登録する、登録する、載せる、採録する、収録
する　［普通動名詞］登録、収録、採録、記載　［レベル］４　13:制 :古 :leii
xa　【用例】　an leix flen vok le ti axtat atu a klel? 貴方が書いた文を辞
書に載せてもいいですか？　diafan e klel alxa aaj xin nos leix ax wel 
vet a klel. 辞書の編集者は辞書にどの単語を載せるか決めてはならな
い（seren arbazard）→ klel
leis  ［名詞］絵　［普通動名詞］絵画　［動詞］yulを aに描く、描く、書く、か
く　［類義語］kalfia　［レベル］２　メル・アルカ　:::yami,alt　［文化］　アルバ
ザードは絵は好きで描くという人が多い。日本人は絵の教育が殆ど
されていない。美術が学科にあるのに、多くの人は絵が下手である。
人を描けと言われれば汚い棒人間か落書きのような絵しか描けない。
アルバザードでは絵の教育がしっかり施され、小さいうちから仕込
まれる。特に人間と風景の練習はよくさせられる。日本人はアルバ
ザードの子供より絵が下手だと思って良い。日本人で一応見れる絵
だなという程度がアルバザードの子供の絵だと思って良い。アルバ
ザードでの絵を描く率は日本人が写真を撮る率と同じか少し低いく
らいである。日本人は何気なしに写真を良く撮る。アルバザードは
それと同じか少し低いくらい絵を描く。そしてアルバザードは絵と
同じか少し低いくらい写真を撮る。絵を描く人が多く、描いたもの
は大事にとってある。捨てない。また、はじめからコンピュータで
絵を描く人もいる。被写体は人間か風景といったが、この人間とは
広義的で、知り合いの美人だけでなく、神話に出てくる神も含む。
絵はとっつきやすい鉛筆画が多い。費用もかからず、道具も少なく
てすむからである。レベルを上げるにつれて分岐が激しくなる。コ
ンピュータで配色等を完成させたいのなら鉛筆画をスキャンして修
正し、色をつけていく。日本の漫画のようにしたいのならペン入れ
を行い、トーンを張ったりして完成させる。油絵や水彩画を描きた
いなら絵の具を塗っていく。このように、鉛筆画を基本として絵の
分岐は広がっていく。尚、日本のアニメのような絵はあるにはあるが、
異なりがある。デフォルトされた絵は不自然な人間なので気味が悪
いと考える人もいる。ただ、一々劇画のように書くのも絵に可愛げ
がない。そこで、その折衷的なややデフォルメした絵が考案された。
これは日本のアニメほどデフォルメされていない。顔の皺や汚れや
彫りの深さなどをデフォルメしてややアニメ顔にしたものである。
日本のアニメは多様なのでこういうものも備えている。アルバザー
ドの方が多様性がない。逆に、デフォルメするならかえって思い切
りデフォルメするといった傾向がある。日本のアニメに出てくる二
頭身くらいしかない「ちびキャラ」などに当たる。マスコットでい
うとキティのような顔をした人間の絵である。
leist  ［名詞］冊子、パンフレット、小冊子　szd;leist.hem　24:leist自体
は古ソーン。
leist,szl  lei　lei,szd
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leistina  ［地学］［歴史］ステニアン　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

leistia  ［魔法］司書、レイスティア。逢魔宮の管理人。　［レベル］４　kk;lt
d<leist/tiia　［文化］　eska

leisklel  ［名詞］図鑑、図典、図版　［レベル］２　rd;/　24

leislokt  ［娯楽］ジグソーパズル、ジグゾーパズル　［レベル］２　20:絵パ
ズル　［文化］　aavloktとともに、暇つぶしとしてよく行われる娯楽。綺
麗な絵画をモチーフにしたものが多いので、出来上がった後の飾り
としても好まれる。代表的な娯楽のひとつなので売上もよく、その
ため日本より凝ったものがある。３Ｄで浮き上がるものや、蛍光塗
料の塗ってあるもの、完成後に切れ目が目立たなくできるものなど
がある。
leislond  ［動詞］yulを思い描く、思い描く、想い描く、夢想する　［普通
動名詞］夢想　［レベル］３　rd;/「夢を描く、夢描き」　23

leislei  ［名詞］画集、イラスト集、イラストブック　［レベル］４　rd;/　
24
leisiil  ［名詞］レイシール　［レベル］４　古 :seren　［語法］　夢見る才能の
こと。空想を楽しめる才能のこと。中学ぐらいには容易にできるのに、
大人になると急激にできなくなる。大人は現実と異なりすぎる空想
を素直に抱けない。抱いても馬鹿馬鹿しいと思って素直に楽しめな
い。だが、大人になるほど健康や体力や将来性などにおいて現実が
辛くなるので、本来は大人が持つべき能力である。だが大人になる
ほどもてないのが現状である。どうもレイシールは自分に無限の可
能性を感じている状態のほうが持ちやすいようである。非常に天邪
鬼な才能である。　科学的には、空想によりドーパミンなどの神経
伝達物質が放出される状態である。原理的には脳トレやイメトレと
同じである。散歩など、セロトニンを促すリズム運動をするときに
なりやすい。ドラム演奏のように手足に意識が集中して思考ができ
ない状態では、かえってなりにくい。従って最も適するのは散歩で
ある。時間は 30分以内である。レイシールは高揚感があり、すべて
が楽しく感じられ、芸術センスが刺激され、アイディアが沸き、鬱
が消える。現実感がなくなり、いやなことを忘れる。どうも効果を
見ていると、麻薬を使用したときに近いようだ。ただし、麻薬と違っ
て常習性がない点で決定的に優れている。欠点は、麻薬と違って強
制的に発生できないこと。
leiset  ［普通動名詞］焚書　［動詞］yulを焚書する、焚書する　［レベル］５　
rd;/「本を殺す」　23
leisen  ［言語］文献　［レベル］４　22:古 leist

leisel  ［歳時記］本の日　［レベル］３　21:mel　［文化］　rdでクミールが制定
した。fav mir。読書を推進した日で、rd_alでは本屋が安売りをした。
　現代ではＤＬをしてもカウントされない日。ＤＬが集中すると税
金を上げざるを得なくなるが、これは本の日の主旨に反する。そこ
でこの日はＤＬが税金用にカウントされないことになっている。
lein  ［名詞］儀式などに使う神具　［rente］sab:神具を置くこととユンク
の服を身に置くことのメタファーから　［被服］女性服　［レベル］２　szd
;lein(sab)　古 :語源不詳　lein:lein:la lein　［文化］　sab　【成句】　min l'a
aj lein nozet 自分で自分の服を選ぶ女：惨めな女、哀れな女、モテ
ない女→ sab文化欄参照　【用例】　［言葉遊び］lein allein lein. レインが
服を脱ぐ。
leins  ［被服］レインス、セーラー服　［レベル］３　meltia 291:luno;e　19:le
insab（レインが着ていた紫苑の服）19年までは紫苑がきていた服で
レインが借りていたので leinsとしていた。その後リディアがセー
ラー服は案外丈夫な服で湿気にも強いため、アルバザードにもある
と主張。アルティスの服とし、名前を leinsから変えることにした。
が、宗教服であるため、lein（神具の）sab（服）のままでいいかと
いうことになり、今に至る。　［語法］　日本で着ているようなセーラー
服。丈夫にできていて、バリエーションに富む。胸のネクタイをリ
ボンに変えて以降、女子の服となった。それにつれて下半身はスカー
トになった。　【用例】　silf pio, leins noan もってけ、セーラー服
lein melkant  ［人名］レイン＝メルカント　22　［文化］　melkantfianの名。
lein yutia  ［人名］レイン＝ユティア　17:seren:lei e xion:古 :lein　［文
化］　(zan ral)『紫苑の書』の登場人物。１６歳の少女。１６０ｃｍの
４７ｋｇ。地球からやってきた紫苑に命を助けられ、身寄りのない
紫苑を家に住まわせる。紫苑やアルシェと共闘し、ヴァストリアを
守る。
leina  ［名詞］レイナ。結婚を前にして相手が死んでしまうこと、また
その儀式 leinapelt。　［被服］leinalein。leinapeltで着る服 leinalein
の略。　［レベル］４　19:melidia alis:古 lena:lo/ena 低く（悲しんでの意
味）泣く
leinasab  ［被服］レイナのときに着る服　［レベル］４　19　［文化］　葬式と結
婚式を合わせた儀式で、喪服を着て、頭には結婚式に使うはずだっ
たベールをかぶる。アルバザードの喪服は黒衣のドレスであるため、
デザイン的にベールと調和するところから一般化した。
leinapelt  ［名詞］レイナ、結婚と葬式を合わせた儀式　［レベル］４　19　［文
化］　女は自動的に未亡人になる、亡夫への貞操を誓う儀式。
leinesel  ［名詞］着エロ　［形容詞］着エロな　［反意語］satiesel　［レベル］６　
rd;/　24　［文化］　主に女性に対して使う言葉で、裸よりも服を着てい
るほうが性的魅力を感じさせる場合、それを着エロという。ふつう
は女性の裸に性的興奮を覚えるが、セレンのように裸があまり綺麗
とは思えず、浴衣や着物や矢絣や袴やスカートなどを着ているほう
が萌えるという人もいて、そういう人を着エロ派という。日本人に
比べアルバザード人は着エロ派が多く、露出の多い服よりも少ない
服のほうが雅だし色々と想像する愉しみがあると考える男性がわり
といる。　【用例】　an siina leinesel da. 俺は着エロ派だ。　［言葉遊び］
lein leines leins leinesel. レインが着エロな制服を着ている。
leivn  ［アイテム］［弓道］和弓、レイヴン　［レベル］３　sm;leeve/n　21:lusi

an:lt。leeve/n（月の物）と同根。矢を番えて弓を引いたときの形が
leeveに似ていることから。　［文化］　leivent　アルティア弓。ルティ
アに伝わり、そこから smでアルバザードへ伝わった。アルバザード
では洋弓を使うので和弓は rdまで珍しかったが、felixiaのように
元々盛んだったところもある。セレンが rdでユベールに取り入れた
ことがきっかけとなり、現在でも leiventは盛んになっている。木製
で照準がなく、丈が長い。和弓と同じく、上のほうが長い。近的は
和弓よりやや短く、20メルフィなので 25m。　弓としては世界最大だ
が、そのわりに飛距離も命中率も悪い。刀が発達したアルティアで
はあまり弓は進化しなかった。だがユベールに取り入れられたこと
でアルバザード人へも普及し、現在に至る。効率のいい武器という
よりは精神修養が目的。同じ距離で同じ大きさの的に当てるなら和
弓で当てるほうが難しく技術がいる。だからこそ集中力の訓練とな
ると考えられた。
leiva  ［地名］レイヴァ、レイヴァ大陸、南極、南極大陸　［組み数字］６
/６　［レベル］３　fv;e　古 :leivna,leiva　［文化］　面積：5384659.884467 
km^2　神代に注目されなかった大陸であるため、神や人の手が入って
いない。逆に人の手が及ぶようになったのは魔法が去った後である
から、南極の開発度は地球の歴史的水準と変わらない。ただし地球
と異なり地図は空が飛べた神の時代からあったため、存在自体は古
くから知られていた。
leivatike  ［地学］レイヴァ海流　23

leivaka  ［天文］南極点　［レベル］５　21

leivasiza  ［地学］レイヴァプレート　23

leivi  ［ユマナ］南極大陸　［レベル］５　制
leivent  ［武道］弓道　［類義語］vozom　［レベル］５　sm;leivn/te　22　［文化］
　xelsikle, leivn, felixia　smで lt経由でユベールに取り入れられた
アルティア人の弓道。ユベールに取り入れられたため、現代でもア
ルバザード人の間で生きている。和弓 leivnを使う。ただしアルティ
ア人は弓を vanとも呼ぶ。アーチェリーと違って照準がなく技術が要
るため、精神修養によいとされる。同じ距離で同じ大きさの的に当
てるなら和弓で当てるほうが難しく技術がいるため、武術や武器と
して輸入したというよりも集中力の訓練として輸入したといってい
い。　tyurensで発達した礼射系と、tomoe(flandir)で発達した武射
系がある。　フェリシア学院では nd以降、礼射系が盛んである→ fe
lixia
leif  ［名詞］ずいぶんあとで。２，３時間～６時間　［副詞］ずいぶんあと
で　［レベル］１　19:恣意　［語法］　fikdu

leifa  ［天文］南極星　［名詞］［形容詞］知ったかぶり　［類義語］allo　［レベル］４
　20:leiva/liifa　［文化］　ヴァステの時代、カルザスが野営地で十二神
と夜空を見上げて話をしていた。南半球に疎い神々は、南の北極星
は何かと話し合った。そこで天高く飛べるヴァルゾンは、南極の中
心に南極星があると知ったかぶった。が、後から南極の中心にはそ
んなものがないということが分かり、南極星と呼べるものはずいぶ
ん北極星と比べて中心から遠いところにあることが分かった。それ
から南極星で知ったかぶりを示すようになった。
leifala  ［名詞］Ｃコード、図書コード、図書分類コード　［レベル］６　
rd;/　23
leifot  ［名詞］栞紐、栞ひも、しおり紐、しおりひも、スピン　［レベル］
６　rd;/　24
leifel  ［普通動名詞］座学　［反意語］maisfel　［レベル］４　23

leim  ［形容詞］ふつうの、普通の、ふだん、普段　［数学］自然数→ leimalx　［文
頭純詞］基本的に、ふつうは　［文字］スタンダード　［反意語］aal　［レベル］２
　rd;fgn　19:melidia alis:恣意　xalx:xalx:xalx:xalu,alt　［語法］　ユマナでは
自然数は一般にｎで表記されるが、アルカでは lないし leimで表現
する。　【成句】　leimel 別に、べつに、ふつう、フツー
leimtonk  ［政治］平民　［レベル］４　19　［文化］　ナディア～シルク・アル
ミまでの身分の１つ。農民や牧民など。　革命後には再び身分とし
て事実上復活したが、このときは王族、僧侶、学者、医者以外のす
べてを含む概念として使われた。軍人との対比でもなければ、商人
との対比でもない。
leimkan  ［生物］［医療］正経　rt;/　24　［文化］　正経十二経ある。順に、手
太陰肺経、手陽明大腸経、足陽明胃経、足太陰脾経、手少陰心経、
手太陽小腸経、足太陽膀胱経、足少陰腎経、手厥陰心包経、手少陽
三焦経、足少陽胆経、足厥陰肝経である。
leimkad  ［政治］通常国家　rd;/　24

leimkilifel  ［生物］正常解剖学　vl;/　24

leimskit  ［交通］エコノミークラス　［娯楽］B席　［名詞］通常席　［レベル］３
　rd;/　23以前にこれと同じ語源でリディアが造語済み。
leimsab  ［被服］普段着　［反意語］aalsab　［レベル］３　rd;/　23

leimsel  ［歳時記］平日　［類義語］liifasel　［反意語］aalsel　［レベル］２　21　［語法］
　aalsel
leimvok  ［言語］平叙文　［レベル］４　19

leimfreyu  ［言語］一般副詞　［レベル］４　21　［語法］　freyu

leimfai  ［料理］中火　［レベル］３　19

leimfont  ［交通］一般道　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

leimmyut  ［名詞］標準距離、標準間隔　［工学］標準軌。leimfoosmyutか
ら来ている。　rt;/　24
leimgax  ［物理］一般相対性理論　［レベル］５　vl:gax novel;/　23

leimpias  ［経済］約束手形、約手　［レベル］６　19:為替手形に比べてアル
バザードでは多かったため
leimpeps  ［被服］ヘッドスカーフ　rd;/　24　［文化］　smでできた。女性
服。農民用。
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leimhaika  ［法律］地方裁判所　［レベル］４　22

leimhek  ［言語］平信　21

leimyuoasa  ［言語］普通動名詞　［レベル］４　21　［文化］　iva

leimalx  ［数学］自然数　［レベル］４　19

leimikn  ［名詞］日常生活　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

leimen  ［名詞］一般人、パンピー、衆愚、民間人、一般の方、大衆　［類
義語］selan　［レベル］３　rd;/　23　［語法］　selanは総称的な「人々」とい
う意味で使う。leimenは特に目立った特徴や業績のない一般人を指
し、意味が selanよりも狭い。
leimem  ［名詞］一般化　［反意語］aalem　20

leimel  ［歳時記］メルセル後夜祭、メルセルの翌日、レイメル　［類義語］
ledia　［反意語］luumel　［レベル］２　20:leev/mel→ leimel（lemelと似る
ため iを添加）
leidiant  ［植物］大木　［言語］［文字］ステム　［類義語］zom　［レベル］３　rd;f
gnの地名　21
leidolt  ［名詞］栞、しおり　［レベル］３　14:制 :本の目印
leig  ［名詞］印税　［レベル］４　13:制 :leigil（本の金）
leiyu  ［名詞］レイユ、待望期　［レベル］３　古 :leiyu。ソーンの vatlei
yuを短縮したもの。vatleiyuは vat/leiyu。vatは到着、leiyuは歓待で、
laap（望む）と関連有。vatleiyuは到着を待つという意味だが、これ
は転生期に転生するアシェットのランティスたちを待つという意味
である。アルティス教では転生期にランティスが転生することになっ
ている。そして転生期の前の時代である待望期がランティスの転生
を待望する時代であることからこの名がついた。　［語法］　ミロク革
命の前後で velei, aleiyuに分かれる。
leira  ［被服］ドレープ　［レベル］６　sm;ler　22

leiren  ［地学］明礬石　［レベル］６　19:leikt/ren　［文化］　レイクトを召喚
するための石。rdではメルが使用。明礬石は火山地帯にある。この
単語を命名したことで、これまで謎だったセレンとメルとイヴィル
老人が住んでいたところがベルフェであると判明した。
leiz  ［副詞］［形容詞］ほんの、ほとんど～でない　［レベル］１　19:恣意 :以
前では venだが、avenに似る。　［語法］　vart

leizfai  ［料理］とろ火　［レベル］３　16:制
leizmam  ［生物］無乳、つるぺた、ツルペタ、つるぺったん、ツルペッタン、
ぺったん、ペッタン、ぺったんぺったんつるぺったん、ペッタンペッ
タンツルペッタン、まな板、まないた、ペチャパイ、ぺちゃぱい　［類
義語］yagaa　［レベル］４　rd;/　24

leizen  ［魔法］［哲学］霊　［レベル］３　sm;alt　21　［文化］　hinata

leizen(2)  ［電算］レイゼン　［レベル］２　22:古 leist/en　［文化］　→ anse（歴
史等）　alでできた携帯端末。画面は armで、四つ折りにできる。anse
と連動しており、anseの代わりとしても使える。anseが親機で leiz
enが子機あるいは拡張器となる。　四つ折りにしてポケットに入れ
て持ち運ぶ。電子ペーパーなので読書にも適する。片手で持てる大
きさなのでアイフォンなどと同程度。広げると４倍になる。
leila  ［動詞］yulを奏でる、奏でる、かなでる　［丁寧］［動詞］so　［レベル］３
　20:lemlad
leilizno  ［政治］図書庁　［レベル］４　19　［文化］　事務省下。出版物を管
理している。全国の図書館および図書の管理をしている。電子デー
タの出版物の管理もしている。本だけでなく、動画や音声などのデー
タも取り扱う。時代によって検閲を行ったこともある。現代でも出
版物の検閲をし、ネットの書き込みも検閲している。社会秩序を乱
す出版物や投稿や他人の誹謗中傷を探し、潰すとともに警察庁へデー
タを提供している。ちなみに、学生時代のレイン＝ユティアの就職
希望先第二位。
leilei  ［言語］玲方語、上方ルティア語　［レベル］４　21<leield:20:yunk
の代表である玲音 (lein)と leiをかけて玲方と訳した。　［文化］　上
方ルティア語。rdでルティア城内の王立図書館に仕えていたユンク
の女官たちが、クミールを崇めて言葉を雅にしていこうとした結果
生まれたもの。やがて宮中に広まり、身分の高いものに広まり、上
方となった。ナディアでは庶民も背伸びして真似、下記のような諺
を生んだ。　現実にはクミールではなくセレンが北方語をもっと雅
にしたルティア語像を考え、このようにしたら美しいのではないか
と主観的に作り上げたものである。夢織の朗読で紗枝にルティア語
を喋らせるためにセレンがこしらえ、自分だけでなくクミールも気
に入るだろう造りにしておいた。実際彼女らに喋ってもらえばもう
けものである。　【成句】　rsiil tid tis lein leield a miva. 貧しくと
も娘に言葉は着せんとす：武士は食わねど高楊枝。ぼろは着てても
心は錦。leinとしているのは雅語で、leieldとの頭韻でもある。
leiate  ［名詞］本屋　［レベル］３　15:制 :本の店
leionk  ［名詞］叢書、そうしょ、ぎょうしょ　［レベル］４　rd;/　23　［語法］
　本のシリーズのこと。
lei e xion  ［ユマナ］紫苑の書、『紫苑の書』　17:seren:leist e xion　［文
化］　セレンによる小説。女子高生紫苑が魔杖ヴァルデを巡ってアト
ラスを救う話。アルカのチュートリアル小説でもあり、日本語とア
ルカが混ざって書かれている。原文が日本語であるため、アシェッ
ト内では不人気。ネットを通じて日本人数名が読んだ。　　・時間
軸　　紫苑の書の時間は地球とアトラスでねじれが生じている。紫
苑は初版だと２００６年にアトラスのメル 300年代に飛んでいるが、
書籍版では 407年に飛んでいる。では 407年は地球の何年に繋がっ
ているか。以下はユーザーに送ったメールの一部である。以下のと
おり、紫苑は１９９５年末に飛んでいることになる。　407/1/1は
2395/12/1か 1995/12/1につながっているはずです。セレン青年が転生す
るのが 420年で、それが 2011年なので、逆算すると 2395年のほうは
ありえないことになります。 よって 1995/12/1の月齢を調べる必要が

あります。
lei e miir  ［論理］ミールの書、『ミールの書』　［レベル］６　rd;「ミー
ルの書」　12:seren:lei e miir:『ミールの書』の制アルカ題　［文化］　
→ mirsfel　rdでセレンが１９歳の終わりに使徒の論理力を向上さ
せるために書きはじめて２０歳で書き終えた論理学および論議学の
本。リュウと共同して論理学を発展させ、メルやクミールやリディ
アの協力を得て書いた。登場人物は自分たちで、自分たちを出すこ
とで読み手である使徒の気を引こうと考えた。私小説的でもある。
　この本はオーパーツ的な代物で、論理学を地球より早く発展させ
た。その後論理学は ndでほとんど発展せず、rt以降の発達を待っ
た。論議学は alまで発展を待たねばならなかった。　なお、内容は
地球版とは様々な点で異なる。　　・現実では　　セレンによる小
説。アルバザードが舞台だが、当時制アルカがまだ未制定だったた
め、制アルカなのに古アルカの幻字が使われたりと、今から見れば
おかしい点が多い。リディアらが数名で抄訳し、アシェットに広め
た。クミールが特に気に入ったことからアシェット内で人気が出た。
制アルカといえるものには訳されなかったため、訳本と改訂が要求
されているが、私小説であったため時間が経ってネタが古くなって
しまった。そのためセレンは改訂に積極的ではない。　１２歳の少
女ミールがセルフィッシュガーデンという場所で見知らぬ学問「論
議学」を学び、それを通して自分の存在の秘密を解き明かすという
話。実名小説でもあり、ミール以外の登場人物は全てセレンを始め
とするアシェットの関係者ばかりである。実名小説にしたのはそう
すれば皆が読みやすいだろうと判断してのこと。『ミールの書』はア
シェットの論理力向上の為に生まれたから、その点は重要であった。
尚、タイトルにあるミールの書とは、作品中でミールが手にする魔
法のノートのことである。　　元々９８年６月２５日（木）の古典
の授業中に着想したもので、Ａｓｙｌｉｎ　ａｔ　ｓｅｌｆｉｓｈ
　ｇａｒｄｅｎ（アシュリンアットセルフィッシュガーデン）とい
うタイトルだった。当時はソフィーの世界と不思議の国のアリスを
混ぜて論理学に特化させたような内容だった。　だがアシェットが
アメリカ嫌いだったことと（アシュリンがアメリカ人という設定だっ
た）、セレンが擬人化した動物が嫌いなのと（設定する前に気付けと
いう話だが）、登場人物を使徒にしたほうが使徒が興味を持って読ん
でくれるだろうという理由で、動物でなく使徒をそのまま登場させ、
主人公もアメリカ人少女からメルに似せた架空のアルバザード人の
少女にした。
leo  ［文頭純詞］［副詞］一応、まがりなりにも、曲がりなりにも、なんぼ
なんでも、何ぼなんでも、どうにか、何とか、なんとか　［レベル］２　
古　【用例】　an na vixet on zam tal an luk sen leol. 脚が痛いが一応歩
ける。
leon  ［名詞］お世辞　［動詞］yulというお世辞を aに言う、お世辞を言う、
言う　［レベル］３　sorn:「いいえ、いやだ、やめて ｣などを表わす語。
アルシェの teoが変化したもの。恐らくクミールがお世辞に対して
礼儀で ｢やだ、やめてよ ｣と返したことから。
lee  ［rente］［感動詞］ねぇ　［レベル］１　古 :lee　［語法］　可愛い呼びかけ。
leenは leeより可愛い。
leet  ［代詞］あれのもの　［レベル］１　19

leetes  ［代詞］あれらのもの　［レベル］１　19

leek  ［形容詞］［ポジティブ］さっぱりしている、けばくない、てんぷらがカ
ラッと、落ち着いた、地味な　［反意語］faav　［レベル］３　20:leev ke（去っ
ていく）喉を去っていくような味。
leex  ［動詞］yulを自慰させる、自慰する　［普通動名詞］自慰、オナニー。
女のオナニー。　［反意語］foxt　［レベル］４　古 :leetxun（レズビアン）
→中古クリス leetx, leetxi（オナニー）→中古リディア leex（オナニー）
　［文化］　女子の性欲はきちんと存在が認められており、貞操を守る
ためにむしろ寛容されている。とはいえ恥ずかしいことには変わり
ないので積極的に話題にはしない。
lees  ［代詞］あれら　［レベル］１　19

leen  ［rente］［感動詞］ねぇ　［レベル］１　古 :leeに指小辞がついたもの　［語
法］　leeを更に可愛くした呼びかけ。
leent  ［代詞］［rente］あれらのもの　［類義語］anleent　［レベル］１　19

leena  ［地球の国名］スペイン　［レベル］５　15:制
leev  ［動詞］yulを去る、去る、出発する、離れる、置いていく、部屋
などを出て行く、立ち退く、立ちのく、たちのく、離陸する　［感動詞］
［rente］さぁ。ketta　［動詞］solはセックスやオナニーなどで絶頂に達する、
イク、行く。制では levで「着く」。新では「去る」。音が近いのも
leevが選ばれた理由。　［感動詞］［rente］いざ。女魔導師が魔法を発動
させるときに言う発令のことば。　［動詞］一方的に yul（恋人）と別
れる、別れる　［普通動名詞］離別、離席、中座、ＡＦＫ、立ち退き、離陸、
離脱、出発、発車　［普通動名詞］［動詞］チェックアウト← gaklleev　［反意語］
luko　［レベル］２　rd;fgn　古 :sorn　sedo:sedok:　［語法］　完了相は yul
を離れた時点であり、到着ではない。到着は当然 lukoが担う。xenik 
etek, axte leevik semsez a ra（紅茶を飲むとアシュテは部室を出て家
へ向かった）　【成句】　an leev. いってきます、行ってきます。doova, 
tiatisも参照。　【用例】　leev! 帰れ、来るな、行け、去れ。相手を追
い返すときの言葉。　ans leev sil im faar e kest. 私たちは明日の朝
出発するつもりだ。　an leev van a lutia im kest. 明日ルティアへ発
つ。　an leevat sat. ちょうど出発しようとしていたところだった。　
an leevat ra. 家を出た。　im tuo, an na els man miia tiia ant leevor 
tina. milx la xal lij du fil vein a... 最近娘が幼女から少女になりつ
つあるのが憂鬱だ。もっと幼いままでいてくれたらいいのに……。
leevtaxit  ［物理］宇宙速度　［レベル］５　19:地球などの星から去って宇宙
で慣性飛行を行う最低初速度
leevvian  ［物理］遠心力　［レベル］４　20:去る力
leevbiip  ［名詞］発車ベル、発車ブザー　［レベル］３　rd;/　23
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leevlop  ［交通］下りの電車　［レベル］３　20

leevan  ［感動詞］行ってらっしゃい、いってらっしゃい　［レベル］２　
19:leev/an
leevart  ［娯楽］［軍事］効果の持続しない魔法　［反意語］xalart　［レベル］５　22

leeve  ［天文］満月と下弦の間、残月、レーヴェ　［名詞］［形容詞］散り始め
　［名詞］北西、西北　［組み数字］６/８　［レベル］２　19:leevexelt（去る月）
　［文化］　xelteel

leeven  ［歳時記］お盆、レーヴェン　［レベル］３　20:leev/ena（別れの涙）
　［文化］　lis dinの日に行われる祭りで、お盆に相当する。　rdでセ
レンはメルをアルヴァノに会わせるため、彼女の命日にメルをガル
ヴェーユへ連れていき、異界の門をこじ開けた。死神たちはこれに
慌てて止めようとするも、ダルハを帯びたセレンに封じ込められる。
彼はアルデルへの門を開くと、アルヴァノを呼び出し、メルに会わ
せた。アルハイクは封印を破るとセレンと対峙したが、アルヴァノ
とメルが再会したのを見るや呆れ顔で観念し、ルノには内緒で年に
一度彼らが会うことを黙認した。　以後、毎年この日になれば死ん
でしまった愛する人と逢えるという噂が立ち、わらをも縋る想いで
厳寒のガルヴェーユに足を運ぶものが後を絶たない。　その後アル
バザードでは川に燈篭を流すと死者が一日だけ家に帰ってくるとい
う噂に変わった。ガルヴェーユにできた avelantisを川に見立てたた
めである。現代でもその伝統は生き続けている。
leevevim  ［生物］菱形筋　［レベル］５　24<22:→ tuvanvime

leevelil  ［化学］ルテニウム　19

leem  ［政治］自由市民、市民、平民　［反意語］klan、milan　［レベル］４　rd;l
eim.k　19:ridia:leim　［語法］　奴隷に対する平民のこと。アルバザード
では奴隷は国民に登録されないので、kadanと leemは同じ集合を指す。
leemvai  ［軍事］自由民兵　［レベル］６　20

leemlang  ［政治］社会権　［レベル］４　19　［文化］　その名のとおり、奴隷
には与えられない。
leemi  ［代詞］［形容詞］あちら→ luapia　［レベル］１　22

leemis  ［代詞］あちら→ luapia　［レベル］１　22

leemin  ［代詞］あちらの→ luapia　［レベル］１　22

leemins  ［代詞］あちらの→ luapia　［レベル］１　22

leemizm  ［政治］市民革命　［レベル］４　rd;/　24

leep  ［名詞］構造、設計、仕組み、ストラクチャー、骨組み、構成、機
序、機構、メカニズム、建物の造りや内部構成　［レベル］３　古
leepsan  ［化学］構造式　［レベル］５　19

leepnok  ［電算］オープンアーキテクチャ　19

leepfel  ［言語］構造言語学、構造主義言語学　［レベル］６　19　［語法］　セ
レンとリュウが大成した。両者はその後生成文法へ駒を進める。
leebe  ［代詞］［形容詞］あんな→ luapia　［レベル］１　22

leebes  ［代詞］あんな→ luapia　［レベル］１　22

leeben  ［代詞］あんなの→ luapia　［レベル］１　22

leeben,vx  xier
leebenxtel  ［亜魔］レーベンシュテル、冬螢　［レベル］６　rd;<vx「冬の蛍」
　24　［文化］　シルフィの一種。アルバザード以北で見られる。北に行
くほど多く、特に vxに多い。冬の時期に見られ、死体を分解して生
きる。亡骸を優しく包み込んで光の中に消し去ってしまうように見
えることから、美しい死を連想させる。
leebens  ［代詞］あんなの→ luapia　［レベル］１　22

leebenbcoi  ［アイテム］レーベンブロイ　［レベル］４　rd:ridia;vx「冬の
粉雪からなる吹雪」　24:ridia　［文化］　→ gel　ヴァストリアの１つ。
セレンのもつ散弾銃。
leebel  ［名詞］レーベル、女のオナニーのオカズ、オカズ、おかず　［反意語］
gaabe　［レベル］５　22:leebe/al（古もの） < 19:leexgaabe
leeze  ［気象］［丁寧］傘　［類義語］esn　［魔法］レーゼ（シェル）。利の多段
白魔法。魔法のバリアを張る。敵の魔法を弱め、あるいは消失させる。
術者の能力に応じて強さが決まる。　［レベル］３　sorn:雨傘。ezの部
分に古 es（雨）の名残が見える。
leu  ［法副詞］～しないでください　［レベル］１　19:teを弱めた音が le。u
はすぼまる控えめな音。　［語法］　re　前置すること。丁寧。　【用例】　
leu vins non. 私をお捨てにならないで。　leu fit tu al enmav. leu 
opn amo wen xi kui tu. お子様と運転時はご遠慮ください。
lu  ［代詞］彼、彼女、その～、この～。前置。　［反意語］la　［レベル］１　f;e
　13←古 :luu（彼女）　lu,f sou,fv luu,fv::lu（ltkまでは唯一の有生三
人称。その後 luは冠詞の luと laに分かれる）:lyu,alt, lyumi,alt
lu,f  lu, la　e

lu,ltk  男性定冠詞　lu（有生三人称代名詞）
lu,lsd  tu, le, それ。lsは「こ・そ・あ」の三段階　lu,f.hem fの三人
称代名詞が「それ」のみを意味するようになった。arでは「こ・あ」
の二段階になっている。
lut  ［遊離副詞］［形容詞］常に、いつも。前置ないし el。　［法副詞］通時制の
副詞。後置。　［動詞］yulである、である。通時制の繋辞。　［レベル］１
　19:古 luuto（必ず）　［語法］　aluut　通時制としては後置。頻度の副
詞としては前置ないし副詞。
lutta  ［俗語］［名詞］野郎、ヤロー、男、オス　［類義語］vik　［反意語］luuko　［レ
ベル］３　20:古 :luta（出口←男性器）　［語法］　luuko

lutvaan  ［軍事］常備軍　rd;/　24

lutvinsdu  ［魔法］経常廃棄量　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

lutvinsaja  ［魔法］経常廃棄率　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

luta  ［名詞］アマチュア、素人　［形容詞］経験の浅い、素人の、アマの　［反
意語］kama　［レベル］３　赤 :出る←「門を出たばかりの」　［語法］　kama

luta,f  rik　lu/ta「脚が外に」
lutabeel  ［名詞］素人童貞　［レベル］５　al;/　23　［文化］　beel

lutix  ［名詞］［形容詞］未完了　［レベル］３　＠ 20

lutir  ［魔法］魔珠、ルティール　［アクセント］lutIr　［レベル］５　ard;lusia/ti
iren　21　［文化］　dolmiyu

lutia  ［地名］ルティア。メテの使徒ルディアの支配地。　［人名］リーザ、
リディア、ユーア、ユルトのアルカ姓　［レベル］３　kako　【成句】　bliz 
e lutia nod vangar e liizel 鶏口となるとも牛後となるなかれ
lutia(2)  ［アトラスの国家］ルティア、燈国、理国　［レベル］２　kako:「燈」ク
ミールが melxeltを持ち込み、盛大に melxeltを行うことから　［文化］　
→ istolnim　　・面積　　7171890.392950 km^2（本土）。　世界第６位
のオーストラリアの 7,692,024 km^2よりやや小さい。　　・経緯度　
　西端：西経 (-90) + ((3163 / 4000) * 360) - 360 = -165.33　東端：
西経 (-90) + ((3688 / 4000) * 360) - 360 = -118.08　北端：北緯 90 
- ((365 / 2000) * 180) = 57.15　南端：北緯 90 - ((695 / 2000) * 
180) = 27.45　　【成句】　lutia tur yuner 驕る平家は久しからず、盛者
必衰。zg以降発展を失って伝統の国になってしまったことを嘲って
言う。vlまでルティア人の前で使うと侮蔑的ととられた。現在では
語源が薄れているのでルティア人でも使う。　lutia xal lutia 旧態依
然
lutiatike  ［地学］ルティア海流　［レベル］４　23

lutiakad  ［名詞］ルティア国。ルティア姓と区別するときに使うだけ→ lut
ia　［レベル］３　19:ilmus:ridia

lutian  ［名詞］ルティア人。リディア＝ルティアや夢織の紗枝など。　［レ
ベル］２　19:melidia alis　［文化］　大人しく理知的という印象を持たれ
ている。礼儀にうるさく、我を張らないとされている。　大人しさ
が強調されていることとリディアの経歴を考慮すると、モデルは恐
らくスウェーデン人。
lutiahac  ［言語］ルティア筆記　［レベル］５　19　［文化］　リディアが arkhac
を元に作った筆記体。文字をいくつか変え、使い勝手を向上させて
いる。文字が横一列に並ばず、上下に文字が踊ってしまうのが難点。
アラビア語のように美しく見えるときもあれば、ボールペンの試し
書きのように汚いこともあった。hailenhacに公式筆記の座を奪われ
たが、arkを追いやったときとは異なり、hailenと lutiaの見え方がか
なり異なるため、lutiaは lutiaで使い道があるということになり、生
き延びた。arkと lutiaはぱっと見があまり変わらないので、単純に古
いほうが追いやられた。hailenはかなり見え方が異なるので、lutia
は生き延びた。外国人の何を言ってるのか分からない方言や、早口
で何を言ってるのか分からない言葉を示すのに使うことに決まった。
また、分からない＝神秘ということで、呪文や神の言葉にも使うこ
とになった。
lutiaren  ［言語］ルティア語、ルティアレン　［レベル］２　20　［文化］　tiar
en
lutie  ［料理］メープルシロップ　［レベル］３　20:lutia/xie　［文化］　ルティ
アの名産品のひとつ。アルバザードにも輸出されている。
lute  ［動詞］yul（川など）に浮いて a（岸など）まで流れていく、浮く、
浮き上がる、ホバーする、浮かぶ　［普通動名詞］［再帰動名詞］浮遊　［魔法］
ルテ（レビテト）。風の古代魔法。ユノを使わずに静かに浮き上がる。
意思だけでスムーズに上下動ができる。エンジンのように常に一定
量を噴射しないと同じ高度を保てないユノに比べ、圧倒的に移動し
やすい。　［類義語］mont　［レベル］２　f;lu/te「脚が風に」　赤　［語法］　
→ mont　移動様態動詞で、lukなどの仲間。
lutetia  ［筐堺］ルテティア　［アクセント］lutetiA　［レベル］４　rd;lutiaの間に
teemsの teを挟んだもの。星座にいる魔族を監視する役目を負った筐
堺。ルティアを見守る合間に魔族を見張るという意味を込めて、悪
魔を意味する teを lutiaの間に埋め込んだ。lutiateだと teが「～の
ような」に見えてしまうので避けたという理由もある。ただし、ア
トラスの地理上の筐堺国は lutiaのみ。　22　［文化］　筐堺司：ridia 
lutia　筐堺国：lutia
lutek  ［化学］ベンジン、石油エーテル　21:k.luteakm　［語法］［文化］　ベンジ
ンと石油エーテルのいずれかの意味で使われる。染み抜きなどに用
いられる。原油から分留して作る。鎖状炭化水素を主成分とする。
ドイツのようにガソリンの意味はない。アメリカのようにナフサ lut
eakmでこのベンジンを指すこともない。ベンゼンとは関係ない。
luteband  ［運動］エアーホッケー、エアホッケー　［レベル］４　vl;lute/ba
ndels　21　［文化］　アルバザードがホッケーを改良して編み出したス
ポーツ。体力に自信のない者でも気軽に楽しめるため、競技人口が
多い。　草食系男子が運動部に入らなくてはならない状況に追い込
まれたときに、たいてい卓球かこれを選ぶ。　日本と違って背丈に
よって等級が決められており、台は総じて日本より高い。台が低い
と腰に来て、高いと肘に来るため。
luteakm  ［化学］ナフサ　［レベル］５　19

luk  ［動詞］yulを歩いて aまで行く、歩く。移動様態動詞　［普通動名詞］ウォー
キング← vaxluk　［レベル］１　f;lu/ki「足を動かす」　古　luk:luk:luk　［文
化］　最もメジャーな移動方法である。どこに移動するにも使われる。
健康法としても好まれるため、盛んに行われる。ウォーキングは殆
どの人が行う最も人気の高いスポーツである。健康目的のため行わ
れる。場所は道か公園かカルテである。郊外までわざわざ歩くため
にいくこともある。アルバザードでは一日最低でも一万歩は歩いた
方が良いとされる。ただ、年齢によって歩数に差がある。アルバザー
ドではウォーキングが普及しているので、総じてみな姿勢が良い。
歩き方も美しく、エクササイズとしても無駄がない。言い換えれば
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みな同じような歩き方をしているともいえる。　【用例】　an lukat mol 
esk vit esn. 傘を差さずに雨の中を歩いた。　ket lukand. 猫が歩いて
いる。
lukko  ［植物］コリアンダー　［レベル］４　alakta

luksant  ［人名］ルクサント　20　［文化］　(yuuma 6777:7012)旧アルティリ
ア系・旧エスピール系貴族。
luksant(2)  ［魔法］逢魔館、リュクサン、ルクサント　［アクセント］luksAnt　［レ
ベル］３　kk;ltd　21　［文化］　eska

luksante  ［魔法］逢魔宮、リュクサンテ、ルクサンテ　［アクセント］luksantE　［レ
ベル］３　kk;ltd<luksant,ltd　21　［文化］　eska

luknana  ［地学］［歴史］スタテリアン　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

lukletia  ［医療］［哲学］ルクレティア、ルティア医療、ルティア医学、漢方、
東洋医学　［反意語］siizar　［レベル］３　szl　21:ridia　［文化］　anvert, kle
vans　現ルティア地方で発達した医学体系。自然治癒力を高めること
を主眼とした療法で、生薬の処方（漢方）、鍼灸、食育などを主な処
置とする。理方から上代でレスティルにも入り、風土に合わせて変
化していった。　現代ではアルバザードでは薬の服用量が中ぐらい
で鍼も中程度。シージアでは処方量は多く鍼も太かった。現ルティ
アでは処方量は少なく、鍼は細い。　地球でいうとシージアが中医
学、アルバザードが韓医学、ルティアが漢方（あえていうなら日医学）
に相当する。　【成句】　haas lukletian 金科玉条
lukletia(2)  ［人名］ルクレティア　20　［文化］　(yuuma 6941)　yuuma 6958 
イクスタン、旧アルティリア系・旧エスピール系貴族 luksantの娘 lukl
etiaを娶る 
lukletian  ［美容］ポンパドール　［レベル］６　21:smのアルバザード王の寵
姫から
luka  ［交通］獣道、農道、舗装されてない道路、田舎道、土の道　［レベル］
３　19:古 luk（歩く）/kaから　［語法］　舗装されていない道路のこと。
草を切り開いて作った道や、車が通って自然と道になった轍などを
指す。砂利道において人為的に砂利をよけて轍にした箇所も lukaであ
る。京都御所の北側に自転車用の轍があり、砂利がかき分けられて
道ができているが、これも lukaに当たる。アシェルフィの泉から南西
の小学校へ向かう農道も lukaである。　【用例】　an na siit ol font luka. 
田舎道を歩くと気分がいい。
lukaks  ［運動］ウォーキングマシン　［レベル］４　vl;/「歩く床」　24　［文化］
　enovyameと lukaksと lefaksは vlで開発され、alで一般的なスポーツ
ジムに普及し、ljで映像が取り入れられた。地球でいえば例えば日
本にいながらランニングマシンで走ることでパリのシャンゼリゼ通
りの映像が映し出され、まるで日本にいながらパリを走っているか
のような旅行感覚を味わうことができる。この技術は yuim社が実現
させた。地球でいえばグーグルのストリートビューを進化させてな
めらかにしたようなもので、リアルタイムで歩いたり走ったりした
速度や方向に合わせて日本にいながらパリを散歩したりできる擬似
旅行装置としても使える。それでいて健康器具としても使えるので
よく売れた。　アトラスでいえばアルバザードにいながらルティア
のテューレンスを旅行できるようなもので、しかも自宅内で旅行で
きるようなもので、このサービスは非常に歓迎された。創案者はセ
レンで、革命で yuim社に打診し、yuim社が即座に実行に移し、国
民の圧倒的な人気を博した。このサービスを使えば家にいながら世
界のどこでも旅行した気分になれる。旅行会社ははじめこのサービ
スを拒絶したが、このサービスでは空気感や匂いや名産品までは再
現できない。そこで旅行の下見としてこのサービスが使われたり、
このサービス事態が観光地の広告となり、バーチャルで歩いてみた
ので本物も歩いてみたいと思う人口が出てきた。そのため旅行会社
は手のひらを返してこのサービスとの共存を図るようになった。　
映像は眼前のディスプレイに映す方式のものと、電脳メガネに映す
もの、網膜に直接映像を送るものなどがある。
lukan  ［名詞］通行者、歩行者　［レベル］２　20

luko  ［動詞］yulに着く、着く、到着する、着陸する　［動詞］yulに伝わる、
伝わる、伝える、伝導する　［普通動名詞］到着、伝達、伝導、着陸　［普
通動名詞］［動詞］チェックイン← gaklluko　［反意語］leev　［レベル］２　赤 :入る。
到着は sornで vatだが、vatは長らく制アルカで待つで使ったため　［語
法］　「伝わる」や「伝導する」の場合、空気中を伝わるというような
経路を指す場合は fontで、電子が電極に伝わるというような到達点
の場合は lukoとなる。
luko,f  lat　lu/ko「脚が中に」
lukodilfai  ［医療］透熱灸　rd;/。熱を到達させることから。　24

lukea  ［生物］内庭　21:「足を癒す」
lux  ［形容詞］完全な不足、不満足、不満　［反意語］kax　［レベル］１　19:alkax

luxifar  ［形容詞］動じない、肝が座っている、どっしりしている　［レベ
ル］３　22:ridia:luxiferのアプラウト。当時アルシェのルシーラだっ
たセレンが遊びで地元のチーマーをしていて、何があろうと慌てな
いタイプの青年だったことから。アルシェでの命を失うかもしれな
いストレスに比べたらチーマーの殴り合いなど遊びのようなもので、
格闘技の訓練をさせられていたセレンには尚更であり、このころは
鎖骨を折ろうが騒ぐこともなく、その状態で２０キロ以上も真冬の
夜中を歩いて移動したり、道端で野宿したりしていた。無論一歩一
歩響いて痛む。電車がない時間で、鎖骨が折れて自転車に乗れない
状態だったので徒歩だった。高校生の体力は凄まじい。ロングコー
トに包まって、違法だがタバコを吸って酒を煽って黙々とアルシェ
の仕事のことを考えていた。リディアやメルが憧れていた頃のセレ
ンである。それらの経験からリディアらが付けた形容詞で、この寡
黙で冷静沈着な様はモテる男の代表的な性格として定められている。
これで根が adiiyuだと更に良いと彼女らは言う。　高校の頃はこ
の上女にも靡かなかったので、そりゃあカッコ良かっただろうねぇ。
男子校だったが性格と見た目のこともあって学外などで否応なくモ

テたが、それはそうだろうと今は思う。全部断ってきたあの頃の自
分はどう考えても自分ではない。
luxifer  ［医療］善なる人格　［人名］ルシフェル、アルシフェル、紫月　
［レベル］４　古 :ridia:al/xifer。人名が先にできた。　［文化］　kamelia　
人名のルシフェルはリディアとメルが作り上げた理想の男性像。日
本語名もリディアの命名で、紫月（しづく）という。｢息吹 ｣→ ｢息
吹く ｣の発想で、｢しづき ｣→ ｢しづく ｣も可能だろうと誤解したと
ころに由来する。同時に高校３年時のセレンを指す。xiferに接頭
辞 alをつけてできたが、aが落ちて lxiferとなった。ところが lxの
発音がいいにくいので、luxiferとなった。ルシア誕生後は luxiの
部分が同じということで、luxiferが正式と定められた。　ルシフェ
ルは血気盛んだが冷徹で仁義にあつく、弱い人間に親切で悪を嫌う。
心身ともに強く、仲間を守り、敵を潰す。人とつるむのが嫌いで孤
高な性格で、格闘技に長けている。一見女に冷たいが実はやさしい。
細身の筋肉質で、ルヴァル体質。指が細く長い。身長は１７２ｃｍ。
luxia  ［名詞］ルシア、悟り　［形容詞］悟った、悟ったような。ルヴァンで
最高潮に達した状態をいうので、察したようなという意味の「悟っ
たような」の場合は naloan。　［レベル］３　sm;lusia.k　古　［語法］　ルヴァ
ンで最も良い状態に達したときのその状態。
luxian  ［生物］黄色人種の混ざった白人　［レベル］３　19:双子のルシア＝
アルバザードとユルト＝ルティアがそれぞれ luxianと yultanの差が
付いており、二人ペアなので比較しやすいため、語源となった。　［語法］
　アルバザードに多い人種。幼いころから大人びた顔をしているが、
白人ほど老けない。一番美しいとされている。ルシア、リディア、リー
ザなど、ルティア家の女性はすべてこれに当たる。神話の神のモデ
ルにもよくなり、女王ルフェルなどはこれに当たる。
luxian(2)  ［被服］ポンチョ　［レベル］３　rd;ルシアとハイレンのために
ミルフが作ったことから　21
luxialiifa  ［天文］メラク、紫亞星　［レベル］６　19:ridia/seren/mel　［文化］
　yultliifa
luxia arbazard  ［人名］ルシア＝アルバザード、ルシア、しあ、紫亞、紫
亜、紫亞にゃん、にゃん　［ユマナ］［人名］ルシア＝アルバザード　［レベル］
３　18:ridia;luxia　18:ridia:ルヴァンの luxiaから。苗字がアルバザー
ドなのは、リディアの要望　［文化］　(18 gil ser_)　セレンとリディア
の長女。ユルトと双子の兄弟で、妹。日本語名は紫亞（しあ）。　肩
より少し長い栗色の髪の毛を二つに結いていることが多い。目は茶
色で、二重。肌は白：黄＝６：４。　【成句】　te mag luxia 寝た子を起
こす　sait luxia kaen ridia リディアに怒られるしあパンダ：蛇にに
らまれた蛙。あわあわぶるぶるしている様が汗をかいているパンダ
みたいなので。　luxia et axk al arka nod seren. ルシアはセレンより
アルカが巧い：青は藍より出でて藍より青し
luxia eniik  ［人名］ルシア＝エニーク　［レベル］３　19:ilmus:ridia　［文化］
　レイユ期のアルティス教徒。ミロク＝ユティアの妻。アリシア＝
ユティアの母。アライブ党首ギル＝エニークの娘として生まれた。
１０才のときアルシアの湖で足を滑らせて転落。そのときアルドゥ
神に助けられ、神の存在を知る。父に隠れてアルティス教徒となり、
その後大学へ進学。恩師デニエ＝カテージュに教唆され、ファミィ
＝ナオン暗殺計画を知る。既に陰でミロク＝ユティアに浸水してい
た彼女はミロクに相談。ミロクは計画を利用することにし、ルシア
に何も知らぬふりをしてパイプ役を努めるよう指示。３１９年、暗
殺実行。その後、ミロクはルシアがイルミロクのスパイであったこ
とを明らかにし、彼女を保護。同時にレヴァレンとアライブを糾弾。
新連立政権は崩壊。翌３２０年にイルミロクが与党となり、ルシア
はミロクの妻となる。
lus  ［被服］スカート　［レベル］２　meltia 291:luno;luf（ふわっという擬音
語）/sabe（服）　14:制 :luf（ふわっというオノマトペ）から。古アル
カでは lufsabeふわっとした服だった。　lus:lus:la flafet　【成句】　lus e 
reiyu 少女のスカート：思わせぶりな、奥歯に衣を着せる　【用例】　
tu lus et diat alka lot les non leinat. そのスカートは今まで着た中で
一番素敵だった。
lusso,fv  ti（男が男を）　dyussou.l

lusnial  ［被服］ペチコート　［レベル］６　21

lusp  ［被服］裾、すそ　［反意語］wasp　［レベル］２　19:luwa/wasp。waspの語源
中の waは「手」なので、脚でなく足から造語。　:::sae,alt
lusifel  ［魔法］ルシフェル魔法学校　［レベル］４　20:lusia/fel　［文化］　
→ artsel　アルバ二世がフェリウスの学校ブームの際にアルシアに建
てた魔法の専門学校。専門学校としては最古のものである。　アル
シアの１１魔将が立てた最新の魔法学を学ばせ、優秀な魔導師の育
成を目指した。アルシア自体は鄙びた都市だったため、ほとんどの
学生は首都アルナの出身であった。そのためルシフェルは全寮制を
取っていた。ルシフェルは全寮制を取った最古の学校であり、この
特徴はミスティア錬金術舎にも受け継がれる。　魔法がなくなった
ナディアでは改装され、学校として使い続けられた。アレイユでも
そのままの名前で残っている。
lusia  ［魔法］魔法、ルシア　［反意語］flam　［レベル］２　tm;al/sia「膜の物」
レガルが出るとき空間が揺らいで膜状になることから。　19:ridia:als
ia（魔法学の大成者アルシアの１１魔将）。アトラスでは lusiaからむ
しろ alsiaができた。　art, lusia:　［文化］　→ dolmiyu　西洋魔法 artと
東洋魔法 armaletの総称。すなわち「魔法」の総称。魔法の内訳は以
下のとおり。＊ elfer（古代魔法）は rudisの一種。

lusia（魔法）  lusian（魔法遣） 
art（西洋魔法）  artan（魔導師）
 rudis（魔術）  rudit（魔術師）
 artes（召喚）  artena（召喚士）
 meldis（時魔法） meldit（時魔導師）
 lort（忍術）  reldast（忍者）
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 fredir（符術）  fredit（符術師）
 emir（妖術）  emiran（妖術師）
 arfian（幻術）  arfiant（幻術師）
 velgalt（色魔法）  velgar（色魔導師）
 yuliant（錬金術） yuliantis（錬金術士）
 lfrans（魔香道）  franxier（魔香士）
armalet（東洋魔法） armaletan（東洋魔導師）
 azer（魔法陣）  azeran（法陣指）
 dixent（秘術）  dixend（秘術師）
 anvel（呪術）  anvelan（呪術師）

lusiatte  ［形容詞］魔術的な、魔法的な、魔術の　［反意語］kamitte　［レベル］
４　rd;/　23
lusiaklaiant  ［数学］白銀比、魔法比、ルシアクライアント　［反意語］flamkl
aiant　［レベル］５　szl;魔導師の兵舎の看板が白銀比になっており、そ
の比が看板以外の様々なものに見つかることに気付いたシージアの
学者が「魔導師兵舎の比率→魔法の比率」と名付けた。　22　［文化］　
flamklaiant
lusian  ［魔法］魔法遣、ルシアン　［レベル］２　19:ridia　［文化］　dolmiyu

lusian(2)  魔法堂ルシアン　20:lusia/n（魔法の（店））　［文化］　主人公
luxiferの営む魔法具店の名。同小説名。
lusiett  ［rente］［代詞］こちらの方の、この方の、ルシエット→ luapia　［ア
クセント］lusiEtt　［レベル］２　22:kmiir;lusiel/te

lusiel  ［rente］［代詞］こちらの方、この方、このお方、ルシエール→ luap
ia　［アクセント］lusiEl　［レベル］２　22:kmiir;lu siel（空→遠くの人→距離
をおくことで丁寧さを）
luson  ［人名］ルソン　［組み数字］５/６　［レベル］３　19:古 :arson:神の行い
　［文化］　ヴァノンの５番目。女性。派の決定事項の実行担当者。
lusonlil  ［化学］オスミウム　19

lun,ltk  男性不定冠詞　tun,lsdと luからの類推　［語法］　ltsでも場合に
よって使うことがある。l'akua → lun akuaのように。tiarenを参照の
こと。
luna  ［動詞］yulに来る、来る、くる、なる、成る、いたる、至る、到
る、登場する、やってくる、降る　［副詞］～しに来る　［反意語］ke　［レベ
ル］１　rd;luna,in（来る）<luna,f（走る）　赤 :走る　ke,f（移動） kekk
o,f（来る）:ke kekko::kolu,alt, hotalu,alt（雨が降るの降る）　【用例】　esk lu
nat im fis. 今日は雨が降った。
luna,f  lef　luは脚
lunan  ［感動詞］お帰り、おかえり　［レベル］２　rd;luna/an（私のところに
来た）　19
lunan(2)  ［yunte］彼自身　［レベル］２　20:melidia xier

lunavian  ［物理］向心力　［レベル］５　20:中心に向かう力。leevの対が
lukoでなく lunaになるのはアルカではありがち。
lunaf  ［単位］ルナッフ　［レベル］４　14:制 :古 :lunafai（走る熱）　［語法］
　１ヴィヴィが物体を１メルフィ動かす時のエネルギーを表わす。
ジュールと比較。
lunalop  ［交通］上りの電車　［レベル］３　20:カルテを中心に、カルテ（上
方）に来るのが上り。
luni  ［生物］無生物　［形容詞］無生の　［反意語］ruma　［レベル］４　sert;luun
o,f　17:制 :luna:luno　luuno:luuno
luno  ［死神］ルノ、嚆子、こうし。アルテから生まれた最初の子で、二
番目のセレス体。そのことから嚆矢と子供をかけて嚆子とした。　［レ
ベル］３　ridia:古 :赤アンクノットにも一部誤記が記載　［文化］　アル
テからスピンオフしてできた存在。女。相対する性別即ち男が欠け
たために不完全となった。ルノはやがてトワーユに行き、アトワー
ユの側近となる。１６６ｃｍ、５０ｋｇ。死神にありがちな痩せ型。
lunotaka  ［地学］［歴史］ルノ大陸　［ユマナ］ローレンシア大陸　vl;/　23

lunos  ［代詞］彼自身、彼女自身　［反意語］lanos　［レベル］２　19　【用例】　
min alxa terk xin ves olta lu til yuu xad alman main e min lunos et 
ludo. 女性は自分の体そのものが宝であるから、一人で外出してはな
らない。
lunon  ［単位］ルノン　［レベル］５　21:luno/n　［文化］　anko

lunonakea  ［企業］ルノナケア　［レベル］５　21　［文化］　日本生命に相当す
る企業。
luno falfania  ［人名］ルノ＝ファルファニア　19:ilmus:ridia　［文化］　ア
ルティル期の政治家。アルティス教徒。女性。開発省運輸庁長官。
種枯れ病の際の対処で国民から支持を得て、第四次選挙でのアルティ
ス教の勝利を導いた。
lunolil  ［化学］炭素　［レベル］４　18:制
luvia  ［歳時記］ディアセル前夜祭、ディアセルの前日、ディアセルイブ、
ルヴィア　［反意語］ledia　［レベル］２　20:luna/vat/dia（ディアセルが来
るのを待つ）
luver  ［名詞］生活、日々、日常、ルーヴェル　［レベル］３　20:livroの
カルミーユ　【用例】　luver t'arka アルカの日々、アルカ生活、ルーヴェ
ル・タルカ
lufa  ［動詞］yulを飛んで aまで行く、飛ぶ、翔ぶ。移動様態動詞。　［普
通動名詞］飛翔、飛空　［動詞］一目散に走る。lef　［レベル］２　f;luは脚
　赤　lufa:lufa　【用例】　ax, an lufa van ti. はい、今すぐまいります。
lufan  ［物理］［工学］飛翔体、飛しょう体、飛行物体　［レベル］６　21:飛ぶ
もの
lufabad  ［動詞］yulを aに吹っ飛ばす、吹っ飛ばす、吹き飛ばす、ぶっ

とばす、ぶっ飛ばす　［レベル］３　21

lufarok  ［動詞］yulを突き飛ばす、突き飛ばす、つきとばす、突きとば
す　［レベル］３　21

lufaa  ［地名］ルファア、炎京　［地名］ルファア砂漠　［レベル］４　古　［文化］
　ファルファニア国の首都。大部分をルファア砂漠に覆われている。
ルファア砂漠は代表的なファベルの砂漠。ここの砂が風に乗り、カ
テージュなどに降り注ぐため、黄砂に相当する現象が見られる。た
だし日本ほどではない。
lufaaxea  ［気象］黄砂　［レベル］４　19　［文化］　lufaa　【用例】　lufaaxea ar milm 
ka jan. 黄砂が舞っていた。
lufaazelofaiz  ［医療］日本脳炎　［レベル］４　19:seren/ridia　［文化］　ファ
ベルのルファアで起こった。
lufaom  ［名詞］飛び方　［レベル］３　23

lufaer  ［筐堺］ルファエル　［レベル］５　rd;alufaer　22　［文化］　筐堺司：
faava farfania　筐堺国：farfania, amelt
lufi  ［被服］ルフィ　［レベル］２　古 :lufi(ルフィ )← luf/fiyoを変形
させた造語。原義は｢二枚のスカート｣。lufio,lufiiなどの語形もあっ
たが lufiが最終的には一般的な形。lufは lufsabeの一部で、スカー
トを意味する。fiyoは数字の２で、元は短槍の意味。　［文化］　アルティ
ス教徒の服。女性用。スカートに似ている。二枚の布を垂れのよう
に前後に付け、落ちないように紐などで結んだもの。動いたときに
横から見ると脚が若干見えるため、スリットスカートに近い。脚を
淫らに見せるのは宜しくないという考えをする信者は二枚の布の横
の長さを長くし、布に布を重ねる。こうするとたとえスリットが入っ
ていても布の下は布なので脚は見えない。せいぜい膝から下の一部、
脛や足首がかろうじて見える程度である。ふつうラーサを着ればそ
の下にはサユを着て、下半身はルフィを履く。
lufikern  ［被服］ルフィケルン　［レベル］３　古　［語法］［文化］　ルフィの
後ろについた小さいマントのような広がったもの。ルフィの丈より
少し長い。着ても着なくても良い。
lufimiil  ［被服］ルフィーミール　［レベル］３　古　［語法］［文化］　ルフィ
の横につけて下に垂らしたリボン。ルフィケルンの代わりに使うの
で一緒には使わない。
lufet  ［天文］紫の月　［類義語］xelt　［レベル］３　22:luxifer/te

lufek  ［ジョブ］飛脚　［レベル］５　zg;lufa/heka「飛ぶ手紙」　24

lufuto  ［単位］グレイ、リフト、人間フト　［レベル］６　14:制 :人間のフ
ト
lumi  ［遊離副詞］［形容詞］しやしない、いつもない　［レベル］１　22 < luu
mi:古 :luumi（ない）　［語法］　aluut　機会が複数回あるのにそのうち
一回もしないこと。aaxaのほうは一回きりかもしれないが、行われる
確率がゼロであること。
lumina mete  ［人名］ルミナ＝メテ　［レベル］５　古　［文化］　第４期３代
ソーン第１使徒であるアノ＝メテの妻。ソーンの使徒はアノの配下
という色合いが強かったため、妻であるルミナは使徒に組み込まれ
なかった。クミールの実母。メル０年ギルの月リュウの日に自宅庭
園にて亡くなる。
lumim  ［名詞］恣意　［形容詞］恣意的な　［言語］無語源　［レベル］５　22 < 
lumi:16:制 :古の luumi/imai（意味のない）　［語法］　feres

lumir  ［名詞］お嬢様、おじょうさま、ご令嬢　［アクセント］lumIr、lUmir　［レ
ベル］３　古 :fulmiia:lua kumiir（クミール嬢）　［語法］　金持ちの娘を
指す。世間知らずのイメージがある。　［文化］　＜お嬢様位相＞　お
嬢様と呼ばれる階層は yunk, milia, mayuのいずれかの位相の頭に an
を付けた代詞を用いる。例えば anyunaなど。敬体は meid系列を使
うが、やはり頭に anを付けて anmeidなどとする。気取った貴族や
金持ちの言い方で、現実にはあまり見られないがゼロではない。ア
ニメやマンガなどではお嬢様キャラを出すために用いられることが
ある。嫌味っぽく気取って見えるかお嬢様らしく聞こえるかは本人
の性格と相手の受け取り方次第である。嫌味にも気取りにもなるし、
深窓のご令嬢にもなる。場合によりけりである。anyuna yuus fan an
moe luna ankolet anlinoa（あなた、わたくしたちに混ぜてさしあげて
もよくてよ）。anばかり連続するので anankuom（アンアン口調）と小
馬鹿にされることがある。なお、三人称にもこの anは及ぶ。anluan, 
antutuなど。
lumiine,szd  mana　< lua miina

ludzi,f  left　luは脚
ludix  ［形容詞］価値がある、価値のある、ステイタスだ、ステータス
だ　［類義語］afet　［反意語］xeks　［レベル］３　20:ludo/xa（宝石がある）　［語
法］　afet

ludo  ［サール］ルド　［地学］宝石、ジュエリー、ジュエル　［レベル］３　me
ltia 10:ludo;e　古 :lakta　ludo:ludo:lu luuxe（鉱物は土属性なので）　
［文化］　意思を持った宝石の獣。蛍石から生まれた。かすかに青味を
帯びた白い獣の姿をしており、額に蛍石が嵌めこんである。二足歩
行できるが前傾姿勢で、手足は短い。体長は３０ｃｍほどしかない。
宝石を司る。ルビーやサファイアやエメラルドなど、あらゆる宝石
に姿を変えることができる。人を誘惑する力を持っている。宝石を
巡って人が殺し合いをするというようなときは大抵ルドが裏で一枚
噛んでいる。
ludokad  ［地球の国名］ベリーズ　19:通称カリブ海の宝石
lupa,fv  font
lupi  ［名詞］コンパス。数学で使うコンパスのこと。　fv;luwa/pi（針）
　24
lupiifa  ［地球の星座］［ユマナ］コンパス座　24　［文化］　ifa

lupu,alt  ta
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luz  ［化学］カルボキシル　［レベル］５　19:luno/zom

luzhou  ［化学］カルボン酸塩　19

luza  ［化学］カルボキシル基　［レベル］５　19

luzasl  ［化学］カルボン酸、カルボキシリックアシッド　19

luwa  ［生物］足　［レベル］１　f;luは足。waは手。脚と足のうち、手と同
じ平たい部分という意味。　古 :赤に乗っている luaのさらに古形。
luwaの waは手の意味で、これは赤に残っている。　luwa,f:lua,frf:la 
piyon（luは zam）:sayo,alt　［語法］　言いづらければ実際には luaのよう
に発音してしまっても問題ない。敬称の luaと文字上で区別をつけた
かっただけである。　　luwaで zamを表すことはない。　［文化］　寝る
前に足を温めたりリフレクソロジーをするのがアルバザード人の女
には好まれる。夫や恋人など、足を見せてもいい相手にやってもら
うことがある。兄や父でもしてあげることがある。　　足は泥が付
く不浄な部分なため、日本同様「～に足を向けて寝る」のは失礼と
される。だがもちろん現代の実生活の中では同じ部屋で寝ない限り
は意識しない。　【用例】　luwa han 大きな足
luwa,f  luwa, zam　lu/wa「動く手（四肢）」
luwaka  ［名詞］足場　［レベル］３　22　【成句】　luwaka a(len) koxe 糠に釘、豆
腐にかすがい、のれんに腕押し
luwas,fv  lisen　luwa/sabe

luwasev  ［言語］末文　21

luwavantis  ［軍事］歩兵　［レベル］５　fv;/　19:ridia　luwavantis:luwavantis

luwavet  ［言語］結語　［レベル］５　21

luwafrei  ［アイテム］ショートソード　fv;luwavantis/frei　24　［文化］　
fvから歩兵の武器として存在したが、smでロングソードが騎兵用に
なるとロングソードの対概念となった。
luwafo  ［名詞］足音　［レベル］３　rd;/　24　【用例】　an tem luwafo i xe. 
どこからか足音が聞こえる。
luwafoj  ［普通動名詞］足コキ、足こき　［レベル］５　rd;/　23

luwamain  ［生物］中足　rd;/　24

luwamilx  ［卑語］ちんば、跛。片ちんばも含む。　［レベル］４　21　［文化］　
使わないこと。
luwamom  ［生物］足根　rd;/　24

luwapit  ［医療］足科　［レベル］３　19　［語法］　外反母趾を直したり靴を見
立てる。日本ではレア。
luwapom  ［生物］くるぶし、踝　［レベル］２　19　［文化］　くるぶしは可愛い
パーツと捉えられ、女子は靴下ごしにくつぶしを見せたがる。恥ず
かしいので、脱いでは見せない。　そのため、アルバザードではブー
ツは好まれない。
luwaho  ［生物］中足骨　22

luwarein  ［言語］［文字］ベースライン　21

luwajiho  ［生物］足の指骨　22

luwawis  ［生物］足の裏。文脈で分かれば単に wisとも　［レベル］３　19

luwaakl  ［名詞］足跡　［レベル］３　19:melidia alis

luwaayu  ［ランドマーク］ルワーユ　［レベル］３　al;luli/twaayu「ルリ天国」　23
　［文化］　ルリ東南部のクリムゾンに位置するテーマーパーク。ルリ
はショッピング街かつパフォーマンス街だが、ルワーユは萌え産業
のキャラクターたちが跋扈するテーマーパーク。ディズニーランド
のように人気アニメやマンガのキャラクターたちがパレードをした
り着ぐるみを着たりしている。キャラクターのコスプレをしたクルー
もいる。テーマパークは広大で、エリアごとに各アニメやマンガの
舞台で仕切られている。例えば kardian fiiliaのエリアでは作中の
舞台が実際にセットとして組まれ、劇中の家や名場面などが再現さ
れている。また、ディズニーランドの乗り物に当たるアトラクショ
ンも存在する。　人気アニメの寿命はディズニーより短いため、各
エリアの残存期間は約４年。作品の人気に合わせてエリアが続投さ
れるか決まる。人気が落ちたものは取り壊され、別の作品の舞台に
変わる。そのためディズニーランドに比べて園内の改修頻度が多い。
アルバザードは国家戦略としてルワーユに力を入れており、旧カレ
ンシア王国の援助のもと、工事費用の一部を負担している。改修の
一部は公共事業であり、雇用の創出に繋がっている。また、ルワー
ユの性質上、有志のオタクによる資金や労働力の援助がなされるこ
とがしばしばある。　ルワーユは大人向けのエリアと子供向けのエ
リアに別れる。シーとランドのようなものである。子供向けのほう
は改修頻度が低く、malisdenや fiinyaなどのエリアが置かれている。
大きなお友達は大人向けのほう目当てで行くことが多いが、fiinya
などを見に子供向けに行くこともある。ランドとシーと違って家族
でも楽しめるよう、両エリアは行き来が自由であり、別途料金はか
からない。　地球には２０１２年現在このようなテーマパークは存
在しない。早く作れよ。
luwaora  ［生物］足関節　rd;/　24

luwaois  ［生物］足の甲。文脈で分かれば単に ois。　［レベル］３　19

luls  ［生物］静脈　［レベル］４　19:lunapals

lulsknob  ［医療］静脈瘤　［医療］痔核　［レベル］５　19:seren

luli  ［地名］ルリ、ルリの街　［俗語］ヲタグッズ、オタグッズ、ヲタ物、
オタ物、アニメ、ゲーム、ラノベ、イラスト、マンガ、漫画、メイド、
コスプレ、同人誌、猫耳、ネコミミ、ネコ耳、萌え。総称的に使う。
　［ユマナ］秋葉原、アキバ　［レベル］３　alt　23　［語法］［文化］　アルナ市北
東部にある街。アルバザード最大のオタク街。元はただの田園地帯
だったが、ウ・ラルラルから移住してきたアルティア人によって vl
で電気街になり、alでオタク街となった。　休日には幅広の歩行者天
国が敷かれ、有志による大々的なパレードやパフォーマンスが行わ
れる。度を過ぎたパフォーマンスもこの場所では許され、オタクた

ちは自由に遊びはしゃぎ、警察も目をつぶり、むしろ安全にパレー
ドやパフォーマンスが行えるよう協力さえする。　　繁華街なので
犯罪率が高いことも事実だが、自警団や警察の協力によって、でき
るだけ楽しい空間を壊さないような努力がなされている。毎週がお
祭り騒ぎなので、下手に diakacte（ディズニーランド）に行くより面
白いかもしれない。　日本の場合、秋葉原の加藤の乱があったとき
に自粛ムードとなったが、ルリではそのようなことはない。事件を
起こさないよう努力しつつ、愉しみは奪わない方針を断固貫く。　
度を越えたパフォーマンスについてもお祭り騒ぎということで寛恕
されることが多い。本当の意味で度を越していれば警察よりも聴衆
によってブーイングが起こり、撤退させられる。結局何をしても許
されるわけではなく、聴衆の倫理観に背くようなパフォーマンスは
街の自浄作用で排斥される。　　いわゆるアキバ系のことをアルバ
ザードでは lulian（ルリアン）と呼ぶ。アルバザードでは個人主義が
発達しており、人は人と割り切っているため、日本ほどオタク産業
が蔑まれていない。興味のない人は口を出さないし、好きな人は思
い切り満喫する。もちろん、lulianを敵視し、キモがる者もいる。そ
れもまたその人の自由である。　凪人発祥の萌え文化だが、逆に体
裁を気にする凪人のほうがオタク蔑視をする傾向があり、仮面オタ
クなども多い。アルバザード人のオタクのほうが包み隠さず謳歌す
る傾向にある。　ただし、日本同様、三次元に相手にされないので
二次元に逃避する者も中にはいる。三次元が嫌いであえて二次元に
逃避する者もいる。両方好きな者もいる。十把一絡げで lulianと社会
的に見なされていることが不満だと思っている者もある。　　impel
と lulianでは前者のほうが意味が広い。プロトタイプの lulianは萌え
好きで、二次元好きないし三次元アイドル好きで、ゲームや漫画や
アニメなどが好きである。impelはもう少し広く、数学オタクやミリ
オタなど様々なコアな人を全般的に指す。　　・語源　　ルリだよ。
ロリじゃないよ。　【用例】　an taut ke luli di sa soot. 先週オタグッズ
を大量に買い込んだ。
lulitimo  ［交通］痛バイク　［レベル］４　al;/　23　［文化］　luliamo

lulixook  ［俗語］オタトーク　［レベル］４　23

lulidolk  ［娯楽］［芸術］痛～、サブカル風味、サブカル装飾、オタ装飾、
ヲタ装飾　［レベル］３　al;/　23　［語法］　luliamoに端を発し、車、バイク、
家、パソコン周辺機器などにサブカル風味の装飾を施したもののこ
とをいう。　［文化］　luliamo

lulira  ［建築］痛ハウス、痛家　［レベル］４　al;/　23　［文化］　luliamo

lulilem  ［音楽］オタ曲、アニソン、オタソン、ヲタソン、アニメソング、
ゲーソン、ゲームミュージック、ゲーム音楽　［レベル］４　vl;/　23　［文化］
　vlで始まり、alで最盛期を迎えた。一般人が聞くＰＯＰＳなどに比
べマーケットが苛烈であったため、ＰＯＰＳよりも技巧の凝らした
曲が多いのが特徴。vlのころはアニソンというと子供っぽい印象だっ
たが、al最盛期ではＰＯＰＳより遥かに複雑なメロディと伴奏を持っ
た世界で最も進んだ音楽となった。
lulian  ［名詞］ルリアン、アキバ系、オタク、ヲタ、ヲタク、オタ　［類義語］
impel　［レベル］３　vl;/　23　［文化］　luli

luliamo  ［交通］痛車、イタ車　［レベル］４　al;/　23　［文化］　サブカル風味
の装飾を施した車のことで、alに興った。その後痛バイクや痛ハウス
など、様々なものに発展していった。
luliest  ［俗語］虹ネーム、二次キャラネーム、キャラネーム、ルリ名、
ルリエスト　［類義語］kuzest　［レベル］４　vl;/。ルリの街で消費されて
いる商品に登場するような名前であることから。　23　［文化］　→ kuze
st　もとは小説やラノベやアニメなどで使われていた名前のこと。小
説などは奇抜な内容が多いので、実在の人物の名前とかぶってしま
うと問題になることがあった。そこで苦情が来ないようにあえて現
実にいなそうな名前を付けることが多かった。　ところが vl後期か
ら alにかけてファンが子供に自分が好きだった作品の登場人物の名
前を付けるようになり、それが luliestと呼ばれ社会問題となった。
　kuzestに比べ、luliestは比較的評判が良い。kuzestの親に比べて lu
liestの親の社会的地位が高いことが原因である。日本でもそれは同
じで、オタクは無職から社会人まで幅広くいるが、結婚して子供を
残している以上無職はまずないので、子供を持ったオタクはその時
点である程度の社会性があるということが推測される。kuzestの親
よりしばしば社会的地位が高いため、受ける批判も少ないというわ
けである。　２０１２年の日本でいうと、涼宮ハルヒ、月野うさぎ、
孫悟空などが luliestに当たる。　　・心暖まる名前　　あるところ
にオタクな青年と腐女子な少女がいました。彼らはルリの街で出会
い、共通の趣味から恋に落ちました。　やがて彼らは結婚し、子供
が生まれ、付き合うきっかけとなった漫画のキャラの名前を付けま
した。　　――このような命名は DQNネームとは真逆で、むしろ美
談として受け入れられる。
lulet  ［名詞］サブカル　［レベル］５　vl;luli/et　24

lulu  ［感動詞］［文頭純詞］［yunte］おや、おやまぁ、まあ、なんて、あら、な
んだ　［レベル］１　f:saal;lu/lu「それそれ！」　日本語で「あれまぁ」「あ
らまぁ」というときに代名詞の「あれ」を使うのと似た感覚　古 :ala
　lulu:lulu　［語法］　良い意味と共に用いる。
lulut  ［普通動名詞］ルルット　［動詞］yulをルルットさせる　［類義語］nakili　［レ
ベル］５　古 :kmiir:rimululu/toe　［語法］［文化］　純潔を守るための女の
自殺法。死後、死体を乱暴されないように、性器に槍のような太い
刃物を突き立てて自殺する。始めに下から突き上げ、次に前方から
刺し込み、それを下方に引き下げる。日本でいう男の切腹に当たる。
lulu rap rat teezemen  ［感動詞］お似合いのカップルね、仲の良いカッ
プルだこと、焼けるね、ごちそうさま　［レベル］３　古 :lulu（まぁ）, 
rap（組み合わせ）, rat（良い）, teeze（風の）, men（接尾辞）
lua  ［形容詞］～さん。女性に対する敬称。　［名詞］女史、彼女、～さん。
敬称単体で代名詞的に使うことができる。　［類義語］san、liiz　［レベル］
１　17:制 :古 :｢ 彼女 ｣を意味する代名詞。　［語法］　→ apt, est　○名
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　×姓　○前置（丁寧）　○後置（並）　○男　○単体使用 /名詞用法
　【成句】　et lua ne? 何様？、何さまのつもり？。言葉通り「どちら
さま？」という意味もある。
lua,frf  luwa, zam　luwa,f.l

luat  ［地学］麓、ふもと　［レベル］３　22:luwa/tuuno

luak  ［生物］つまさき、つま先、爪先　［反意語］lask　［レベル］２　19:ridia:ar
baxelt:luwa/kit
luas,fv  lasl　luwa/sabe

lu asie  ［料理］ブルースカイ、ル・アシエ　［レベル］５　21:lt　［文化］　ジ
ンベースの青いカクテルの一種。
luan  ［代詞］［yunte］彼ら、この人たち　［類義語］anluan　［レベル］１　19:lu

luant  ［代詞］［yunte］彼らの　［類義語］anluant　［レベル］１　19:ridia:tは ant
からの類推
luament  ［被服］ボディス　sm;lua ment/te「メント婦人のような」　24

lua mempo  ［卑語］おまんこ様　［レベル］５　13← 18　［語法］　プライドの
高い若い女を皮肉った卑語。
luapia  ［言語］三人称　［レベル］４　19:xion:luを代表としている。　［語法］
　三人称には好感形と悪感形がある。作り方は次のとおり。　1:三人
称の母音を伸ばす。lu→ luu　2:丁寧なら mi、野卑なら beを付ける。
luu→ luube　3:所有格（属格）なら nを付ける。luube→ luuben　4:
複数形なら sを付ける。luube→ luubes、luuben→ luubens　＊ nは
属格の -enから来ている。sは複数の seから来ている。　　文法的
な使い方は普通の三人称と同じ。　luube（こいつ）　luube lutta（こ
の野郎）　tu et luuben da.（これはこいつのだ）　bend luubens（こ
いつらのエサ）　baz aku lax tuube a?（おめぇ、こんなの食いてぇん
か？）　tuumi leeze et laami tauanen anne.（こちらのお傘はあちら
のお客様のものでございます）　　＊ tauan laaminだと「こちらのお傘
はあちらの方のお客様であります」という意味不明な文になる。な
お、laamin tauanは文法的にありえない。laat tauanと言えないのと同じ。
la tauanenが正しいことを考えれば分かる。　「tauanを修飾しておりそ
れに属格のenが付いている」と考えるので laamiになる。leemiは不可。
これは la tauanenや laabe tauanenにもいえる。［｛（あの）（客）｝｛のもの｝］という
構造をしているためである。属格を止めて「あの客の傘」に戻した
場合、esn e la tauanになることからも laが正しいと確認できる。　
　好感形は好意、丁寧、親近感、価格の安さ、偉大さ、量の多さなど、
自分にとって高評価のものや好都合なものを意味する。　悪感形は
嫌悪、野卑、疎遠さ、価格の高さ、矮小さ、量の少なさなど、自分
にとって低評価のものや不都合なものを意味する。　ひとえに丁寧
や野卑と捉えると、レインのような大人しい女性が使うことに違和
感を感じてしまう。好意や矮小さなど色々な用法があることを念頭
に置くこと。　　misentant mil sala halasat tuumi renal a men.（このよ
うなお言葉をちょうだいして、誠にありがとうございます）　an aaxa la
xat leebe lfis!（あんな人生なんて少しも望んじゃいなかった！）　le
emi gart（あんな大金） tuube gart（こんなちっぽけな額） 　　三人
称が細分化されていると、ti（あなた）や tiil（あなたの）にも丁寧
や野卑があるのかと思うかもしれない。　tiなどには位相というも
のがあり、三人称よりさらに細分化されている。　例えば ti（あな
た）に対して、halka（貴方様）や baz（てめえ）などが 10種類以上も
ある。　位相は丁寧感や野卑感のみならず、話し手の性格や話し手
と相手との関係まで示している。　　女性語は下記の通り変化する。
有生にしかない。単複同形。　laami, laamis→ ansiel　luumi, luumis→
lusiel　laamin, laamins→ ansiett　luumin, luumins→ lusiett　　ansiel 
te velnaren mil mist xiilasat yuna lij siina. xom yuta vil klos lusiett 
aano（あのお方は幼いころの私を可愛がってくださったのよ。この方
が仰るような悪いお方じゃありませんわ）　　［文化］　新生になって二
人称までは位相で細分化されたのに三人称は表現力が乏しく、「こん
な人生」や「あんな漫画」や「こちらの女性」や「あちらの方々」といっ
た表現ができなかった。この不満は数年来のものであったが、22に
ついに噴出して細分化することとなった。提案者はセレンで、リディ
アと相談して作成した。　rdではセレンがアルカディアへ去る直前
の春先に作っている。
lui  ［地球の国名］イギリス、英国、グレートブリテンおよび北アイルラ
ンド連合王国　［レベル］４　17:制 :古 :lua。luaは古アルカで ｢足 ｣の意
味（但し、アルカ ･エ ･ソーンでは足は luas）。イギリスは足の形に
似ているとセレンが言ったことから。
luin  ［単位］ルイン　［レベル］５　21:luno/main　［文化］　anko

luihomk  ［ユマナ］ドーバー海峡　［レベル］６　19

luo  ［植物］松　［レベル］３　lakta

luoik  ［植物］パイナップル　［レベル］２　13:制 :luovank（松の果物、松か
さ状の果物）
luoikpaf  ［化学］酪酸エチル　［レベル］５　19

lue  ［動物］カエル　［レベル］２　lakta:lue｢ 跳ねる /水 ｣
luu,fv  lu min、彼女　lu,f.k

luu,frf  ov　lua.k（脚）
luut  ［代詞］彼の、彼のもの　［レベル］１　19:lu/tul

luutsu,fv  nosin　luu/tsul?

luuto,f  lut、aluut

luute  ［名詞］ユーモア、冗談、ジョーク　［レベル］３　古 :luute。｢動く風 ｣。
風は雰囲気や関係のことで、重い雰囲気をユーモアで動かすことか
らこの意味になった。teは風でなく関係と捉えて ｢動く関係 ｣とす
べきかもしれない。　［文化］　vortfeme　四番目の astenot。最後の一つ。
人生に必要なユーモア及び心の余裕。ものごとをプラスに考えるの
も心の余裕の一つなのでこれに入る。これがないと柔軟な思考や幸
福な生活を送れない。緊張や重い雰囲気を取り除くためのおかしみ。
十中八九言葉を使ったものである。　一般にアルバザード人はピン

チになるほど余裕ぶってジョークを言う癖がある。　【用例】　☆ an nat 
els ento yuta vil luute. 冗談に付き合う気分ではなかった。
luutes  ［代詞］彼らの、彼らのもの　［レベル］１　19

luutevet  ［言語］冗語、冗談語　［レベル］６　rd;/　23

luutemold  ［言語］冗語法　rd;/　23

luuks  ［名詞］歩き屋、ルークス　［人名］歩き屋アルシェ　［レベル］５　9:ri
dia:luk（歩く）/s（する）
luuks(2)  ［地名］ルークス　［言語］［文字］ディスプレイ、ポップ。書体のひとつ。
イルケアで作られたことから。　古 :人が多いが原義　［文化］　アルナ
の南、イルケアの北にある商業地方。
luukssalas  ［被服］ポロシャツ　［レベル］５　21

luukson  ［植物］フサアカシア、ギンヨウアカシア、ミモザ（俗称）　［レベル］
５　20　［文化］　ルークスによく生えている木で、ルークスを象徴す
る。日本では通常ミモザと呼ぶ。
luuko  ［俗語］［名詞］スケ、アマ、メス、女、ネタ　［類義語］min　［反意語］
lutta　［レベル］３　20:古 :luko（入り口←女性器のこと）　［語法］　mempo
ほどの俗語ではなく、daimen程度なので、男女とも日常的に使える。
むろん、丁寧な言い方ではない。相手に嫌悪感を出す際に使う。口
が悪いアルベンらは嫌悪感がなくても使う。
luukem  ［地名］ルーケム　［料理］ハヤシライス　［レベル］３　frf | rt;ルー
ケム発祥の料理であることから。　19:ridia　［文化］　ファルファニア
南西部の都市。
luukemerixtulf  ［医療］エボラ出血熱　［レベル］５　19:ridia:ルーケムで
発見された。
luuxe  ［ポジティブ］［形容詞］売れる　［類義語］golem　［反意語］kloxet　［レベル］３
　rd<luuxe.szd（宝石）<ludo.l　23　［文化］　kloxet

luus  ［代詞］彼ら、彼女ら　［レベル］１　19

luun,f  gaav
luuno,f  luni　e

luuv  ［単位］ルーヴ、電力、仕事率　［レベル］４　古 :元は luuvivi（動
く力）　［語法］　１秒間に１ルナッフのエネルギーが消費されるときの
仕事率を表わす。ワットと比較。
luuvyol  ［物理］電力消費、消費電力。電力を消費した量も表す　［レベル］
４　19
luuvet,lt  ［名詞］cuuk　［人名］ルーヴェット、紅月　<>cuuk

luuf  ［名詞］カーツィ　［レベル］３　14:制 :古 :luf｢ 軽やかな、ふわっと
した ｣が原義。　［語法］　女子が行う膝を少し曲げてすぐに戻す挨拶
の方法。自分を下へ位置させることによって敬意を表する。日本に
はないが、西洋ではスカートをつまんで少し上に上げながら膝を曲
げて偉い人に挨拶することがあるので、時代劇などではおなじみ。
アルカでも同じ行動を取る。ただ、西洋よりも頻度が高く、偉い人
以外にも行う。道端ですれ違った程度では会釈するに留まる。luuf
は女子しかしない。無言で luufしても十分それだけで礼儀正しい。
ただ、笑顔が好まれる。
luum  ［交通］ルーム。二人乗りの幅の狭い車がアルバザードで流行りう
るなら採用しよう。　［レベル］３　21:古 luu（動く）　［文化］　amo

luumi  ［代詞］こちらの方→ luapia　［レベル］１　22

luumi,f  mi　al/myu「物がない」
luumis  ［代詞］こちらの方々→ luapia　［レベル］１　22

luumin  ［代詞］こちらの方の→ luapia　［レベル］１　22

luumins  ［代詞］こちらの方々の→ luapia　［レベル］１　22

luumens  ［被服］フレアスカート、ルーメンス　［アクセント］lUumens　［レベ
ル］３　20:luf mans（花咲いたスカート（末広がっていることから））
→ luumans→ luumens（uに合わせて母音の高さを上に）　［語法］　melet
は luumensの上位概念。　［文化］　アルティス教の女性服。スカート
の一種。ルフィと同じ扱いで、女子の制服。ラーサにもレインスに
も合うので、応用が利く。傘のように広がったひだのあるスカート。
足が柄で、スカートが傘の帆に見える。また、花が咲いたようにも
見える。具体的には、日本の女子高生のスカートに近い。ただしあ
れより長く、ひざ下まで来る。そのわりにストンと下に落ちず、傘
のように広がった状態を保つ。ナディアまでは鯨骨をスカートに仕
込んでいた。革命後は制服になったことから、廊下を歩くとき他人
の邪魔にならないようにと、広がり方を抑えてある。日本の女子高
生のスカートを長くし、ほんの少しだけ横の広がりをキープした感
じの服。
luumel  ［歳時記］メルセル前夜祭、メルセルの前、メルセルイブ、ルー
メル、大晦日　［類義語］leimel　［反意語］ledia　［レベル］２　20:luna/mel

luup  ［普通動名詞］暴力、強者からの一方的な攻撃　［反意語］toen　［レベル］
３　古 :luup← luupa（かぶる）。背の大きいものがメルのような小
さいものを押さえ込むとき、手で頭を押さえこめば十分だったこと
から。その手で覆う様子が「かぶる」ように見えたため。　［文化］　
強者からの一方的な暴力はアルバザード人の嫌うところである。そ
のため、男が女を殴るのは日本と同じく良くないこととされている。
ただし、「どうせアタシら女は殴られないから調子に乗ってもいいん
だ」というような、女であることをダシにした場合は例外。　「女を
殴ってはいけない」が常識化したのはセルメルおよびナディア以降。
それ以外の時代においては、女性は強力な魔力を持っていて戦闘力
が男性並みであったため、この常識は存在しなかった。当然のごと
く男女間の決闘も行われた。
luuppio  ［生物］受動輸送　rt;/　24

luupet  ［ネガティブ］［形容詞］一方的な、ワンサイドゲームな　［レベル］４　
22:luup/te　【用例】　an sin gaato tiv luupet. こういう一方的な試合は好
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きじゃない。
luube  ［代詞］こいつ、この野郎、こんな奴、こやつ→ luapia　［レベル］１
　22
luubes  ［代詞］こいつら→ luapia　［レベル］１　22

luuben  ［代詞］こいつの→ luapia　［レベル］１　22

luubens  ［代詞］こいつらの→ luapia　［レベル］１　22

luuz,szd  left　ludzi,f

luul  ［普通動名詞］移動、機動　［動詞］yulを aに移動させる、移す、動かす、
移動する　［類義語］ov　［レベル］３　20:古 luu（動く）　［語法］　ある点か
らある点へ動くこと。
Lat,f  wel
Lu,ly  le　lu.k

Luts,fv  ain
Lun,ly  あれの　Luの属格
Luula,fv  hacn　?　赤

a
a  ［格詞］～に、～へ。与格。　［格詞］～の神に祈る。この場合、必ず a
でなく alになる。al karteのように。祈りの言葉であることから古い
用法が踏襲された。　［レベル］１　13:制 :al。新生では接頭辞 alと区別
するために短くした。　ker,f al,fv:ker al:il:te,alt　fでは kerが a（～
へ）と kor（～のほうへ）の両方を意味した。fvでは al（～へ）がで
きて kerは（～のほうへ）だけ意味するようになった。szdでは ker
と alが統合して ilができ、ilが「～へ」と「～のほうへ」の両方を
意味するようになった。　［語法］　母音で始まる単語の前では alになる。
例えば al an（私に）のように。　関係節で格詞が残存する場合も al
になる。tu et ridia l'an fitat miik al（私がリンゴをあげたのはリディ
アだ）　【用例】　fit a lu. 彼にあげて。　fit al an. 私にくれ。
a(2)  ［数学］hantの略。数式で使う。×記号に等しい。　［レベル］２　19　【用
例】　3 a 4 et 12. ３かける４は１２。
a(3)  ［化学］［接尾辞］物質を開いた状態（イオンや基）にする。開音節では n。
　［レベル］５　19:seren

a(4)  ［文末純詞］～だな、～か、～だ。短い詠嘆。　［レベル］１　f:elt;fovet
　古　a:a:a:a,alt　［語法］　a系列は自分に対して使う。e系列は聞き手に対
して使う。a系列を他人に使うのは男性的。目上に対しては失礼。同
レベルであっても仲の良い相手でないと少しぞんざいな感じがする。
　　＜ dacと a＞　a系は詠嘆の比重が高い。dac系は判断や情報提示
の比重が高い。　tiseeは情報提示性しか持たない。
a(5)  ［言語］アルカ、現アルカ　［レベル］３　21

at  ［接尾辞］過去形の動詞語尾。開音節では t　［動詞］yulだった。過去時
制の繋辞。　［レベル］１　19:恣意　【用例】　ket 行った　kut 言った　inat 
見た
at(1)  ［化学］［接頭辞］炭化水素を作る接頭辞。具体的な同族体を示す際は
atが落ちる。　19:ryuu
at, aa  ［感動詞］あっあー、アッアー　［レベル］１　古　［語法］　気付いたと
きや何か指摘するときなどに出す声。アメリカ人がよくやる「オッ
オー」みたいなあの声。
atta  ［感動詞］良かった　［レベル］１　17:制 :ridia:語源不詳
atti  ［サール］アッティ　［レベル］４　古　［文化］　海の龍。アルデスとテュ
アの次男。fretisと人型を使い分ける。
attivaan  ［軍事］海軍　［レベル］４　19:ilmus:ridia:海の龍アッティの軍
atti mete  ［人名］アッティ＝メテ　19:ilmus:ridia　［語法］　(mel 22→ 73)
カテージュ出身の男性航海士。rd時代の生き残りのため、魔法が使
えた。メル６２年、航海における船員の武装のため、ヴィルを使わ
ない火薬銃を発明。メル６５年、テージュ海から発進し世界一周を
達成。メル７０年、メティオ～ルティア～アルバザード間に貿易路
を大成。本人が魔導師で空を飛べたことと、既に rdの時代に魔導師
たちが世界地図を作っていたことで、航海はマゼランらに比べてか
なり容易に行われた。
atte  ［感動詞］がんばって、頑張って　［動詞］yulを励ます、励ます、はげ
ます、鼓舞する　［レベル］２　古 :ridia:語源不詳　【用例】　an attet la. 彼
を励ました。
atka  ［料理］シリアル　［レベル］２　13:制 :adltka（加工穀物？）　【用例】　☆ an 
tafat atka o bakm. 牛乳とシリアルを食べた：kuiを使うと bakmにかかれ
ず、xenを使うと atkaにかかれないので、taf。
atx  ［形容詞］おいしい　［類義語］lant　［反意語］yaamo　［レベル］２　14:制 :atxoi
（良い味）　【用例】　tu xipl et atx. このケーキはおいしい。
atm  ［動詞］yulを aに売る、売る、輸出する　［経済］［普通動名詞］輸出← kataa
tm　［レベル］２　14:制　wata:wata　【用例】　ans atm xiit tuus ka kacte lana xim 
gil? それ、カルテで売ってお金にしない？　an tauk leislei e haluhi 
l'at atm kit im fis. 今日発売のハルヒの画集を買った。
atmtau  ［経済］売買　［レベル］２　19

atmxiln  ［経済］売上債権　19

atmdirei  ［経済］売り気配、売気配　［レベル］６　22

atmgart  ［経済］販売費　［レベル］６　19

atmgio  ［経済］売上総利益、粗利益、粗利　［レベル］６　19

atmhoigart  ［経済］販売管理費、販管費　［レベル］６　19

atmar  ［名詞］自動販売機、自販機　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　

無人サービスを嫌うので、有人窓口の補助として置いてあるくらい
である。
atmol  ［経済］商品　［レベル］３　19

atwaayu  ［死神］アトワーユ、天門→ ordian　［レベル］４　古 :ridia:arte/
twaayuか？その場合、元はアトワーユがアルデの類と同一視されてい
たことになる。　［文化］　トワーユの門番。銀髪に白いテーベを着て
いる。長い杖を持っている。アトワーユはセレス・トワーユ・ヴェー
ユを管理する。セレスを他人に譲渡するなど未曾有のことであった
が、唯一アルデスとダルケス、ルフェルとフェルデンがそれを行っ
てしまった。これに憤慨したアトワーユはそれ以後、セレスの譲渡
を不可能にした。
ata  ［名詞］会議、集会、会談　［レベル］２　14:制 :itaから　［文化］　円卓のテー
ブルに座って行うことが多い。アルバザードの論議の形式をきちん
と守っているので、特に会社の会議だからといってふつうの論議と
異なる点はない。議長が司会をし、発表者が発表をする。プレゼン
も同じである。一通り発表が終わると質疑応答になる。それが終わ
ると議長が結論を出す。結論が決まらない場合は候補をいくつか絞
り、多数決で決定する。ただの発表会の場合は結論を出す必要がな
いので質疑応答の後、議長や発表者から簡単なまとめがある。最後
に次回の会議日程や今後の活動内容などを決め、終了する。着席や
退席の順は自由で、上下関係によって順番が決まることはない。　【用
例】　an faktat fal al ata. 集会に参加しなければならなかった。
atan  ［普通動名詞］面接、面談、相談　［普通動名詞］教育相談、二者面談、三
者面談　［動詞］yulを onについて面接する、面接する　［レベル］３　14:
制 :akt　［文化］　就職は面接で決まる。面接に至る過程は単純で、募集
が出ているところに直接赴き、面接の日取りを決めてもらう。大抵
はその場で行ってくれる。面接の内容は企業によって異なる。その
ため、履歴書は必要ない。ゆえに写真もいらない。その場で向こう
が質問し、向こうが履歴書に書き込んでいく。面接で主に聞かれる
ことはまず氏名、性別確認、生年月日、住所、経歴等である。そし
て社員かバイトのどちらを希望するかを聞かれる。その後、仕事の
説明を受ける。ここで自給や仕事内容などを全て質問しておく。次
に出勤してほしい時間を言われるので、出勤可能な時間を告げる。
これで面接は大体終了である。尚、後から顔で選ばれると不公平な
ので写真は撮らずに終える。結果は合否に関わらず告げられる。ま
た、大抵は迅速である。採用した場合、仮採用となるのが一般的で
ある。仮採用のうちに実際に仕事をやってみて、その後本採用され
るかどうか決まる。面接はわりと受かりやすい。むしろ仮採用で実
際に仕事をやらせてみて向くかどうか決めることが多い。日本の仮
採用はよっぽどヘマをしなければ大丈夫だが、アルバザードの場合、
実質こちらが本試験であることが多い。仮採用で合わないと思えば
落とされるし、自分に合わないと思えば自分から止められる。　【用例】
　fis, atan van vi on pio. 今日は運送関係で面接が３件あるんだ。
atan(2)  ［化学］アルカン　［レベル］５　19:ryuu:最も基本的な炭化水素の同
族体ということで、できるだけ短く良い音を選んだ結果、リュウは
接頭辞 atを選んだ。接尾辞 anも同様の理由。ただし、anで aが選ば
れているのは理由がある。このあとアルケン・アルキンと不飽和が
連続するが、どれも似ているのでアプラウトを用いるため。そのさい、
一重結合であるアルカンが aだと、続く二重三重については制アルカ
様のｎ対が利用できる。そのため、リュウは anにしている。　［語法］
　同族体は接頭辞 atを取って古数に挿げ替えることで作る。本来１
は fuaで２は youだが、これらは頻度が高いので fa, yoとしている。
ただし３は viにすると新生の数と同じになるので避ける。また、３
はそこまで頻度が高くない。　例えばメタンは faan、エタンは yoan、
プロパンは vioanとなる。
atantas  ［名詞］面接試験　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

atand  ［動詞］yulしていた。過去反復相の繋辞。　［接尾辞］過去反復相の
動詞語尾　［レベル］１　19

atam  ［動詞］yulがいて安心する、安心する　［レベル］２　17:制 :ridia:atta　【用
例】　non atam tyu, xion. 紫苑がいてくれてよかったわ。
atap  ［名詞］目印、浮標、タグ　［レベル］２　14:制 :apa（印）　［語法］　dolt
は広い意味。atapは doltの中に入る。付箋やタグなど、文字などを書
いて貼り付けるものを意味する。また、辞書のタグなども指す。柱
に刻む目印は atapにならない。　［文化］　本辞典のタグは［凡例］を参照
せよ。　【用例】　ev atap 目印をつける
atai  ［動物］川獺、獺、カワウソ　［レベル］５　17:制
ataez  ［名詞］会議室　［レベル］３　14:制
ati  ［名詞］程度、段階　［格詞］～の程度で　［接尾辞］～さ、～性　［類義語］
poit、ito　［レベル］２　16:seren:klel:sid:tok　［語法］　形容詞に付け、「～
さ」を作る。また、名詞に付けて「～らしさ」を作る。さらに動詞
に付けて「～性」を作る。開音節では ti。　なお、diti（多さ）は
通常 du、dadati（重さ）は通常 dud、kaiti（大きさ）は通常 tusとい
うように、極めて基本的なものには便宜上固有の単語を宛がう。　
元となる形容詞は制で aavetや oovetだったもの。hait（低い）から「高
さ」は作れない。　　21までは接尾辞としては itだったが、xinaは
xinatになるなど短すぎる弊害がこれまでに報告されていた。そんな
折 saritの itとかぶることが原因で廃止された。　【用例】　tu sil kant al 
ak ati. どこまで成長するのか。
atik  ［動詞］yulだった。過去完了相の繋辞。　［接尾辞］過去完了相の動
詞語尾　［レベル］１　19　【用例】　felka atik rig. 学校が壊れきった。　
rensatik 言い終えた
atix  ［名詞］展望、遠景　［レベル］４　13:制 :atiixt（遠くの光景）　［語法］　「今
後の展望」のような比喩的な意味はない。一望できる遠景のこと。
atis  ［エルト］アティス　［レベル］４　古 :ridia　［文化］　夜の空を司るエル
ト。若い女性の姿をしている。ルーンを助けてティアトを産ませる。
atin  ［化学］アルケン　19:ryuu



360 atekuilatil
atil  ［形容詞］［ポジティブ］［ネガティブ］近付きがたい、近寄りがたい、畏怖を
感じるような、人を拒絶するような　［反意語］ikar　［レベル］３　13:制 :ati
（遠い）。atiは itnのさらに前の語形。　【用例】　la et atil. 彼は近寄り
がたい。　na atil 近づきがたい心＝人を拒絶するようなオーラを出
している心　te in ins noan! non til na atil o titi ento xa atu tatta 
netal vinanel. 目を合わせないで！ 固まった心。一人ぼっちで諦め
て（『想像フォレスト』）
atia  ［地名］アティア海　［レベル］３　19:制：atti/aka　［文化］　アンシャルの
西にある世界第二位の大きさの海。大西洋に当たる。
atii  ［ユマナ］大西洋　［レベル］５　19

atiili  ［名詞］『幻想話集アティーリ』　［天文］白蒼の月　［経済］第一四半期
→ velkxelt　［伝統色］アティーリ、青白い：存在：＃Ｂ６ＦＦＦＦ：gil 
dia　［ユマナ］Ｄｕ　ｂｌｅｕ　ａｕ　ｃｏｅｕｒ。アルバムのひとつ。
ウィスパリングボイスを多用した曲が中心。このｂｌｅｕはむろん at
iiliの蒼から来ているが、フランス語にはａｖｏｉｒ　ｄｕ　ｂｌ
ｅｕ　ａｕ　ｃｏｅｕｒで「物憂げな」や「物悲しい」という意味
の成句があり、色とともにアルバムの曲調を示している。なお、ｏ
ｅは本来合字。　［人名］アティーリ。使徒らによるリディアの愛称。
自分では使わないし、どちらかというとそう呼ばれることに不快感
を示す。かといって別に悪口ではない。意味は ｢リディア ｣の名と
同じ。それぞれリ ･ディ ･アの音が古アルカでア ･ティ ･リに対応
している。また、対応語は片方が長音を含むという規則からアクセ
ント音節が長音化して、アティーリとなったにすぎない。どの使徒
が付けたかは不明だが、恐らくクリスやオヴィではないだろうかと
思われている。　［レベル］３　古 :上記から分かるだろうが、もとはリ
ディアのアナグラムとしての人名が最初の用法。その後、神話の名
前になった。人名をそのまま用いるというのは、rd時代を以前はリ
ディアと読んでいたのと同じセンス。　［文化］　アルティス教の神話
群のこと。ヴァステ、rdのような戦史風のもの、フィアル、アルテ
ムのような物語風のものがある。制まではアティーリという名の本
があったが、イルムスと区別するため、新生ではアティーリという
本が単体であるのではなく、rdなどの神話小説をまとめたシリーズ
のことを指すようになった。
atien  ［接続詞］ati。～の程度の。　［レベル］３　20:melidia xier

ato  ［経済］商標、トレードマーク、ブランド、レーベル（レコード、ＣＤ、
ＤＶＤなどの音楽・映像ソフトにおいて、分野・市場別に設けられ
たブランド。または出版物のレーベル）　［レベル］３　14:制 :atoapa(商品
のマーク )　【用例】　leix ato 商標登録する
atok  ［生物］唇の上、口の上、鼻の下　［反意語］asid　［レベル］２　20:al/toa/
kuo（口でも鼻でもなく（その間））
aton  ［化学］アルキン　19:ryuu

atom  ［言語］フォント、書体　［レベル］５　20:atoe/hac　参考　haco:16:制 :h
ac。hac,hacmと来ているので、hacoだと紛らわしいため。　［語法］　・セッ
トとウェイト　　セット（字幅）は dud。ウェイトは vian。　訳語
が言語によって異なるので注意。　　日：英：幻　　太い：ｂｏｌｄ，
ｂｌａｃｋ：vien　細い：ｌｉｇｈｔ：ivn　　広い：ｆａｔ，ｂ
ｒｏａｄ：jax　狭い：ｌｅａｎ：lixa　　・セット　　９種。　　エ
クストラコンデンス：yumeli　コンデンス：lixa　リーン：silf　ナ
ロー：hanot　スタンダード：leim　ワイド：maite　ファット：pofte
　ブロード：wolt　エキスパンド：jax　　・ウェイト　　７種。　
　シン：yunfi　ライト：pikotte　レギュラー：ivn　ミディアム：
skol　ボールド：vien　ブラック：kanvi　ヘビー：alvi　　・スラン
ト　　ローマン、立体、正体、正字体：xtam　オブリーク：sank。ロー
マンを右に傾けたもの。　レフティ：mep。ローマンを左に傾けたもの。
　イタリック：niks。ローマンとは別途のデザインで傾けたもの。　　・
書体　　幻京：arnant　夕月：anjuren　　サンセリフ：santanj　スク
リプト：savante　ブラックレター：anje　セリフ：olivia　　オールド・
フェイス：menkel　　トランジショナル：xionxian　　モダン・フェ
イス：valgarma　　スラブ：jureiv　　・語順　　幻：tina arnant san
tanj skol leim xtam　日：幼女書体 幻京書体 サンセリフ ミディアム 
スタンダード ローマン　日：書体名 フォント名 ウェイト セット 
スラント　――の順で並ぶ。　　［文化］　→ hac　rdでセレンが増や
し、また体系付けた。書体そのものはアルテムでマレアがいくつか
古アルカのものを作っているが、字類、字種などといった体系はなく、
書体という概念もなかった。単に字の書き方のバリエーションでし
かなかった。　セレンは重力活版と金属活版の時代に生きたが、フォ
ントの雛形を最初重力活版で行ったため、このような名前になった。
　　＜地球での歴史＞　　９０年代にリュウが外字として幼字を作
成。現在から見れば非常にクオリティの低いデザインであった。　
０１年にフゥシカが制アルカプロトタイプ用のいわゆる心電図文字
を作成。　０２年ごろにセレンが tiphacや dienを作成。tiphacは
印刷用で、「雑字」という意味。dienは画面表示用で、「ギザギザの
ない」という意味。当時はフォントにビットマップが付いていなかっ
たため、tiphacのような曲線の多い字を小さい級数で画面に表示さ
せるとガタガタした。そこで直線的な dienを作り、画面表示用と
した。　０３～０５年はセレンがデザインをしつつ、恋人（後の妻）
がレタリングをし、弟がフォントを作成するという体制ができあがっ
ていた。ビットマップ付きの明朝体の半角カナを潰して幻字を幻字
順に入れた明朝 taphacが作られた。taphacは「正確な字」という意味。
表意幻字（幼児）もこの間に作られた。　０７年ごろからネットユー
ザーによるフォントが急速に増えだした。　０８年ごろに新生アル
カができると、明朝 taphacは半角カナでなくアルファベット部分を
潰した文字になった。　　１０年に幻京書体が生まれ、今までのす
べてのフォントが公的地位から退けられた。　１０年にセレンは ti
na(kardinal)と lantiaを作成。セレンにはデザインのセンスがなかった
ため、完全にゼロの状態から図形の組み合わせだけで作成した。字
形や字の大きさや位置などはすべて計算しつくされてできている。
　このころから明朝系のような日本語混じりのフォントは使わない
ようになり、欧文フォントとしてフォントを作成するようになった。

ひとつ目の理由は、フォントを文書表示用でなくＰｈｏｔｏｓｈｏ
ｐなどでの画像処理用に用いる機会が多くなったため、容量の軽い
欧文フォントが選ばれたということ。もうひとつの理由は次のとお
り。当時使っていた辞書ツールのＰＤＩＣ　Ｕｎｉｃｏｄｅにおい
て、表示用フォントに kardinalを指定した場合、アルファベット部分
だけが幻字になり、和文については化けずに表示されることが発覚
したため。これにより、わざわざ日本語文字混じりの重い明朝系フォ
ントをユーザーにＤＬさせる必要もなくなった。　１１年にユーザー
の協力を得て基本書体である fledilansが出来上がる。
ator  ［動詞］yulしていたところだ。過去経過相の繋辞。　［接尾辞］過去
経過相の動詞語尾　［レベル］１　20　【用例】　rensator 話していた
atolas  ［地学］［天文］アトラス、幻天　［形容詞］地球規模の、国際的な、インター
ナショナルな　［組み数字］３/９　［レベル］２　f　古 :星そのもの。海（a）
と森（to）を人（la）が砂（s）に変えてしまったの意。　［文化］　カル
ディアにおける地球に相当する惑星。　異世界カルディアは現実世
界の yumanaと双子宇宙の関係にあるため、アトラスと地球は酷似し
ている。　　・外観　　宇宙規模で見るとアトラスの環境は地球と
同じである。　アトラスは太陽系の惑星である。衛星は月が一つある。
　大きさは地球と同じである。アトラスは地球同様、酸素や水に富み、
生物が存在する。基本的には地球と同じである。　　・内観　　ア
トラスの内観は地球と違う。大陸の形や位置が異なる。しかし、太
平洋に当たる大きな海洋があることや、北半球に大陸が集中してい
る点は同じである。　大陸は６つある。アルカット・ファベル・ケ
ヴェア・レイヴァ・サヴィア・アデントである。これらはそれぞれ
地球で当てはめるとユーラシア大陸・アフリカ大陸・南アメリカ大陸・
南極大陸・北アメリカ大陸・オーストラリア大陸に当たる。とはい
え、アルカットとユーラシア大陸の位置が同じというわけではない。
およそ似たようなところに位置するという意味である。　アルカッ
トは最大の大陸で、更に東と西に分かれる。順にインサールとアン
シャルである。尚、世界最大の国家アルバザードはアンシャルにあ
る。　　・世界地図　　以下の面積関係の話を理解するために fiak
を参照すること。　　・面積　　モルワイデ図法を利用して海洋面
積と陸地面積を算出し、面積比も算出した。　　表面積：509949000 
km^2　海洋面積：365808613.385643 km^2　陸地面積：144140387 km^2　面
積比：0.717343525（海）:0.282656475（陸）　　・陸と海の面積比　　
上記のとおり、地球と同じく海と陸の比率が約 7:3である。地球より
1%ほど海洋面積が広い。　leivaは南極よりだいぶ小さく、ほとんど
の大陸も地球の大陸より少しずつ狭い。　しかし地球に比べて巨大
な島が多いため、結果的に陸と海の面積比はほぼ同じである。　　
陸と海の面積比が 7:3であるのは人間型の生物が生きる上で必然の設
定である。　もし陸と海の面積比が反対の 3:7であれば、その星の気
候は人間型の生物の住めるものではなくなってしまう。　　・各国
の面積や各大陸の面積　　alkatや arbazardなど、それぞれの固有名詞
を参照すること。　【成句】　［婉曲］luna atolas 生まれる、産声を上げる、
生を享ける　［婉曲］leev atolas 死ぬ、この世を去る
atolastimmem  ［地学］大圏→ timmem　20:アトラスの大円
atolastulf  ［地学］地熱　［レベル］５　vl;/　23

atolaskaxu  ［政治］［法律］国際法　［レベル］６　19

atolasxalt  ［天文］天動説　［レベル］４　19:ridia:地動説と逆に考えないよう
注意　［文化］　→ faalxalt

atolasxezo  ［天文］地軸　［レベル］４　21

atolaslameer  ［歴史］幻天創世記　［レベル］５　tm;/　23

atolantis  ［名詞］文明　［レベル］３　22:atolas/antis　［語法］　元は神や悪魔と
対比した上での「ユーマの一族の文化」という意味だったが、やが
て未開地に対する進んだ思想や技術や文化の意味に変化していった。
　【用例】　til atolantis lie 偉大な文明を有する
atolis  ［ユマナ］地球　［レベル］３　制
atoi  ［経済］コンビニ、コンビニエンスストア　［レベル］２　古 :sorn:ridia:
アルシェでは jantoi, dentoi（コンビニ）で、｢終わらない ｣が原義。
ソーンでは atoi。ソーンを採用した。　［文化］　日本よりは数が少ない。
atoe  ［物理］重力、引力、万有引力　［魔法］アトエ。重力を操る時魔法。
だが rdでは終盤でリディアも使ったため、黒魔法に近いといえる。
リディアは重力を逆さにして、敵の飛空挺が街に落ちるのを防いだ。
また、重力を球状にして、敵を球の中に入れることで封じ、押しつ
ぶして殺す効果がある。　［類義語］letvian　［レベル］３　定 :atolas

atoetaxemati  ［物理］重力加速度　［レベル］５　19

atoeyol  ［物理］スイングバイ　19:「重力を利用して」
atoel  ［地学］クンツァイト　［レベル］６　19:atoe。rd以前の発見なので、
リチウムからは造語しない。　［文化］　重力を操る魔石。ミュシャク
から地下の国ガーヴィへ行くときにメルが使用した。
atoela  ［企業］アトエラ　［アクセント］atoelA　21　［文化］　凸版印刷に相当する
企業。
atoeov  ［物理］自由落下運動　［レベル］５　19

ate  ［名詞］店　［レベル］２　rd;atuka （売買場所）　15:制 :atuka （売買場所）
　［文化］　スーパーでもゲーム店でも本屋でも同じだが、代価を払っ
て物を得る販売店は全て日本と変わらない様式である。店に入って
カートを持つ。店を歩いてほしいものをカートに入れる。店の会計
か外の中央会計を使ってアンセか現金で支払う。という流れである。
　使ったカートは貯め場に置いておく。カートは会計近くにためて
おく。店員が後からまとめて元に戻す。自分で買い物籠を持参する。
ビニール袋は有料。
atekuil  ［料理］外食　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　外食自体あま
りしない。自分で作る方が安上がりで栄養価も高いからである。外
食は味を追及するため、栄養のバランスが偏る。だからあまり外食
はしない。ただし、夕食は外食率が高い。　【用例】　kui tant ra 外食す
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る：atekuilを使わない。
ates  ［動詞］yulだった。過去継続相の繋辞。　［接尾辞］過去継続相の動
詞語尾　［レベル］１　21

ates(2)  ［経済］小売、小売り、こうり　rd;ate/so　23

atesvent  ［経済］小売業　［レベル］４　rd;/　23

aten  ［生物］アテン、幻躰、げんたい　［反意語］etan　［レベル］４　19:arte/
ern　lantis:　［語法］　超ドメインの１つ。神話系の存在の総称と捉え
ても良い。　atenに含まれるのは、arte, elt, saal, sart, ert, saar, arxa, 
arde, teems, deem, adel, delfia, yuuma, ern e yuumaである。　これ
らの中には科、属、種が含まれている。今あげたものは種とは限ら
ない。　atenは超ドメイン (amat)の一種であるが、その下は一気に科
まで降りていく。門などはない。つまり、amatの下は ernである。　
「ユーマの一族」のことを ern e yuumaと言っているが、それを見て
分かる通り、ernは科を示す。　amat（超ドメイン）:arte　ern（科）:sart
（神科）, lins（悪魔科）, selest（魂科）, lan（ユーマの一族）, mirok（lan
以外）　tats（属）：ert（白幻神属）, saar（黒幻神属）, deem（悪魔属）, 
adel(こけら属 ), avelant（死神属）, lantats（ユーマの一族）　xite（種）：
elt, saal, tikno, ardes～ , teems, acma, meltia～ , kaila, daizailai, vemi～ , 
sae, lanvem, xiki～ , seren, ridia～　なお、亜魔族のようなものは
亜種ないし変種となる。　　aten 神話系存在の超ドメイン 　├ mir
ok 非霊科 　│├ lans 天使 　││├ sart 神科 　│││├ ert 白幻
神属 (elt エルト神、karzas カルザス、konoote コノーテ、lfer ルフェ
ルなど ) 　│││└ saar 黒幻神属 (saal tikno ティクノ、poen ポエン、
ardes アルデスなど ) 　││└ selest 魂科 　││○├─ luno ルノ 
　││○├─ atwaayu アトワーユ 　││○└ avelant 死神属 　││○
○├ yulan 誘燈種 　││○○├ diaset 夢喰種 　││○○└ diasomt 
夢織種 　│└ lins 悪魔科 　│○├ deem 悪魔属 　│○└ adel こ
けら属 　└ lan 霊人科、ユーマの一族 　○└ lantats 霊人属 　○○
└ lanxite 霊人種 　　　　etan アルテ派生でない生物の超ドメイン。
一般的な動物、植物、菌、古生物。 
atena  ［植物］ナナカマド、七竈　［レベル］５　rd;秋に赤い実をつける。
altでは atenahadaだが、アルカでは短縮されて秋を意味する atenaで表
すようになった。　22
atena,alt  alis
atenahada,alt  atena
atev  ［物理］電流　［名詞］一般的な意味での電力　［レベル］４　古 :atev← altev

atevega  ［名詞］外弁慶、店弁慶、モンスターカスタマー　rd;/　23　［語法］
　vega
atefont  ［経済］商店街　［レベル］３　rd;/　23

ateloit  ［経済］店舗　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

ateaxo  ［娯楽］店屋ごっこ、お店屋さんごっこ　［レベル］２　rd;/　23

ateems  ［天文］［単位］天文単位　vl　22:a teems（テームスまで）　［文化］　ア
トラスと太陽の平均距離のこと。テームスの住処が太陽であること
から。
atu  ［名詞］ここ、この場所、そこ、その場所、その場、この場　［副詞］
ここで、ここに。ka tu、a ka tuの略（＝ここで）。el不要、ka不要。　［化学］
オルト　［類義語］flej、beke　［反意語］lyu　［レベル］１　古 :近い　beke
,f baoke,fv:latu:flej:koka,alt　［語法］　ka tuの略として使うときは kaを余
計に入れないように注意。ka totoは atuになるので、inat la ka felkaは
inat la atuになる。要するに kaや aを取ること。lyuでも同様。　　＜
好感形と悪感形＞　　０：＋：－　atu:flej:beke　lyu:laaf:okel　　atu
（ここ）の好感形を flej（こちら）、悪感形を beke（こんなところ）
という。　lyu（あそこ）の好感形を laaf（あちら）、悪感形を okel（あ
んなところ）という。　三人称の好感形・悪感形と合わせて覚えて
おくと良い。　　sant fians nan flej, ret（こちらにおかけください
ませ）　arte, xino noan setat yu leebe vas okel!（あぁ、私の可愛い
息子が戦争なんかであんなところで死んでしまうなんて！）　　【成句】
　frem atu ここらへん、ここら辺、ここいら。atu viaは文法的には
正しいが言わない。　【用例】　la mi atu. 彼はここにいません。　te art 
atu. atu et nalt. ここで魔法を撃たないで。お城の中だから。
atu,frf  frem
atuj  ［言語］敬具　［レベル］４　21:atu/ji（手紙を「ここまでで終わり」と
指の代わりに示すための言葉）
ak  ［文頭純詞］どうやって、どのように、どのくらい。方法や程度を尋ね
る副詞で、主に文頭に来る。　［代詞］どのような、どんな　［感動詞］ak?
単体で、「どうだ？」「どう思う？」などの意味。　［レベル］１　sert;lu
mim?　14:制　moko:moko　［語法］　指示詞の場合は前置すること。toの
仲間と考える。ak zal?（どんな風にヘンなの？）、ak fil（どのくらい
長いの？）のように。akは様態の yun、量の du、程度の atiなどを問
うことができる。　【成句】　t et ak? tはいかがですか、tはどうですか。
勧誘に相当。tは主に名詞。　ak? どうだ？、どうですか？　du ak ど
のくらい（の間）　【用例】　fol{du} ak el yol sen tu sei. どれくらいの
間使えるだろうか＝どれくらい持つだろうか。
ak(2)  ［言語］制アルカ、遠アルカ　［レベル］４　21

akt  ［動詞］yulと会う、会う、謁見する　［生物］受精　［レベル］２　sert　14:制 :
古 :ite（見る関係）　ite:ite:ite:mayulu,alt　［語法］　会議は ata。会合は
ita。デートは ite。単に会う場合および左記すべてを広く指すのが
akt。　【成句】　akt ilia 一期一会　【用例】　tea an en ket atu, son an en akt 
la. そこに行ってなかっらたわたしは彼に会えなかったろう。　la kut 
tu lex la akt siia an. 彼は私に一度会ったことがあると言った。　an 
jinsat vil om nos akt ax la. 彼にいつ会えばよいか分からなかった。　
an ail akt ke hacn im cuuks. 私は時々夕方に友達に会いに行く。　elt 
mok nos, lana akt saal vadel.　saal mok nos, lana akt elt ka dia.　エルトは眠る。
早くサールに逢うために。　サールは眠る。夢でエルトに逢うために。
　(rens 726) 一年に一度の逢瀬に対する男女の考え方の違いを描い

ている。文字数が上下段で一致している。なお、表現技法は対句。
aktnasa  ［生物］受精卵　［レベル］５　19

akta  ［名詞］名声、名誉、栄誉　［レベル］３　14:制 :恣意　【用例】　taf{xim} 
akta 名声を得る
aktaka  ［人名］アクタカ　［レベル］５　古　［文化］　rdでアルシェの使徒をた
ぶらかした悪人。その存在は不明なところが多いが、悪魔族でも神
族でもないようす。アッカイを復活させ、アッカイに殺された。　
小説版アンクノットでは２人の男とされ、海底の巨人を復活させた。
aktima  ［地名］アクティマ海、アクティマ湾、アクティマ　［アクセント］akti
mA　［レベル］５　cv;atti/main。海の竜アッティの身体のように見えた
ことから。　23　［文化］　sereria　セレリア海のこと。
akkai  ［死神］アッカイ　［レベル］４　古 :海（ア）の巨人（カイ）　［文化］　
テージュ海に埋もれていた巨人。アクタカが目覚めさせ、復活させた。
クリスタルのヴィードから生まれた生き物。エルトやサールの血脈
ではないため、ルノなどと同じ魂科になる。死神のようなことはし
ていないので、死神族ではない。しかし単体なので、別の族名を作
らない。　アズゲルの時代に、シフェルの民が惑星のクリスタルの
力を利用せんとした。しかし魔導師の彼らは宇宙空間に滞在はでき
ても、惑星間の長距離を短時間で移動できない。そこでまず月に行き、
クリスタルを手に入れ、それを原動力として動く魔導船シェルター
ジュを作った。しかし失敗し、ルティア付近の海に沈没。　クリス
タルが落下した衝撃で力を開放し、akkaiが生まれる。周辺のシフェル
らに大打撃を与える。アッカイは世界の海を渡ったが、やがてテー
ジュ海で封印される。　後に rdでアクタカがアッカイの封印が解く。
それをアシェットが倒したことで、アッカイのヴィードがクリスタ
ルに戻る。その結果、シェルタージュの封印も解ける。アシェット
はシェルタージュを利用し、惑星間を高速移動した。
akkontxo  ［幼児］［感動詞］よっこいちょ　［アクセント］akkontxO　［レベル］２　古 :r
eiyu t'arxe(az lilia ovaen mel?)
akkonxo  ［感動詞］よいしょ　［アクセント］akkonxO　［レベル］２　古　［語法］　何拍
で動作を終えるかでいくつかに分かれる。axxoは二拍。akkonxoは三拍。
aokkonxoは aで一回切れる発音で、四拍。いずれにせよ動作の起動で
力を入れるため aという息の吐きやすい音を使っている。動作の途中
は最初と違って爆発的な力でなく持続的な力が必要となるので力を
出しやすい奥に篭った腹にたまりやすい kや oの音を使っている。最
後は動作を終えて力を抜くが、この段階では息が奥歯の側面にぶつ
かりながら抜けていく。口が疲れて半開きなので摩擦音になりやす
い。先ほどまで奥のほうで長音していたため、ひきづられて sでなく
xになる。こう考えるとかけごえにもなぜそういうかという理由が見
えてくる。全く適当な音で構成されているわけでもない。逆にそれ
でなければだめだというほどでもない。これ以外にもかけごえはあ
りえただろう。だがだからといってなんでもいいわけではなく、多
かれ少なかれこれと似た語形ではあったろう。人間の発声器官はど
の国でも同じなのでこれと似たようなかけごえは他にもあるだろう。
たとえば日本語のどっこいしょも多少似ているといえる。
akxo  ［料理］シーフード、海の幸、海産物　［レベル］３　16:制 :akaxon（海
の食べ物）　［文化］　カテージュで盛んだが、そもそもアルバザード自
体漁業が盛んでないので、規模は日本の足元にも及ばない。　北方
からも輸入しているため、食べる内容は日本とあまり変わらない。
海藻や蛸も食べるし、若布、海苔、昆布、鮭、鮪なども食べる。鯨
もシーフード。
aks  ［建築］床、フローリング　［建築］フロア、階　［反意語］siaj　［レベル］２
　19:制 ako（地面）から新アルカの時代に作った。　［文化］　日本と同
じで地上階を１階と数える。欧米式ではない。　【用例】　ke aks hal 上
の階に行く
akskorx  ［運動］背筋、バックエクステンション、バック・エクステンショ
ン、エビぞり、エビ反り、海老反り　［レベル］４　rd;/「床で仰け反る」
　23
aksslot  ［数学］底角　［レベル］４　20　【用例】　aksslot t'iwakas et kok a xok. 二等
辺三角形の底角は互いに等しい。
akssia  ［音楽］フロアタム　［レベル］６　21

aksfoxt  ［俗語］床オナ　rd;/　24

aksrok  ［運動］腕立て伏せ、腕立て、プッシュアップ　［レベル］４　19:床
を押す　【用例】　el aksrok ax kon 14 jin tat ko ol til lax jam vien. 胸を
つけたいなら、毎回１４秒かけて腕立てしな。
akszol  ［音楽］コントラバス　［レベル］４　21:エンドピンで床に立てる
aksom  ［名詞］ノウハウ　［レベル］４　rd;ak/so/om「どのようにするかの方法」
　24
akn  ［哲学］思想、主義、イデオロギー、イズム、発想　［レベル］３　制 :
ｎ対のままでも意味が iknと誤解しえないため、ｎ対を解体しない
aknan  ［名詞］主義者　［レベル］４　rd;/　24

akm  ［化学］石油　［レベル］３　13:制 :akiems（大地の油）　【用例】　akm or 
yolx. 石油が枯渇しつつある。　fit{ev} akm 給油する
akmteap  ［化学］［医療］ワセリン、バセリン、ヴァセリン　rt;/「石油軟膏」
　23　［語法］　石油を分留して得られる複数種のアルカンからなる軟膏
基剤のこと。　［文化］　rt末から vl前期にかけて大量に使用されてい
た石油の廃棄物や重油の廃棄物を有効活用をする為に研究によって
開発されてきた。
akmkad  ［地球の国名］クウェート　［レベル］６　19:石油の国。湾岸危機のこ
ろのイメージから
akmgart  ［環境］原油価格、石油価格　［レベル］６　19

akmcajik  ［環境］石油危機、オイルショック　［レベル］６　19　［文化］　ヴェ
レイで起こったため、革命で石油の使用が制限された。
akmzomp  ［環境］石油資源　19



362 axtzepakma
akma  ［名詞］ディーゼル　［レベル］５　16:制 :akm

akmab  ［化学］原油　［レベル］４　19　【用例】　akmab em falti dotel. 原油が高
騰する。
akre  ［電算］プログラム、コンピュータプログラム　［電算］ソフトウェア、
ソフト→ enti　［レベル］３　rd:ryuu;ankr　19:古 :ankr（リュウの作っ
たプログラム）　【用例】　lad{axt} akre プログラムを組む
akl  ［名詞］跡、痕跡、爪痕、爪跡　［数学］軌跡　［類義語］kefon　［レベル］２
　14:制 :古 :byakkal（遺跡）　【用例】　akl le ket evat{ladat} xa atu, son ket 
xa frem atu. ネコが通った跡があるから、この辺にいるはずだ。　an 
tilik akl e las man tilat ketins mesa eves zid a wav kont dalmes tu kon 
nast. 肘をついてうたた寝してたら、手の跡がついた：日本語は「肘
をつく」でポーズが説明できるが、アルカではできないので詳しく
言う必要がある。
aklkei  ［動詞］yulを追尾する、追尾する、追跡する　［普通動名詞］追尾、
追跡　［レベル］４　23:18に踏襲の意味で tijができたが新生化にともな
い tijが消えた。21年に aklkeiで踏襲の意味ができた。23に tijvetを
検索したとき、tijがないことに気付き、tijに踏襲の意味を与えた。
このときユーザーから aklkeiは追尾として使ったどうかという提案を
受け、これを受け入れた。
aklvet  ［言語］痕跡語、混成語の仲間、混成、かばん語　［類義語］anklet　［レ
ベル］５　16:制　［語法］　→ anklet　meltの語源は imel/teezeであるが、
imelteezeは長いので一部を削って meltにした。meltには imelteeze
の痕跡があり、痕跡でできているともいえる。こういった、合成語
だったが短くするために痕跡を残して単純語になったものを痕跡語
という。アルカには痕跡語が多く、よく使う複合語は積極的に痕跡
語になる性質があり、結果的に文全体の長さが短くなる現象が起こ
る。これは聞き漏らしに弱いので、口語では多少不便なことがある。
聞き漏らしを防ぐためにしばしばＣＶＣＣの音節を２つの短音節に
区切ることがあり、ＣＶＣＶＣなどとして、シュワーのＶを挿入す
ることがある。この現象は後期制ごろから始まったものである。中
期までの音声を聞くと英語のように音が早く、子音部が詰まって聞
こえることが多い。新生では短音節を好む傾向が強くなり、特にア
クセントが完全自由化した 19年末ごろには顕著になってきた。従っ
て、痕跡語はしばしばＣＶＣＣの語形を持つものの、実質２音節の
ように話されることが多い。　　この長所は語形がドイツ語のよう
に長大にならず、言語の運用が楽な点である。複合語は長いし、そ
のまま組み合わせるとたいてい発音しにくい。アンクレットは発音
しにくいものは自然と排他されてきた。　短いほうがいいが、同時
に短すぎても言い間違いで困るため、適度な長さがあったほうがい
い。そして発音しやすいほうがいい。そういう観点でアンクレット
はできている。　一方、難点は覚えるのが難しい点である。しかし
すべての概念が単純語というわけでもないから、ネイティブとして
生まれればこの点はなんら問題がない範囲である。
akldilfai  ［医療］有痕灸　rd;/　24

aklim  ［歳時記］穀雨　［名詞］６時　［組み数字］６／２４　［レベル］３　20:→ anx
ian　［文化］　anxian

aklet  ［名詞］アクレット　［レベル］３　20:alk/te　［文化］　freint

akleim  ［植物］菜の花、なのはな、油菜、あぶらな、アブラナ　［レベル］
４　lsl;klain　20:kmiir
aka,alt  tier　a（kaluaの aで海の音象徴）/ka（場所）
akas  ［植物］昆布　［生物］小胞体　［レベル］３　17:制 :akor（海藻）　［文化］　
カテージュで取れ、国内で使用される。　【用例】　xim wak kon{it} akas 
昆布で出汁をとる
akan  ［形容詞］本命の　［名詞］本命、志望校　［反意語］altal　［レベル］４　rd;al
ka/lana「最大の狙い」　23
akal  ［料理］ケイパー　16:古 :akalpe

akala  ［料理］のり、ノリ、海苔　［レベル］３　alt;aka/lan「海の緑」　22　［文化］
　＜現実＞　セレンは胃が弱くリディアは胃腸が丈夫だが、リディ
アがあるとき「海苔を食べるとお腹を壊すので嫌だ」と述べた。胃
の弱いはずのセレンは海苔が平気である。　この原因がなぜか分か
らなかったが、調べてみたところ民族によって遺伝的に消化しやす
いしにくいというのがあるそうで、基本北欧人のリディアの腸では
牛乳は上手く消化できても海苔はできないようだということが分
かった。　＜アトラス＞　smで altが持ち込んだ。rdでリディアが腹
を壊したことで害のある食べ物として忌避された。不思議とセレン
は平気で、これをもってリーザはセレンが alt人の血を引いているの
ではないかと更に強く疑った。　元来アルバザード人には海苔を消
化する能力がないため、あまり食べない。ただし凪食の場合、おに
ぎりなどに巻いて少量食べることはある。　味付けは日本風ではな
く韓国風に近い。すなわち薄くて油っぽく、香ばしい。
akit  ［運動］コート、運動場　［レベル］４　14:制 :aki（陸）　【用例】　ans yol 
vil akit e diiagek man atu tur lika. テニスコートが混んでいて使え
ない。
akik  ［地学］山崩れ　［レベル］４　14:制 :aki（陸）　［文化］　akik em sod. 山崩
れが起きる。
akis  ［名詞］土地、敷地　［レベル］３　14:制 :aki（陸）　【用例】　gart t'akis em 
kork. 土地の値段が下がる。
akisgart  ［経済］地価　［レベル］５　22

akisrefem  ［建築］整地　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

akil  ［地学］地殻　［レベル］５　16:制 :aki

akilafakdirei  ［地学］モホロビチッチ不連続面、モホ不連続面、モホ面、
モホロビッチ不連続面　vl;/「地殻とマントルの境界」　23
ako  ［地学］地面、陸地、陸、大地、地、地上　［名詞］下、道路：日本語
ではエレベーターで下に降りるというが、地面に降りるとは言わな
い。逆にアルカだとこの場合の「下」は akoという。　［反意語］jan　［レ

ベル］２　14:制 :制では aki（海に対する陸）、ako（地面）と別れていたが、
ｎ対でなくなったので、ｓの意味的な対も不要になった。　kal, kalmo:k
almo　【用例】　ke ako kon xtarez. エレベータで下に下りる。
akot  ［動詞］yul（お茶など）を i（葉っぱなど）から a（容器など）に
fiina（飲む人など）のために抽出する、抽出する、お茶を入れる、
淹れる　［化学］抽出　［レベル］３　19:melidia axte:al/koit（逆吸収）teel
にすると排出なので、alをつけた。　【用例】　akot etek fiina amir だ
んなにお茶をいれる
akoteeze  ［気象］陸風　［レベル］６　rd;/　23

akos  ［動詞］yulに踏ん張る、yulを踏ん張る、踏ん張る、踏みしめる、
踏みしめる、踏む、ふんばる　［レベル］３　22:ako/so「大地をする」　【用例】
　akos ako vienel しっかりと大地に踏ん張る
akosvim  ［生物］ヒラメ筋　［レベル］５　24<22:踏ん張るときなどに使うこ
とから
akosaks  ［魔法］地行　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

akosais  ［地学］地溝　［レベル］６　19

akon  ［地学］土壌　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt:ako/tuuno　［語法］　地球表
面の柔らかい層のこと。岩石や泥炭や火山灰などが母材になってい
る。　tuuno（レゴリス）は akonと akonabからなる。akonは olmaakon,g
imakon,danakonからなる。　土壌の名称は地球では一致をみない。そ
の国の農業事情を反映して細分化が決定されるからである。アトラ
スではアルバザードの分類が統一名である。
akonab  ［地学］［植物］母材　19:ridia　［語法］　土壌Ｂ層の下の層。岩石が
土になる過程にある部分。
akovas  ［軍事］地上戦、陸戦　［レベル］５　22

akovern  ［地学］土砂崩れ、土砂災害、土石流、地すべり、がけ崩れ　［レ
ベル］４　rd;/「地面崩壊」　23

akom  ［名詞］水平　［類義語］hix　［反意語］jint　［レベル］４　rd;a（古で海の
音象徴）/kor（方向）.l　24
akomkorkim  ［生物］水平伸展　rd;/　24

akomfink  ［生物］水平面　rd;/　24

akomrotkim  ［生物］水平屈曲　rd;/　24

akogana  ［軍事］領土　［レベル］４　19　【用例】　akogana han 広大な領土
akor  ［植物］海藻　［レベル］３　制
akolom  ［普通動名詞］土下座　［動詞］yulに土下座させる、土下座する　［レベ
ル］４　22

akoleps  ［名詞］土葬　［動詞］yulを土葬する、土葬する　rd;/　24

ake  ［名詞］潮、潮汐　［音楽］ボサノヴァ。潮の満ち干のように一定の波
打つ感じを持って、しかもゆったりとした穏やかさを持った曲。　［レ
ベル］３　rd;aka,alt/ke　13:制 :akake（海が行く）　kaluak:kaluak　［語法］　akeと
tikeはどちらも潮だが別物。akeは潮汐で、tikeは海流。
akevian  ［地学］潮力、潮汐力、起潮力　［レベル］６　rd;/　24

akemi,alt  xelt　mi esk min, istol xelt. akemI on caf

aku  ［俗語］yulを食う　［類義語］kui　［レベル］２　21:a kuo

akua  ［生物］両生網　［名詞］両生類　［レベル］３　16:制 :aku/kam　［文化］　アル
バザード人は生物分類に疎いので、両生類も虫と呼ぶことがある。
akua(2)  ［植物］semaim　［組み数字］２/９　［レベル］４　szl;akuoria アクオリ
ア経由でインサールから流入したため　21
akuaklel  ［娯楽］アクアクレール　21:紫陽花の書　［文化］　『ファイヤーエ
ムブレム』『ファイヤーエンブレム』『ファイアーエムブレム』『ファ
イアーエンブレム』に相当するゲーム。
akuoria  ［アトラスの国家］アクオリア　［レベル］５　19:ridia:水の口　［文化］　
面積：467807.849366 km^2
ax  ［感動詞］［形容詞］はい、正しい、良い　［感動詞］マル、丸、正解　［感動
詞］ぜひ、ぜひぜひ、是非、是非是非。二回立て続けに促すように早
く言うとこのニュアンスになる。　［法副詞］～すべき、～したほうが
よい。同じ「べき」でも、haoは「して当然」というニュアンス。fal
は義務があるというニュアンス。axは「したほうがいいかな」程度の
ニュアンスで、柔らかい。→ fal　［レベル］１　f;e　赤 :ax（はい、正しい）
　［語法］　fal　動詞の過去形とともに使うと sot axの形で「～すべきだっ
た」の意味だが、たいてい「～すべきだったのに（しなかった）」の
意味で使う。すべきだったという判断の基準点はこの場合現在にあ
る。判断を過去に持っていく場合、すなわち「今すべきだとあのと
き思った」というような場合は、nat so axのようになる。例えば「あ
のころ私は若かったので、今彼女と結婚すべきと思った」という場合、
判断は過去にある。訳すと "an nat nos mals ax la. an nat soa man an et 
lif im lemel"となる。　【用例】　ax rsiila, teo rsiila! Ｙｅｓ，ｓｉｒ
　Ｎｏ，ｓｉｒ！イェッサー、イェスサー、ノーサー
axt  ［動詞］yulを aに書く、書く、板書する、記す　［動詞］yulを aに打つ、
打つ、書き込む、タイプする、タイピングする。キーボードなどを使っ
て書くこと。　［普通動名詞］書き、タイピング　［反意語］isk　［レベル］２　
meltia 100:bert;e　14:古 :ixu（読む）。ｎ対にするために aが入り、閉
音節にするために tがついた。複雑な変化をした語。　axt:axt:　［語法］　
yulには字（対象）、小説（完成物）、言葉（内容）などを取ることが
できる。
axttas  ［名詞］筆記試験　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

axtkon  ［名詞］文房具、文具→ kaza　［レベル］２　16:制
axtsiz  ［名詞］ホワイトボード　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

axtfian  ［地学］［歴史］トニアン　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

axtzep  ［数学］筆算　［レベル］２　14



363 axmeaxtan
axtan  ［名詞］著者、作者、筆者、著作者　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

axti  ［名詞］東　［格詞］～の東にある　［反意語］alas　［レベル］２　19:axte　::la 
'yukl:tatali,alt
axtikaliz  ［交通］東カリーズ駅　22　ファイマン線：カリーズ→東カリー
ズ→ラゾーディン
axtikeveatike  ［地学］東ケヴェア海流　23

axtin  ［ユマナ］［娯楽］東方ｐｒｏｊｅｃｔ、東方プロジェクト、東方　
21:axti属格
axtipol  ［地名］東方　［レベル］４　20　［文化］　ディミニオン、ナオン、エニー
ク、アルタの地域。文化的にも政治的にもアルバザードから隔絶し
ている。レイユでは共産圏と資本圏の間にあったものの、オリエン
トのように文化が混在するのではなく独自の文化を保ち、政治的に
もスイスのように中立を保った。アルバザードから近くて遠い国と
される。
axtipoit  ［地学］東経～度　［レベル］４　23

axtirein  ［地学］東経　［レベル］４　19

axtilooz  ［名詞］東端　［レベル］３　19:ridia

axtianxal  ［地名］東アンシャル　［レベル］４　19　［文化］　→ alasanxal

axtiadentotike  ［地学］東アデント海流　23

axtiinsaal  ［地名］東インサール　［レベル］４　19　［文化］　→ alasanxal

axtien  ［接続詞］～の東にある　［レベル］３　rd;/　24

axtol  ［名詞］書き込み、書きこみ、カキコ　rd;/　23　【用例】　ar axtol a 
slez 掲示板に書き込む
axte  ［エルト］アシュテ。春を司る女神　［形容詞］色が春めいた　［形容詞］春
の　［名詞］春　［組み数字］１/４　［レベル］２　古 :ridia:kete(春 )に関連。
keteの teは風、axは正しいもので、神を暗示。即ち神の風が語源。　::la 
islier:pali,alt　［文化］　アルシエルの一人。春の女神。方角は東。　【成句】
　axte siina mok fil 春眠暁を覚えず　【用例】　toim, axte lunar ans. 知
らぬ間に春が近付いている。　☆ tur, an na xalte t'axte. いまや春の気
配を感じる。　axte lunak. 春になった。　tur et axte merel. 春たけ
なわだ。　axte et arxiel ban alka. 春は一年のうちで一番楽しい季節
だ。　an siina axte alkal lot arxiel. 一年のうちで春が一番好きだ。　
fis yun axte. 今日は春のようだ。　teeze es melt mil axte. 春が来て
風が暖かくなった。　fis at sel diina t'axte. のどかな春の日だった。
　fis at sel esil t'axte. 気持ちの良い春の気候だった。　axte et moa 
took. 春はもう終わった。
axtetook  ［気象］晩春　［レベル］４　rd;/　23

axtekas  ［地球の星座］［ユマナ］春の大三角　24　［文化］　ifa

axtekit  ［気象］初春　［レベル］４　rd;/　23

axtekimrein  ［地球の星座］［ユマナ］春の大曲線　24　［文化］　ifa

axtexelie  ［歳時記］春の夜　rd;/　24　【用例】　teeze t'axtexelie et diite. 
春の夜風が気持ちいい。
axtesowan  ［天文］春分点　［レベル］４　21

axtesoot  ［名詞］第一週。リディアからメルまで。　［建築］一等地。アル
ナにおいてリディア通りからメル通りまで。　［レベル］３　16:制
axtenakea  ［歳時記］春休み　［レベル］２　21:ridia　［文化］　nakea　【用例】　an 
rukasik il rafel t'axtenakea onen alf. 春休みの数学の宿題が全部終わっ
た。
axtegels  ［植物］新キャベツ、春キャベツ、スプリンググリーン　［レベル］
５　16:制
axtehac  幼字 axteのこと　21

axtehord  ［地球の星座］［ユマナ］春のダイヤモンド　24　［文化］　ifa

axteroma  ［名詞］笑いのツボ、（arとともに）ツボる　［レベル］３　19:アシュ
テ発作　【用例】　arte, arik axteroma! ヤバイ、ツボった！
axtez  ［建築］書斎　［レベル］３　14:制
axtejior  ［生物］上髎　21

axtewaal  ［物理］フーコーの振り子　［レベル］６　19:ridia:コリオリ力を見
るための振り子。→ axteilis
axteld  ［言語］書き言葉、文語　［レベル］４　17:制
axtelil  ［化学］カルシウム　［レベル］３　18:制
axtelegel  ［気象］春分、狭義の彼岸　［レベル］３　19:アシュテの旋毛。春
分ごろに太陽が天頂を通過することから。
axtelein  ［被服］春服、合服　［レベル］３　19　【用例】　im tusoot, el sab sen 
xierlein az axtelein. 今週は冬服と合服のどちらを着てもよい。
axtealis  ［植物］れんぎょう、レンギョウ、連翹　［レベル］５　19:春の秋。
春に咲くのに秋の黄色い紅葉のような色の花を咲かせるため。　［文化］
　アルバザード原産ではなく、アンシャル東部からの外来種。繁殖
力が強いため、街路樹として使用される。中央アルナのカルテでは、
コノーテ通りへ通じる道沿いに咲いている。レインがシェルテスに
手を食われた場所。　【用例】　axtealis at mans ka dipit, see xial emat fi
rte. レンギョウがあちこちで咲いて、街が明るくなった。
axteilis  ［物理］［軍事］コリオリの力、コリオリ力　［レベル］５　19:ridia　［文
化］　カコの時代、魔導師たちが自分の放った魔法の球がわずかに東
に弾道がずれることを発見した。また、戦士たちも球形のユノが東
にずれることを知っていた（アルバザードにおいて真北に撃った場
合）。魔導師たちは、東に座する春の女神アシュテが自分たちをから
かっているのだと考えた。
axteolma  ［名詞］表１→ lei　［レベル］６　22

axteeri  ［医療］Ａ型　［レベル］２　19　［文化］　Ａ型は神経質で繊細と思わ
れている。

axk  ［形容詞］上手な、巧い、得意、うまい、物事に詳しい、知識が明るい、
得意な　［反意語］looa　［レベル］２　定 :axk、axka｢ 良いところ ｣から。　［語法］
　日本語では「紅茶に詳しいね」というが、アルカでは「紅茶がう
まいね」のようにいう。　【成句】　el et axk a les lu siina 好きこそ物
の上手なれ 　【用例】　miku et axk a miks. ミクは歌がうまい。　an nod 
hacn sein et axk a kaar. 友人より流行には敏感な方だ。　an et axk a sa
ezon. 私はスキーが得意だ。
axx  ［組み数字］２３/２８　［交通］アッシュ通り　［レベル］２　22

axx(2)  ［人名］アシュ　古　［文化］　初代ソーンの第９使徒。異性魔王。セ
レンが一人で戦い、どうにか勝利し、その後ラルドゥラと出会った。
　【成句】　vast axx reial 九死に一生を得る
axx valina  ［人名］アッシュ＝ヴァリナ　［組み数字］２３/２８　［レベル］２
　古 :valinaは ｢あの美しい ｣　［文化］　(tif 8→ )第４期４代ソーン第
９使徒。女性。amma。１７８ｃｍ、６５ｋｇ。金色の髪。青の目。肌
は白：黄＝８：２。　　・『ミールの書』より　　　髪にゆったりと
したウェーブをかけた女性はメルを視認すると途端に優しい声色に
なった。　「アッシュお姉さん、お邪魔してます。それに、リナお姉ちゃ
んにクノンお姉ちゃんも」　　メルは３人にまとめて挨拶をした。し
かし、お邪魔してますとは一体どういう意味なのだろうか。メルは
セルフィッシュガーデンの住人ではないのだろうか。しかしそんな
ことを聞いた所で彼女が答える筈もない。ミールは何も問わずに３
人の女性を見た。　　アッシュという女性はこの中では一番大人び
ているようで、年も少し上に見えかねないが、クミールとそう大差
はないようだ。彼女は長身でかなり魅力的な身体をしている。化粧
を施しているようで、真紅の口紅が彼女の魅力をひきたてている。
服装も夏だから特になのだろうが、同性のミールが見てもセクシー
だと思う格好をしている。具体的には、下は黒のタイトスカートで、
丈は膝までしかない。また、上は薄紫色のスーツを着ている。　（う
わぁ、大人な女の人だー！　胸おっきくて背が高くて髪綺麗でお化
粧綺麗でかっこいーなーっ！）
axxo  ［感動詞］よいしょ、よっこいしょ　［レベル］２　古　［語法］　akkonxo

axn  ［形容詞］正統な、正規の、正規版　［類義語］yuma　［反意語］ism　［レベル］
３　14:制 :古 :axから
axnnamp  ［被服］オペラパンプス、コートシューズ　rt;/　24　［文化］　rt
で男性の正装用として使われたが、alで滅んだ。
axncam  ［ユマナ］［宗教］正教会　24

axnra  ［名詞］本家、本元、家元　［反意語］ismra　［レベル］４　16:制　【用例】　
fias ka axnra e milm 舞踏の家元に生まれる
axnlasl  ［被服］ストレートチップオックスフォードシューズ　rt;/　24　
［文化］　rtの男性の正装だったが alで廃れた。
axna  ［形容詞］正しい　［類義語］tia　［反意語］teona　vl:mirok;ax/na　［レベル］３
　21　［語法］［文化］　axmiir

axma  ［形容詞］論理的な、理路整然とした　［反意語］alaxma　［レベル］３　15:
制 :axmiから来ていて、axmiはさらに古の axmiir（正しい論理）から
　［語法］［文化］　日本人は「論理的だね」という言い方をあまりしない
が、アルバザード人はこの axmaというのを、相手の考えを支持する
ときにしばしば使う。「あぁ、なるほど」「そうかそうか」「うん、確
かに」などと日本人が言う場面で、頻繁に axmaが用いられる。　【用例】
　axma vaikel 一理ある
axmati  ［論理］論理性、正論性　［レベル］４　rd;/　23

axmida  ［形容詞］神の性質を持った、聖なる、神聖な　［魔法］アシュミダ。
聖の多段黒魔法。聖属性の青白い光線で敵を焼く。　［反意語］alvenx　［レ
ベル］３　古：ＦＦ８でセレンがアレクサンダーのＧＦの名前に用い
ていたことからも、詳しい年代が分かる語。　［語法］　mida

axmiir  ［形容詞］正しい　［類義語］tia　［反意語］teomiir　vl:mirok;ax/miir
　［レベル］３　21　［語法］［文化］　怒りの大部分は「自分が正しい」という
思いが根本にある。こういう人は自己中で神経質と思われがちだが、
むしろ真面目で優秀な人が多い。正しさを証明するために自分を磨
いて傍証を作ったりするため、しばしば会社などでも有能である。
その反面、苦難に立ち向かうことで傷ついたり、自分自身が課す義
務感の縛りに苦しめられたりする。　　この手の人はたいてい自分
の性格で苦しんでおり、鈍感力がほしいと思っている。鈍くて考え
ないバカになりたいと考える。怒らない自分に憧れる。　しかし生
来の生真面目さゆえ、自分であろうと他人であろうと間違っている
ことを許せず、罰する。　　正しさなどどうでもよいと考えると気
持ちが楽になり、弛む。　正しいことを貫くために傷つき失うロスと、
正しくないが楽なのと、どちらが合理的だろうか。その天秤が後者
に傾けば楽になる。　例えば正しくないと何が起こるか。それで死
ぬのか。痛いのか。通すために戦うほうがよほど痛いだろう。正し
さを守って何になる。　　とはいえ、すべての正しさを捨ててよい
ものか。例えば１＋１が２である正しさを却下することはできない。
　そこでミロクはこう考えた。　正しさは数学のような客観的なも
のと、正義のような主観的なものがある。　これらを別々の言葉で
呼んで区別し、前者だけを取ろうと。そこで axmiir, teomiir, axna, 
teonaを造語した。　【用例】　an na les seren san kut et axmiir. セレン
さんのおっしゃったことは理に適っていると思う。
axme  ［形容詞］時間に正確な、時間を守る　［反意語］alaxme　［レベル］３　15:
制 :制では時間を守らないの意味。古の axmel（正しい時間）が語源。
　［文化］　→ arnamel, kateejmel　アルバザードはＭタイムを採用してい
る。また、日本人同様、時間にもうるさい。日本人との違いは、５
分前行動などの習慣がなく、時間ちょうどに行動する点である。　
待つことに関して、アルバザード人は細かい遅れは気にしないもの
の、大局的な時間にはこだわる。例えば電車が数分遅れようと、レ
ジが並んでいようと、体の具合でも悪くなければ大人しくゆったり
待つ。反面、何時ごろに寝るとか何時ごろに食べるといったことに
は神経質で、仕事があるので昼食を１時間ずらすというようなこと
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は非常に嫌がる。　南方人は伝統的にＰタイムだったため、ミロク
革命で国家的にＭタイムを強いた後もＰタイムの習慣が残っており、
しばしば北方人は南方人にイライラさせられる。　凪人は時間前行
動が原則で、予定よりも前に現地集合している。ミーティングなど
の集まりも定刻前に着いている。そのため急な事故などが起こって
遅刻しそうになっても、そもそも早めに行動しているので、結果と
して遅刻率が低い。よって世界一時間に正確と考えられている。だ
がそれは定刻前に行動している結果起こることであって、時間に正
確に従って行動するという意味においては定刻通りに行動するアル
バザード人のほうが一番と言えるかもしれない。　また、ルティア
人は定刻の５～１０分前に行動することが多い。ケートイア人はア
ルバザード人と同じ時間感覚だが、定刻通りに事が運ばないと不快
感を示す割合はアルバザード人よりも高く、時間に厳しいといえる。
　　カテージュ人は予定時刻が近づいたら思い出したようにゆっく
り向かう。着いたら集まっているメンバーと話しだし、全員が来る
前に話を適当に進める。議題が順を追っておらず、すべての議題を
同時に話すため、堂々巡りに長々喋る。フランス人に近い。　【用例】　
ridia et axme. リディアは時間に正確だ。
axp  ［名詞］蛍光　［レベル］３　13←古 :axettpaal（月光）
axpkaz  ［名詞］蛍光ペン　［レベル］３　vl;/　24

axppam  ［名詞］蛍光灯　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

axbez  ［医療］透析、人工透析　［動詞］yul（患者など）を透析する、透
析する　［レベル］５　vl;/「正しい尿にすること」　23

axl  ［普通動名詞］工夫、妙案、妙計、奇計　［動詞］konを使って yulを工夫
して a（結果物）にする、工夫する　［レベル］３　14:制 :定 :axlo(良い考
え )　【用例】　an axlat tu zom a kov fiina lei. 工夫して本を入れる箱に
してみた。
axlei  ［名詞］日記　［レベル］２　古 :sorn:axlei← axleist（正しい本）　【成句】
　axlei alkalten nalnia ナルニア (dia lis)までで終わっている日記：三
日坊主　【用例】　non xidia fan xi axt axlei. 日記を書いたら寝よう。
　an axt nelt axlei sa mok. 私は寝る前に日記を付ける。
axal  ［数学］公理　［レベル］５　定 :（正しいもの）　［語法］　isir

axi  ［格詞］後ろに　［レベル］２　rd;/　24

axiv  ［動詞］yulに声をかける、呼びつける、呼ぶ　［言語］頓呼、とんこ　［レ
ベル］２　19:melidia axte:anx/xiv　［語法］［文化］　注意を喚起するために声
をかける行為　今話している相手には neeをはじめとしてたくさん
の呼びかけの語がある。今話していない相手とこれから会話を始め
ようとする場合、特に相手が赤の他人の場合は xanteを使う場合が多
い。xanteは見知らぬ通りがかりに使うことが多い。クラスメートが
廊下を歩いていて話しかける場合は neeというのがふつうで、xante
というと他クラスの知らない学生だと思われる。見知らぬ同級生に
いきなり neeと言われることはあるにはあるが、ちょっと馴れ馴れ
しいなという感じがする。日本人は呼びかけで「すみません」と謝
りの言葉を使うが、pentとはいえない。また、アルバザードは誰で
も呼びかけることができる。上下関係は関係ない、xanteは敬度を表
わすものでなく、相手を知っているかどうかで使い分ける。知りも
しない相手にいきなり neeといったら不気味がられる。また、いき
なり他人に weiと呼びかけるのは非常に野蛮である。不良がカツア
ゲするときに相手に話しかけるときに「すみません」というわけが
なく、「おいちょっと待てよ」が妥当である。アルカでも同じで、不
良は xanteでなくいきなり weiという。また、軍隊などで目上が知ら
ない目下に呼びかけるときもいきなり weiという。社長が知らない
部下に weiということもあるが、こういう口調はパワハラに当たる。
仲の良い部下になら weiということは許され、パワハラにはならな
い。ただ、仲が良くても目下はふつう目上に weiとはいえない。また、
親や兄が目下に weiということもある。そもそも親兄弟が自分のこ
とを知らないということはないから、xanteを使うほうがおかしい。
恋人や夫婦も xanteということはありえない。weiといいあえる。た
だ、口汚いと嫌って neeという人もいる。　　呼ぶジェスチャーは
手のひらを上にして指をくいくいとする。行けのジェスチャーは手
のひらを下にして手ではなく肘を支点に上腕を９０度曲げた状態か
らまっすぐ伸ばす。　【用例】　liiza lutia axivik vangardi xien nos ok 
sena kax ka galt ver t'avelant. 死神の黒い門を前にしたリーザ＝ルティ
アは、満足気な笑みを浮かべて背後のヴァンガルディに声を掛けた。
axivsame  ［言語］呼格　［レベル］６　20

axivmold  ［言語］頓呼法、とんこ法　rd;/　23

axil  ［人名］アシル　古　［文化］　rdでラルドゥラの祖母。アルシェの使
徒を鍛えた。
axiim  ［化学］ブドウ糖、ぶどう糖、グルコース、デキストロース　［レベル］
４　19:paal:a/xiim。aを付けたのは、糖類（xiim）から派生した具体的
な糖のうち、最も基本的なものだからということらしい。
axie  ［形容詞］相対した、正対した　［丁寧］［形容詞］性格がまっすぐな
← iwa　［言語］対句。詩などにおける対句のこと。　［類義語］iwa　［反意語］
ixlem　［レベル］３　21:ax/i/e「左右に正しい」　［語法］　iwaは左右対称。
axieは人と人が向かい合ったときのように、左右が反転した状態の
こと。ixlemは鏡写しのことで、例えば右目を鏡に映すと鏡の左側で
なく右側に右目が来る状態のこと。
axo  ［普通動名詞］遊び、遊戯、児戯、ちょっとした悪戯　［動詞］okと yul（内
容）を konで遊ぶ、遊ぶ。yulに人を取るとその人で遊ぶというニュ
アンスに。　［類義語］yuut　［レベル］２　古 :axo(遊ぶ ):語源不詳。メル
は幼いころ、日本語の ｢遊ぶ ｣を ｢あしょぶ ｣と発音していた。そ
こから axoを遊ぶにしたのではないかと思われるが、メル以前に遊ぶ
を axoと言っていたとするクリスの発言もあるため、自然言語由来で
はなかろうとして採用。　【用例】　an axot eev e tier. 海の波で遊んだ。
　axo kokko non e. 私と遊んで。　axo xiit kon liva. ゲームで遊びま
しょう。

axoti  ［娯楽］娯楽性　［レベル］６　rd;/　24

axote  ［動詞］yulをふざけさせる、ふざける　［形容詞］ふざけた、お遊びの、
遊び半分の、お遊び半分の。被修飾語が人なら axotenで使い、物な
ら axoteで使う。動副詞はそれぞれ axotenelと axotel。　［レベル］２　
19:ridia:axo/teeze　［語法］　pilpは相手をからかって反応を楽しむこ
と。axoteは自分がアホになってふざけることで、必ずしも相手を必
要としない。従って axoteの格組は姿勢動詞と同じ。　【用例】　zana axot
etes vol winz eel. ザナがふざけて顔をゆがませていた。
axok  ［娯楽］おもちゃ、玩具、遊具　［レベル］２　19:axokon

axokkov  ［娯楽］おもちゃ箱、おもちゃかご　［レベル］２　19

axoka  ［娯楽］遊園地　［レベル］２　制
axon  ［娯楽］趣味、道楽　［レベル］３　14:制 :axoから
axoz  ［娯楽］積み木、つみき、ブロック　［レベル］２　13:制 :axozom　【用例】
　hant{ev} axoz 積み木を組む
axolesp  ［名詞］寄り道　［動詞］yul（場所）に寄り道する、寄り道する　［レベル］
３　19　【用例】　den axolesp total. = den lesp total axol. 寄り道するな。
axe  ［名詞］団体、組織、機構、機関、会、会合、部隊　［類義語］ita　［レベル］
２　古 :sorn:axet　［語法］　団体としての会が axeで、イベントとしての
会合が ita。　【用例】　lad axe 団体を組織する
axet  ［名詞］アシェット　［レベル］３　rd:liiza;axett,f　古 :（月）　［文化］　
第四期四代ラシェット。rdの主人公。アルシェとソーンが合併して
できた団体。メンバーは２８人で、使徒と呼ばれる。悪魔テームス
を倒して世界に平和をもたらした。　現実には同名の集まりで、人
工言語アルカを作った人々のこと。　【成句】　axet xir rsiila ilia 船
頭多くして船山へ上る　axet tel vaan 一騎当千　axet til hacma dinim 
玉石混淆
axett,f  duurga。tmで xeltに併合されて使わなくなる。　elt;e

axetsalt  ［歳時記］平年　［レベル］３　rd;/「アシェットの日で終わる年」　23

axetsel  ［歳時記］アシェットの日、大晦日　［レベル］２　16:制　［文化］　メ
ル暦における、ルージュの月クミールの日の次の日。ミュシェット
の月の第一日目。
axek  ［動詞］yulを aに変身させる、変身する、変装する、コスプレする　［魔
法］アシェック。害の中位黒魔法。対象を動物に変身させる。カエル
にしたり、逆に自分が変装するためにネコになったりできる。一度
かかると術者を殺しても解けない。変装を解くには術者が解除する
(alaxek)か、一定時間が経過するか、術者が定めた条件をクリアしなけ
ればならない。術者以外が解除するにはラルトをかけるか、シェル
ティウスを使う。　［レベル］３　13:制 :前期アルカから中期アルカにか
けてできた語で、英語ではＭｏｏｎｃａｔと訳していた。アルカで
変装は axettketto（月の猫）。猫が月の光を浴びて変身するということ
から。　【成句】　axk al axek 変幻自在
axekvoxn  ［医療］ＥＳ細胞、胚性幹細胞　［レベル］５　20:変身細胞
axekaxo  ［娯楽］コスプレ　［レベル］４　21

axekaxoan  ［娯楽］コスプレイヤー、レイヤー→ axekes　［レベル］４　21

axekes  axekaxoan　21

axes  ［普通動名詞］上陸、乗り上げ　［動詞］yulを aに上陸させる、乗り上
げる　［レベル］３　22:axea/so

axesvai  ［軍事］海兵隊　［レベル］４　23?

axen  ［経済］法人　［レベル］５　19:axe

axendaig  ［経済］法人税　［レベル］５　19

axevav  ［運動］団体競技、団体スポーツ　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

axef  ［料理］カフェ、喫茶店　［レベル］３　19:melidia axte:ka/xef（一息つ
くところ）　［文化］　→ ret　学内にもカフェがある。室内およびテラ
スで飲める。主に紅茶。コーヒーはレア。学生は談笑しつつ勉強に
も使う。騒ぐのは厳禁だが、ふつうに話している分には問題ない。
　【成句】　［ネガティブ］asm al axef 言い訳する：浮気を問い詰められた男
が、アリバイ工作を行きつけのカフェに頼んでいたことから。妻や
恋人を説得するためにカフェに自らのアリバイを問うたため。　【用例】
　☆ non nat ani tin tin mil la asmand al axef. 彼が言い訳ばかりして
いるので疲れ果ててしまった。　an ris laas fit le bel ka axef. カフェ
テリアであの料理を出すのを止めてほしい。　tauan et ans hot ka tu 
axef. 喫茶店には私達しかいない。
axem  ［文末純詞］［yunk］kok　［レベル］１　古 sorn:ax/miir「正論だろうか」。
axemは seteに相当する古ソーンの言葉。当時は男女区別なく使った。
axer  ［名詞］お湯、白湯、さゆ　［類義語］fler、alir、xiria、er　［アクセント］
axEr　［レベル］２　20:ridia:axte/eria　［語法］［文化］　fler

axel  ［rente］xok　［レベル］２　19:melidia alis:taxelt（ふたつの月）ここで対
となっているのはドゥルガ神とヴィーネ神。カコを月戦争と呼んで
人類を２つに分かれたことから、「互いに」の語源として適切となっ
た。
axelt  ［気象］月天輪、月の輪、月のハロ、月虹、月光虹　［レベル］３　
18:ridia/seren　［文化］　神秘的とされ、月の中では最も魔力の回復に
役立つ。　【用例】　axelt at lant tinka. 月天輪がとても美しかった。　axe
lt lant dolk siel. 美しい月天輪が空を彩る (『avelantis』)
axelt,f  xelt　saal;e

axeltesp  ［気象］高層雲、朧雲　［レベル］５　19:月天輪を作る。実際には
巻層雲も作るが、薄すぎてあまり天体が隠れない。
axelk  ［動詞］yulをぶらつく、ぶらつく、遊びまわる、遊び回る、放浪する、
浮浪する　［レベル］３　21:axo/xelk

axelkreim  ［魔法］浮遊霊　［レベル］４　22



365 asortaxelkan
axelkan  ［名詞］浮浪者、バガボンド、流浪人、浪人　［レベル］３　21

axelfi  ［地名］アシェルフィ、月泉市、月泉街　［レベル］４　古 :axet/elfi
アシェットではなく、月の意味。｢月が泉に映る街 ｣が原義。　［文化］
　アルナの西、サプリの東の街。アルナの膝元で、アシェットのア
ルシェの暮らした街。　守護神はアスカ。
axelet  ［形容詞］互恵的な、互恵的、互恵　［レベル］４　rd;axel/te　24

axea  ［地学］浜、海岸、海辺（海岸の雅語）、浜辺、沿岸、ビーチ　［レベル］
３　15:制 :a（古で海）/xea（砂）　【用例】　an na sil ban ol xelk ekn axea. 
浜辺に沿って歩くのは楽しいだろう。
axeaponsgek  ［運動］ビーチバレー　［レベル］３　19　【用例】　an arat axeapons
gek ok hacn. 友達とビーチバレーをした。
axearein  ［地学］海岸線　［レベル］４　19

axeaesn  ［名詞］ビーチパラソル　［レベル］３　19　【用例】　an filsat tier 
kont skines mol axeaesn. ビーチパラソルの下に座って海を眺めた。
axuut  ［植物］アルファルファ　［レベル］４　16:制 :xuut

as  ［形容詞］～も、～もの、さすがに、流石の～でも。心理的な甚大さ
を表す。　［反意語］tis　［レベル］１　14:制 :恣意　【用例】　taut du vi as? 
３つも買ったの？
as(2)  ［言語］アルカ、現アルカ　［レベル］４　21

ast  ［接尾辞］再帰分詞。開音節では stになる。　［レベル］２　19:恣意。21
まで再帰動名詞。　［文化］　→ iva　【用例】　nalt ovast 動く城
astyuo  ［言語］再帰動詞　［類義語］saryuo　［レベル］４　rd;/　24

astenot  ［宗教］アステノット 　［レベル］３　古　［文化］　信者が生きる上
でこれは遵守したほうが良いとされる教え。精神的に依存しない、
自尊心を持つ、人の身になって考える、ユーモアを持つ。この順で
守るべき重要度が下がる。
aster  ［政治］アステル　［レベル］３　古　［文化］　メル 300年のミナレット
の首領アルファウスによる王政廃止以降の副王のこと。アルバザー
ドの事実上の最高権力者。
astertonk  ［政治］副王（の地位）　［レベル］４　19　［文化］　表ざたに認めら
れいない事実上の身分。地位のほうが適切。
asterkolm  ［政治］アステル治世　［レベル］４　19:ilmus:ridia

astel  ［サール］アステル　［名詞］地震　［魔法］召喚魔法アステル（クエイク、
タイタン）。大地震で敵を攻撃。　［レベル］２　定　kalku, astel:kalku, astel
　［語法］　日本語では地震は起こるものだが、アルバザードだと地震
はアステルが来たから起こるものなので、地震は起こるものではな
く来るもの。　［文化］　＜アステル神＞　大地と地震を司る巨人。怒
ると大地を踏み鳴らして地震を起こす。普段は地震が起こらないよ
う、大地を支えている。風土の神でもあり、アトラスの風土を調節
している。　＜地震＞　地震で家が壊れた場合も火災と同じく点数
化され、保険金をもらう。火事と違って誰かの責任ということは少
ない。ただ、あまりに不自然な角度でいかにも倒れそうな彫刻を隣
家が建てていたらどうだろうか。もし地震のせいでそれが倒れて自
分の家に入り、誰かが潰れて死んだとしたらどうか。その場合は流
石に相手から慰謝料を取れる。　【用例】　astel lunak. 地震が起こった。
astel(2)  ［接尾辞］再帰動名詞を作る。開音節では stelになる。　21:ast<19:
恣意　［文化］　→ iva　【用例】　mokastel 睡眠　skinastel 着席　sankastel 寝る
こと
astelt  ［アトラスの国家］アステルト　［レベル］５　19:ridia:土地 /土地
astelt akinas  ［人名］アステルト＝アキナス　20　［文化］　(imul 1305:1348)
イルミ＝アキナスの息子。計算機 ziliotの乗除算を発明したが、国
家反逆の罪を着せられ処刑される。
astelen  ［地学］珪線石　19:astel/ren。asterenでも良いが、未来的に見て
「副王ちゃん」の意味を持つので避けた。この石が名付けられたのは
あくまで rdなので、神話上は「副王ちゃん」を意図的に避けたわけ
ではない。　［文化］　アステルの魔石。藍晶石、紅柱石、珪線石とも
に同じ組成。
ask  ［名詞］すぐ。１～５分。文脈によっては１分以内のことも。　［副詞］
すぐ、すぐに、ただちに、即、そく、即座に、まもなく、間もなく　［レ
ベル］２　19:制で「すぐ」が iskだったことから。　:::ayumi,alt　［語法］
　fikdu
aska  ［サール］アスカ　［魔法］召喚魔法アスカ（リヴァイアサン）。大津波
を起こして敵を飲み込む。　［気象］津波、大津波、タイダルウェイブ
　［レベル］３　ridia:古　［文化］　河川に住む長い龍で、首がいくつにも
分かれている。河川を司るサール。性格は温厚だが、稀に怒ると河
川を氾濫させる。アルバザードの河川は氾濫しにくいという地理的
要因と見事に合致している。　【用例】　☆ aska nat jo mil esk dot. 雨が
降りすぎて川が氾濫した：aska na joで氾濫する。
askold  ［電算］ブルートゥース、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、アスコルド　［レベル］
５　21:ryuu
askeria  ［アトラスの国家］アスケリア　［レベル］５　19:ridia:eriaは水。水の
地
asn  ［動詞］yulを aと交代させる、交代する、交替する　［副詞］交代して、
交互に、代わる代わる、順番に、順々に　［レベル］３　14:制 :恣意　【用例】
　yuuma em asn al ardu im durne xel evoan. 夜になったら見張りを
ユーマからアルドゥに交代する。
asnaxlei  ［名詞］交換日記　［レベル］４　rd;/「代わる代わる書く日記」　23

asm  ［動詞］yulを aに問う、問う　［名詞］問い、問われたもの、問いかけ、
質問　［普通動名詞］問うこと、問い　［反意語］ixn　［レベル］２　14:制　［語法］
　asm yulと asm onの違い。yulは onの代替格だが直接目的語である
ため、その物についてのみ聞く。onは少しぼやかしてその物および
その周辺事項や関連事項について聞く。　［文化］　アルバザードでは

質問することは良いことである。知識を増やすために、疑問を解く
ために質問すべきである。質問する相手は教師や家族や友人や案内
係が良い。知らない人ほど答えてくれにくい。また、仕事でもなけ
れば教えてくれにくい。説明力と同じく質問力が重視される。つまり、
自分が何を分からないのか、そして何を聞きたいのかをはっきりさ
せる力である。簡潔に分かりやすく何を知りたいのか述べる力であ
る。そうでなければ相手も返しようがない。悪い質問には徹底的に
相手は「質問の意味がわからない。こういう部分が分からない」といっ
てくる。アルバザード人は日本人ほど察してくれないし、察したと
しても「それってこういうこと？」と確認してくる。それから答え
てくれる。そういう面倒な手続きを踏まないためにも質問力を身に
付けておく必要がある。答える義務のないこと、答えたくないこと
は答えてくれない。　【成句】　asm a nos 自問自答　【用例】　ev asm 質問
を投げかける　sol an asm a ti そりゃこっちのセリフだよ　la asmat tu 
lex an siina ter lem az. 彼は私が音楽を聴くのを好きか尋ねた。　an 
asmat tu lex la kekko sen an kon amo. 彼に車で迎えに来てもらえるか尋
ねた。　avelant evik asm veer a liiza l'or sedo. 消え行くリーザに
死神が最後の質問を投げかける。
asmvok  ［言語］疑問文　［レベル］４　19

asp  ［動詞］yulをしゃがませる、しゃがむ、屈ませる、屈ませる、か
がませる、屈む、かがむ、膝を折る　［再帰動名詞］スクワット　［類義語］
skin、kolj　［レベル］２　14:制 :古 :isa（砂を見る）　【用例】　asp sod mixky
ai a. スクワットは膝に来るわー。
aspbeek  ［名詞］和式便所　［レベル］３　19:ridia　［文化］　アルバザードに
はない。和式といってもギリシャや北欧には似たような便所がある。
ただ、アルバザードにはない。
aspil  ［植物］チョウノスケソウ、長之助草　［レベル］５　古 sorn　［文化］　
サールがフィーリアで最初に手に取った野草。
asblen  ［電算］ノイマン型コンピュータ、コンピュータ　［レベル］６　vl:as
bel xelt;asbel/en　22　［文化］　332にアスベル＝シェルトがミロクのもと
で開発。
asbel xelt  ［人名］アスベル＝シェルト　22　［文化］　asblen

asbel ineaato  ［人名］アスベル＝イネアート　sm　21　［文化］　dimitoria

asra  ［軍事］基地、本部、ベースメント、拠点、本拠地　［名詞］下地　［美容］
化粧下地　［名詞］電話の置き場所、親機　［レベル］３　古
asl  ［化学］酸、アシッド　［形容詞］酸性の　［反意語］dilf　［レベル］３　13:制 :
恣意　yue:yue
aslmas  ［名詞］酸性紙　［レベル］５　23　［文化］　rtで大量生産されたが、vl
で劣化が問題になり、中性紙に取って代わられた。
asle  ［電算］パソコンのウインドウ、ウィンドウ　［レベル］３　16:制 :slet

aslesk  ［環境］酸性雨　［レベル］４　19

asa  ［言語］名詞　［レベル］３　16:制 :as（もの）
asa(2)  ［格詞］前に　［レベル］２　rd;/　24

asasevet  ［言語］名詞句　［レベル］５　23:mel

asap  ［化学］［普通動名詞］揮発　［動詞］yulを揮発させる、揮発する　［レベル］
５　19:制 :vasap。vapと同根。
asapteet  ［魔法］揮発性　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

asaisti  ［言語］代名詞　［レベル］４　rd;/　24

asik  ［形容詞］不公平な、差がある、差のある、序列のある、不平等な　［名
詞］不公平、アンフェア、不平等　［経済］格差　［数学］奇数← asikalx　［反
意語］ixat　［レベル］３　19:melidia alis:alsika（平らでない）　【用例】　asik so
ven kagen o tiden et tin. 金持ちと貧乏人の格差が大きい。
asikfala  ［言語］序列番号　21　［語法］　alx

asikpalet  ［言語］序列数値　21　［語法］　alx

asikrapalx  ［言語］序列組み数字　21　［語法］　alx

asikalx  ［数学］奇数→ asik　［反意語］ixatalx　［レベル］３　21:「不公平な数」ふ
たつに分けたとき、片側が多くなることから　【用例】　［言葉遊び］tu et 
zal xel el til em asikalx im luus vi pons los ixatel. ９個を３人で分け
たら公平になるのに奇数（不公平な数）とはこれいかに。
asid  ［生物］口の下、唇の下、口元　［反意語］atok　［レベル］２　19:melidia 
axte:al/sex/zid　［語法］　日本語では顎と呼ばれる部分だが、アルカで
顎は床面と水平になっている部分のみ。顔の一部である唇の下のエ
リアは日本語では顎だが、アルカでは asidに当たる。従って、顎を
殴るときはアッパーで、asidを殴るのはストレートになる。　ev las 
a zidと ev las al asidでは置く場所が微妙に異なるので注意。前者は
考えるときのしぐさ。　【用例】　ev las al asid 口の下に手を置く（口を
半ば隠すように）
asip  ［名詞］息抜き　［レベル］３　21:「息を吸う、リラックスする」
asiz  ［名詞］候補　［レベル］３　21:a siz「板へ」
asie,szd  soret　al/siel

asiel  ［歳時記］臨空の日　［レベル］３　21:a siel（空へ）　［文化］　リュウがシェ
ルタージュを発掘した日で、人類が悪魔に対抗する手段を手に入れ
た日として休日となる。　　小説版アンクノット第三巻の中ほどの
ページで、クロニクルとして羅列してある一連の記述がある。その
中に１１・２８（金）となっているものがあるため、これが９７年
と分かる。そのページの下部に１２・２９とあり、そこにリュウが
魔導船の封印が弱まったのを知って云々という記述がある。
asob  ［普通動名詞］酔狂、余興、たわむれ、戯れ　［動詞］yulをして戯れる、
戯れる、たわむれる。axoと同じ格組。　rd;axo/gaabe「遊びのネタ」
　23:「遊ぶ」と覚えよう。
asort  ［法律］民事　［反意語］haret　［レベル］４　20:a soret（青へ）。役所で
民事の案件を青い箱に入れたことから。



366 antelulasol
asol  ［被服］レギンス、レギング、レギングス、スパッツ、トレンカ　［レ
ベル］４　21:a/soluwa

aset  ［動詞］yulに打ち克つ、打ち克つ、打ち勝つ　［動詞］yulを振り払う、
振り払う　［類義語］vast　［レベル］３　lsl;waset,fv.l　21　waset:

asetadel  ［名詞］一網打尽　［レベル］４　22

asex  ［名詞］口を開けずにニコっとする微笑み、微笑、スマイル、笑顔　［動
詞］yulを微笑ませる、声を出さずに笑う、ほほえむ、微笑む　［レベル］
２　19:sonohinoki:waansex（ゆりかごのような唇）ansexにしたが頻度
が高いので asexにしたため、原形が見えない。　【成句】　toe asex 笑顔
を突く：破顔一笑　【用例】　sins asex 微笑みを浮かべる　☆ an asexat ha
nel mil nau. 嬉しくて満面の笑みを浮かべた。　liiza asexik ok elet 
diit. 涼し気な顔で微笑むリーザ。　asex melisel 不敵な笑みを浮か
べる　il asexat mil{on, a} tu vert. 皆このニュースに微笑んだ。onで
もほとんど意味は変わらないが、ニュースが笑いの原因だというニュ
アンスが薄まる。aだとニュースに対して微笑みかけたというな感じ
で、ニュースを擬人化して扱っている印象を受ける。
asexelet  ［名詞］笑顔→ asex　［レベル］２　rd;/　23

asen,f  artasen
asenz  ［植物］キキョウ、桔梗　［レベル］６　古 sorn

asep  ［化学］レーヨン、人絹、ステープルファイバー、スフ　rt;al/sep「絹
に似たもの」　［レベル］５　23　［語法］［文化］　絹に似せて作られた再生繊
維。
aseel  ［格詞］～の中心に　［レベル］２　22

aseelsef  ［サッカー］センタリング、クロス、クロスボール　vl;/「中央へ
のパス」　23
asut  ［物理］素粒子、基本粒子　［レベル］５　vl;al/sut　23

an  ［代詞］私　［レベル］１　fv;e。delと並行して使われた時期と、delを
滅ぼして anだけの時期と、逆に anが下火になって消えた時期とを長
い時間の間で繰り返した。　古 :an（俺）。古では nonと対立する語。
nonより気取った言い方と捉えられたり、逆に粗野な言い方と捉え
られたり、時期によって語感が変わっていった語。nonより短いの
でこちらを選んだ。　del,f an,fv:an::na,alt　［語法］　一人称代詞。中立
的な一人称。男女ともに使えるが、女は通常 nonが多いので、anは
原則的に男。　【用例】　an et vik. 私は男だ。
an(2)  ［接尾辞］～する人を指す。動作主を指す。　［接尾辞］主格分詞を作
る。　［接尾辞］～に関する人。lanの代わりに使う。　［レベル］１　fv;lan
tis.k　16:恣意とあったが、lanだろう　［語法］　axt/anで「書く人」。set/
anで「殺人者」。分詞としては「何かを殺すような～」という意味に
なる。　lutiaなど、aで終わるものには anでなく nになる。lutianで
ルティア人。
an(3)  ［化学］一重結合、アルカンの接尾辞。　19:ryuu

an(4)  ［名詞］古アルカの６　赤→ sidalx

an(5)  ［副詞］［南方］en　［レベル］３　21:l.en　【用例】　mya an loki. ウチようわ
からん。
an(7)  ［接頭辞］文末純詞を丁寧にする。　［接頭辞］感動詞を丁寧にする。　［レ
ベル］１　rd:kmiir;aano.k　20:kmiir:aano　［文化］　・文末純詞　　a, eに
は anna, anne。同様に au, euは annau, anneu。　eyoは miliaは anne
yoで yunkは anxii。　naは anam。　　それ以外は単に anを付け anse
te, ansei, ankok, antisse, antiseeのようにする。da, de類には aata, aano
があるので anを付けない。　20年にクミールが造語。21年大会議で
採用。　an系純詞の用例をここでまとめて掲載する。　　・感動詞
　　estol「よろしく」：普通　anestol「よろしくお願いします」：丁寧
語　miestol「お見知り置きを」：尊敬語　　miを付けると尊敬語。an
を付けると丁寧語。　ansoonoyun「おはようございます」　ansentant「あ
りがとうございます」　　【用例】　halka mist alkat meid ansiina nyannya? 
貴方が助けてくださったんですのね。　tu et ilpasso anxii...? これ、
大丈夫なんでしょうか……。　yuna es kulan anna. お腹がすきました
わ。　meid refat ez halkan yuulia, hacma. お部屋を片付けておきま
した、だんなさま。　sant yuusat meid lat al ez isfelia yuulia. お客
様のお部屋に入らせていただきました。
an,ltf  女性不定冠詞、minfikvante　lan,ltk.xik

an,lsk  6　avo.k

an,alt  on
ant  ［代詞］私のもの、私の　［レベル］１　19:an/tulないし an/al。alは古　［語
法］　漠然と antと言った場合、「私のもの」あるいは「私がしたこと」
などの意味になる。後者は日本語にない用法なので忘れないよう注
意。　【用例】　tu et ant. これは私のだ。　amel ant 私の妹
antyu  ［代詞］［lumir］tyu　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

antriko  ［魔法］幽体離脱　［類義語］seleev　［レベル］４　22:al/triko　［文化］　
背中から幽体が剥がれるとこちらでは考えられている。
anta,alt  aata　an/ta

antate  ［丁寧］叔父様　［レベル］３　22

anti  ガールフレンド、カノジョ候補　［レベル］３　19:ridia:altian→ alti
→ anti（anxiと合わせた結果）　［文化］　anxi　【用例】　an nat myulla man 
anti en luna. ガールフレンドが来なかったのでがっかりした。
antis  ［名詞］文化　［類義語］sanjel　［反意語］antis　［レベル］３　古 :an（私）
と tis（貴方）が作るものの意　［語法］　kirs, sanjel　【用例】　antis loz 
til kokka rat. 文化は混ざるとバランスがよくなる (seren arbazard)：
風土によって傾いているところを矯正できるため良くなる。例えば
分かりやすく食で考えてみると、和食は塩分が多いのが良くない。
また、タンパク質が少ない傾向にある。外食文化と融合させるとバ
ランス良くなる。これと同じこと。　tu et hao xel rsiila alxa loki ax 

total antis. tal lu yuta fonl tuus il. lu yuki xaf les nos yuki ax. 支配
者はあらゆる文化を理解できるべきだが、全てを受け入れるわけで
はない。拒むところはしっかり拒む必要がある。
antist  ［哲学］エミック、エミックな、イーミック、イーミックな　［反意
語］kirset　［レベル］６　vl;antis/te　23　［語法］　kirset

antisse  ［文末純詞］［rente］［丁寧］tisse　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

antissen  ［文末純詞］［yunk］［丁寧］tissen　［レベル］２　21:kmiir?　［文化］　an(7)

antisoa  [丁寧 ][感動詞 ]おめでとうございます　［レベル］２　23

antisoono  [丁寧 ][感動詞 ]ご機嫌いかが、ご機嫌いかがですか　［レベル］
２　23
antisee  ［文末純詞］［丁寧］tisee　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

antie  ［電算］ＨＴＭＬ、アンティエ　［レベル］６　al;al/tietren.xik　24

anto  ［生物］下腿　［反意語］tolk　［レベル］２　22:al/tolk

antowa  ［美容］トワレ、オードトワレ　［レベル］３　21

ante  ［組み数字］９/１４　［レベル］４　先 :語源不詳
antes  ［代詞］私たちのもの、私たちの　［レベル］１　19:ant/se　【用例】　im 
vaste, deem kut "tu fia et antes!" ヴァステ戦争で、悪魔は「この世
界は我らのものだ」と述べた。
anteskad  ［地球の国名］バヌアツ　19:国名がわれわれの土地
anter  ［文末純詞］［丁寧］ter　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

antel  ［政治］絶対の正義、公序　［反意語］lemant　［レベル］４　rd:liiza;an
te.k　19:古？ :ante　［文化］　リーザが始めたポストで、すべての最終決
定権を持つポスト。中立で有能だったアンテを就任させた。初代ア
ンテが就任して以降、万年空位。やがてミロクがそのポストに就く。
　ミロクはあらゆる決断の最終決定者で、融資だろうが選挙だろう
が法律だろうが、そのすべてを覆す権限を持つ。　　その後 ljでセ
レンら独裁者側の人間が定義した正義を antelと呼ぶようになり、セ
レンらはそのデータをミールに入れ、レスティミールに反映させた。
　セレンらはミロクと違い司民制を取り入れており、その一環とし
て絶対の正義である antelの他に相対の正義である lemantという概念
を打ち立てた。　相対の正義は国民一人ひとりがミールに自分の思
う正義を投票などの形で伝え、性別、世代、階層、居住地などごと
にミールが形成し、最終的に国民全体の正義感としてバランスの取
れた形に仕上げる。　ミールは相対の正義を作り、絶対の正義を勘
案して、最終的な国の正義感を形成し、レスティミールに引き渡す。
　　・高尚と低俗――革命で定められた絶対の正義　　セレンが定
めた絶対の正義とは、「アルバザードを世界一の強国でいさせるため
に利することは善であり、害することは悪である」という内容であっ
た。　セレンは学問と徳育を最重要視し、高尚なものと定めた。一
方サブカルなどを低俗と定めた。低俗なものを排他はしないものの、
高尚なものが低俗なものより高位に立ち、羨望され認められ、優先
される。そういう世の中を是とした。なぜか。　今の日本で「高尚
なものが善で低俗なものは社会の害悪だから常に高尚なものの下に
いろ。せせこましくしていろ」と言おうものなら避難を浴びる。戦
前や戦後、セレンの親世代はまだ「末は学者か大臣か」という言
葉が残っていたのに、平成になってすっかり学者のほうはダメに
なってしまった。　セレンのように出版業界に詳しかったりすると、
２０年前の読者と今の読者を比べて読者の知的レベルが落ちている
ことを実感しているし、教師歴も長いので中学生の知的レベルの低
下も実際に長いスパンで見聞している。今の日本人の知的水準がこ
こまで落ちたのは、低俗なものがはびこって高尚なものを尊敬する
念が薄れたからというのが理由のひとつだが、多くの愚かな国民は
そのことに気付いていないし、こうして啓蒙してもすっかり低俗脳
に毒されていて、間違えを悔い改めることができない。　一人ひと
りがそうやって高尚なもの、学問などを軽視していくと、何年もそ
れが累積していくうちに他国に追い越されてしまう。だから日本は
亡国の一途なのだ。　ljのセレンは低俗なものがはびこって高尚な
ものが蔑ろにされる世の中が続けばアルバザードはいずれルティア
などに追い抜かれると危惧していた。そこで高尚なものの地位を高
め、低俗なものは余暇程度にせよと社会に命じた。この結果、アル
バザードは高い知的水準を維持することができ、国力の維持に繋がっ
た。　今の日本人はこの重要性が分かっていない。東大生や医者で
すら、学問や芸術などの高尚なものが上であるということを素直に
認めず、低俗なものに走る。こんな連中が世の中を牛耳っていては、
国は滅ぶ一方だ。だから日本はアルバザードはおろかアメリカにす
らなれないのだ。　　セレンの言っていることは至極まっとうだ。
高尚なものは学問などであって、娯楽は低俗に振り分けられる。よ
うは勉強が高尚で遊びが低俗だ。で、考えてもみろ。勉強しないで
遊んでばかりの国と、勉強をしっかりしている国が競争したら、何
十年後どちらの国が発展するか。当然科学技術も文芸も、学問を疎
かにしなかったほうが勝つ。努力は人を裏切らない。　高尚と低俗
の話は要するにそういうことなのだ。勉強と遊びと同じ関係なのだ。
要するにセレンは「勉強しなさい。遊びはほどほどに」と言ってい
るだけなのだ。これの何が分からない？小さい頃親や教師にさんざ
ん言われたことだろう？分からないはずがなかろう。これの何が賛
同できない？この絶対の正義に賛同しない人間は国力を衰退させ国
を悪くする害虫だ。こういう国益に反する害獣は積極的に排他すべ
きである。　セレンは革命でそれを行い、低俗なものばかり、つま
り遊んでばかりの人間を糾弾した。それでこそアルバザードの優位
性が保たれたのである。当たり前だろう、一生懸命勉強した人間に
遊んでたキリギリスが勝てるはずがないのだ。
antelil  ［化学］ジスプロシウム　18:制
ante lolos  ［人名］アンテ＝ロロス　［レベル］４　先 :語源不詳　［文化］　第
４期３代アルシェ第９使徒にして第４期４代アルシェ第８使徒ラル
ドゥラの実父。
antelet  ［代詞］［lumir］telet　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

antelul  ［代詞］［lumir］telul　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir



367 anxante(2)anteo
anteo  ［感動詞］私が悪かった　［動詞］yulに謝罪する、謝罪する、謝る、
あやまる、詫びる、わびる、侘びる　［レベル］２　19:melidia alis:古：
andeteo。deが肯定の繋辞だったが、今では逆意なので、deを取った。
　［語法］　→ vant　vantantにはＩʼＭ ,ＳＯＲＲＹのように ｢悪い目に
合わせてすまなかったね、かわいそうに。それにしても運が悪かっ
たね ｣というニュアンスがあるが、anteoは ｢私が悪く、責任は全て
私にある。あなたは被害者だ ｣というニュアンスを持つ。事態の大
小は問わない。よほど自分が悪いと思わなければこの謝罪は言わな
い。フランス人がデゾレと言うくらい頻度が低い。
anteere  ［丁寧］［感動詞］teere　［レベル］２　rd;/　23

antutu  ［代詞］［lumir］tutu　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

antutul  ［代詞］［lumir］tutul　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

antua  ［丁寧］［感動詞］どうぞ、はいどうぞ　［レベル］２　rd;/　23

antuan  ［代詞］［lumir］tuan　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

ank  ［形容詞］可愛い　［類義語］yuuyu、silfiiyu、yuliank、hatiank　［反意語］
azin　［レベル］２　13←古 :yunk（かわいい）　［語法］　その対象を守って
あげたくなる気持ちにさせる性質のことを指す。また、その物が庇
護の対象として好ましく思え、自分の身近に置きたいと思う気持ち
も指す。従って動物だけでなく物にも使える。　人間相手に使う場
合、通常年上の男性が年下の女性に抱く感情であり、その逆は場合
によっては失礼に受け取られる。男が女を守るものという考えが nd
以降一般的なので、女が男を可愛いと言うと場合によっては見くびっ
ているように感じられる。日本語や英語の感覚で「可愛い」とか「ｃ
ｕｔｅ」と言うつもりで ankと男性に言うと見くびられてると感じて
不快がられるリスクがある。母性本能全開で気弱になっている男性
やツッパって無理している男性を精神的に庇護するという意味で ank
というのはかろうじてアリである。使い所が難しいので状況を間違
えると怒られる。　男が女に言う場合、同年代から目下に使うのが
ふつう。目上には使いづらい。男の言う可愛いはしばしば見た目重
視であり、性格は二の次である。女の言う可愛いは性格重視で見た
目は二の次である。男が女を可愛いという場合、ふつうは見た目の
ことを言っているのであり、顔が幼くて整っており、体も幼くて小
柄で子供っぽいことを指す。顔が整っていて大人びていれば、また
スタイルが良ければ可愛いではなく lantになる。具体的に言えばリ
ディアは ankでフルミネアは lantである。位相的に言えば miliaは ank
で yunkは lantであることが多い。　なお、性別を度外視すると、一
般に目上の人間が目下の人間を庇護したいと思う際に ankと言える。
可愛い赤ん坊や可愛い後輩というような用法が可能である。　動物
は人間より目下に見られているため、男女問わず ankと言える。ただ
しふつうは庇護の対象となるような小型の動物に限られる。虫はア
ルバザード人はふつう嫌うので、可愛い虫という言い方はふつうし
ない。言えないこともないが、変人だと思われる。　物に使う場合、
可愛い人形のような分かりやすい例だけでなく、可愛い消しゴムな
ど無機物性の高いものにも使える。しかしこの用法は女性的で、男
性はしない。男性は可愛い人形とは言っても可愛い机だの可愛い鉛
筆だの可愛い消しゴムだのという言い方は男らしくないとして好ま
ない。　���の直訳は ankで���の直訳は lantだが、実際語法を
見ると ankは���と���の両方をカバーし、lantは���が表す
範囲の一部をカバーする。　　azinは ankの逆で、そういう庇護の感
情が本来湧いてもおかしくない相手のことを気に食わないと思い邪
険に思う気持ちのことである。　従って ankと同じく基本的に目上が
目下に使う言葉である。　【成句】　ank yut min 女が言う可愛い：眉唾。
信じてはいけないものの喩え。女の言う「あの子可愛いから！」ほ
ど信用できないものはないことから。　【用例】　fian ank 可愛い女の子
　tuube sergdas et ank yut min da. そんな儲け話は眉唾に決まって
いる。
anknot  ［名詞］アンクノット　［アクセント］anknOt　［レベル］５　古 :元 ankunot
e(私は言います (anku)。聞こえますか ?(note))初期～中期はアンシャ
ンテを意味することもあった。中期アルカのころに ankunotに語形が
変わり、それと共にアンシャンテ内の個人掲示板を指すようになっ
た、やがてアンクノット内に保管された機密事項からの推移で、ラ
シェットの機密文書を指すようになった。制アルカでは anknotはア
シェットが引き継いだラシェットの公文書を指す。　［文化］　アシェッ
トの機密文書。ラシェットから引き継いだ。初代アルシェやソーン
についての記述があり、常に勝ち組によって内容が書き換えられて
きた。翻訳を重ねたため、原語は不明。古アルカに翻訳したのはリー
ザであるが、何語から翻訳されたかは機密事項で、目下のところリー
ザ本人しか知らないとされている　。神話においては、新生ではア
ルヴァから外され、rdおよびカコ中に秘密文書として出るのみ。
ankmev  ［言語］指小辞　［レベル］６　20　［語法］　指小辞は古アルカでは語
末に nを付けるのが一番多いパターンであった。　nを付けるとい
う原理は変わらないが、それ以外の部分で変動が激しかった。　新
生の一時期、末子音によって -an, -in, -on, -en, unと様々な変化
をする体系ができたこともある。　　20_23年までは開音節には n、
閉音節には anを付けることとなったが、実態は nyanや syanや tanな
どが多用され、理論が現実に追いついていなかった。　23になると
再び体系化された。この頃の特徴は、指小辞が nを中心とする nyan, 
txan, lin, ponなど、各個別の接尾辞に収束していた点である。以下
に指小辞のシステムを述べる。　　・nyan　　古い指小辞の anを猫
の鳴き声の nyanに模したもの。「～たん」、「～にゃん」に相当する。
　開音節の場合はそのまま付ける。xia→ xianyan（しあにゃん）な
ど。　閉音節の場合もそのまま付ける。kmiirnyan（クミールにゃん）, 
melnyan（メルにゃん）など。　nで終わる場合は yanになる。poen
→ poenyan（ポエにゃん）。　ennaは ennanyanとも ennyan（エンにゃ
ん）とも呼ばれる。後者のほうが言いやすいので音が詰まっている。
　　・txan　　23ごろまで使われていた tanと敬称の sanがくっついて
音が変化したもの。syanより音がコロコロしている。「～ちゃん」に
相当する。　tanが滅んだのは「～も」を意味する tanとバッティング
したため。このバッティングにより、実際に tanが付けられていたの

は yultanと meltanしかなかった。しかも前者は yulttanではなかったし、
実際にはしばしば yuutxanと呼ばれていた。txanは 23以前に既に使わ
れていた形跡がある。　開音節の場合はそのまま付ける。ryuu→ ry
uutxanなど。　閉音節の場合もそのまま付ける。giltxan, meltxanなど。
メルは慣例として meltanと呼ばれることがある。　tで終わる場合は
txanか xanになる。語呂の良いほうが選ばれる。yult→ yultxan。ただ
しユルトの場合は慣例として yuutanや yuutxanと呼ばれることが多
い。　　・lin　　limi（美しい）と指小辞の nが合わさってできた
と思われるもの。綺麗なものを可愛く言うとき使う様子。　mel→ mel
lin（メルりん）　　・pon　　小柄で丸っこいものを示す指小辞。　
yult→ yulpon（ユルぽん）　　・syan　　敬称の sanと nyanが混じっ
てできた指小辞で、txanより舌足らずな感じがする。　s, z, x, jで終
わる単語の末子音を取って syanを付ける。実際の発音は話者の癖や
気分次第で、syanになることもあれば xanになることもある。　alis→
alisyan（アリしゃん）など。　　なお、指小辞は san同様、一般名詞
にも使うことができる。　ket san （ねこさん）、ketnyan（ねこにゃん）、
kettxan（ねこちゃん）、ketsyan（ねこちゃん）などのように。
ankr  ［電算］アンクル　rd:ryuu;リュウが命名したプログラムの名前で、
hy起源なので nkrという三重子音になっている。ankrは hyで ragna
のこと。　古 :ryuu
anklis  ［形容詞］小さくて可愛い　［レベル］４　21

ankliz  ［被服］シュミーズ、スリップ　［レベル］４　rd;al/kliiz。クリスら
女子が男子を誘惑する効率の良い服を考えて作った下着。非常に効
果があった。　21
anklet  ［言語］アンクレット　［類義語］aklvet　［レベル］４　20:古 byakkal/vet（跡
のある語）　［語法］　合成、複合、混成（痕跡 (aklvet)）の総称。
anka  ［名詞］地元　［形容詞］地元の、ローカルの　［医療］原発性　［反意語］laka　［レ
ベル］３　19:an/ka　【用例】　tau ka ate anka 地元の店で買う
ankan  ［南方］［格詞］xed, vid, tatta　［レベル］３　21:an(en)/kwan

ankalua  ［被服］トリコーン　sm;al/kalualoob　24　［文化］　smでできた。陸軍
士官用の帽子。
anko  ［単位］アンコ　［名詞］升、マス、アンコ升　［レベル］３　21:al/古 kove
「蓋のない箱」　［文化］　升と同時に単位の名。tmで中立的なユーマを
eluaと yudisの単位に用いた神々であったが、その後ユーマが成長
し、原器が破壊されたときに作り直せなくなるという問題を抱えた。
大人の神は老いも成長もしないので度量衡にはうってつけであった
が、ユーマ以外の人物では不公平を解消できないという問題があっ
た。　また、ユーマにせよ神にせよほぼ不老不死だが殺されれば死
ぬという問題があった。そこで確実に不老不死な存在としてルノに
白羽の矢が立った。eluaと yudisは既に原器を作って使用していた
ため、継続することとした。　より小さな長さがほしかったため、神々
はルノの右手の長さ（１８．６ｃｍ）を lunonとした。次に容積の単
位を求めた神々はマスを作成した。内のりは縦横１８．６で、深さが
その１．６１８分の１の１１．４９５≒１１．５ｃｍとし、これを anko
とした。（なお、地球でも度量衡は一般に長さ、容積、重さの順で発
展する）　anko ≒３９７８．５４ｃｍ３≒４リットル　1/10 anko = izko
≒０．４リットル　1/10 izko = kuud ≒４０ミリリットル　10 anko = 1 
kaman ≒４０リットル　10 kaman = 1 zange ≒４００リットル　10 zange 
= 1 delfe ≒４０００リットル　　次にルノの体重約５０ｋｇを luin
とし、重さの単位に採用した。　1/10 luin = 1 byulon = 約５ｋｇ
　1/10 byulon = 1 vlan = 約０．５ｋｇ　2 vlan = 1 ion = 約１ｋｇ
ankok  ［文末純詞］［丁寧］kok　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

ankopel  ［音楽］和音　［レベル］４　21:al/koplet

ankozue,alt  diain。古形は alkozueだが、子音単体の lが発音されなく
なって nに変わったため。　an/kozue
ankolet  ［代詞］［lumir］kolet　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anket  ［アイテム］スティレット、アンケット　［レベル］４　22:al/keet　［文化］
　時魔道士の武器。smのケートイアで考案された。対アーマー用に
作られた。接近戦で用いる。
ankekko  ［丁寧］［感動詞］ようこそいらっしゃいました　［レベル］２　23

anx  ［動詞］yulを lexという名で呼ぶ、呼ぶ　［レベル］２　14:制 :恣意　
参考 :古 :nee　［語法］　呼びつける、来させるの意味ではない。　［文化］
　apt　【用例】　anx nos lex t tと名乗る　el anx ridia lex yutia. リディ
アはユティアと呼ばれる。
anxtina  ［地学］［歴史］カリミアン　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

anxa  ［単位］デカ　［レベル］３　21:anxant

anxa(2)  ［文末純詞］［丁寧］xa　［レベル］２　rd;/　23　【用例】　waa, xan anxa! jan 
et lant im tur anne. pin tant et sort tinka. わぁ、本当ですね！　今、
空が綺麗でした。外すごく寒いですけど。
anxatta  ［文末純詞］［pikko］［丁寧］kok　［レベル］２　22

anxan  ［文末純詞］［丁寧］xan　［レベル］２　rd;/　23

anxant  ［歳時記］立春　［名詞］１時　［組み数字］１／２４　［レベル］３　20:→ an
xian　［文化］　anxian

anxante  ［魔法］［工学］アンシャンテ　［レベル］４　meltia 430:bert:al/xante　
古 :私 (an)に答えてくれ (xante)　［文化］　vlまでは anxanteというと現 la
nxanteの意味→ lanxante　アンセに搭載された通信機のこと。anxante
は元々魔力で情報を通信するものだったが、魔力を失ったレイユの
時代に開発された新型通信機が anxanteの名になり、今までの魔法は
lanxanteと呼ばれるようになった。　現実にはリュウが改良したアル
シェ･ソーン及びアシェットの通信機を指す。　　meltia 430　［言語］［魔
法］ベルトが anxanteを開発→ anxante

anxante(2)  ［丁寧］［感動詞］あのう、あの、すみません、どうもすみませ
ん、お尋ねしてもよろしいですか、ちょっとよろしいですか　［類義語］
xante　［レベル］２　rd;an/xante　23



368 anseanxaz
anxaz  ［名詞］臨界点　［レベル］５　21:al/xaz

anxal  ［地名］アンシャル　［レベル］２　fv;e　古 :anxalは古では anxalと anxil
の区別がないので西洋も表わしていた。幼少時リディアはこの地域
に住んでいたため、西洋を ｢an(私 )/xal(存在 )｣ という語源。即ち ｢
私がいるところ ｣という原義で名付けた。対になる insaalには anxalの
対となるようにきちんと aaという長音が含まれている。　［文化］　ア
ルカット大陸西部。メティオ以西。アルバザードが含まれる。
anxaldia  ［音楽］星歌、アンシャルディア　［レベル］３　rd;an/xal/diaか anx
al/diaかで議論が分かれた単語。作詞作曲をしたセレンがこの歌にこ
の名を付けて広めたが、語源については黙秘した。そのため、民間
の間では様々な憶測が飛び交っている。左記２案のうちのいずれか
であろうと予測されているが、真偽の程は定かではない。前者の場
合、「私は夢に留まる」と解釈でき、後者の場合「アンシャル地方の
夢」と解釈できる。どちらも語源を確定できるほどの原義ではない。
rt以降優勢な解釈は diaを ridiaと捉えたもので、「私はリディアと
共にある」である。この解釈は rdでセレンとリディアが死なずにア
ルカディアへ渡り、その後転生するというアルティス教の教義を支
えるものであるため、革命後に再度支持された。　22　［文化］　アトラ
スの歌。国歌が星規模になったもの。rdでセレンが作り、広めた。
アルカを広めるのは難しいしそのつもりもなかったが、音楽は民族
を越えると知っていたセレンは、ユーマの一族の悪魔に対する結束
力を高めるためにこの歌を作った。アルカを知らない辺境の地でも、
この歌の歌詞だけは知っているという人が多い。ただし、ご当地な
りの発音ではあるが。　各国語の翻訳版が作られたのは nd以降。し
かし結束力を削ぐという意味で嫌われる傾向にあった。また、翻訳
版を歌うくらいなら各国の国歌を歌ったほうが民族のアイデンティ
ティを象徴できるという理由もあった。　アルティス教では聖歌に
認定され、革命後も星歌として再評価された。ただし、革命時はむ
しろ「ミロクのドグマ」を万国に流布させるのに必要だった「星規
模の結束力」を養うために利用された。もっとも、表向きは「世界
平和の歌」というテーマで広められており、現在では義務教育の初
頭段階である sleaで覚えさせられる。　地球に万国公認の星歌がない
のは恐らく地球外生命体との戦争がなかったからだろう。
anxalbel  ［料理］アンシャル料理　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　薄
味で塩気が少ない。麦中心の料理で、品目は少ない。
anxalia  ［医療］西洋薬　［反意語］insalia　［レベル］３　20:anxal

anxi  ボーイフレンド、彼氏候補　［レベル］３　19:ridia:alxiia→ alxi→ an
xi（lは xの前で舌先がくっつかなくなるため、変音しやすい）　［文
化］　彼氏候補。夢織で言うとカナンはこれの一歩手前。最終的には
anxiを経て xiia手前まで行ったが。　アルバザード人は anxiないし
antiを複数人持つ。恋人として付き合うまでに３年はかけるため、で
きるだけ多くの異性をキープしておき、その中から互いにとって最
も相性がいいものを選ぶ（当然片思いに終わることもある）。恋人候
補を最初にゲットしなければならないので、学校では男女が別になっ
ていることは少なく、男女入り乱れて仲良く過ごしている。男子グ
ループ・女子グループというような区別はあまりない。　ただし rd
においてはそうではなく、アルシェは男女で別々に固まっていた。
他方、ソーンは男女入り混じっていたので、同じ時代でも異なりが
ある。
anxidia  ［丁寧］［感動詞］おやすみなさい　［レベル］２　23

anxiyu  ［丁寧］［感動詞］xiyu、了解しました、分かりました、わかりまし
た、了解いたしました、了解致しました、かしこまりました、承知
しました、承知いたしました、承知致しました　［レベル］２　rd;/　23

anxil  ［ユマナ］ヨーロッパ、西洋、西欧　［レベル］３　19:anxal

anxilsolt  ［ユマナ］［経済］ユーロ　［レベル］３　22

anxilbel  ［ユマナ］［料理］洋食、西洋料理　［レベル］３　19

anxillem  ［ユマナ］［音楽］洋楽　［レベル］４　21

anxian  ［歳時記］節気、二十四節気　［組み数字］２４　［レベル］４　20:arxiel
　［文化］　zgで２４節気ができる。五日で一候 (jina)、三候で一気 (sa
pli)、二気ないし六候で一月 (teeze)、三月で一季 (xalte)、四季で一年
(salt)。　日が経つにつれ空模様が変わり、空気が変わり、風の冷たさ
が変わり、自然の様相が変わることから来ている。　初秋・仲秋・
晩秋はそれぞれ複合語で、fianalis, lazalis, manaalis。初夏なども同様の
ネーミング。（ただし春は立春でなく春分から始まる）　２４節気か
ら７２節気を作る初候、次候、末候はそれぞれ lunasapli, xalsapli, leev
sapli。四季神同様、擬人化されている。　２４節気は zgでは春六気（春
分～芒種）までが女神の名に頭、首、胸、腹、腿、足を足したもの
で表された。　例えば春分はアシュテの頭で axteloとなり、若干殺伐
としていた。　日本では立春といってもまだ寒く、春といわれても
ピンと来ない。　アルバザードは緯度が高く、春も立春でなく春分
から始まるため、節気と季節感が一致している。　rdでようやく文
化的に成熟し、季節の花の名を用いて表現されるようになった。　
この花は当時のアルバザードでその時期に見るのが良いとされたも
ので、それを元にアシェットが造語した。　例えば１月は winter ja
sminが選ばれているが、この花は１２－４月まで咲く。このうち当
時のアルバザードで見ごろとされたのが１月であるため、この時期
の大寒に選ばれている。　なお、rdなので既に外来種が輸入されて
いる時代であり、その点も考慮したい。　蓮の見所は大暑前後も含
むが、大暑になっているのは暑い時期なので水辺にという気遣いか
ら。このように、このリストは単なる見ごろだけで決められていない。
　また、ハイビスカスのように熱帯をイメージするという理由で立
秋（８月上旬）に来ているものもある。　　春は春分から始まるが、
組み数字としては節気は立春（冬）から始まる。これはアシェット
が節気をまとめたときに、編集者であるセレンが暫定的に自分の誕
生日（＝立春）を起点に計算していたため。のちに春分から始める
つもりでいたが暫定案で定着してしまい、その後もズレが残ったま
まになっている。　２４節気はそれぞれ起点となる日付が天文学的
に決定するため、毎年同じ日になるとは限らない。日本でも春分の

日が一定でないことを思い出すと良い。ただおおよその目安として
例えば立春は２月４日ごろというものがある。下記にそれぞれの節
気の目安を記載する。xistina図鑑の歳時記の項もこの目安を用いる。
　　立春 (anxant, ｐｒｉｍｕｌａ、プリムラ )２月４日　雨水 (fingen, 
ｕｍｅ、梅 )２月１９日　啓蟄 (metian, ｃａｍｅｌｌｉａ、椿 )３月
６日　春分 (dialet, ｐｅａｃｈ、桃 )３月２１日　清明 (lidian, ｐｌ
ｕｍ、李 )４月５日　穀雨 (aklim, ｒａｐｅ ｂｌｏｓｓｏｍｓ、菜の
花 )４月２０日　立夏 (lakemit, ｃｌｅｍａｔｉｓ、クレマチス )５月
６日　小満 (ardianus, ｌｉｌｙ ｏｆ ｔｈｅ ｖａｌｌｅｙ、鈴蘭 )
５月２１日　芒種 (felier, ｒｏｓｅ、薔薇 )６月６日　夏至 (semi
an, ｈｙｄｒａｎｇｅａ、紫陽花 )６月２１日　小暑 (kmiilia, ｌａｖ
ｅｎｄｅｒ、ラベンダー )７月７日　大暑 (mianet, ｌｏｔｕｓ、蓮 )
７月２３日　立秋 (gardian, ｈｉｂｉｓｃｕｓ、ハイビスカス )８月
７日　処暑 (falian, ｓｕｎｆｌｏｗｅｒ、向日葵 )８月２３日　白露
(finos, ｃｌｕｓｔｅｒ ａｍａｒｙｌｌｉｓ、彼岸花 )９月８日　
秋分 (alhaid, ｓａｌｖｉａ、サルビア )９月２３日　寒露 (diahadir, 
ｃｏｓｍｏｓ、秋桜 )１０月８日　霜降 (figyurer, ｓｏｌｉｄａｇ
ｏ ａｌｔｉｓｓｉｍａ、セイタカアワダチソウ )１０月２３日　立
冬 (jandior, ｚｅｌｋｏｖａ、欅 )１１月７日　小雪 (weivar, ｍａ
ｐｌｅ、楓 )１１月２２日　大雪 (sarbelia, ｈｏｌｌｙ、セイヨウヒ
イラギ )１２月７日　冬至 (veflir, ｐｏｉｎｓｅｔｔｉａ、ポイン
セチア )１２月２２日　小寒 (elizian, ｎａｒｃｉｓｓｕｓ、ナルキッ
ソス、スイセンの一種 )１月５日　大寒 (liiten, ｗｉｎｔｅｒ ｊａ
ｓｍｉｎ、ウィンタージャスミン )１月２０日
anxian(2)  ［代詞］［lumir］xian　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anxiant  ［言語］時候の挨拶　［レベル］５　21:anxian/te

anxiant(2)  ［代詞］［lumir］xiant　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anxianmem  ［組み数字］アンシアンサークル　［レベル］３　21　［文化］　rapalx

anxii  ［文末純詞］［丁寧］［yunk］tuuyu　［類義語］tuuyu　［レベル］２　20:kmiir:an（丁
寧）/xiit　［文化］　an(7)

anxiima  ［文末純詞］［丁寧］［mayu］xiima　［レベル］２　rd;/　23

anxiiz  ［建築］アンシーズ教会　［経済］５０ソルト玉　［アクセント］Anxiiz、
anXiiz　［レベル］２　21:ridia:an/xiit　［文化］　→ anfan　rtに建てられ
た国内最大の教会で、所在地は arvette。
anxo  ［感動詞］［rente］よいしょ、よっこいしょ　［レベル］２　古　［語法］　akk
onxo
anxe  ［代詞］何か、なにか、なんか　［反意語］lenxe　［レベル］２　21:南方
語からの輸入。否定の an/xe
anxeket  ［法律］オレオレ詐欺、おれおれ詐欺　［レベル］５　al;/「俺という
詐称」　23
anxenon  ［代詞］［lumir］xenon　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anxenoan  ［代詞］［lumir］xenoan　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anxel,szd  faal　an/siel

anxelkan  ［生物］［医療］督脈　szl;/。体の正中線で陽になる側（四足獣時
代に日の当たった背中側）であることから「太陽の経」。　24
anxelis  ［代詞］［lumir］［丁寧］xelis　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anxelien  ［代詞］［lumir］［丁寧］xelien　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

ans  ［代詞］私たち　［レベル］１　19　［語法］　聞き手を含むか含まないかの
区別はない。英語や日本語と同じ。
ans(2)  ［魔法］エレメント、魔法の要素　［レベル］４　szd;e　*:ans:la ans　［文
化］　特に基本７属性のうちさらに基本となる水風土火雷のこと。→
五行説 (klevans)
ansa,alt  nol
ansaxiwa  ［植物］ヤツデ　mt;「七つの手」　22

ansanna  ［文末純詞］［mayu］［丁寧］sanna　［レベル］２　rd;/　23

ansin  ［文末純詞］［丁寧］sin　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

ansivan  ［文末純詞］［pikko］［丁寧］sei　［レベル］２　22

ansilfkekko  ［丁寧］［感動詞］お気軽に、どうぞ、どうぞどうぞ、ぜひとも、
ご自由に、どうぞごじゆうに、どうぞご自由にお取りください　［レベル］
３　rd;/　23　［文化］　→ mog

ansiina  ［文末純詞］［丁寧］siina　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

ansiett  ［rente］［代詞］あちらの方の、あの方の、アンシエット→ luapia　［ア
クセント］ansiEtt　［レベル］２　22:kmiir;ansiel/te

ansiel  ［rente］［代詞］あちらの方、あの方、あのお方、アンシエール→ lu
apia　［レベル］２　［アクセント］ansiEl　22:kmiir;an（丁寧）/siel（空→遠く
の人→距離をおくことで丁寧さを）
ansolvat  ［感動詞］おまたせしました　［レベル］３　rd;/　23

ansoa  ［感動詞］やった、やったー　［類義語］hwa　［レベル］２　tm;an/so/a「私
はしたぞ」　古 :tisoaと同原理。　［語法］　自分で努力したことに対し
て使う。「今日のごはんはハンバーグよ」「やったー」のように自分
の行動と関係がない場合の「やったー」には hwaを使う。
ansoono  ［丁寧］［感動詞］soono　［レベル］２　rd;/　23

ansoonoyun  ［丁寧］［感動詞］soonoyun　［レベル］２　21

anse  ［電算］アンセ　［レベル］２　19:ans:古 :ridia:anxanteから　［文化］　lei
zen　携帯型万能通信機。テレビ電話もネットも使える。ほとんど腕
時計型で、映像は机などに投影できるが、出先でも掌に投影するな
ど、至れり尽くせりの機能を備えている。機械が嫌いなアルバザー
ド人が好んで使う機械。国民としてのＩＤもアンセに登録されてい
るため、身分証明にもなる。なお、国籍のない者は持っていないので、
アンセの有無で身分がすぐに分かる。　　391　アリシアの主導でア
ンセが開発され、それまでの携帯電話に代わってスマートフォンが



369 anfianse
普及していく。この時点ではまだ電子ペーパーは普及していない。
また、レイゼンに当たるタブレットＰＣもこの頃にはできていたが、
やはり電子ペーパーではなく、四つ折り機能などもまだ実装してい
ない　　407　『紫苑の書』の時代ではまだ腕時計型の端末で、機能
は制限されていた。アンセはレイゼンの親機で、ＩＤの代わりとし
て利用できた。アンセに電子ペーパーは必ずしもなく、ホログラム
やプロジェクターの機能はない。音楽再生機能はあるが、スピーカー
は骨伝導ではなく貼り付け式でもない。２０１１年における地球と
同様。　　422　『アルディア』開始の時点では貼り付け式のイヤホン
が存在し、画面も電子ペーパーになっている。また現金の使用比率
も 407年より減っており、アンセの電子マネーによる決済の比率が
増えている。　　・充電　　充電は初期の頃は有線でやっていたが、
ljには非接触式の充電器に取って代わった。充電は主に寝ている間
などに行う。　【用例】　ev gil al anse アンセに金を補充する　anse ar 
ixta アンセが画像を映す　ixta t'anse es ar アンセの画像が映ってい
る
ansete  ［文末純詞］［rente］［丁寧］sete　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

ansent  ［丁寧］［感動詞］sent　［レベル］２　21

ansentant  ［丁寧］［感動詞］sentant　［レベル］２　21

ansem  ［代詞］［solferj］sei　［レベル］１　22:kmiir:an xem

ansegil  ［経済］アンセの電子マネー　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］
　gil
anser  ［植物］アセロラ　［電算］アンセル。グーグルＩＭＥに当たる変換
システム。　［ユマナ］グーグルＩＭＥ　［レベル］３　nd;al/seronik | al;p
ieに対し植物で命名された。同時に an ser（私は知っている）の掛
詞でもある。　22
ansei  ［文末純詞］［丁寧］sei　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

anseere  ［丁寧］［感動詞］seere　［レベル］２　21

anseeretis  ［丁寧］［感動詞］seeretis　［レベル］２　21

ansui  ［植物］ハッサク、八朔、八作　［レベル］３　sm;alt　22

anna  ［医療］アイデンティティ、自己同一性　［レベル］５　19:an/na（自分
の心）　【用例】　xal anna アイデンティティを保つ
anna(2)  ［文末純詞］［丁寧］a　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

annanna  ［文末純詞］［丁寧］nanna　［言葉遊び］これ自体が回文になっている。　［レ
ベル］２　21

annau  ［文末純詞］［rente］［丁寧］au　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

annotte  ［代詞］［lumir］notte　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

annon  ［代詞］［lumir］non　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

annoan  ［代詞］［lumir］noan　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

annoel  ［代詞］［lumir］noel　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anne  ［文末純詞］［丁寧］e　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

anneyo  ［文末純詞］［milia］［丁寧］eyo　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

annel  ［卑語］クリトリス、陰核　［レベル］４　20:kmiir:anne←古 :anne,es
senip（いやらしい豆）を隠語化して次々語形を変えていった結果、
メル ･アルカの時点で anneに落ち着いたもの。20に純詞の兼ね合い
で alが付いて annelに。
anneu  ［文末純詞］［rente］［丁寧］eu　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

anv  ［名詞］ペットボトル、プラスチックボトル　［化学］ポリエチレンテ
レフタレート（ボトルでなく物質として）　［レベル］２　14:制 :anzvael(プ
ラスチックのボトル )
anvant  ［丁寧］［感動詞］vant　［レベル］２　21

anvantant  ［丁寧］［感動詞］vantant　［レベル］２　21

anvort  ［歴史］アンヴォルト、死柩　［レベル］３　21:al/vort　［文化］　ディ
ミニオンによる大規模な攻撃や被災のことを指す。lamvortと ravelvo
rtが有名。
anver  ［名詞］呪い、怨念、恨み、怨み、怨霊、邪念、復讐心。aldert
の同義語　［医療］機能障害、～症、症、障害、不定愁訴　［魔法］アンヴェル。
闇の古代魔法。呪いの力で敵を殺す魔法。敵を憎む意思の強さが敵
の生命力よりも強ければ、敵は数分で死に到る。アシェットでの使
用者はメルのみ。効果としては、敵はあらゆる憎悪を魔導師から受け、
大きなストレスを受ける。そのストレスに耐えかねたものが、極度
のストレスにより死亡する。　［レベル］３　古 :ridia:na/varaeから　【成句】
　anver toe van la tsettan. 怨念は裏切り者を刺し殺す： 雨垂れ石を
穿つ、念力岩をも通す　【用例】　pef anver 恨みを晴らす　rak anver 
恨みを乗り越える。仕返しせずに消化させること。
anvert  ［形容詞］未病な、不定愁訴を感じる、不健康な、不健全な　［医
療］未病、不定愁訴　［魔法］忌憑　［魔法］［形容詞］悪魔に憑り付かれた　
［レベル］４　20:anver/te（呪われた）　［文化］　・lukletiaにおける過敏と
不健康と健康観　　過敏と不健康は異なる。過敏な人間は少しのこ
とで胃を壊したり風邪を引いたり頭痛を感じたりする。人が平気で
酒やコーラや油ものを食べて太っているのを見ると、痩せて胃腸の
弱い人は信じられないとともに羨ましく妬ましく思い、ときには珈
琲一杯で体調を崩す自分を「弱い」とか「情けない」と感じる。敏
感な人間ほど異物に反応しやすいため、吐きやすかったり食が細かっ
たりしがちで、その結果痩せているか水太りな傾向にある。筋力に
乏しいため、まして自分を弱いと思いやすく、男性だと更に劣等感
を感じやすい。　lukletiaでは過敏は不健康とは異なるとしている。
一杯の珈琲や少しの油もので胃痛を起こしたり、チーズや小麦でア
レルギーを起こすのは弱いことやまして不健康なこととは関係がな
い。単にそれは体が反応しやすいというだけのことである。　なお、
そのような人は概して排他的な価値観を持ち、偏屈で神経質で内向
的な確率が高い。　そのような人は結果としてタンパク質カロリー

不足で華奢になるかもしれないが、それは ivnではなく、せいぜい
en kanviでしかない。　本当に anvertや levnなのは毒を貯め込んで
しまう人間である。いくらでも食べられ、鈍感で、体格は良く、元
気で、太っている。ところが毒に体が気付いていないだけで、内面
で病気が進行している。こちらのほうがむしろ anvertや levnであり、
医学的には問題がある。　【成句】　vals anvert et raten. 痛みを知る医
者は名医。rdで様々な不定愁訴に襲われたセレンが作った成句。リュ
ウは西洋医学、セレンは東洋医学のプロだったが、東洋医学は特に
経験医療なので、自分自身が痛い思いを経験した医者のほうが患者
の気持ちや苦しみが分かって治療が巧いことからこういう言葉がで
きた。
anvert(2)  忌憑、いみつき、アンヴェルト　21　［文化］　セレンによる
小説。ジャンルはミステリー。　　16歳の高校生、南神楽（みなみ
かぐら）(kagra trikol)はある日飛び降り自殺を目撃する。　それから
彼の目には忌みという悪霊が見えるようになる。　神楽は目の異変
を同じクラスの神社の娘、雨宮丁（あまみやひのと）(hinoto yuuan)
に相談する。　一方神楽は同級生の数学ガール、柊霞（ひいらぎか
すみ）(kasmi sarbelia)の秘密をひょんなことから知ってしまう。　秘
密を洩らさないよう霞に脅されるも、神楽の目に見えていたのは霞
に憑いた忌みであった……。
anvertood  ［名詞］死の坂、黄泉比良坂、よもつひらさか、アンヴェル
トード　［メタファー］デスマーチ、デスマ、過剰労働、過労　［レベル］４　
21　［文化］　スピカのほうにあるとされる坂。報われない魂が坂を彷徨
い続ける。坂は騙し絵のようにいくら登っても同じところをぐるぐ
ると回転するだけ。
anvernoz  ［天文］ケフェウス　19:ridia/seren/mel　［文化］　loonia

anvernoi  ［天文］ガーネットスター　19:ridia/seren/mel:呪いの子
anverfai  ［名詞］鬼火、人魂、ひとだま　［天文］スピカ　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:呪いの火　［文化］　スピカはヴェルファイの怨念の
化身。死神につれていってもらえなかったセレスはこの星に留まっ
てしまうと考えられている。逆に言えばアヴェランティスはこの方
角にあるのではないかと考えられている。
anverreim  ［魔法］怨霊　［レベル］４　22

anverlolo  ［天文］アルデラミン　19:ridia/seren/mel　［文化］　loonia

anverins  ［天文］アルフィルク　19:ridia/seren/mel　［文化］　loonia

anveresk  ［歳時記］怨雨、アンヴェレスク　［レベル］３　21　［文化］　ral lax。
死神ヴァンガルディがガルヴェーユに降り立ち、アトラスに蠢く人々
の怨嗟をその鎌に集め、死神貴族に再配布する日。怨嗟は強力な
ヴィードの塊となって世界中に存在している。→ seles　ヴァンガル
ディはヴィードの返礼として、怨嗟の強い者を選んで協力し、復讐
を成就させることがある。協力の仕方は様々で、直接手を下すこと
もある。なおヴァンガルディの選定は恣意的で、本人が共感できる
怨嗟に肩入れする傾向がある。　実際にこの日は犯罪率が高く、そ
れゆえミロクは多くの国民（電力や軍事など休めないものを除き）
に終日外出禁止令を出して実質休日としたことがあったが、かえっ
て家庭内での犯罪が増えたため催日に戻した。しかしその大半はヴァ
ンガルディの加護を得たものでなく、自分は加護を得たものと妄想
しての犯行が多いのではないかと考えられている。
anvel  ［魔法］アンヴェル、呪術　［レベル］４　19:ridia:anver　［文化］　呪
いを利用した魔法体系。ファベルのマレットが開発した。その後西
洋にも伝わり、シフェルの民にも遣い手が現れた。そのため、アル
マレットに含まれるものの、シフェルの民も使うことができる。
anvelan  ［魔法］呪術師、まじないし　［レベル］４　19:ridia

anvelent  ［魔物］アンヴェレント（呪人形）：第八十一天：邪の氷天　［レ
ベル］５　19:ridia/seren/mel:anver/lent　［文化］　憑族。捨てられた人
形の悲しみに宿る九十九。呪いの歌を歌い、人を狂気に誘う。一度
とりつくと死ぬまで離れず、どこに行っても、トイレでも風呂でも
ベッドでもどこまでも付いてきて、ケタケタ笑う。人が耐えかねて
捕まえようとしたり攻撃しようとするとスッと消えて、また出てく
る。ついには獲物は発狂して自殺してしまう。死んだ人間はアンヴェ
レントによって、道端に「要らなくなった人形」のように捨てられる。
anflenzel  ［丁寧］flenzel　21

anfa  ［軍事］火器　sm;al/fai　24　［文化］　gel

anfatoo  ［丁寧］［感動詞］お疲れ様です　［レベル］２　23

anfan  ［経済］貨幣　［類義語］kais　21:ridia:al/fant　［語法］　kaisは通貨。円
やドルやユーロといった抽象的な概念のこと。　anfanは実物の貨幣。
五百円玉や千円札などのこと。　［文化］　アルバザードの通貨は soltで、
貨幣は９種。　貨幣は紙幣 (magl)と硬貨 (gald)に分かれる。10000, 
5000, 1000, 500が紙幣。100, 50, 10, 5, 1が硬貨である。vespelは
日常生活ではレア。　紙幣にはアルバザードを代表する自然の名所
が描かれている。硬貨にはアルバザードを代表する建造物が描かれ
ている。自然の名所のほうが面積が広いため、硬貨には描きづらい。
そのため自然の名所が紙幣に宛がわれている。　　紙幣は紙自体に
色味がかかっており、その色味を濃くした単色で名所が描かれる。
例えば 10000ソルトの vespelは微かに薄茶色の紙で、絵自体は焦げ
茶色で描かれる。　　硬貨は材質によって色が定まる。穴開き硬貨
はない。　　アルバザード人は通常「五百円玉」というような数を
使った言い方をせず、アメリカ人がダイムやバックと言うが如く、an
xiizや mistieのような名前で呼ぶ。　　10000:vespel：茶　5000:eal
is：青　1000:laven：緑。滝より周囲の木々のほうが絵の面積を占める
ので緑のほうが見やすいとされた。水色にすると ealisとかぶるので
避けられた。　500:soen：灰。岩肌の色から。　　100:falxian：金色
　50:anxiiz：銀色　10:mistie：銅色　5:gaudi：鉄色　1:rang：アルミ
の白銀色
anfarna  [丁寧 ][感動詞 ]どうぞお大事に、お大事に　［レベル］２　23

anfi  ［代詞］何か、なにか、なんか　［反意語］lenfi　［レベル］２　21:anxe
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同様　【用例】　see tu fia es lad kon tu "anfi". alfi fia de lad kon 
saaj" そして世界はその『何か』でできている。決して無ではないんだ」
anfiima  ［丁寧］［感動詞］お久しぶりでございます　［レベル］２　23

anfer  ［名詞］聖職者　［アクセント］anfEr　［レベル］４　rd;<lt　24　［文化］　ア
ルティス教の影響下のアルバザードでは僧侶、学者、医者、教師が
聖職者とされる。聖職者は酒を常飲してはならないなど戒律が比較
的厳しく、敬虔であることが要求される。
anfel  ［被服］アンフェル、打掛襦袢、うちかけじゅばん　21:sme　［文化］
　古スカルディアの竜騎兵が着た服。黄色の襦袢と黒の打掛と階級
を示す lonteからなる。
anfelixia  ［名詞］男の娘、男のこ、おとこのこ、アンフェリシア　［反意
語］freimiina　22:走りとなった少年たちが anfelのような服を着て
いたことから。　［文化］　vl後期でブームになった。現代でも一分野
として認識されている。22現在ではユルトみたいな少年を指すようだ。
　同時期に freimiinaも登場したが、こちらはそれほどニーズが出
なかった。
anfelixion  ［軍事］竜騎兵、アンフェリシオン　［アクセント］anfelIxion（上
流）、anfelixIon、anfelixiOn（南方）　21:anfelxon.sme
anfelia  ［運動］アンフェリア、竜騎舞　21:sme　［文化］　竜騎兵の踊り。
アンフェルを着て鼓を鳴らして舞う。この鼓は元々戦場で使ったも
の。現代では xante t'anjurなどで行われる。むろん竜は用いない。
anfelial  ［代詞］［lumir］felial　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anfelie  ［代詞］［lumir］felie　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anmi,alt  kis
anmita,alt  at aata　an/mita

anmisa  ［植物］クチナシ、梔子、くちなし　［レベル］５　mt;anmi/misa　22

anmia  ［文末純詞］［丁寧］mia　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

anmian  ［文末純詞］［rente］［丁寧］mian　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

anmiir  ［政治］アンミール　［レベル］４　lj:seren/mel:al/lestimiir　24　［文
化］　→ lestimiir, serakn, serkolm　ljでセレンらが設置した機関。そ
れまでの立法・行政・司法にいた人間たちを基に構成された。　革
命後はレスティミールが三権を支配したが、レスティミールに不具
合があった際にレスティミールの代行をしたり、レスティミールの
決定に意見を入れてレスティミールに再考を促すことが役割。前者
は有事の際、後者は平生から行う。　セレンは革命で政治家や議員
などを一見廃業に追い込んだように見えるが、実際にはアンミール
の構成要素として残しておいた。機械だけでなく人間にも国を動か
させるためにである。　アンミールはレスティミールと同じく分立
した三権から成り、人間が務める。構成員は選挙で行われ、ミール
が管理・集計する。そのため構成員には入れ替わりがある。就任期
間は革命前と同じであるため、一定の期間ないし解散・総辞職ごと
に選挙を行う。　簡単に言えば、「セレンらはそれまでの人間による
立法・行政・司法を二軍落ちにしてレスティミールを採用した」と
いうことである。
anmoe  ［代詞］［lumir］moe　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anmoen  ［代詞］［lumir］moen　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anmeid  ［代詞］［lumir］［丁寧］meid　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anmeiden  ［代詞］［lumir］［丁寧］meiden　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lum
ir
and  ［接尾辞］～している。反復相を示す。　［動詞］yulしている、～し
ている。emandの意味で使う。事実上反復相の繋辞。　21:21 mel mir
まで反復相は純副詞 diで示していた。最も頻度の高い反復相は em 
diの句であったが、これが詰まって emdiとなっていた。母音が落
ちて emdとなり、dに同化して endとなる。その後一般動詞にも lun
andのように膠着するようになる。ルティア家で起こりルティア家で
定着。差の endと区別するために endを endiに。しかしミリアに
より lunandから endでなく andが逆成。すぐ誤りと気付いたが、音
が言いやすいとのことで andで定着。endは lendと近いため、endi
のままとした。数カ月の試用を経て左日にセレンが承認し、接尾辞
で反復相を指すようになった。　:::hazelu,alt　［語法］　開音節では aが
落ちる。過去形と組み合わせる場合は badatandのようにする。　【用例】
　yuli evand luwaakl a sae. 子供が雪に足跡を付けている。　xe vik 
baogand omi vienel. 男が扉を何度も叩いている。　klea and met. 粉
が降ってくる。　esk lunand. 雨が降っている。自然な言い方。　esk 
and met. 雨が降っている。落下に焦点。　cate lunand→ cate lunas. 
嵐が来ている。嵐が複数回来ているのではなく、今ここに来終わっ
て残存しているので es。雨はパラパラと何粒も降っては降ってを繰
り返すので and。　selan vortand ka fi im ilsel. 毎日どこかで人が死
んでいる。
anda  ［名詞］基準、水準、身の程　［経済］水準　fv;e　14:制 :ant　anda:and
a:lu land　【成句】　re ser anda （自分の）身の程を知れ。調子に乗るなよ、
図に乗るな、いい加減にしろ、身の程を知れ、分をわきまえる　【用例】
　anda daz 程良い基準　anda sor 高い水準、高水準
andant  ［人名］アンダント　古　［文化］　(yuuma 6752)　カコ中期における
ドゥルガの王。イーファとハーネの父で、彼らは異母兄弟に当たる。
　yuuma 6752 アゼリア、息子の andantを産み、andantを預言者と公言。
国民は邪教徒討伐の一件があったため、これを受け入れる 
andamelal  ［地学］標準時　［レベル］４　rd;/　24

andir  ［遊離副詞］［形容詞］よく、わりと　［アクセント］andIr　20:anda/rak（基
準を超えた＝５０％を越えた）→ andar→ andir（andaから離すため）
　［語法］　aluut

andizmal  ［文末純詞］［丁寧］［arden］dizmal　［レベル］２　rd;/　23

andoova  ［丁寧］［感動詞］doova　［レベル］２　21

ande  ［電算］ＬＡＮ、ローカルエリアネットワーク　13:制 :古 :anxantekaade
（アンシャンテカード）
andepent  ［言語］早々、草々、そうそう、アンデペント　21:al/depente（前
文がなくエリスへの祈りもなかったのでここで倍祈るの意味）　［語法］
　男性も使う。
angramma  ［企業］アングランマ　21　［文化］　新日本製鐵に相当する企業。
anpasso  ［丁寧］［感動詞］passo　［レベル］２　rd　23

anpal  ［被服］テディ　［類音］ampal　rd;al/paal。スリップと同じ流れ。　21

anpi  ［植物］ナンテン、南天　rt;alt　altのスペルなので ampiでなく
anpiのままでよい。ヴェマ原産。　22
anpi,alt  los
anpent  ［丁寧］［感動詞］pent　［レベル］２　21

anpentant  ［丁寧］［感動詞］pentant　［レベル］２　21

anpel  ［人名］アンペル　20　［文化］　ツェリン西部の都市。幾度も戦禍に
あった。
anbe roub  ［人名］アンベ＝ローブ　21　［文化］　ヴェレイのアミナル党
首。ユーリアを手籠めにし、自殺に追いやった。ミロク革命の発端
となった人物。
anbez  ［化学］トリシネート　vl;al/bezel　24　［文化］　gel

anhacka  ［丁寧］［感動詞］お誕生日おめでとうございます　［レベル］２　23

anhart  ［政治］アン・ハルト、殿下、陛下、閣下　20:古 :hart:高いの
hyuxaと関連があるだろう。
anhalka  ［代詞］［lumir］［丁寧］halka　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anhalkan  ［代詞］［lumir］［丁寧］halkan　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anhekka  ［丁寧］おてがみ、お手紙　21

anyuna  ［代詞］［lumir］yuna　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anyunol  ［代詞］［lumir］yunol　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anramma  ［文末純詞］［pikko］［丁寧］ramma　［レベル］２　21:eketone　［文化］　an(7)

anrets  ［感動詞］よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、
お願いします、おねがいします　［レベル］２　rd;/　23　［語法］　rets

anreiz  ［形容詞］行方不明な、失踪した　［レベル］３　22:al/reiz　［語法］　
意図的に reizな状態にすること。
anz  ［化学］プラスチック、合成樹脂　［レベル］２　古 :語源不詳　［語法］　
合成樹脂、プラスチック、ビニールの語法は日本語と同じ。ビニー
ル袋などの軟質プラスチックのことはそのまま emsという。プラス
チック anzといえば、固いバケツなどのことを指す。合成樹脂 kopg
enは anzのことなのに、アルバザード人は何のことだかよく分かっ
ていない。　［文化］　アルティルでジンティ＝アルテームスが開発し、
アルマット社が販売した。
anzol  ［音楽］ベース、ベースギター　［レベル］４　21:al/jizol　［文化］　
→ zol　こちらでもコントラバスから発達したため、４弦が主流。
anzolan  ［音楽］ベーシスト　［レベル］４　21

anzen  ［人名］アンゼン　20　［文化］　(yuuma 6666:6994)　yamer

anzen(2)  ［企業］アンゼン　21　［文化］　京セラに相当する企業。
anj  ［人名］アンジュ　先 :語源不詳　［文化］　(tif 51 pal ral→ )リーザ
とメルを補佐した人物。
anj(2)  ［名詞］家政婦、メイド　［レベル］３　sm;anje.k。アンジェ地方か
らメイドがよく上京してきたことから。　制 :anj　*:anj　［文化］　メ
イドを雇う習慣は奴隷制のない smで起こった。貴族が裕福になり奴
隷がいないとメイドが必要になる。アルナからそう遠くなく出稼ぎ
の多かったアンジェ地方からよく若い娘が奉公に出た。　初期は主
人の服のお古を着ていたが、客人が一目見て家族なのかメイドなの
か区別つかずに困ったため、メイドは見てすぐ分かるように貴族と
対照的な服を着るようになった。当時の貴族は豪華絢爛な服を着て
いたため、メイド服は黒と白といった単調な色の服になった。　地
球ではメイド服はメイド持参だが、アルバザードでは主人がメイド
に良いメイド服を着せるのは裕福である証だったため、モノトーン
ながら可愛らしい小奇麗なメイド服を用意してやることが多かった。
　　rdでカレンシア王国が滅ぶと凪人のメイドが増えた。　凪人の
メイドは矢絣の大正時代のような服装をしていた。これは現代もそ
うで、凪人のメイドは西洋風のメイド服をあまり着ない。　矢絣は
一般の凪人も着るので、メイド用は色が違った。濃緑や茶色や臙脂
色のものがメイド用とされた。　　メイドの習慣は現在でも続いて
おり、富裕層が雇っている。メイド服も sm当時と変わっていない。
現代から見たらメイド服は作業がしづらいが、sm当時の服装の中で
はあれは見栄えを保ちつつ比較的動きやすい服だった。　現代の庶
民の男性にとってメイドを雇うことはステータスシンボルなので、
メイドに対する憧れや萌えがある。そのためメイド服も人気が高い
コスプレである。
anjilu,alt  謙譲語の助動詞
anje  ［気象］昏い空、暗い空　［レベル］３　20:filveeyu「昏き空」
anje(2)  ［地名］アンジェ　［言語］［文字］ブラックレター、ゴシック、ゴチック。
日本でいうゴシックなどの書体。フラクトゥールなど。アンジェで
流行った。　［レベル］５　20:暗い空　［文化］　アルナ北部の小都市。す
ぐ北にケートイアとの国境となる山脈があり、南は広大な平地になっ
ている。
anje(3)  ［経済］綺麗な金　［類義語］gil　［反意語］beket　［レベル］４　rd;<lt
　24　［語法］［文化］　汚い金とは犯罪を犯して得た金や賤業 (kuzgin)を
通じて得た金や golemな方法で得た金を指し、anjeはその反対。寄
付金や kloxetなお金のこと。拝金主義を嫌うアルバザード人は anje
を尊び、beketを卑しむ。
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anje,szd  erfi, gil
anjekal  ［アイテム］サーベル　rd;/　24　［文化］　anjeで作られたことから。
rd中期でできた。鎧を着ない相手に使った。nd以降は騎兵（この時
代の騎兵は銃を持って走る兵科で、馬には既に乗っていない）の基
本装備になった。rtでは警官が装備していた。
anjen  ［被服］タキシード　［レベル］５　21:anje/en

anjel  ［軍事］［魔法］魔動アーマー、アンジェル　［レベル］５　20:anje/古
al（もの）　［文化］　1532年にラグナロクがシグナリオと共同開発した兵
器。責任者は女性で、twarzel disidia。乗り込み式の機械で、操縦者
が中に入って動かす。頭部の欠けたお椀状のロボットで、手足が付
いている。腹部に人間が入るような形で乗る。頭部がないので、人
間が座ったとき、人間の頭がロボットの頭部の代わりをする。高さ
は２ｍほどで、小さい。　魔動銃や魔動手甲などを強化していくと
どうしても足りないのが人間の腕の長さと強度である。それなら最
初から両手両足機械にしてしまい、その中に人間を入れて操縦させ、
動く砲台としたほうがよいという考えのもとから生まれた。　地方
都市アンジェの南側は広大な平原で、またアルシアからそこまで離
れてもいないため、実験に適切だった。そこから魔動アーマーはア
ンジェルと呼ばれるようになった。　　ljではアンジェリカの雑魚
版を意味する。
anjel,f  semaim
anjelbolt  ［工学］［経済］第一次産業革命、アンジェルボルト、産業革命
　20:アンジェルの槌　［文化］　imul 1532年にアンジェルが開発され、
1544年から量産に入った。しかしアンジェルはグレアなどと比べる
と巨大で、大量の金属を必要とした。また、アームやボディなどを
作る大きな金型が必要で、相当な数の技術者も必要だった。　アン
ジェルの製造には鉄のほかに魔動機関部分に金銀などの貴金属やル
ビーなどの宝石が必要で、非常に高価なものであった。まだこのこ
ろは植民化政策がないため、アルバザードは原材料の調達に難儀し
た。　トワーゼルはアンジェルの試験運用を 1535年に終え、実用化
に入った。最初にアンジェルが実戦に使われたのは 1536年の秋であ
る。アルシアに大量に飛来した vemeltを殲滅するために５機のアン
ジェルが投入され、瞬く間にこれを撃退。その力が国王ならびに全
世界に認められるところとなる。　1537年に量産支援を国王から取
り付けたものの、費用の面でトワーゼルは困窮した。量産しように
も原価がすこぶるかかってしまい、原材料を買い付けきれないため
である。アルバザードとルティアには貴金属と宝石の埋蔵量が少な
く、とても自国の分では賄うことができなかった。主にこういった
金属は魔方や境方で産出されていた。　しかしそんなトワーゼルに
転機が訪れる。1539年にバルマーユでダイズアイライが大量発生し、
病原菌を振り撒きながら魔方人を苦しめた。その際、魔方からの要
請を受け、トワーゼルはアンジェルを掃討部隊に組み込んだ。アン
ジェルの火力は尋常ではなく、またダイズアイライに直接触れずに
戦える。しかも魔導師と違って露出しているのは頭部のみなので、
感染のリスクも少ない。マスクをつけてしまえばほぼ感染は防げる。
ダイズアイライの吐く王水も数メートルしか飛ばないので中距離戦
用の anjelには関係ない。それでいて強力な火力があるため、トワー
ゼルの部隊はあっさりダイズアイライを掃討することができた。　
この出来事に驚いた魔方や境方はアンジェルの軍隊への組み込みを
願った。この反応を待っていたトワーゼルはアンジェルの内部構造
および製造法はアルバザードとルティアのみに有界的に利用される
ものであると拒絶。食い下がる外交官に対し、製造と提供はアルバ
ザードおよびルティア側で行い、メンテナンスも派遣社員を通して
行うとの条件下で受諾。その代わり、アルバザードとルティアに対
し原材料である貴金属や宝石を破格で仕入れさせることを要求した。
これに対して魔方は経済的に条件を飲めず、アンジェルを断念した。
一方境方――メティオはこれを受諾。破格で原材料の輸出を行った。
　このころメティオでは流入してくる異民族がもたらす安い労働力
によって本来のメティオ人の職が奪われるという問題に直面してい
た。そこでメティオ政府は採掘事業を公共事業として増強し、これ
ら異民族を採掘事業に当たらせ、メティオ人の雇用を守った。メティ
オ人としては異民族の問題があったため、アルバザードの条件は飲
めないものではないどころか、政治的にはむしろ好都合であった。
しかし魔方は異民族の問題がなく、人手はほとんど農業や採掘など
に従事していたため、余剰人員を割くことはできなかった。　こう
してトワーゼルは原材料の調達を終え、メティオの採掘事業拡大の
成果を待って 1544年から本格的な量産に入った。　製造や初期のメ
ンテナンスは本国で行うため、グレアの製造に比べて多くの魔動工
場が建てられた。この作業のうち単純なものはケートイアなどから
流入していた異民族に任せ、安い労働力でアンジェルの製造を行っ
た。この出来事を第一次産業革命、すなわちアンジェルボルトという。
　しかしどんなに採掘規模を増やしたところで貴金属や宝石は希少
であることから、シェリーボルトのときと比べてその工業化の度合
いは弱かった。また、ほぼ１００％軍需であったため、車などの重
工業製品や服飾などの軽工業製品と異なり、庶民の経済や流通には
ほぼ無関係な出来事であったという点もシェリーボルトとの違いで
ある。　なお、アンジェルの内部構造の機密に関しては lazetをかけ
てあるため、トワーゼルはメンテナンス工員を信頼置ける人物にす
ることだけ専念すればよいという状況であった。
anjela  ［アトラスの国家］アンジェラ　［レベル］４　23:ridia　［文化］　面積：
530544.745196 km^2
anjelika  ［軍事］［魔法］人型戦闘兵器アンジェリカ、アンジェリカ　［レベ
ル］３　20:anjel/kai（大きなアンジェル）　［文化］　→ gardian、anjel　
　＊下記書き換え必要。ガーディアン、ローゼル、カルゼーレ、ヴェ
ルディエル、ディアメル、セリエット変更必要　　転生期でディミ
ニオンに対抗すべく開発された軍用機。人型をしており、大きさは
約１８メートル。人間の丹田に当たる部分にコアとなるクリスタル
が埋め込んであり、これが動力源になっている。　アトラスでは rd
以降、魔法工学は廃れ、科学が隆盛した。しかし転生期に月のクリ
スタルが見つかってからは魔法工学が復活し、それまで培ってきた

科学の力と合わせて rdでは考えられなかったような高度な兵器を作
ることができるようになった。　それがアンジェリカであり、魔動
アーマーのアンジェルを元に新生された。アンジェリカは旧来の兵
器の戦車や爆撃機などものともしない強さであった。全身が古代の
魔術師のようにヴィルを纏い、古代剣士のようにユノやノアのバリ
アを纏う。ヴィードを持たないエタンの塊である戦車など敵うべく
もない。　アンジェリカは魔法工学に基づくため、操縦も魔法を使っ
て行われた。パイロットはまず lorzelという筒状のポッドの中に入
る。ローゼルはアンジェリカの頭部に挿し込まれ、パイロットは中
に入る。中に入ると自動的にローゼル（漿管）から射出され、アンジェ
リカ脳内のヴェルディエル（紅漿）中に排出される。ここがコクピッ
トで、カルゼーレ（漿座）という。　カレゼーレにはディアメル（心経）
という仮想神経根があり、触手のような形をしている。これがパイ
ロットの体に接着される。パイロットが中で動くとアンジェリカも
同じ動きをする。実験段階のアンジェリカは人間のような形をして
いなかったが、パイロットの動きと同期させるため、人型になって
いった。　アンジェリカは埋め込まれたクリスタルごとに性質が異
なり、自分と同じような性質を持った人間を好むという特徴がある。
つまりそのコアクリスタルの性質に近い性質を持った人間と親和性
があるということである。　アンジェリカとパイロットはディアメ
ルを介して同期するが、この同期のことをセリエットという。同期
率が高いほどアンジェリカの機能を発揮することができる。
anjelef  ［運動］パルクール　［レベル］５　rd:ridia;anje/lef「昏い空を
翔ける」　24:ridia　［文化］　rdでできた遊戯。のちに競技となる。rd
の時代はヴィードのおかげで超人的な動きができたため、屋根から
屋根へと跳んでいくといったアクロバットなことができたが、nd以
降は地球のパルクールと同じになった。現代では人気スポーツのひ
とつ。
anjelem  ［音楽］協奏曲、コンチェルト、アンジェレム　［レベル］５　rd:
milf;/アンジェで披露されたのが走りとなった楽曲であることから。
　23
anjur  ［天文］黄色い月、アンジュール　［ユマナ］月のおもちゃ箱。アル
バムのひとつ。かわいい系のポップな曲が中心。　［経済］残月期　［形容詞］
上機嫌な、ノリノリな、楽しげな　［類義語］miox　［アクセント］anjUr　［レベル］
２　21:lt。古では imel。jurは f。　【成句】　xante t'anjur 黄色い満月、
シャンテ・タンジュール：楽しいこと、愉快なこと→ xante t'anjur　
yuut anjur 愉快を遊ぶ：楽しげに微笑む、asex nos banel　ak anjur 
ノリノリじゃん、どんだけ上機嫌なんだよ　【用例】　ridia yuut anjur 
kont eves miyu al asid ka seren le novel vandes. リディアは小さな
可愛らしい手を口元に当てると、当惑した面持ちのセレンに微笑み
かけた。
anjurvelk  ［経済］総決算→ veervelk　［レベル］５　22

anjuren  ［言語］［文字］夕月書体　［レベル］３　21:anjur。上下動する視線
を月の昇降に準えたもの。アルナに対しカテージュで夕月。
anjureiv  ［文字］エジプシアン、アンジュレイブ。スラブセリフに似る。
混同されることがある。　［レベル］６　21:al/jureiv　［語法］　スラブは
線の太さが縦横均一。anjureivはおおむねスラブに当たる。エジプ
シアンは均一でない。　セリフについては両者とも太さが線とほぼ
同じ。
anl  ［法律］起訴する　［レベル］５　13:制 :anto（司法）
anlfir  ［伝統色］ウルトラマリン　［レベル］４　rd;al/lfir　23？
anlain  ［代詞］［lumir］lain　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anlaint  ［代詞］［lumir］laint　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anlinoa  ［文末純詞］［丁寧］linoa　［レベル］２　22

anlilis  ［代詞］［lumir］lilis　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anlilin  ［代詞］［lumir］lilin　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anlena  ［代詞］［lumir］lena　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anlenan  ［代詞］［lumir］lenan　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anleman  ［政治］［哲学］公序良俗　［類義語］konl　［レベル］４　lj;antel/lemant
　24:ridia　［語法］［文化］　ljでできた語で、それまでは konlと呼ばれ
ていた概念。　絶対の正義が定めた価値観を主軸とし、そこに生活
の実態である国民の相対の正義が民主的に定めた価値観を加えて形
成された良識の一種。　　・表現の自由　　anlemanは革命でできた
単語で、濫用されていた表現の自由を制限し、混沌とした国の良識
を取り戻すために制定されたものである。　セレンらは「公序良俗
に反しない限り表現の自由を認める」と述べた。セレンらは alや革
命前夜の ljに跋扈していた一部のマスメディアをマスゴミと呼んで
糾弾し、マスゴミが公序良俗を乱していると述べた。　例えばその
頃のアルバザードではマスコミが雑誌やテレビなどを使ってケバい
ギャルのような格好をして男勝りで女らしさがないユニセックスな
女を是とし、これがモテる女とかこれが可愛い女とか思わせるよう、
国民を誘導していた。ネットではこのような女が一部の男たちに叩
かれていたが、声の大きいマスメディアによって、「高校生にもなっ
て処女は恥ずかしい」とか「お父さんが好きとかありえない」とか
「ギャルメイクがモテカワ」とか「男女平等は当たり前。でもレディー
スデーがあるのは知らんぷり」とか「我慢する必要なんてない。相
手が嫌になったらすぐ別れよう。離婚もどんどんして慰謝料を取ろ
う」とか「熟年離婚して年金分与しよう」とか「女性の社会進出は
当たり前でいいこと。家庭に入って子供を産み育てるなんてキャリ
アウーマンのすることじゃない」などと、どんどん女を煽り、腐ら
せていった。　セレンはアルバザードの民度が年々下がっていって
いることに激しい義憤を覚えていた。ある人々はアルバザード人の
民度が下がっていったのはユティア朝の力の衰えによるものだとし
ていて、セレンも一部はそれに賛同していた。だがセレンは根本的
な悪は民度を下げるような煽りをするマスメディアにあるとした。
マスメディアは刺激的でセンセーショナルな内容を作らなければ見
てもらえないし買ってもらえないため、わざと実態とかけ離れた内
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容を記事にして出版し続けた。読者はより刺激的な内容を好むため
（というか前回と同じ程度の内容ならわざわざ買う必要がないので）、
版元はその読者らの購買意欲を掻き立てるために実態とかけ離れた
記事を捏造し、結果的に国民を堕落させ民度を落とした。　要する
にこの頃のアルバザードでは版元が生き残るために国民を煽り、煽
られた国民の民度が年々下がっていったのである。セレンは民度低
下の元凶がマスゴミにあるとし、これを糾弾した。　マスメディア
は本来国民を洗脳し、世論を形成させることができるだけの大きな
力を持った存在である。そのマスメディアが低きに流れ、下世話に
なり、売れるために民度を低下させるなどあってはならない。それ
ならば売れないほうがよろしいとセレンは判断した。が、高給取り
であるマスメディアの社員が売れなくても民度を維持するほうが重
要だとは判断するはずがなかった。　セレンは革命前にマスメディ
アが音頭を取ってむしろ民度を上げる方向性に持って行き、お固い
内容を主軸にすべきだと主張した。マスメディアの洗脳能力を使い、
売り上げが落ちようと民度を上げるような記事を作るべきだと主張
した。ところがそのセレンの力なき声に耳を傾ける既得権益者は誰
一人としておらず、セレンは激しい怒りを覚えていた。　そんな中
セレンは世界を変えるだけの力を手に入れ、革命を起こすこととなっ
た。セレンは力無き頃の自分を完全無視し冷遇し拒絶し嘲笑したマ
スメディアを一切許す気がなかった。セレンは民度を下げるような、
すなわち「公序良俗に反するような表現」を制限し、既存のマスメ
ディアをどんどん解体縮小し、かつて自分を冷遇し無視しあざ笑っ
たクズどもに復讐を果たした。　アルバザードでは表現の自由の名
の下に民度を下げるような表現が平気で行われており、むしろ民度
の低い表現のほうが高尚な表現よりも人気を得ていた。というのも、
人は低い方安い方に流れ、高尚なものより低俗なものを選ぶからで
ある。低俗なものばかりに金を払う国民にも責任がある。衆愚の自
堕落な選択に任せていては、年々低俗なものが増え、高尚なものが
切り捨てられていく。セレンはこれではいけないと思った。セレン
は低俗なものも多様性の名の下に存在すべきだと考えたが、それが
高尚なもの、民度の高いものよりも一般的で人気があるという事態
は良くないと思っていた。民度の高いものが支配的であり、たまに
下らない低俗なものが混ざる程度の多様性が一番国を腐らせないと
考えた。低俗なものはあっても良いが、それが支配的になると国が
滅ぶと考えた。　そこで「公序良俗に反する表現の自由は制限する」
と制定した。これにより低俗なものは制限され、数が減った。完全
に死滅したわけではない点がポイントで、きちんと多様性は保って
ある。要するにテレビでいうなら教養系の番組がメインとなり、娯
楽系の番組はサブとなり、低俗なものの本数が減らされたというこ
とである。また、それだけでは民衆は本数の減った娯楽番組に集中
してしまうので、そもそも抜本的な解決策として、マスメディアの
洗脳能力を使い、高尚なもの教養的なものが良いもので、低俗でく
だらないものは悪という公式を雑誌やテレビなどを通じて放送しつ
づけることにより、国民の意識そのものを変えてしまった。　国民
というのは流動性のある集団で、低俗でくだらないものは悪だとい
うように連日マスコミが煽り続け、高尚で教育的な内容を語るほう
が教養があってカッコいいとか素敵だとかいう価値観を毎日のよう
に放送しつづければ、容易に洗脳される。　かつての日本も同じで、
戦時中に「欲しがりません勝つまでは」や「もったいない」や「富
国強兵」などといった現代ではとても考えられないような価値観を
植え付けられていたが、それも政府やマスメディアによって上意下
達的に形成された価値観であった。　日本の例を見ても分かる通り、
国民というのは自我が強いようで乏しく、政府やマスコミがトレン
ドを作ればすぐにその価値観に飛びつく代物である。セレンはマス
メディアを巧く使い、国民の価値観そのものを変え、結果的にアル
バザードの民度を上げた。　それまで教材などの売り上げは低く、
娯楽本などの売り上げが高かったが、新たな価値観の元では教育的
な内容の本が売れるようになり、娯楽本は買うのが恥ずかしい、持っ
ているのが恥ずかしい、読むのが恥ずかしいと思うようにさせたの
で、売り上げが減少した。娯楽本の売り上げが減少した分、新しい
トレンドとなった民度を高めるような商品の売り上げが増加したた
め、全体的に見て経済が停滞したということはない。　日本もマス
メディアを使って国民の価値観そのものを変えるような洗脳を行え
ば民度が回復するだろうが、そこまで大きく世界を動かせる革命家
（魔導師）がいない以上は、亡国は避けられないことだろう。　とも
あれアルバザードの公序良俗はこのようにして制定され、良識は革
命によって回復されたのである。
anlele  ［代詞］［lumir］lele　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anleent  ［代詞］［lumir］leent　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anleeva  アンレーヴァ、中二病、厨二病、高二病、小二病、大二病　［レ
ベル］４　20:mel:an leva（純粋なこの私）　［語法］［文化］　→ verseta　根拠
のない全能感を感じたり、自分には特殊な能力や運命があると信じ
る心の状態のことで、思春期の青少年に多い。子供のころに好きだっ
たものを否定することで自分は子供でないと喧伝したり、覚えたば
かりの難しい言葉を使ってみたり、やけにプライドが高かったり、
社会を変えなければならないと思ったりするのが主な症状。しかし、
できるだけイタイ中二病を経験した人間ほど、大人になって大成す
る可能性を秘めていると考えられている。もちろん、そのまま中二
病で終了することもある。中二病にならなかった人は、比較的平凡
で歯車な人生を送りがちだが、その代わり荒波もない。　日本と違
うのは、そこまで馬鹿にしていないということ。場合によっては大
物になるための過程くらいに捉えられている。史上最強の中二病発
症者はミロク＝ユティア。現実にはリディア＝ルティア。rdで世界
を救うほどの邪気眼の持ち主。　【用例】　til anleeva 中二病だ
anlu,alt  ten
anlunan  ［感動詞］［丁寧］おかえりなさい、お帰りなさい　［レベル］２　rd;/
　23
anluan  ［代詞］［lumir］luan　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anluant  ［代詞］［lumir］luant　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

ana  ［名詞］センス　［類義語］serna　［レベル］３　14:制 :古 :axna（良い心）。
古 futona（取る心）　【用例】　poanse til ana myu. 首輪型アンセはセン
スが良いのっ（紗枝）
anatte  ［感動詞］がんばってください、頑張ってください　［レベル］２　
rd;/　24
anaxem  ［文末純詞］［丁寧］axem　［レベル］２　22

anan  ［名詞］執事　［レベル］３　13:制 :古 :anj/an

ananteo  ［感動詞］申し訳ございません、申し訳ございませんでした　［レ
ベル］３　rd;/　23　［語法］　vant

anankuom  ［言語］アンアン口調　rd;/　23　［文化］　lumir

anam  ［文末純詞］［丁寧］na　［レベル］２　20:kmiir:an/na/m（語気弱め）　［文化］
　an(7)
anapia  ［言語］一人称　19:xion　［語法］　an, non, nor, der, ansなど。
analte  ［丁寧］［感動詞］がんばってください　［レベル］２　23

analkyunk  ［丁寧］［感動詞］任せてください、お任せあれ、おまかせあれ　［レ
ベル］２　23

anai  ［名詞］囮、身代わり、犠牲　［電算］ダミー　［レベル］３　frf;al（否
定の接頭辞）/na/i「心が見えない者→心無い者→本人でない者→囮」
　lakta　yunk:anai　【用例】　em{dian} anai おとりになる
anairen  ［地学］スピネル、尖晶石　［レベル］６　19　［文化］　ルビーやサ
ファイアなどの石と間違えられたため、身代わりの石と名付けられ
た。この名には２つの意味があり、もうひとつはこの魔石が死の魔
法をかけられたとき、身代わりとなって砕け散ることから。
anaiarfa  ［娯楽］喰らいボム　21:身代わりボム
ani  ［形容詞］疲れた、疲れる、くたびれた、元気のない　［名詞］疲労　［動詞］
yulを疲れさせる、くたびれる　［反意語］ima　f;e　赤　ani:ani:ani　

【成句】　ani yun bea 雑巾のように疲れた：ひどく疲れた。最初は服と
して使われ、はぎれになり、からぶきになり、最後にぬれぶき雑巾
となれば、それは当然疲れているだろう。生活に密着した表現。　an 
nat ani mil hart tin, xenat lax em er. 酷い暑さで疲れて喉が渇いた。
　an es ani tinka im fis. 今日は本当にへとへとだ＝今日は疲れる一
日だった。　an tur ani xanel. 本当にへとへとだ。
anis,ly  es（継続相の）
anisfel  ［代詞］［lumir］［丁寧］isfel　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anisfelia  ［代詞］［lumir］［丁寧］isfelia　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anin  ［文末純詞］［丁寧］in　［レベル］２　20:kmiir　［文化］　an(7)

aninko  ［娯楽］パチンコ　［類義語］nimkov　21:al/nimkov　［文化］　→ latos、
kuzgin、nimkov
anip  ［植物］レンズマメ、レンズ豆　古
anilpasso  [丁寧 ][感動詞 ]大丈夫です　［レベル］２　23

anial  ［被服］サポーター　21:al/nial

aniita  ［筐堺］アニータ　rd;al/niita「優しき女王エンナ」　22　［文化］　筐
堺司：enna vajo　筐堺国：eniik, naon
aniio  ［感動詞］［丁寧］どういたしまして　［レベル］２　rd;/　23:韓国語の
アニヨ「いいえ」は「いいえいいんですよ」の意味でも使うことがあり、
aniioがアニヨに聞こえるのでよく似ているが、語源を見れば分かる
通り韓国語由来ではない。
ano  ［名詞］計画、予定、企画、計略、設計、プラン、企む、企み、企
て、案　［動詞］yulを計画する、計画する、企画する、企てる　［天文］
アノ座　［レベル］２　13:制 :古 anknot（誰々の anknot（誰々のアンクノッ
ト））　【用例】　lad ano 計画を立てる　pak ano 計画を進める　la anot 
nos luna atu im kest. 彼は明日ここに来るつもりだった。　an anot 
nos nond tu im kest. 明日発表するつもりだった。　ano ant ik rek 
im fis merel. 今日私の計画が台無しになった。　ai, ano ik rek. 結
局計画はダメになった。　☆ an lad nelt ano sa sool. 私はいつも前
もって計画を立てる。　an ladik ano e fel. 勉強の計画を立てた。　
an lad van ano e sil. 将来の計画を立てるつもりだ。　an ladik ano e 
soottook. 今週末の予定を立てた。　an miyu elf tu ano liim yet tin 
em sod. 大きな問題がない限り、計画を変えるつもりはない。　an ar 
total enzel lana hain ano. 計画を守るためにできるだけのことをする。
anos  ［動詞］yul（罠など）を a（ターゲットなど）に仕向ける、仕向け
る、仕掛ける、はめる　［レベル］３　16:制 :ano/sol　【用例】　an anosat max a 
goma. 狐に穴罠を仕掛けた。
anonna  ［文末純詞］［丁寧］onna　［レベル］２　22

ano mete  ［人名］アノ＝メテ　［組み数字］１/１３　［レベル］３　先 :語源
不詳　［文化］　(tif 24 pal nee→ ) 第４期３代ルシーラ・エ・ソーン。
第４期３代ソーン第１使徒。第４期４代ルシーラ・エ・ソーンのクミー
ルの実父。
anomem  ［組み数字］アノサークル　［天文］１３星座、自分の誕生日の属す
る星座　［レベル］３　21　［文化］　→ rapalx　アルカには誕生月の黄座を利
用した占いがある。　星占いは１３黄道で行われる。１３黄座とは
黄道を月ごとに１３分割したものである。特定の星座ではない。　
例えばリディアの月はアノ座であり、オヴィの月はオムト座である。
　きっちりメル暦の月に対応している点が特徴である。なお、ミュ
シェットの月は特別にルミナ座になる。クミールの母、準使徒の名
前である。　アルバザードでは rdにリュウがナユと協力して、天
文学を進めた。rdではアシェットが悪魔の一族を滅ぼし、宇宙編で
アデルも滅ぼして回った。ほとんどのアデルは星座の中に封印され、
地表からほぼ駆逐された。　従って rd以降、星座は魔族の封印となっ
た。人々は星座の檻に閉じ込められた悪魔たちを見上げながら、月
散歩をするようになった。天球は魔族を封印した監獄であり、星座
は荒ぶる魔物を鎮める天の鎖である。　太陽が西の空に沈むときの
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黄座に属するアデルは最も勢力が強くなる。また、夜空に星座が現
れているときも、該当するアデルが強くなる。
anop  ［電算］ベクター、ベクタ、ベクトル　［反意語］yukat　［レベル］６　vl
;anopax.k。画像を点の集まりで示さず、画像の設計図となる線やアン
カーなどのデータで表すことから。　24
anoptex  ［電算］ベクターデータ、ベクタデータ　［レベル］６　vl;/　24

anopax  ［名詞］設計図、企画表　［レベル］３　22

anopixta  ［電算］ベクター画像、ベクタ画像　［レベル］６　vl;/　24

anoz  ［音楽］ピック　［レベル］５　21:al/noz「爪でない爪」
anozlemom  ［音楽］ピック奏法　［レベル］６　21

anolei  ［名詞］企画書　［名詞］ビジュアルファンブック、公式ビジュアル
ブック、公式ファンブック、ゲームブック、アニメブック　rd;/ | al
　24
anoi  ［形容詞］絶対的　［反意語］noid　［レベル］４　20:alnoid

anoitid  ［経済］絶対貧困、絶対的貧困　［反意語］noidtid　vl;/　23

ane  ［料理］汁、しる、果汁、つゆ　［料理］ジュース　［類義語］arit　13:制 :
古 :maineria（体の水）
anekol  ［代詞］［lumir］ekol　［レベル］２　rd;/　23　［文化］　lumir

anestol  ［丁寧］［感動詞］estol　［レベル］２　21

aneyo  ［文末純詞］［丁寧］［milia］eyo　［レベル］２　rd;/　23

anel  ［文末純詞］［丁寧］el　［レベル］２　rd;/　23

anel(2)  ［接尾辞］～するように、～して。主格動副詞を作る。　rd;/　23
　［語法］　freyu

av  ［言語］近アルカ　［レベル］４　21

avril  ［医療］天然痘、疱瘡　［レベル］５　古
avl  ［経済］経済　［レベル］３　古 :sorn

avlsool  ［経済］経済活動　［レベル］４　19

avlvienkad  ［経済］経済大国　［レベル］４　19

avlmaladi  ［経済］世界恐慌→ maladi　［レベル］４　19　［文化］　yuuma 1401　
インフレに耐えかね、政府はデノミを敢行。国債となっていた紙幣
は紙くずとなった。レスティルの紙幣は国外でも保有されていたた
め、初の世界恐慌が起こる。同時に金貨の価値は急激に上昇し、唯
一の貨幣として見直された。
avlan  ［経済］経済主体　19

avat  ［言語］慣用句、格言、金言、イディオム　［類義語］ekin　［レベル］４
　16:制 :ark/vet（つなぎ言葉）
avax  ［普通動名詞］洗脳、吹き込む、刷り込み　［動詞］yulを aの考えに洗
脳する、洗脳する　［生物］すりこみ、インプリンティング　［レベル］４
　16:制 :av/xax（強く教える）　【用例】　la avaxat miva a la hot xir lu. 彼
は自分しか必要とする人はいないと娘を洗脳した。
avas  ［政治］文民、文人、平民、民間、民間人、非戦闘要員　［反意語］van
tis　［レベル］４　19:alvas　［文化］　軍人に対する概念。ナディアまでは非
戦闘要員のことで、戦士と魔法遣と魔法戦士以外を指した。軍人と
文民の区別はグレーで、シーフや技師のように、戦力になるが軍人
とは言えないようなものがいたためである。　ナディアでは人類が
ヴィードを失ったため、軍人は軍隊に属する人間を指すようになっ
た。それ以外を民間と呼ぶようになった。民間は商人と平民にさら
に分けられた。技師などは商人に入る。　制服着用で、デザインは
警察官と同じだが、色は暗く黒い緑。
avaskolm  ［政治］文民統制、シビリアンコントロール　［レベル］４　19　［文
化］　ヴェレイでは五民の区別がまだあり、民間（文民）は商人と平
民を合わせたものであった。文民統制ができたのはヴェレイなので、
五民を引きずっているから、avaskolmと名付けた。　革命後の身分制
の事実上の復活においては、avasという語は使われない。平民は lei
mtonkであり、王族、僧侶、学者、医者以外を指す。もし革命後に初
めて文民統制という単語が作られていたら、leimkolmと呼んだはずで
ある。　 
avan  ［サール］アヴァン　［名詞］悪夢　［レベル］３　古 :kmiir　［文化］　人に
悪夢を見させるサール。首なし鎧姿の騎士の青年で、誰かの首を左
手に持ち、右手に剣を帯びている。人が夜寝ているときに来て、悪
夢を見せる。その悪夢の中で死んでしまった者は寝ている間にアヴァ
ンの剣で首を切られてしまう。首を切るとアヴァンはその首を自分
の首に合わせる。その首が自分のものでないと知ると首を左手に乗
せ、一方の古い首は捨てて去っていく。　アヴァンは悪夢を司る。
それゆえ悪夢を見ないようにという意味の avanが出てきたが diarの
登場でその用法は古アルカの時代に廃れた。avanはそれから意味が
広がって単に気をつけてという意味に一般化した。alvaは別れ際に相
手に言うことが多いため、遡って avan自体が悪夢の他に旅、旅行、
外出などを司るようになった。　【用例】　an ail na garv mil avan. とき
どき悪夢にうなされる。　☆ an nadat nos xiel akt avan man inik dels 
vem. 怖い映画を見たので悪夢を見るのではないか心配だ：londと違
い、動詞は aktを取る。　☆ an aktat avan im toxel. 昨日悪夢を見た。
avanx  ［伝統色］シアン　［レベル］５　22:avanxian。戦争でアヴァンシアンを
運ぶ箱にシアン色の紐が取り付けられていたことから。
avanxian  ［軍事］［アイテム］アヴァンシアン、対ボス兵器　［レベル］４　21:avan
gar/xian.szv　［文化］　vangar　lanserや特に vangarのような敵はヴィー
ドが多く、しばしば倒すのに苦戦を強いられる。特に milxeの多さは
その相手を倒すのに時間がかかることを意味する。そこで複数人で
の同時攻撃や一回あたりのダメージを高めるといった手段が講じら
れてきた。　攻撃力を高めるためには強い武器が必要で、その特別
な武器をアヴァンシアンという。アヴァンシアンは一般的に威力が
強い代わりに当てづらかったり扱いづらかったり壊れやすかったり
何度も使えなかったりといった欠点を持つ。通常兵器は雑魚を倒す

ために用いるので、すぐに壊れてしまっては意味がない。また、攻
撃力がありすぎても意味がない。そこで通常兵器はたくさんの雑魚
を倒せるため、強靭さが要求される。　例えば天馬騎士の場合、eva
njelinが通常兵器であり、lanfioleがアヴァンシアンとなる。
avanxian(2)  ［軍事］アヴァンシアン　［レベル］３　21　［文化］　408 ful mir
にできたディミニオン殲滅組織。本部はレスティリア県シェラザー
ド市ガヴランス風洞に所在。
avans  ［普通動名詞］一閃、一薙ぎ、ストラッシュ、必殺の一撃、（剣など
の武器による）必殺技。ヴィードなどによる vontなどの必殺技は含
めない。　［動詞］yul（敵など）を薙ぐ　［類義語］kil、kilp　［レベル］３　
fv;al/vano/so「身を守る行為」が原義だが、そこから身を守るための
必死の攻撃という意味に変わり、zgでは必殺の一撃という意味になっ
た。　古 :↑
avaar  ［アビリティ］アヴァール、ジャンプ、落下、急降下　［レベル］５　sr;rk
で「落ちる稲妻、落雷」　23　［文化］　frelant

avai  ［名詞］特徴、素性、特性　［レベル］３　19:melidia axte:aal/vaik　［語法］
　envelen　【用例】　la til avai cas. 彼は特徴的だ。
avaisera  ［化学］特性基　19

avain  ［形容詞］多能な、多彩な、多芸な、如才ない、万能な、有能な　
［反意語］noen　［レベル］３　21:al/vian

avaint  ［生物］足の三里、足三里、三里　［レベル］６　21:avain/te

avainpapa  ［企業］アヴァイン・パパ　21　［文化］　ＤＯＩＴ、ケーヨーデー
ツーに相当する企業。
avix  ［形容詞］あるべき状態でない、体力が弱る、ＨＰが減っている、
具合の悪い、異常な、異状な　［名詞］異常、異状、異変　［形容名詞］［医療］
患者、病人、ペイシェント、罹患者。avixenの形で。　［反意語］kea　［レ
ベル］１　20:古 :aavix（傷）　kikelo:kikelo, kukki　［語法］　広義語。ある
べき状態でないものは人でも物でも何でも指せる。故障は rigでな
く avix。　【成句】　avix okna avix 病人は病人に共感する：同病相憐れ
む　【用例】　teik es avix. テレビが壊れている。
avixkolo  ［医療］神経症　［類義語］kololevn　［レベル］５　rd:ryuu;/「ある
べきでない精神」　23　［文化］　verant

avis  ［名詞］ブルズアイ、的の中心　［電算］ラジオボタン→ avislots　［レベル］
３　20:alve/ins（的の目）
avislots  ［電算］ラジオボタン← avis　［レベル］３　20

avin  ［経済］景気　［レベル］３　16:制 :avk｢ 経済が動く ｣が原義　【用例】　
avin et rat. 景気が良い。
avinalx  ［経済］景気動向指数　［レベル］６　al;/　23

avio  ［医療］脱臼　［レベル］３　19:avix/ho。あるいは aavix/hoかもしれ
ない。
aviel  ［アトラスの国家］アヴィエル　［アクセント］Aviel　［レベル］５　19:ridia:
浮かぶ
avo,fv  zon、zon e gi　vi eks vien atu

avon  ［動詞］yul（敵など）の体に触れてユノを直接流し込む、アヴォ
ン　［類義語］vont、volk　［レベル］４　古 :avon← avont← a（～でない）/
vont（ヴォント）｢vontではない ｣つまり ｢間接攻撃である vontと
は違う類の vont｣ の意。　【用例】　an avonat retl. 敵にアヴォンを放っ
た。
avom  ［動物］オオカミ、狼、ウルフ　［名詞］統率の取れ訓練度の高い兵
士　［組み数字］２/５　［レベル］２　13:制 :avoma（強い犬）　［文化］　軍隊と
兵士の象徴。獰猛、残忍というマイナスイメージより勇猛果敢とい
うイメージ。　［擬声］　hoon（遠吠え） aon（鳴き） gccc（唸り）　【成句】
　avom e mirok ミロクの狼。警察や軍隊のこと。　yun vai t'avom 
狼の兵のように：勇猛果敢　【用例】　myan te lislis avom poten reiyu 
yanna. Ｉʼｍ　ａ　ｌｉｔｔｌｅ　ｗｏｌｆ　ｉｎｓｉｄｅ　ａ　
ｇｉｒｌ（『リンゴ日和』）
avomadis  ［法律］狼刑　19　［語法］　生きたまま狼に食わせる刑。若い女
にのみ適応。ペットの殺害などに適応。
avomifa  ［地球の星座］［ユマナ］おおかみ座　24　［文化］　ifa

avort  ［形容詞］全然可愛そうではない、自業自得な、ひどい目にあっ
て当然な、かわいそくない、同情に値しない、身から出た錆　［反意語］
lenas　［レベル］２　19:fulmiia:a vort（死に向かう）　【用例】　fixt avort 
自業自得な結末　vik avort 同情に値しない男
avol  ［動詞］yulを aにそらす、そらす、反らす　［魔法］アヴォル。風属
性の白魔法。魔法の風を起こし、物理的攻撃、火・氷・光など属性
を問わず魔法攻撃をそらすことができる。魔法の風で防ぎきれない
ものは通過してしまうので、バリアの強さは術者の能力次第である。
　［レベル］３　古 :sorn　【成句】　avol lost 話をそらす　【用例】　avol yuno 
e retl 敵のユノをそらす
avolins  ［医療］斜視、やぶにらみ　［レベル］５　19:「そらし目」
ave  ［名詞］はがね、鋼、鋼鉄、鉄鋼　［レベル］４　16:制 :av/fent（強い鉄）
　［文化］　dolmiyu

avex  ［医療］ヘルニア　［レベル］５　20:aavix（あるべきでない）。ヘルニアが、
本来臓器などがあるべき場所から外れていることを指す病気である
ことから。
aven  ［形容詞］最悪の、最低の、最も～でない　［名詞］最小、最低、最
悪　［反意語］alka　［レベル］２　19:alven。venの繰り返しから　【用例】　xalt 
aven 最低で、最小で　olta aven 少なくとも、最低でも、さすがに、
流石に、せめて　an lo tu et dels aven lot (les) an inat. それは今ま
でに見た映画の中で最悪だったと思う。　an tis ser tu tis olta aven. 
それくらい流石に俺でも知ってる。
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avenxaz  ［数学］極小値　［レベル］５　19

avensaf  ［気象］最低気温　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用例】　avensaf at 
tif 10 im fis. 今日の最低気温は零下１０度だった。
avenfilati  ［単位］［物理］最小長、プランク長　［レベル］６　rd;/　23　［文化］
　rdでセレンは物質を構成する最小要素があるとし、その長さを最
小長と定義した。当時の科学力ではその長さを知ることができなかっ
たが、セレンはその存在を予想した。彼は無限に分割できる長さは
現実世界にも物理世界にも存在しないと述べた。　vlでプランク長
が発見され、avenfilatiは暫定的にプランク長を指すようになった。
　　また彼は時間などについても最小時間などがあるとし、無限に
分割できる時間は存在しないと述べた。
avenmel  ［単位］［物理］最小時間、プランク時間　［レベル］６　rd;/　23　［文
化］　avenfilati

avenhaika  ［法律］簡易裁判所　［レベル］５　22

avenalx  ［数学］最小値、最低値　［レベル］４　19

avenoklhant  ［数学］最小公倍数　［レベル］３　19　［文化］　→ toiwani　　・
ルシアと最小公倍数　　２０１２年４月１６日にセレンが５才のル
シアに最小公倍数について教えた。１２と５の歯数の歯車を用いて
説明し、理解させた。簡単に理解していた。　するとルシアはどの
ような歯車でも元の位置に戻る瞬間があるかと問うてきた。２数に
は最小公倍数が存在するので、当然そういう瞬間があるといえる。
すると横にいたメルが一瞬考えて、５６と４８の歯数の歯車の最小
公倍数は何かと娘に問うた。　メルが考えた問題ということは数学
的に意味のある数だろうと考えたセレンはすぐに彼女の意図を察し、
娘に解説しだした。　この２日前に素数を教え、素因数分解につい
ても教えていたため、まず５６と４８を素因数分解させた。５６は２・
２・２・７であり、４８は２・２・２・２・３であるとルシアは答えた。
なら両者の最小公倍数は何かと問うたらしばし考えて分からないと
いうので、１２と５および３０と１５の歯車が６０で最小公倍数を
迎えることを素因数分解で説明した。すると５６と４８の場合は２・
２・２・２・３・７で最小公倍数が求められるとルシアは答えるこ
とができた。　それを暗算してみなさいと言ったら、「暗算できるよ
うな数ですか」と聞かれた。「素因数分解したままでもできるけど、
美しくはないね」と答えたら、「ママが出した問題だから工夫すれば
綺麗にできるはずですね」と聡いことを言ったので親サイドは上機
嫌になった。　ルシアはしばし考え、２・２・２・２・３・７＝６・７・
８であることを発見した。「連続する３つの自然数の積はどうなる？
一般化できるか？」と聞いたら、５分ほど試行錯誤し、「真ん中の数
を３回かけた数から真ん中の数を引いた数では」と答えた。ｎ＾３
－ｎなので正しい。「どうして分かった」と聞いたら「１，２，３と２，
３，４を例に考えたらそうなったので」と不十分な回答だったが、結
果としては合っている。ｎ＾３－ｎという一般式を求められなかっ
たのが残念だったが、５歳児だし自然数をｎと定義することはメル
が教え済みか分からなかったので仕方がない。「じゃあその法則を使
うと暗算できるか」と聞いたら、３０秒くらいして「６・７・８は
３３６です」と答えて最小公倍数を導くことができた。　その後ル
シアは補足するように、「２・２・２・２・３・７なら４８・７のほ
うが計算早くないですか？」と聞いてきた。ｎ＾３－ｎの一般式を
求めさせたい親サイドの意思が伝わってないので出た疑問なのだろ
う。「まぁね。ただ、４８・７はそこそこ面倒だぞ？」と言ったら「５０・
７から１４を引けばすぐ暗算できます」と答えたので感心した。　
　なお、セレンはかつて６才前後に父がくれた大辞典を使って干支
と十干から還暦を理解し、甲子などをすべて暗記し、最小公倍数を
理解していた。そのとき親に教わったわけでもなく、自分で勝手に
１２と１０の歯数の歯車が再び同じ位置で咬み合うときが最小公倍
数だと理解していた。ルシアと異なり、自分で最小公倍数という概
念を編み出していた。　そのときの経験を用い、歯車の方法ならほ
ぼ歳の近いルシアでも理解できるのではないかと思い、この方法を
試した。ルシアは自分で最小公倍数を発見できなかったが、自分の
発想で５６と４８の最小公倍数は計算できたので、親のセレンとど
ちらが優秀かは判断しかねる。セレンはゼロから発想するタイプで、
ルシアは知識を発展させるタイプと言えよう。　　・２０１３年３
月２７日のツイッター　　 seren arbazard �@serenarbazard 1分　
自分のやり方はそれぞれの数を素因数分解し、どの数の組み合わせ
を作ればそれぞれの数を素因数分解したものを表せるかというやり
方で、当時素数という言葉も知らないのに「割り切れるまで割り切っ
て細かくする」という発想だけでこの方法を編み出したわけか。　
開く   返信  削除  お気に入りに登録   その他　 seren arbazard 
�@serenarbazard 5分　@aila_sunfa 続きの TLで解説しました。　 
会話を表示　 seren arbazard �@serenarbazard 6分　メルは「そ
の件についてはお兄ちゃんのほうが賢いけど、全般的には紫亞のほ
うが賢い」と言い、リディアは「紫亞はネットがあるから。セレン
君の時代はネットがなかったから比べるのは無理。銃と刀で戦って
どっちの持ち手が強いかみたいな無駄な論争」と言っていた。僕は
まぁ娘のほうが賢いと思う。　開く　 seren arbazard �@serenar
bazard 7分　で、未だにこのとき思いついた方法で最小公倍数を出
してるんだが、小中学生は習ってないらしい。みんなどうやって通
分とかしてるんだろうと不思議に思った。5歳で理解した娘は自分
より頭いいねと言ったら娘は「6歳でも自分で考えたパパのほうが頭
いいと思います」と言っていた。　開く　 seren arbazard �@ser
enarbazard 9分　で、当時どうやって最小公倍数を求めたかという
と、「12=3*4=2*2*3、10=2*5。ということは 2*2*3*5という組み合わ
せを作れば 2*2*3も 2*5も作れる。で、2*2*3*5は 60だ」と考えて求
めた。まだ学校で九九も習ってないのに計算はできたから。　開く
　 seren arbazard �@serenarbazard 11分　6歳のとき親父が大型の
国語辞典を買ってきた。巻末に十干等が出ていて「常識だから覚え
ろ」と言われ、干支と十干、五行説と還暦を覚えた。そのときなん
で還暦って 60年なんだろうと思い、12と 10の最小公倍数だからかと
思った。6歳なので最小公倍数なんて言葉は知らなかったが。　開く
　 seren arbazard �@serenarbazard 13分　最小公倍数ってみんな

どうやって求めてるの？娘が 5歳のときにやり方を教えたんだけど、
どうも日本の小中学生はそのやり方を知らないらしい。で、自分も
習った記憶がない。思い返したら、このやり方って自分が 6歳のと
き自分で編み出したものだった。　　・直方体問題　　24 ful ful
にセレンは紫亞に問題を出した。　「縦４８ｃｍ横３６ｃｍ高さ３０
ｃｍの直方体に最大何ｃｍの立方体をいくつ隙間なく詰められるか。
また、その直方体を最少何個集めれば立方体を作れるか」　前者は最
大公約数を用いて６ｃｍの立方体を２４０個、後者は最小公倍数を
用いて一辺７２０ｃｍの立方体を作るので元の直方体が７２００個
となる。６歳の紫亞は容易に解いた。実はこれは立教中学校の入試
問題で、さすが紫亞だと感心した。　【用例】　avenoklhant soven 12 o 5 
et 60. １２と５の最小公倍数は６０だ。
avem  ［単位］兆　［レベル］３　21:avom

aver  ［名詞］資格　［レベル］３　19:sorn:ver　【用例】　taf aver 資格を取る
　tifl aver 資格を失う、失効する
averia  ［地名］アヴェリア海　20:ridia:anver/eria（呪いの海）。デペリ
アと名前的にも対応している。　［文化］　ヴァルマレア西～カルカヒ
東。カルカヒの囚人の呪いに侵された海とされる。
averiasiza  ［地学］アヴェリアプレート　23

avel  ［サール］アヴェル　［名詞］哲学、道　［レベル］４　古 :ridia　［文化］　
哲学者アヴェル。青年の姿をしたサール。美しい顔立ちだが、眼光
鋭く威圧感にあふれる。
avelt  ［娯楽］アヴェルト、将棋　［レベル］４　16:制 :mel/kmiir:sornの velt（抽
象）に al(a)を付けたもの　［文化］　→ nayumel　ルールは日本のものと
同じ。盤は木製のものが多い。駒も木製が多い。駒は円形で、表裏
に違う文字が書いてある。駒は枠内に置く。　駒の名称は異なる。
取った駒を使うという性質上、チェスと異なり、両陣営の駒に同じ
名を与えるため、固有名詞を避けている。　王 (daiz)・飛車 (hacma)・
角 (hyuxa)・金 (benom)・銀 (galte)・香車 (noie)・桂馬 (mool)・歩 (walt)
　ナユのころは軍事システムが整っていなかったため、金以下が ar
tan, frein, tool, fretis, vaiとなっていた。表を黒、裏を赤で指し
て同じ文字を使っていた。　これを受けてカコ以降は裏面は赤文字
をやめて古い名で呼ぶようにした。とはいえ、金には裏がないので
artanは表れない。なお、飛車と角は成ると rsiilaと kaltisになり、裏
面は昔と同じく赤で書かれる。赤になるのはこの２枚だけ。　こう
いった複雑な歴史の中で育まれてきたものを、現在のルティアやア
ルバザードでも使用している。　＜用語＞　王手：a daiz　詰み：a 
veeyu　成る：axek　取る：set, sedなど
avelnian  ［歳時記］死神の休日、アヴェルニアン　［レベル］３　21:avelant/
古 nia　［文化］　ルノが一年に一度アルデルの整理とメンテナンスを行
う日。fav len。この日はアルデルにセレスを持ち込んでも受け付け
てもらえないため、死神は皆休む。夢喰いもすべての魂を食べるわ
けでない。おいしそうなものをがめるというだけで、基本的には誘
燈と同じく魂を運ぶ。従ってこの日に狩りをするのは合理的でなく、
夢喰いも一年に一度の休日を楽しむ。　イムル暦でいうと１０月の
陽気のよい日で、死亡率がそもそも少ない。アルデルにいるルノが
アトラスの北半球の時間に合わせているのは、歴史的に見てここに
一番アテンが集まってきたため。
aveldaiz  ［哲学］哲人王　［レベル］５　fv;/　23　［文化］　哲人が政治を行う
王の立場になった者を指す。独裁者の理想的なあり方とされた。
avellantis,fv  avelan
avelan  ［哲学］哲人　［レベル］５　rd;/　23　avellantis:avellantis　［文化］　哲
学を学んだ徳の高い人間のことで、fvからあった概念。
avelant  ［死神］死神、アヴェラント　［生物］死神属。魂科唯一の属。夢
喰、誘燈、夢織の３種がある。　［形容詞］死神の～　［レベル］３　古 :ri
dia:avelant<avelantis<avel（哲学の）/lantis（人）。あの世は哲学的な存
在であるから、その形而上的な場所にセレスを誘う者を哲学者、即
ち avellantisと呼んだ。死神アヴェラントのことである。後に発音の
関係で llが lになり、avelantisになった。やがて語形が省略され、ave
lantに変化した。この際、avelantisという古い語形は消えずに、アヴェ
ラントが通る道という意味で生き残った。　avelant:avelant:lu la avelant
:kokolo,alt　［文化］　ルノの部下である無数の死神。死んだ者から出たセ
レスをトワーユに連れて行く。夢織の紗枝などが例。夢織は死神を
題材とした一連のファンタジー小説。ランヴェムのように、種とし
ては夢喰なのに、自分は夢織として生きるというような複雑な例も
ある。　死神にはフレメルテ、シューゼ、ヴェルギナ、アルハイク
という４人の貴族がおり、いずれもルノの配下である。しかし忠誠
心はまちまちで、基本的に個人行動を取っている。この貴族と交わっ
た人間は永遠の命を持った死神となる。この子死神と交わった人間
も死神となるが、これらの孫死神は永遠の命がなく、死ぬと灰になる。
　【成句】　lang t'avelant 死神の権利：生殺与奪　【用例】　avelant kor sen 
dia anmian? 死神も夢を見れますか。
avelanttaflan  死神狩り　19:melidia axte:アシュテが造語した一時的な
用語
avelantis  ［地名］アヴェランティス、冥道、冥路、黄泉路　［レベル］３　
古 :ridia　［文化］　霊界とトワーユ ･ラティアを繋ぐ道。アヴェラン
トがセレスを運ぶ通り道。地球上ではどの方向とも言えないが、宇
宙で見ればスピカの方角にあると考えられている。　|約 137億年前
|初期の lekaiは viid的に空な状態だったが、唯一 arteが viidを
持っていた。ここに気圧と同じ考え方で、viid圧の差が原因で、高
viid圧である ardelから lekaiに viidが流出しはじめた。この流出
の際に viidが流れた空間が道となり、avelantisとなる |
avelans  ［名詞］生殺与奪　［レベル］５　fv;avelant/so　24　avelans:avelans

avelanvels  ［哲学］［政治］哲人政治　［レベル］５　rd;/　23　［文化］　fvにで
きた概念で、独裁政治の一種。哲人王によってなされる政治のことで、
良い意味での独裁政治とみなされる。rd、旧革命、革命などが代表的。
avelang  ［名詞］生殺与奪の権利、生殺与奪権　［レベル］５　rd;avelans/lang
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avelet  ［魔法］［アイテム］ロッド、アヴェレット　［類義語］arzon　［レベル］３
　zg:szd;avo,fv/te.hem　22　［文化］　arzon

avelet(2)  ［形容詞］哲学的な　［レベル］５　rd;/　23　【用例】　tu et xep xel 
knoos avelet le hacn ant asmat al an im ans sabor vavsab im toxel. 昨日
体操着を着ているときに友人が私に問いかけた哲学的な問題は難し
い。
aveiyu  ［医療］ヴィード死　［レベル］４　20:aveltan/vatleiyu（死神を待つ）
　［語法］　肉体の死ではなく、ヴィードが枯渇した死。
af  ［言語］新生アルカ、中アルカ　［レベル］４　21

af,ly  tu（それ）　?

aft  ［動詞］yulを aと交わす、交わす、かわす、交える、まじえる、酌
み交わす、くみかわす　［レベル］３　rd;al/fut「相互に交換する」　24　［語
法］　「約束を交わす」のように比喩的な意味はない。物理的に腕など
を交差させて何かと何かを交わす場合、例えば盃と盃、剣と剣を交
わすなどの場合にしか用いない。　［文化］　恋人同士など、親密な間
柄では食べ物や飲み物を互いに食べさせることがある。例えば盃に
酒を入れて互いの口に持っていって飲ませ合うというように。たい
ていは儀式的に行われるが、デートなどで親密さを確認し表現する
ために行うこともある。元は smで凪人が持ち込んだ風習で、個人主
義のアルバザードで発達した風習ではない。　剣など武器を使った
試合や決闘では、始める前に武器の切っ先を互いに交わす風習があ
り、これは元々神代にレスティルで発達した勝負開始の合図である。
　【成句】　aft dlei 剣を交える。勝負を始める、雌雄を決する
aftas  ［動詞］telを裏切って yulと浮気する、浮気する　［普通動名詞］浮気、
不倫　［レベル］３　21:古 :ridia:afutas。ソーンのアルカを利用して ｢拾
わない（拾わないが原義で、意味は ｢捨てる ｣）｣という原義から造
語
afra  ［地球の国名］タイ　［レベル］５　古
afra(2)  ［名詞］８分の１、エイス、４５度　［レベル］４　rd;al/frak　24

afran  ［交通］八分儀　rd;afra/en　24

afranifa  ［地球の星座］［ユマナ］はちぶんぎ座　24　［文化］　ifa

afrahac  ［ユマナ］タイ文字
afrem  ［格詞］～の近くに　［レベル］２　20:melidia xier

afremen  ［接続詞］afrem　［レベル］３　21

afrein  ［人名］アフレイン。アルマスト派の始祖　［レベル］４　古 :elfre
inと同根　［文化］　アフレイン (メル 210年代 ?―290)。アルマスト派
の始祖。少年～青年期の 230年、マルテの恋人であったが、神々を敬
わずアルマを敬うという信仰の違いにより破局。同時にアルティス
教の一派アルマスト派を立てる。260年ごろ、当時のアルシオン派の
首領となっていたマルテと再会し、息子ユレット、娘アメリを設ける。
290年、敵対政党であるミナレットの首領アルファウスに殺害される。
afa  ［料理］レンジ　［レベル］２　定 :火の　【用例】　fai pof kon afa レンジ
でパンを焼く
afat  ［動詞］yulを iから徴収する、徴収する、取り上げる　［レベル］４　
16:制 :av/fat（強く取る）　【用例】　kad afat vik i lizl lex vai. 国が男を
村から徴兵した。　afat liva i yulian 子供からゲームを取り上げる
afak  ［地学］マントル　［レベル］５　16:制 :af/aki（熱い地面）
afaktimdirei  ［地学］グーテンベルク不連続面、コア -マントル境界　
vl;/「マントルと核の境界」　23
afan  ［工学］［料理］テフロン　［レベル］５　14:制 :afanz（熱に強いプラスチッ
ク）
afan,ly  これの　afの属格
afi  ［言語］抑揚、イントネーション、音調　［レベル］３　17:古 :afo（音
が低い）　［文化］　アルカは急上昇、上昇、平板、下降、急下降、中止、
昇降の７種。そのほかに意外な驚嘆や余韻といった亜種が存在する。
詳しくはサイトを参照すること。　【用例】　insaren til afi lav. 中国語
は抑揚がうるさい。
afix  ［形容詞］辛い　［類義語］hie　［レベル］２　rd　21<afx:16:制（熱い味）
　ka:ka　［語法］　香辛料の辛さ。　【用例】　bel e metio et afix leimel. 
メティオ料理は辛いのが多い。
afixtakt  ［名詞］辛党　［レベル］４　21　［語法］　酒好きという意味ではなく、
辛いものが好きという意味で使う。　【用例】　les siina veld et kamil 
afixtakt. 酒好きはたいてい辛党だ。
afirxisa  ［化学］［料理］上白糖　［レベル］５　19:seren:リディアがグラニュー
糖と区別できていなかったので、セレンが命名した。　［文化］　アル
バザードでは通常使われない。
afet  ［形容詞］意味のある、効果のある、有効な、有意味な、有意義な、
価値がある　［類義語］ludix　［反意語］xif　［レベル］２　19:xion:制 xafet　［語
法］　意味や意義の有無が afetと xif。価値の有無が ludixと xeks。宝
石は ludixだが、afetではない。　【用例】　pita afet 効果のある薬　tu 
et afet xel el ar nosfel. 自習することには価値がある。
afel  ［料理］［動詞］yulを茹でる、茹でる、ゆでる　［レベル］２　19:ridia:a
rbaxelt←制 :af/el（熱湯）　【用例】　afel oga ジャガイモを茹でる
am  ［文頭純詞］どこ　［名詞］ka toの略　［レベル］１　14:恣意　kalte:kalte:　［語
法］　文頭の純詞として使う。文中に入れる場合は ka toにし、ka amに
はしない。　【用例】　ti xa am? いまどこ？。ti xa to?（どこにいるの）
と ti xa ne?（誰のところにいるの）を同時に現せる。　la oktat tu lex 
an ke ax am siina. 彼は私がどこに行けばいいか教えてくれた。　ti 
ra am t'arna? あなたはアルナの何処に住んでいますか？
amt  ［形容詞］極端な　［レベル］２　13:制 :古 :almatt　［語法］　節度や中庸を逸

している状態。良い意味にも悪い意味にも使う。tinの意味で使う場
合、話者の驚きが篭められている。　【用例】　tood sor amt 極端に高い
坂　jokom amt 極端な叱り方
amtal  ［名詞］どこであろうと　［レベル］１　17:制　【成句】　xalt amtal どう見
ても、どう考えても、どうしても、どこがだ⇔ mesa total　【用例】　an ke 
van amtal a. どこだろうと行くぞ。
amtalomi  ［娯楽］アムタルオミ　［ユマナ］どこでもドア　［レベル］３　al;/　
23　［文化］　malisdenの道具のひとつ。どこでもドアに相当。　【用例】　
tee, an viz sat, milx amtalomi a. やべぇ遅刻する、マジどこでもドア
くれ。
amn  ［医療］吹き出物、おでき、できもの、にきび、ニキビ、発疹、あせも、
湿疹 (siramn)　［レベル］３　14:制 :古 :nm:原義 nmain(体の点 )　【用例】　
non tilik amn. 吹き出物ができた。
amma  ［名詞］アンマ。女性のエタットのうち、女らしくないほう。　［レベル］
２　20:ridia/kliiz:al/mama　［文化］　典型的には男勝りで気が強く、姉御
肌で情に篤く、人の世話をするのが好きで親切な女性を指す。
amp  ［名詞］名誉、栄誉、ほまれ、（naで）光栄な　［形容詞］誇らしい　［類
義語］levan　［反意語］txu　［レベル］２　14:制 :imp　【用例】　an na amp man akt
ik mirok. ミロクに会えて光栄だ。
ampkon  自尊心を作るための道具　19

ampal  ［アイテム］アンパル　［レベル］４　ridia:古 :語源不詳　［文化］　ヴァ
ストリアの１つ。ジールのもつ神弓。
ampi  ［音楽］ホイッスル　［レベル］４　21:al/piu

amyu  ［名詞］六分儀　sm;an（６）/myu（無い→離れた→分割した）　24

amyule,szl  loz
amyulet  ［魔法］アミュレット　［レベル］５　ard;amyule,szl　21　［文化］　dol
miyu
amyuifa  ［地球の星座］［ユマナ］ろくぶんぎ座　24　［文化］　ifa

aml  ［人名］アムル　［組み数字］１０/１４　［レベル］４　古 :語源不詳。古
アルカでの意味は無し。　［文化］　(- 28 ful dyu_4 dia din)　第４期
３代アルシェ第１０使徒。男性。seet。ナルムの夫、リディアの養父。
少し小柄で痩せている。　4 dia dinにサプリの村を襲った魔族バイ
アスの火の魔法により焼死。リディアを人質に取られ、武器を捨て
てバイアスの手にかかった。　　・現実では　　(tif 28 ful dyu_2 
zan mel?)第４期３代アルシェ第１０使徒。男性。seet。ナルムの夫、
リディアの養父。少し小柄で痩せている。
amllil  ［化学］ホルミウム　18:制
ama,alt  dire
amat  ［生物］超ドメイン　［言語］超語族　［レベル］６　19:arte/mat　［語法］［文化］
　→ aten, ruma　atenと etanに分かれる。atenはアルマからできたも
の。etanはアルマが分裂した余波でできたもののうち、生物を指す。
アルマの分裂の余波では無生物もできているので、etanだけが余波
の結果ではない。
amanze  ［人名］アマンゼ家　古 :→ xion amanze　［文化］　シオンやマルテ
などの姓。
amanzen  ［企業］［人名］アマンゼン、薬師寺　21　［文化］　三菱東京 UFJ銀行、
三井住友ＦＧに相当する企業。
amavel hyuuto  ［人名］アマヴェル＝ヒュート　18:ryuu/paal:amalis/velm ｢
思い出の金曜日 ｣。生まれがエンナの日だったため。メル暦上、エ
ンナは必ず金曜になるわけではないので注意。　［語法］　(mel 18 mik 
len)リュウとパールの長男。同日、セレンとリュウの中学時代の約
束に基づき、ルシア＝アルバザードの許婚となる。
amagatali  ［ジョブ］露払い、アマガタリ　sm;ama/gatalu「露払い」　［レベル］５
　20　［文化］　→ kalan　カランは接近戦には強いが遠距離攻撃に弱い。
そこでガルマには必ず一人の amagatali（露払い）という魔導師がお
り、敵からの魔法攻撃を防ぐ。　ヴィルを持って生まれた数少ない
アルティア人に幼い頃から徹底的に白魔法を仕込んで育成する。ほ
ぼ１００％女性であり、１２歳を過ぎると前線に出される。人手不
足のときは最少７歳という記録がある。　　いくら子供のころから
鍛えたといっても魔法国家ルティアの魔導師の攻撃を防げるもので
はない。全力でガードしても一分と持たない。　ここでガルマの少
人数戦法が生きてくる。相手が１０人程度だと魔法でもせいぜい
１００ｍ先程度しか狙えない。１００ｍなら走っても十数秒で接近
できる。露払いはそこまで耐えられれば良いのである。　　アルティ
アは男尊女卑のため、露払いの労働環境は当初劣悪で、慰安婦も兼
ねていた。露払いの戦死率は高かったが、露払いは稀少なので死な
せるわけにはいかず、労働環境は時代が下るごとに向上していった。
　【成句】　dim a yuyu ont amagatali ゆゆにもなれず、露払いにもなれず：
帯に短し襷に長し　yon vil yuyu lex amagatali 遊女は露払いにはで
きず：背に腹は代えられぬ
amagatali(2)  ［企業］アマガタリ　21　［文化］　任天堂、スクウェア・エニッ
クスに相当する企業。ディア＝ヴェールやテルアデルのメーカー。al
で複雑な経緯を経てディア＝ヴェール部門だけ公営化された。未曾
有の出来事であった。公営化でふつう悪化するはずが、かえって状
況が好転した。
amaz  ［ユマナ］［宗教］仏陀、ブッダ　24:zamaをアナグラムにしたもの。
amazho  ［ユマナ］［宗教］仏舎利　24

amal  ［料理］オートミール、ポリッジ　［レベル］２　古　［文化］　一般的に
食べられる。献立によってはパンの代わりに主食となることもある。
amalis  ［エルト］アマリス　［名詞］思い出　［名詞］後ろ前反対、後ろ前、後ろ
前逆　［レベル］２　ridia:古　［文化］　思い出を司る神。同時に記憶も司
る。すべての人間の思い出を覚えており、思い出を自由に消したり
思い出させたりすることができる。女性の姿をしている。双子の妹
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にエルマがいる。　　思い出を司るというところから、常に後ろ向
きである。それを象徴するように服を後ろ前反対に着ている→ sab
amalistaka  ［地学］［歴史］アマリス大陸　［ユマナ］ヌーナ大陸、ローレンシア
大陸。ローレンシアは誤解を招きやすいのでヌーナを使うのが無難。
訳語として念のため載せておいた。　vl;/「思い出の大陸」　23
amai  ［植物］セロリ　［レベル］２　milf:lakta:｢ 優しい音がする ｣が原義
amain  ［言語］前略　［レベル］４　21:al main（いきなり本文へ）　［語法］　and
epentで閉じる。
ami  ［代詞］［yuul］僕　［レベル］１　20:音の印象が弱そうなので。
amit  ［代詞］［yuul］僕の　［レベル］１　20:ami/ant

amital  ［魔法］アミタル。アミティとアラミティの総称　［組み数字］１１/
１１　［レベル］３　21:amiti/al

amiti  ［名詞］暖色系の灯かりや飾り　［魔法］アミティ。光の高位白魔法。
「冷」が原因の病気を治療する。ただし急性症状のみ。冷え性、肩こり、
腰痛など、慢性の病気には効かない。　［レベル］４　古 :ridia　［文化］　
照明の類。ディアセルやメルセルになると家の周りにつける。日本
だとクリスマスでよく見る。
amik  ［音楽］カラオケ　［レベル］３　21:a miks（歌うために）
amik(2)  ［格詞］～の右に　［レベル］２　rd;/　24

amikal  ［魔法］［哲学］神木刀、アミカル　［レベル］６　sm;<amikali,alt<amin/kal
　21　:::amikali,alt　［文化］　hinata

amikali,alt  amikal　ami/kali

amis  ［動詞］yulを頼る、頼る、悪意なく依存する　［レベル］２　19:amirから。
古アルカの夫自体が「頼られる」という語源　【用例】　an si rsiil l'an 
amis sen. 私には頼るべき親がいない。
amisvet  ［言語］付属語　［レベル］５　19

amisdaz  ［形容詞］頼りがいのある、頼もしい　［形容詞］甲斐性がある。働
きがあって頼もしい気性としての。　［レベル］３　21

amisdim  ［形容詞］頼りない、甲斐性なし　［レベル］３　21

amisdiman  ［動物］スコティッシュフォールド　［レベル］６　21:顔が頼り
ない
amiscaf  ［言語］拘束アクセント　［レベル］６　19

amiso  ［言語］子音　［反意語］vesto　［レベル］４　19:amisfo。音節を作るに
は原則として母音に頼らざるをえないという特徴から。母音は逆に
単独で音節を成立できる。言語の話題の多いアシェットでは単純語
になってしかるべき単語。
amisoark  ［言語］子音連続　［レベル］６　19　［語法］　弱子音：t,d,k,g,p,b,s,z,x
,j,f,v　強子音：n,m,r,l　非連続：h,y,w　その他：c　　子音をこのよ
うに分けた際、語末で「弱強」の順番が現れる組み合わせは以下の
通り。　　tn,tm,tr,tl　dn.dm,dr,dl　kn,km,kr,kl　gn,gm,gr,gl　pn,pm,pr,
pl　bn,bm,br,bl　sn,sm,sr,sl　zn,zm,zr,zl　xn,xm,xr,xl　jn,jm,jr,jl　fn,
fm,fr,fl　vn,vm,vr,vl　　このタイプの子音連続は、間にシュワーを
挟み、短音節になりやすい。　例）sodn→ so/dqn　　弱子音の有声
音同士が連続した場合は、間にシュワーを挟み、短音節になりやす
い。　例）dagd→ da/gqd　　強子音同士が連続した場合は、間にシュ
ワーを挟み、短音節になりやすい。　例）aml→ a/mql　　弱子音の無
声音同士が連続した場合は、長音節になりやすい。　例）aps　これ
を短音節に区切ると、a/pqsか ap/sqになる。前者が自然。　　強弱
の順番で現れた場合は、長音節になりやすい。　例）alt　これを短音
節に区切ると、al/tqか a/lqtになる。前者が自然。　　語頭の場合は
上記の限りでない。　　強弱の場合、短音節になりやすい。　例）lf
er→ lq/fer　　弱強の場合、長音節になりやすいが、区切って短い
音節にしても不自然ではない。　例）klai→ kq/laiでも。
amisesa  ［言語］拘束形態素　［レベル］６　19

amin  ［人名］アミン。自ら子を殺した母親　［名詞］子殺し、間引き　［レベル］
４　ridia:古 :名の由来は min（女、ここでは女の子供）にソーンの
aをつけたものから。自ら子を殺した母親。
amin(2)  ［魔法］［哲学］神　［レベル］４　sm;alt　21　［文化］　hinata

aminal  ［政治］アミナル党。ミナレットから派生した政党　［レベル］４　
古　［語法］　alaiv　アルバザードにおいて民主主義勢力ミナレットから
分裂した政党の一つ。250年ごろ、利害の対立により当時ミナレット
党を名乗っていたレヴァレン党から分裂。
amiv,szd  yuli
amidi  ［ジョブ］聖騎士、パラディン　［レベル］４　sm;axmida.k　24

amir  ［親族］夫　［類義語］lafrei　［反意語］minti　［レベル］２　19:古 :ca mir（頼
られるもの）　【成句】　yun vins amir 夫を捨てるように：心機一転。
場合によっては悪く取られることも。　rsiila amir 夫唱婦随　【用例】
　non til amir. 夫がいる。
amire  ［動詞］yulにすがる、すがる　［レベル］３　21:a mirok　【用例】　tu et 
ca sanje len an lfis, et les an xim ist total.　vins vil tu kont valti o 
yuv vix. tet tu et daz a soa.　atu et vaska l'an xa ax, kalte len an klit xad 
e vasn.　an xant tu a nos l'amire 1 fie tis. 　それがまさに生きてい
く理由 何かを賭して手にするもの　傷つきながらしがみついて離せ
ない それだけのもの　ここが僕のいるべき戦場 覚悟の価値を決め
る場所　ひとつのウソにさえ すがる僕に捧げよう　（ＢＵＭＰ ｏｆ 
ＣＨＩＣＫＥＮ『バトルクライ』）　see mirok amiret ko fie a. そう
して神さまはひとつの嘘にすがったんだ。
amo  ［交通］車　［レベル］１　13:制　［文化］　→ pont　　・amoと luum　　
車は２人乗りのものと、４人乗りのものがある。２人乗りのものは
ルームという。普通の車を縦で半分に切って、バイクより少し幅が
広いくらいにしたものである。１車線に２台走ることができる。簡
単に言えばバイクに屋根がついたものということである。　　・比
率　　アルバザードはそもそも車の所有台数が少なく、レンタカー

が発達している。　また男女比でいうと、女性はほとんど車を運転
することがない。さらに日本と違って、免許が身分証明書にならな
いので、免許を持つことにあまり意味がない。そのため女性はあま
り免許自体を取得しない。アルバザード人は日々の生活で車を使う
ことは少なく、レジャー等で遠出するときに使うくらいである。　
　また一般に東区の住民は自分の庭に車を止めることが多い。一方
西区の住民は、マンションの集合の駐車場に車を止めることが多い。
なお自動車の保有率は、東区の方が多い。　　・健康志向　　アル
バザード人は健康志向が強いのでウォーキングや自転車を好む。一
つ一つの salaiが狭く、市内で通勤から通学から何でもできてしまう
のも理由の一つである。　　・免許　　免許を取得できる年齢は、
一般にその社会で車がどれぐらい重要かに関わっている。例えばア
メリカは車社会なので、免許を取得できる年齢が早い。アルバザー
ドでは上で述べたように車はあまり必要でないので、免許を取得で
きる年齢も日本より遅く、成人からである。　免許の取り方につい
て。まずは日本と同じように自動車学校に行く。そこで講習を受けて、
筆記試験と実技に受かれば、市内に一つある免許センターにて筆記
試験を受ける。そこで合格すればその場で免許が発行される。自動
車学校が免許の発行を行わないのは、学校側が自分の合格率を上げ
るために不正することを防ぐためである。　　・その他　　車がい
つどこにいるかはＧＰＳで判断できる。そのため交通事故があれば、
誰がどこで起こしたかすぐわかるため、ひき逃げ等の犯罪を防止し
ている。車のエンジンはアンセがないとかからない。従って無免許
で運転することは不可能である。　飲酒運転は日本と同じく犯罪で
ある。　免許は日本と違ってカード型ではなくアンセに登録する形
となる。　車には対人センサーがついている。突然目の前に人が飛
び出してきた場合は、自動でブレーキがかかる。人間の知覚よりも
早く反応するため、事故の防止或いは被害の軽減に役立っている。
　バンパーには対人用と対物用の衝撃吸収剤がある。　ＧＰＳと連
動してどの道にいるかがわかる。道の大きさはＧＰＳに登録されて
おり、道ごとの最高速度が決められている。その速度以上は自動で
出せなくなっている。一番細い道は 2キロ。次に 5キロ 7キロ 10キ
ロ 15キロ 20キロと上がっていく。　【用例】　an ke lax fi kon amo man 
jent et rat. 天気がよいのでドライブがしたい。　amo ke{*lef} 車が
走る。　amo em ov. 車が動く。静止状態から動いた状態への変化を
指すので、「走る」という意味ではない。
amo t'arxe  ［娯楽］アルシェの車　21　［文化］　『マリオカート』に相当す
るゲーム。
amoka  ［交通］駐車場　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　amo, font　【用例】
　mono amo al amoka. 駐車場に車を停める。
amokadaig  ［交通］［法律］駐車税　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt　［文化］　amo

amox  ［形容詞］隣の　［格詞］～の隣で、～の横に　［レベル］１　rd;ka/mox「接
したところ」　19:melidia alis:ka/mox　【用例】　ra amox 隣の家　lu fian sk
inik amox mirok. その少女はミロクの横に座った。
amoxkad  ［名詞］隣国　［レベル］４　rd;/　23

amoxkev  ［言語］換喩、メトニミー　［レベル］５　19:隣接性による比喩
amoxen  ［接続詞］amox。隣の。　［レベル］３　20:melidia xier

amoxen(2)  ［名詞］隣人、おとなり、お隣、お隣さん、おとなりさん、近
所、ご近所、ご近所さん　［レベル］２　rd;/　23

amosoda  ［交通］自動車事故　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

amofont  ［交通］車道　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用例】　luna amofont 
車道に出る
amofelka  ［交通］自動車学校　［レベル］５　23

amogand  ［交通］［法律］カージャック　［レベル］４　rt;/　23

amol  ［格詞］下に　［レベル］２　19　【用例】　ev tu kov amol elen. この箱を
机の下に置いて。
amolen  ［接続詞］amol　［レベル］３　21

amoadis  ［法律］車刑　19　［文化］　死刑囚を車で轢き殺す刑。柱にくくり
つけ、車ではねる。即死すれば幸運。即死しない場合は死ぬまで放置。
ひき逃げなどに適応。
ames  ［動詞］yulをたじろがせる、たじろぐ、ひるむ、怯む、尻込みする、
尻込む、動揺する、ゆらぐ、揺らぐ　［レベル］３　古 :ameに sがついた
もの　【用例】　non amesat mil oma xa sa non. 道の前に犬がいるのを見て
たじろいだ。
amen  ［生物］眉間、アメン、眉と眉の間　［レベル］２　古　［語法］　額の中心。
クァールの少し上。　［文化］　思考や魔力や才能が宿るとされている。
ダルハが浮かぶ場所としてふさわしい。　【成句】　kots amen 額をコツ
コツたたく。熟考する、考えをまとめる。実際に文字通りの動作を
伴うことが多い。
ament  ［生物］印堂　21:amen

amer  ［電算］［工学］トランジスタ　［レベル］４　vl:amelia xelt;amelia　19:lakta:
amel　［文化］　amelia xelt　334 ミロクのもとでトランジスタが開発され
る
amej  ［名詞］ヒール、敵　［類義語］retl　［レベル］４　20:gilの古名から。
ギルは傭兵という敵役として登場し、はじめはヒールとして出てき
た。
amel  ［親族］妹　［反意語］eeta　［レベル］２　19:mel　isfil:isfil:la moe

amel(2)  ［動詞］秘かに送る、送る　［類義語］xant　［レベル］４　22:amelu,alt　
［語法］　あしながおじさんのように、相手にアピールせずにそっと送
ること。アルティア人の美徳として持ち込まれた概念で、直情的な
アルバザード人は smまでこのような感覚をあまり持っていなかった。
現在では粋なこととされる。　【成句】　amel hatia 見つめる。恋の視線
を送る　【用例】　olta non osk felez enzel, tu et la reiyu le vosk elf 
xel tyu amel hatia e. 私がどんなに掃除を頑張っても、あなたが見て
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いるのはさぼっているあの子なんだね（『三行ラブレター』１３才の
少女）
amelt  ［アトラスの国家］アメルテ　［レベル］５　19:ridia:「寄り添う」
ameli  ［人名］アメリ　［レベル］４　古　［文化］　(melpalt 260？→ 310)。マル
テとアフレインの娘。ユレットの兄弟にして妻。ミロク＝ユティア
の母。アルティス教の派閥アルシオン派の三代目リーダー。
ameli(2)  ［丁寧］［親族］妹君、妹殿、アメリ　［レベル］２　21:l.amel　［文化］　laa
la
amelia  ［植物］マジョラム　［レベル］４　lakta

amelia xelt  ［人名］アメリア＝シェルト　22　［文化］　amer　アスベル＝
シェルトの妻。
amelu,alt  nekt
ad  ［言語］古アルカ　［レベル］４　21

adyu  ［地名］アデュ　［レベル］３　古 :ridia/seren/mel:arbazardryuu（リュ
ウのアルバザード）。神話では「アルバザードから離れた変種の竜の
いるところ」。　［文化］　ケートイアの都市。ヒュートの南東に位置す
る。山雪部で、トンネルと鉄道が多い。アルティルでは反アルティ
スの動きがあり、多くの信者が収容所に連行され、殺された。アルティ
ス教にとって呪われた土地とされている。　rdではアルシェがリュ
ウと出会った場所。　守護神はメロウ。守護というよりは祟りを恐
れて祀られている。　　yuuma 4189　レスティル北部の都市アデュに
アルテ教徒の収容所が設立される。これがかのアデュ収容所である
　【成句】　var adyu 危ない橋を渡る　adyu xa keetoia 「どうせアデュは
ケートイアだし、関係ないね」という意味：対岸の火事、川向の火
事　vins vil adyu 義を見てせざるは勇無きなり
adyut  ［被服］インバーネス、インヴァネス、インヴァネスコート、フー
ド付きコート　［レベル］４　sm;<kt　古　［文化］　smのアデュでできた防
寒着。地球より早く生まれている。　【用例】　firartan oken adyut et 
siin du fil. インバーネスの白魔導師は根強い人気がある。
adyuteeze  ［気象］木枯らし　［レベル］５　19

adyukui  ［料理］カニバル、カニバリズム　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt
　［文化］　アルバザードには食人が歴史に何度か登場する。アルバザー
ドにおける食人の意義は３つ。ひとつは相手の能力を取り込もうと
すること。ひとつは愛するものと一体になろうとすること。ひとつ
は性欲の追及。３番は日本より極めて多く見られる。若い女や少女
が被害者となる殺人は遺体が見つからずに迷宮入りすることが多い。
日本ではバラバラして捨ててしまうので遺体が発見されるが、アル
バザードの快楽殺人者の多くは「もったいない」と考え、隅々まで
利用するため、死体がでない。そのため、行方不明のまま終わるこ
とが多い。　もちろん、アルバザード政府は食人を禁止している。
ＨＩＶウィルスの感染など、食人には血を媒介しての感染が多く、
また、人道的な問題もある。
adyus  ［動詞］yulを犯す、犯す、陵辱する　［レベル］４　古 :ケートイア
のアデュで数々の陵辱が行われたことから。sは古アルカでよくみら
れた動詞を作る接尾辞　【用例】　varzon adyusat yuuma demel. ヴァルゾ
ンはユーマを騙して犯した。
adyussou  ［言語］親展、御直接。男性に　［レベル］４　21

adyunia  人毛を使ったカツラ　19:ridia:arbaxelt

adyubel  ［料理］人肉料理　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アデュ収容所で処
刑された人間を料理したもの。その後一般に人肉料理の意味に。ア
ルバザードはカニバリズムが歴史上何度か登場する。
adyurio  人脂石鹸、人油石鹸　19:ridia:arbaxelt　［文化］　ミロク革命で
処刑された人間の油から作った石鹸。
adyulil  ［化学］カドミウム　［レベル］５　18:制
adyuan  ［音楽］フォーク、フォークソング　［レベル］５　nd:アデュ周辺
で流行った　21
adyuet  ［動詞］yulを虐殺する、虐殺する　［レベル］５　19:ilmus:ridia:ad
yu/set（アデュ収容所のように殺す）dyusの部分が言いにくいので s
を落とした。
adl  ［動詞］yul（材料）を a（完成物）に加工する、加工する　［レベル］３
　定　【用例】　adl eli a kane 魚を缶詰に加工する
adlka  ［名詞］加工場　［レベル］４　rd;/　24

adai  ［政治］君主　［レベル］４　zg;al/daiz　24

adaikad  ［政治］君主国　rd;/　24

adik  ［人名］アディック　［レベル］４　古 :語源不詳だが、a（否定）di（夢）
k（言う）で、「叶わぬ夢を呟く者」と覚えたい。　［語法］　人間。カコ
の時代に生きた青年。自分で描いた絵の少女に熱愛し、現実の女に
一切靡かず、理想の少女のみを愛した。少女が架空であり、懐けな
いことを苦悩し、体と命を与えてほしいと願い、エルフレインの試
練を経てヴァエラを開け、願いを叶えた。アティーリ版のピグマリ
オンといえる。
adis  ［法律］死刑、処刑、死罪　［レベル］３　tm;haadis　19:haadis　［文化］　
アルバザードにおける極刑。　　・現代　　アルバザードは死刑を
廃止していない。極刑としての死刑は ljまで残り続けた。vlの頃は
中世並みの見せしめ的な苦痛を伴う死刑が行われたが、旧革命でミ
ロクが非人道的な処刑方法はよろしくないと言い、なるべく苦痛を
伴わない注射による死刑に移行した。alや ljでもこの処刑方法は変
わっていない。　なお現代では、アルティアは絞首刑による死刑が
残っており、アルダやルティアなどでは alで死刑制度が既に廃止さ
れている。　　・ランティスタンヴェル期　　刑の執行は現北区の
刑場で行われる。重罪人や若い女の死刑には多くが集まり、祭りに
なる。死刑の基準は低く、詐欺や窃盗でも死刑になることがある。
技術が発展しているので、確実に犯人だと科学的に証明された事例
などでは数日中に裁判が行われ、速やかに死刑が宣告され、通常そ

の日のうちに死刑執行となる。　なお、王族（アルバ王）・僧侶（副
王アルテナ）・学者（アルシェ）・医者は極刑が終身刑で、死刑にで
きない。　【用例】　lu diretan adisat yu. その犯罪者は死刑に処された。
adist  ［魔法］［アイテム］アイテム、魔法のアイテム、錬金術で得たもの、
精錬物（液体の場合は溶液と訳す）、アディスト　［類義語］alfe、jua、
aldis　［レベル］３　tm;al/dist　20:古 al/dist（物を捧げる→物質を魔法に
捧げてアイテムを精製することから）　［文化］　ナギ、ナギサ、カルマ
ミレールなど、魔法のアイテムのこと。錬金術によって作られる。
　複数の物質を組み合わせて作る精錬 filetと、ひとつの物質に魔法
をかけて性質を変化させてアディストを得る錬成 lmiyuがある。また、
カルマミレールのように自然物そのものがアディストになることも
あり、このようなアディストを本態性 levalという。　精錬方法はい
くつかある。　１：溶質 jualを溶媒 alfeの中に入れて溶液 adistを得る。
さらに活性剤 kalulを入れることもある。　２：１で作った溶液を蒸
発させ、魔晶 aliaとして得る。ナギサなどが例。（全過程を見れば精
錬だが、ナギ→ナギサ間は錬成なので、錬金術の表では通常精錬で
なく錬成に含める）　３：複数の溶質に活性剤を与え、反応させる。
鉱物系に多い。　４：複数の溶質と活性剤だけでは反応しない場合に、
水を溶媒として加えて精錬する方法。植物系に多く、たいていは細
胞を柔らかくするために煮込む。　＜精錬物の改良＞　精錬物はた
いてい「１溶質＋１溶媒」ないし「２溶質以上」で作られる。これ
に付加物 halalというものを最大２つ加えることで、精錬物を変化さ
せることができる。　＜精錬物の命名＞　まず、固体か液体か気体
かに分ける。固体の場合、「石」と訳す。石は通常割って散剤にする。
この散剤を「粉」と訳す。　粉をふりかけて使うアイテムの場合は「架」
と訳す。飲用する場合は「紗」と訳す。紗は薄絹のことで、その触
感からのメタファー。ペースト状にして塗布する場合は「膏」と訳す。
膏はあぶら薬のことで、ペーストを作る際の材料。原則として「粉」
は乾燥させておくこと。白い紙に包んでおくと変化しにくい。長期
保存には下記 erfiliaの瓶に。　液体の場合、精錬物が変化しないよ
うに魔力を遮断しやすい深い蒼の瓶に入れて保存する。精錬物が非
常に変化しやすい場合は完全に魔力を防ぐよう、銀水晶 erfiliaの瓶
にて保存。銀水晶が空気中の魔力を吸収するため。　液体状のアイ
テムを「泉」と訳す。液を振り掛けて使う場合は「零」と訳す。飲
用する場合は「漿」と訳す。零は「静かな雨」の意味があり、漿は
飲み物の意味がある。　気体のアイテムは「気」と訳す。振り掛け
て肌から吸収させる場合は「霧」と訳す。鼻から吸入して体内に取
り込む場合は「風」と訳す。
adisant  ［法律］アディサント、死刑執行人　［レベル］３　19:adis/avelant（死
刑の死神）　［文化］　rtごろの刑罰庁の役人。→ trelizno　死刑専門の
役人で、非常に腕が立つ。執行人にはそれぞれ得意分野があり、斬
首専門もいれば、火あぶり専門もいる。多種多様な処刑法に精通し
ているほど、ランクが高くなる。中でも腕の立つものを４人集め、
四天王すなわち死神四貴族の名で呼称する。死刑執行人のランクは
フレメルテ、シューゼ、ヴェルギナ、アルハイクの順。有名なフレ
メルテはナギサ＝ファギオット。　　smからの伝統で、死刑囚が土
壇場で暴れるのをできるだけ防ぐよう、深い緑のマントを着ている。
この色だと逆に斬首後などは血の赤が映えるため、観衆に対して強
い見せしめの効果が出る。
adisoz  ［法律］死刑制度　［レベル］４　rd;/　23

adisol  ［法律］死刑囚　［レベル］３　21

adin  ［名詞］恥　［形容詞］恥ずかしい、自分に合わない　［類義語］txu　［反意語］
levan　［レベル］２　19:al（強調）＋ dim（不適切）。そのまま adimにす
ると dimに近いということで消されるのが目に見えたので音をずら
した。　［語法］　adinは自分のキャラに合わないと思って恥じること。
レインで言うと、anと思わず言ってしまった場合に感じる。一方、al 
karteと言い忘れて食事した場合は adinではなく haizenが適切な語
感。txuは「自分のポリシーに沿わない」以外の「恥ずかしい」に相
当する。セックスのとき裸を見られて恥ずかしいのは txu。恋人と寝
るのはポリシーに合わないわけではないがそれでも裸は恥ずかしい
ので、txuに当たる。日本語ユーザーは訳すときに、まず adinかど
うか判断し、adinでなければ txuに振り分けるのが安全である。ア
ルバザード人は txuはあまり恐れないが、adinは非常に恐れ、嫌がる。
自分のあり方というのを強く持っているため、adinはかなりプライ
ドが傷つく。　【用例】　fis, an nat adin tinka. 今日とても恥ずかしい思
いをした。
adinlaz  ［地学］［歴史］オルドビス紀　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

adif  ［化学］中性、酸塩基　［レベル］４　23<asldilf:19:ridia:arbaxelt

adifmas  ［名詞］中性紙　［レベル］５　23　［文化］　vlででき、それまでの酸
性紙を駆逐した。劣化しにくいのが特徴。
adir  ［単位］マイクロ　［レベル］５　21:diahadir

adirar  ［工学］ナノマシン　［レベル］５　21:adir/ar

adil  ［植物］もぐさ、モグサ、艾　［レベル］４　rd;al/dilin　24

adiltisi  ［植物］［医療］艾炷、がいしゅ　rd;/　24

adia  ［名詞］アディア。アルシェ・ソーンの区別しない言い方。　［名詞］
１４日。使徒週のこと。　［レベル］２　古 :ardia「神の創りし幻」
adiaxant  ［名詞］使徒週のプレゼント　［レベル］４　19:制アルカではソル
シャントと呼んでいた　［文化］　何らかの記念日から１使徒週が経過
する日に渡すプレゼント。恋人間に多く見られる風習。正式には身
に着けている装飾品などを譲渡するが、単なるプレゼントとして与
えることもある。xeltxantを兼ねることもある。
adial  ［被服］編み上げ靴、レースアップ、紐靴、ひも靴　［レベル］４　古 :
adial← al/dia/luas。alはペアを表わす。元はサンダルとのペアだった。
サンダルは古で dialuas　［文化］　魔力をあげると信じられており、rd
ではリディアが好んだ。
adiiyu  ［形容詞］男気があってカッコいい、かっこいい、良いやつ、義
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侠心のある、粋な　［名詞］義侠心　［類義語］selzniit　［反意語］ketet　［レベル］
３　20:ladia/yu（夢に見られたような）　［語法］［文化］　男性にしか使わ
ない。特にアルデンに対して使う。アルデンにとって一番の褒め言葉。
正義感があり、心身ともに強く、明るく元気で邪気がなく、情に篤く、
たとえ敵であろうと情けをかけるような人間を形容する言葉。アル
バザードで最もカッコいいタイプの男性像とみなされる。
ado  ［地学］鉱物、ミネラル　［レベル］３　meltia 8:gilius;dol.k　16:制 l:dol
　［語法］　元素鉱物など、鉱物の種類を指すときは～ adoとする。ただ
し「磁鉄鉱」や「蛍石」など、鉱物の具体的な種類は renと dolで示し、
adoを使わない。辞書の見出し語で～ dolとあっても、それと分かる
場合は dolを取るし、逆に分からない場合は dolを付け加える。　kag 
on ado ミネラル豊富な
adodol  ［地学］鉱石　［レベル］５　19

adoati  水の硬度　19

adoer  ［料理］ミネラルウォーター、硬水。区別なし　［レベル］４　19

adento  ［地名］アデント　［組み数字］５/６　［レベル］３　fv;e　古　［文化］
　アトラスにある大陸の名。地球ではオーストラリア大陸に当たる。
　面積：5230779.995084 km^2
adentosiza  ［地学］アデントプレート　23

adente  ［ユマナ］オーストラリア大陸　［レベル］３　制
adem  ［名詞］かけら、欠片、カケラ、チップ、破片、こけら（欠片同様
に扱われる）　［レベル］２　19:ilmus:ridia:adel/main（アデルの体）アデ
ルがテームスのこけらであることから　【用例】　an refat ez vol nox 
adem e diad l'at teat. バラバラに散ったガラスの破片を集めて部屋を
掃除した。
ademina  ［魔物］アデミナ（花憑）：第九十三天：害の幻天　［レベル］４　
19:ridia/seren/mel:adel/miina（モンスターフラワー）　［文化］　人食い
花。ラフレシアのように巨大で気持ちが悪い花。花が口になっていて、
人を飲み込む。根が脚になり、動く。
adel  ［悪魔］アデル、魔物、魔族、悪魔、モンスター　［生物］こけら属。
正しくは漢字表記だが、こけらの漢字がＰＤＩＣで表示できないた
め。　［形容詞］魔族～。敬称。　［類義語］veldir, velal　［レベル］２　zg:s
art;e　古　［語法］　→ apt, est　○名（前置）　×姓　○男女　○単体使
用 /名詞用法　［文化］　＜概要＞　　『幻想話集アティーリ』に登場す
るテームスの欠片から生まれた化け物。１００種あり、さらに各種
に亜魔族 (delfia)という下位概念がある。　　yuuma 440　封印の
衝撃により意識を失っていたテームスの意識が戻る。封印の檻から
出ようと暴れ、蠱動を開始。この衝撃でメルティアが仮止めしてい
て不安定だった空間のテージュにふたたび穴が空き、同時にテーム
スが maltiiaをして新たな命を生む。このアテンはテームスの体から
こけらのようにこそげ落ち、テージュを通ってアトラスへ降り立つ。
茶色が地色で黒と白のまだらが混じった鱗のような形で、アトラス
に降り立つと、アトラスの環境に合わせて 100種の身体性を形成した。
あるものは人型になり、あるものは動物型になった。これがアデル
である。このとき生まれたアデルは知能の低いものが主体で、動物
的であった。　神はアデルがアルフィでなくアトラスに降りたため、
アトラスの恐慌は対岸の火事であった。それよりもテームスの復活
のほうが脅威であり、もし復活すれば今度は確実にアルフィへ侵攻
してくる。そこで神々はテームスの封印を強化し、テージュも強く
塞いだ。これによりアデルの産出は止まったものの、アデル自体は
アトラスに残存した。　このとき流入したアデルはミュールを中心
に分布した。ミュールは vsで島の集合になって以来、広大な農地も
なく山も崩れやすい。また、地理的に台風も多い。そのため住み着
く民族がほとんどいない状態で、容易に魔族に支配された。　　＜
名前＞　　アデルの名前は地方や国や時代ごとにさまざまである。
　rdでセレン、リディア、メルがリュウの調べた魔物の情報を元に
全百天の名前を統一した。既存のもので知名度の高い名前を採用し
たり、古い名前をアルカに訳したり、新たに作ったりした。　　＜
魔天表とアデルの色＞　　魔天表はカコの時代にアルシアが作った。
魔族を１１種の特性と９種の階級に分けた。　rdでファミイらが
魔天表に色をつけた。それまでは色はなく、憑のように種族名を書
いていた。　ファミイらは３度魔天表の色を作成している。３回目
で xistinaを用いて落ち着かせた。　　システィナには１２色の色相
環があり、ファミイらはこれを用いてアデルを分類した。　例えば
獣が来るのは意味的に考えてポエンの位置がふさわしく、竜は当然
ティクノの位置に来るのがふさわしい。こうして意味において決め
ていくと、以下のように定まる。　獣はポエン、竜はティクノ、鳥
はヴァルゾン、憑はセイネルス、妖はティーテル。コノーテはイメー
ジが最も近かったことから精。　カルザスは狡猾で最も人間的なア
ルミヴァ。一方、魔物の中で最も多い人間的なものは鬼。そこでカ
ルザスは鬼。　　すると残り５つであるが、これをどのように意味
以外で振り分けるか。　まず色で魚と虫を振り分けた。魚を青にし
て、虫は毒々しい赤紫にした。　最後に残ったクレーヴェルとフェ
ンゼルとネブラであるが、これには隣接性を用いた。例えばフェン
ゼルには爬が来る。というのも竜の隣だからである。トカゲのよう
な生き物と翼の生えた生き物の間に竜が来るのは分かりやすい。　
同じくクレーヴェルには手足のない鬼ということで魁が来る。精は
生き物だが生命力に乏しく霊魂のようなイメージがあるため、精の
隣に霊を置く。　こうして１２種のアデルが、アルミヴァの色相環
に収められた。　この色相環は魔族の特徴ごとにも分類されている。
例えば上側にあるネブラからティーテルまでを見てみると、生物性
の弱いものが来ている。これらは互いに似た性質を持つことがある
ため、円環の中でも近い位置に存在する。同様に左側を見てみると、
爬と竜と鳥が集まっている。竜は翼があるので鳥に近く、同時にト
カゲのようでもあるため爬にも近い。非常にうまく並んでいる。　
また精霊と鬼はどちらも人型の魔物だが、最も人間的なものが鬼で、
最もそれと遠いものが精に当たる。従って、これらが対角線上にあ
るのは納得がいく。　　アルミヴァ：色：種　セイネルス：黄：憑

　ティーテル：橙：妖　ポエン：赤：獣　ネルメス：赤紫：虫　クレー
ヴェル：紫：魁　カルザス：青紫：鬼　ヴァルファント：青：魚　ヴァ
ルゾン：淡い青：鳥　ティクノ：水色：竜　フェンゼル：青緑：爬
　ネブラ：緑：霊　コノーテ：黄緑：精　　＜覚え方＞　　まず衛
天の竜の列を覚える。属性＋ fretisか toolなので楽。toolになるの
は闇、土、光というソームの中央と外側。加えて利害のみ。ほかは
自動で fretis。fatikのみ kで終わる。　否天は li＋ソーム系。liant, 
lilmだけ覚える。　風天と氷天は属性と絡めて２個ずつ覚える。強く
て有名なので覚えやすい。　問題は雑魚。どうでもいい存在なので
覚えづらい。そこで炎～巨までニーモニックで覚える。ニーモニッ
クなしでも巨天は大きいのが来るので覚えやすいし、炎は一番弱い
なので逆に覚えやすい。　ニーモニックは地球の元素の覚え方と同
じく、あえて若干下品にしてある。インパクトが強烈なほうが覚え
やすいからである。　　・ニーモニック　　闇：闇の中から蝙蝠と
カラスの不気味な声が聞こえる。ゾンビが出てきて菌を撒き散らす。
　水：少女のところに醜い蛙と川童が求婚に来る。少女が断って逃
げると池に落ち、ピラニアに腕を喰われ、頭を上げたところで鮫に
食われる。　風：蛾が花畑を飛んでいるとカマキリに喰われ、その
横でシーフェイスがメスのヴェメルトとよろしくやっているところ
を、ドルケルンが来て愚息を石にして、男優はシボンヌしても愚息
は萎んぬしない不思議。　土：ここは爬虫類が３匹、鬼が２匹並ん
でいること自体がニーモニックになっている。巨天が kailaなのは名
前で行ける。最初が蜥蜴で次がワニガメと覚えればいい。velvidは
なぜかガングロで覚えている。　火：ボムがレジェスティになって
爆発して溶けてファイエルになって鬼火になってそれが犬に宿る。
　雷：豚と牛と魚と鳥は蛇がおいしくいただきました。（むろんスタッ
フ的な意味で）　光：シルフィの靄に顔を突っ込んだらサソリに刺さ
れて、救急箱救急箱！と思ったらツェッテルで、人に助けを求めた
らのっぺらぼうで、逃げ回ったら空からジェイルに追っかけられた
という恐怖体験。　聖：マルトセシュに己のガーリシュクを突っ込
もうとした猿が石造で巨人に激しいツッコミを喰らってアボーンし
たというある意味性属性。　邪：人食い樹を人食い扉で防いだ骸骨
の目が落ちて貝に入って真珠ゲットだＺＥ！　利：妖精がさびしい
よとランプにお願いしたらおばあちゃんがやってきてモモンをくれ
て、おばあちゃんは扉の向こうに去っていきましたとサ。　害：ア
イライとダイザイライで挟むとまず覚える。ムカデが花の上を歩い
てたらクモに食われ、青虫もいたので一挙両得。　　風天は最強の
ひとつ下なのでインパクトに欠け、覚えにくい。そこで縦のニーモ
ニックを作った。　"LaLa Kaan Tuan Ham Lan Frei Giik, GOA!" （あ
ら、貴方のお父さんはみすぼらしい剣を振りたがってい――う、う
ぼらぁ！）　どうしてこうなったｗ　＿＿＿＿　　　21年夏にセレン
はこのニーモニックを作りながら電車内の１時間強ですべて暗記し
たため、効果は実証済み。その後リディアとメルにやらせたところ、
ニーモニックを伝授済みだったこともあってか、３０分で暗記した。
３人ともテストして全問確認済み。　【成句】　yun ra t'adel 神出鬼没
　pax t'adel 魑魅魍魎。魔天表から。　adel silt 跳梁跋扈　reft t'adel 
百鬼夜行
adelfel  ［魔法］魔物学　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

adelik  ［アトラスの国家］アデリック　［レベル］５　19:ridia:ardilik　［文化］　魔
族アルディリックの大量繁殖により多くの動物が死滅し、抗体を持っ
た特殊な動物だけが生き延びた島。
adelelen  ［天文］［魔法］［生物］魔天表　［レベル］５　21　［文化］　adel

adul  ［動詞］yulを迫害する、迫害する、弾圧する　［レベル］４　19:ilmus:
ridia:adyu/l（古アルカの動詞語尾）　【用例】　artist di adulat yu fol la
ntis t'anver. ランティス・タンヴェルでは多くのアルティス教徒が
迫害された。
ag  ［感動詞］あっ、しまった、うげっ、あちゃー、あらら、あら残念　［レ
ベル］１　古　［語法］　しまったと思うとき、罰の悪いときなどに使う。
相手に向けて使うときは、今のは良くないということを表わすとき
に使う。丁寧な場面には不向き。
agre  ［医療］痰　［レベル］３　古 :痰を吐きだすときの「かーっ」という
音のオノマトペ。アルシェは「かーっ」ではなく「ぁぐれっ」とい
うように聞いていたわけである。　【用例】　agre em samp. 痰が絡まる。
　pup agre 痰を吐き出す
aglea  ［アイテム］レイピア　［アクセント］agleA　sm;al/glea「対グレア」　24　［文化］
　グレアに対抗する手段として ktで作られた細身の剣。突き刺して
使う。
aga  ［動詞］yulにうがいさせる、うがいする、嗽する　［普通動名詞］うがい、
嗽　［レベル］２　古 :オノマトペ　【用例】　re aga im koltik. 帰ったらう
がいをしなさい。　re aga on lie e gag kont in siaj. 天井を向いて
喉の奥をうがいしなさい。
agali  ［植物］トチュウ、杜仲　［レベル］５　sm<alt　23

agalietek  ［料理］杜仲茶　［レベル］５　sm;/　23

agaat  ［感動詞］うぎゃ、うぎゃあ、ぎゃあ　［レベル］２　19:リディアの書
agi  ［植物］つる、蔓　［レベル］３　13←古 l:agemiz（螺旋の茎）　【用例】　
agi es kool a nial. つるが柱に巻いてある。
agia  ［植物］キナの木　［レベル］６　古
agian  ［医療］キニーネ　［レベル］６　16:制
agianer  ［名詞］トニックウォーター　［レベル］６　19

ago  ［化学］［料理］澱粉、でんぷん、デンプン、スターチ　［レベル］４　
13←古 :jageから
age  ［名詞］螺旋、渦巻き、渦巻、スパイラル、渦　［形容詞］グルグルな、
くるくる、クルクル、ぐるぐる　［レベル］２　frf　古 :age（螺旋）　
geta:age　【用例】　agep alxa til hoa age. カタツムリは殻がぐるぐる巻き
だ。
agetem  ［医療］メニエール病。temageと区別すること　［レベル］６　19
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ages  ［化学］［料理］炭水化物　［レベル］４　13←古 :jage（糊）　［文化］　多く
のアルバザード人はデンプンの同義語だと勘違いしている。
agen  ［電算］入れ子、入れ子構造　［レベル］５　19:age

agenvok  ［言語］複文　［レベル］５　19

agenlent  ［娯楽］マトリョシカ、マトリョーシカ　［レベル］５　rd;/「入
れ子人形」　23
agenaxok  ［娯楽］入れ子細工、マトリョーシカ、マトリョシカ　［レベル］
５　rd;/　23
agep  ［動物］カタツムリ、螺旋虫。厳密には虫ではない。　［名詞］珠に瑕、
たまにきず：綺麗に咲いた紫陽花の風景を汚す汚い虫であることか
ら、良いものが持つ残念な欠点を指す。　［レベル］２　定 :agep（カタ
ツムリ）← agekuupo｢ 渦巻きの虫 ｣が原義　【成句】　agep kaen semaim 
玉に瑕　【用例】　la et lant tal til agep del leit. 彼女は綺麗なんだけど、
馬鹿なのが玉にキズなんだよな。
agepgao  ［音楽］ホルン　［レベル］５　21

ager  ［植物］アラセイトウ、ストック　［レベル］５　古 :大根から来てい
る
agel  ［動詞］yulを aに舞い上げる、舞い上げる、舞い上がる、飛び上る
ように立つ、浮かれる、うかれる　［類義語］mileej　［レベル］３　古 :螺
旋を描いて宙に行く　［語法］　移動動詞でないので yulに場所は来な
い。　【用例】　besa at agel mil teeze. 風で埃が舞い上がった。
ageit  ［地名］アゲイト　［レベル］３　19:ridia:agalt（門へ）　:::yundinrai,li
　［文化］　テージュ海に浮かぶアルバザードの島。
ageeng  ［経済］複利　［レベル］５　22:螺旋を描くように徐々に一周ごと
に前より多く増えていくことから
ap  ［名詞］おまけ、付属、トッピング、アペンディクス、付け足し→ gal
en　［料理］アイスやピザなどのトッピング、本来入れるべき調味料に
加える隠し味、添加物　［名詞］追伸　［動詞］yulを aに付け加える、付
け加える、加える　［形容詞］付け足しの　［副詞］ついでに、ついで　［文
頭純詞］ちなみに、因みに、なお、尚　［類義語］op、galen　［レベル］２　
rd;↓　13:制 :sorn:apdas（余分なもの）　【用例】　xoi ap おまけの味
apt  ［言語］呼称、敬称、卑称。敬称と卑称の総称。　［レベル］３　13:制 :
敬称 :apest（補足名）　［語法］　→ est　　・概要　　soksaptと bensaptに
分かれる。　通常形容詞として使う。前置するもの、後置するもの、
前後で敬度等が変わるものがある。　dyussouのように名詞用法を持
つものもある。　「先生」の呼称は xanxa→ xanxa　　・主な呼称　　
dyussou, san, sou, liiz, liij, dain, rau　daiz, rsiila, xanxa　ert, saar, 
deem, adel, selest　　・呼称の種類　　呼称の種類は次のようなもの
がある。　種族：ert, saar, mirokなど　役職：xanxa, daiz, rsiila, fe
lan, salanなど　　日本語では学生に対して「～君」と呼び、「～学生」
と呼ぶことはない。その一方、「～先生」と呼ぶことはある。アルカ
は韓国語と同じで felan neneと呼ぶことができる。
apx  ［名詞］グラフ、表　［レベル］２　14:制 :sad:alpax(数の図 )　【用例】　rans 
kon apx 図で説明する　leis apx グラフを描く
apxrans  ［名詞］チャートによる図解、図説　［レベル］３　20

apxoi  ［料理］隠し味　［レベル］３　20

apn  ［名詞］杭、ペグ　［動詞］yulに a（地面など）まで杭を打つ、打つ　［レ
ベル］３　13:制 :apinial　【用例】　adisant apnat adisol al erim. アディサン
トが死刑囚の心臓に杭を打った。
apnia  ［美容］エクステンション、エクステ　［レベル］４　21

apvet  ［言語］補語　［レベル］５　19　［文化］　古アルカには存在した。
apfia  ［電算］拡張現実、ＡＲ、オーギュメンテッドリアリティ　［反意語］
diafia　［レベル］３　21　［語法］　diafia

appili  ［被服］つけぼくろ、付け黒子、つけほくろ、ほくろ、ホクロ、
黒子　rd;/　24　［文化］　smでカレンシアができ、貴族階級に凪人が
入ってくると、土着の白人であるトール人貴族は自分が生粋のトー
ル人であることを強調するため、黄色人種である凪人とは違うとい
うことを誇示するために、肌の白さを引き立たせようと付け黒子を
するようになった。rdで貴族解体とともに廃れた。
appel  ［名詞］ふち、へり、縁、淵、きわ、際、はじ、端、は、リム。コッ
プのふちなど　［軍事］リム。銃弾のリム。　［類義語］looz　［レベル］２　
fv;<>ap　古 :apと関連性あり？　【成句】　sain er kaen appel e pap コッ
プのふちの水を確認する：見切りをつける。もうこれ以上は無理だ
と見切ること。
appelfabe  ［軍事］起爆薬。リムファイア式の。　rd;/　24　［文化］　gel

appelgalis  ［軍事］リムファイア式、リムファイア　rd;/　24　［文化］　gel

appelloob  ［被服］ブリムドハット　rd;/　24　［文化］　smでできた。サギ
タマギカの貴族が身につけたのが始まり。
aprein  ［数学］補助線　［レベル］４　19　【用例】　leis aprein 補助線を引
く
apl  ［交通］船、船舶　［レベル］２　rd;apalan.xik　13:制 :古 :apalan（海の乗り物）
　apalan:apalan:lu rekia（→ pan）　［文化］　jamp　【用例】　koa al apl 船に乗る、
乗船する
aplvalf  ［娯楽］競艇　［レベル］４　21　［文化］　latos

aplhet  ［名詞］船尾、とも、艫　rd;/　24

aplhetifa  ［地球の星座］［ユマナ］とも座　24　［文化］　ifa

aplyes  ［交通］航路　［レベル］４　rd;/　23

aplo  ［名詞］竜骨　zg;aplan/ho　24

aploifa  ［地球の星座］［ユマナ］りゅうこつ座　24　［文化］　ifa

aple  ［名詞］帆　［生物］横隔膜　［レベル］３　16:制 :aplabe　【用例】　dak aple 

帆を張る
aplet  ［電算］アプリケーション、アプリ　［レベル］３　rd;ap/te「添え物」
　23
aples  ［植物］杏、アプリコット、アンズ、あんず　［レベル］２　fv;↓　la
kta:duurgatt（月の実）または aples。aplesが一般的。　［文化］　果実酒の
材料としてよく用いられ、直接食べることは少ない。
aplejior  ［生物］隔兪、隔愈　［レベル］６　21

apleavix  ［医療］横隔膜ヘルニア　［レベル］５　19:seren

apleifa  ［地球の星座］［ユマナ］ほ座　24　［文化］　ifa

apa  ［名詞］記号、印、符号、家紋、紋章、マーク、ロゴ、象徴、シンボ
ル、合図（ジェスチャーとしての記号）、手振り、キュー、イコン、コー
ド、符丁、符号、浮標　［言語］シーニュ　［類義語］dolt、istol　［レベル］２
　13:制 :api　［語法］　apaはマークや記号のこと。doltは目印のこと。
apat  ［名詞］合図、号令　［レベル］２　16:制 :apa　【用例】　fit apat 合図を出
す
apak  ［名詞］マーカーペン　［レベル］４　14:制 :apa/kaz

apan  ［交通］舗装道路、舗装された場所、ペーブメント、タールマック　［レ
ベル］４　16:seren:lklel:avpon（強い道）から
apan(2)  ［言語］シニフィアン　［レベル］６　19

apamas  ［名詞］マークシート　［レベル］４　14:制 :記号の紙　【用例】　axt al ap
amas マークシートを埋める（塗りつぶす）
apar  ［電算］アクセラレータ、アクセラレーター、アドオン、機能拡張、
拡張機能　［レベル］６　al;/　24　［語法］　コンピュータなどの特定の機能
や処理能力を向上させるハードウェアやソフトウェア。新たな機能
を追加することもあるが、すでにある機能の性能向上をはかる点に
着目した語。
apaz  ［名詞］はん、印鑑、はんこ、判子、スタンプ　［動詞］yulに判を押
す、押す　［レベル］３　16:制 :apa/zon　［文化］　アルバザードはサイン文
化なので判子は持っていない。　【用例】　dyussou hactoto del avelant e 
parm kalma apaz vier t'adis 日本の死神Ｈ氏はやたらと死刑執行の判
を押すらしい。
apaapia  ［言語］指示　［レベル］６　20:記号を示す
apaol  ［言語］シニフィエ　［レベル］６　19

apis  ［動詞］yulを aまで拡張する、拡張する　［類義語］zok　［レベル］３　
21:ap
apil  ［数学］指数　［レベル］４　19:apia/alx

apia  ［動詞］yulを aに示す、示す、象徴する、意味する、意図する、指
示する、指定する、導く　［数学］導く　［言語］人称　［レベル］２　f;e　赤 :
意味　【用例】　imelhara apia pitmlevn. 黄疸は肝臓病を意味する。
apiaskit  ［名詞］指定席　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　【用例】　tau apiaskit 
指定席を取る
apian  ［言語］示すもの、～を示す形態素　［レベル］５　20

apiagart  ［経済］指値　［レベル］６　22

apiaalx  ［電算］表示数、表示件数　［レベル］３　20

apiaisti  ［言語］指示代詞、指示詞、指示代名詞　［レベル］５　19:xion　［語
法］　tu lei, yua rensの tuや yuaのこと。　指示詞が前置されるよう
になったのは制でなく新生。名詞の後に形容詞が連続した場合、指
示詞が後置だと lei xep tinka tuとなり、leiと指示詞の距離が離れる。
一般に指示詞は名詞と密接であり、動詞と目的語が引き合うように、
相互間の引力が強い。だからといって lei tu xep tinkaとすると論理
的におかしい。tuは修飾関係でいえば lei xep tinkaを修飾するため、
論理的には一番端にきて lei xep tinka tuになるべきである。しかし
それだと leiとの距離が遠くなり、堂々巡りである。そこで指示詞を
前置するとこの問題を解決できるようになる。通時的に見れば tuは
tuulなどの兼ね合いで前置されるようになったが、共時的に見ると
このような効果を狙って前置されている。
apie  ［名詞］メーター、ゲージ　［レベル］３　20:apia

apot  ［格詞］中へ　［レベル］２　19　【用例】　lat gek apot kov 箱の中にボー
ルを入れる　sain wik seer e vik, altina lator apot fara. 男が静かに
頷くと、少年は暖炉の中に入っていった。
apoten  ［接続詞］apot　［レベル］３　21

apos  ［被服］むなぐら、胸ぐら、胸倉　［レベル］３　19:melidia axte:al/pose
　［語法］　襟の逆側。襟は首の裏だが、胸倉は日本人が喧嘩のときな
どに掴む首の前側の部分のこと。アルバザード人はケンカの際、胸
倉は掴まない。→ tov　胸ぐらをつかむのは引っ張ったり関節や投げ
に持っていこうとするとき。　【用例】　bik apos 胸倉をつかむ：関節技
を決めるときにしかしない。
apopo  ［擬音］ぷるるるる、プルルル。ブザーの音、電話の呼出音など。
　［レベル］２　19:リディアの書
apopo(2)  ［音楽］鼓、つづみ　alt;擬音　［レベル］３　21

ape  ［名詞］旗、フラッグ、ペナント、バナー　［運動］ゴルフのバナー　
［類義語］flior　［レベル］２　13:制 :apaabe(記号の布 )から　::lu flior（角
形は男性）
apek  ［名詞］舵、ハンドル、方向舵、ティラー　［レベル］３　20:apk:13:制　【用
例】　silet apek 舵を取る　ov apek 舵を切る
apen  ［感動詞］［形容詞］あきれた、バカバカしい、馬鹿馬鹿しい、ばかば
かしい、馬鹿げた、笑止千万な　［名詞］呆れ　［副詞］呆れて　［レベル］２　古 :
後悔のエクスプローダーの女性形 penから。自分に対する後悔から
事態に対する落胆へと意味が変わっていった。後悔の意味では男子
は peといったが、事態に対する落胆という新しい意味においては男
子も penといった。　【用例】　an na apen a ti sot gaato. 君がそんなこ
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とをしたなんて呆れるよ。
apel  ［名詞］船荷　［レベル］３　13:制 :apllep　【用例】　koa{lat} apel 船荷を積
む
ab  ［接尾辞］材料を意味する　［レベル］２　13:制←古 :gaabe（材料）
abram  ［言語］竜字、アブラム　［レベル］４　21:arba/forma　［文化］　hac、
lim
abl  ［名詞］包帯　［動詞］yulに包帯を巻く、巻く　［レベル］３　古 :gaabe（布）
　【用例】　maal ablat luwa noan le til vix. 母さんが怪我した足に包帯を
巻いてくれた。
abantia  ［企業］アバンティア　21:abantis　［文化］　三菱商事に相当する企
業。
aban san  ［娯楽］あばんさん　21:abanは alt　［文化］　『サザエさん』に相当
するアニメ。
abaog  ［生物］みぞおち、鳩尾、心窩部、心窩、心下　［レベル］４　21:a/baog（殴
るところ）ここを打つと敵は悶絶する
abix  ［宗教］大司教、アーチビショップ　zg;「車輪のハブ」　24

abis  ［被服］鳥打ち帽、鳥打帽　rt;<,sagitamagita　24

abion  ［音楽］クラベス　21:マレット諸語から
abiont  ［音楽］サルサ　［レベル］６　21:abion

abiol  ［数学］６０面体　［化学］フラーレン　［レベル］６　古 :語源不祥
abe  ［被服］布、布巾　［レベル］２　13←古 :asabe（布）、gaabe（布）
abek  ［政治］奴隷地区、貧民街、部落　［レベル］５　19:a/beek（トイレ横）　［文
化］　奴隷や貧民が集まっている地区。中央アルナでは奴隷商の居場
所が事実上のアベックになっている。通常、南区インプレンの周り
に多い。
abes  ［被服］キュロット　rt;yoloの北方方言が axekしたもの。　24

aben  ［名詞］不良、野盗、クズ、チーマー、暴走族　［レベル］３　古 :rid
ia:aben（不良）← alben(al/ben)← benben
abentis  ［人名］アベンティス。ミナリスなどの姓。　21

abehons  ［アイテム］クロスアーマー　rd;/　24　［文化］　神代で作られた。
布の鎧。
abel  ［魔法］アベル気質　［レベル］５　19:制では bebel　［文化］　アルヴィ
ナにおいてユノ・ヴィル・ノア・アルマの総量が少ない人間。無能
で凡庸とされる。
abelis  ［人名］アベリス　［レベル］６　20:小さな哲学者　［文化］　(yuuma 
4365:5266)アルテ教会を建て直した人物。時魔導師で、非常に長寿。
ahyah  ［感動詞］あひゃひゃひゃひゃ、アヒャー、ｱﾋｬｯ　［レベル］３　19:
リディアの書
a ha  ［感動詞］あぁ、ああ、なるほど、あぁなるほど、あぁやぁ、あぁはぁ！
　［レベル］１　22

ahah  ［感動詞］あはは　［レベル］２　古 :オノマトペ
ahal  ［格詞］～の上に　［レベル］２　19　【用例】　ev tu ahal elen. これを机
の上に乗せて。
ahala  ［芸術］螺鈿、らでん　［アクセント］ahalA　sm;alt<aholi,k（アプラウト）　
24
ahalen  ［接続詞］ahal　［レベル］３　21

aho  ［地学］石膏　［レベル］４　13←古 :palho（白くて固いもの）
aho,alt  hok　a（fvの音象徴で海）/ho（固い）
aholi  ［芸術］伝統工芸　［アクセント］aholI　［レベル］６　rd;<alt<aholu,alt　24

aholu,alt  dolk。伝統工芸に使う。　aho

a ya  ［感動詞］うん、まぁね、あそうなの？、あやー、あそうかー　［レベル］
１　古
ayaka  ［言語］［文字］標準幼字書体、アヤカ書体、アヤカ　［レベル］５　22:aya
ka,fv（朝顔）　［文化］　rdでコンピュータが開発される過程でリュウが
いくつかフォントを作成していたが、粗雑だったため、22にセレン
が主幹となって綺麗に作り直した物。現在でも幼字の公的地位を築
いている。　現実には 22にネットユーザーの尽力によって作成され
た。　　サンセリフで、線幅は一定である。幼字本来の形を示す際
に用いる。学習者に幼字を紹介する際には必ずこれを使う。　通常、
本文中では yuukoを用いる。というのも、ふつう本文は alblantで書か
れるためである。
ayaka,fv  mopa　al（否定）/ya（痛い）/ga（腹）「腹痛を治す」　下剤と
して用いられたことから。
ayu  ［医療］麻酔、麻酔薬、麻酔剤　［魔法］アユ。利の中位白魔法。麻酔
をかけ、苦痛を感じなくさせる。　［レベル］３　定 :痛くない
ayu,alt  yayu　yayu.l

ayuk  ［医療］ささくれ、ササクレ、さかむけ　［レベル］３　20:al/yuka　【用例】
　noz til ayuk. 爪がささくれる。　an tilik ayuk. ささくれができた。
　yuka ayuk ささくれを剥く：指の皮とささくれのメトニミー。　an 
tilat erix man yukak ayuk. ささくれを剥いたら血が出た。
ayumi,alt  ［副詞］ask　［京極］即：弓 /時→ van,alt　al/yumi「時もなく」
ayua  ［言語］形容詞　［レベル］４　20:asayuan

ayuaisti  ［言語］代形容詞　［レベル］６　rd;/　24

actifabertike  ［地学］東ファベル海流　23

acs  ［電算］電子インク、Ｅ－Ｉｎｋ　［レベル］６　18:制 :arthacs（魔法の文字）
から。液晶ディスプレイに代わって今後アンセ的に広がっていくと
見込み、語形を詰めた
acva  ［悪魔］アルヴァ。ヴィルテにアルマを加えた集団の総称。　［レベル］
４　meltia 0:acma;acma/virte　古 :ridia:acmaと virteの混成。acveに

ならなかったのは母音調和によるもの
acma  ［悪魔］アルマ　［レベル］２　meltia 0:acma;e　ridia:古 :acma（アルマ）。
元々エネルギーの armaと同じ発音のキャラ名だったため、ヴィード
のアルマと悪魔のアルマは区別できなかった。しかしその後リディ
アが r音を混同したために、armaと同じ意味で acmaという語形が生
まれた。両者は暫く混同されていたが、ヴィードのアルマと悪魔の
アルマが区別できないという問題があったため、自然と使い分けが
起こった。後者がキャラのアルマを示し、前者がヴィードのアルマ
を示し続けた。　［文化］　テームスを護衛する最強の悪魔。玉の姿が
正体。会話可能だが、基本的に動かないし、喋らない。総合的には
テームス本体の方が強いものの、個々の能力ではアルマの方が高い。
アルマはテームスを守る最後の番人であり、最強のヴィードである
アルマを自在に操る。実質上、ユノ ･ヴィル・ノアを操る４人の悪
魔ヴィルテの上位にある。竜王ティクノによって魔輪アルマディオ
の中に封じ込められていたが、巡り巡ってサールのアーディンによっ
て復活してしまう。しかし後の世でアシェットに再度アルマディオ
に封じられる。rdではテームスの死後、長として戦う。　太陽を司る。
　・vaste訳　そして彼らはアルマと戦いに行った。ユルグの調査に
よって、彼らはアルマの居場所を知っている。そして彼らは悪魔テー
ムスを守るアルマを見つけた。彼はフレスティアと同じく鎧を来て
いる。しかし鎧の色は黒い。そして彼は冠をつけている。さらに彼
はフレスティアと同じく大剣を持ち、ヴァルデと同じく杖を持って
いる。そして鋭い鉤爪がかれの右腕と左腕と右足と左脚にある。　【成句】
　acma ok(en) varde ヴァルデをもつアルマ：鬼に金棒。ヴァステで
ティクノから魔杖ヴァルデを奪った悪魔アルマが非常に強かったこ
とから。
acmadio  ［アイテム］魔輪アルマディオ　［レベル］３　ridia:古 :語源不詳だ
が、acmaは悪魔アルマのはず。追記 937:acmadia（アルマのゆりかご）
が語源。ここにアルマが封じられたため。　［語法］　ヴァストリアの
ひとつ。リディアのもつ魔輪で、ヴァステで竜王ティクノが悪魔ア
ルマを中に封じ込めた指輪。始めはティクノからアルデスに渡った。
しかし暫くすると指輪の封印が解け始めた。このままではいけない
と思ったアルデスは強い力で封印を固めようとした。そこでアルデ
スは婚約を目前に控えたラマンにアルマディオを託した。ラマンと
その婚約者アーディンの愛で封印を強くしようと考えたのである。
ラマンはアーディンにアルマディオを与えた。こうして婚約指輪と
いう習慣が生まれた。ラマンはアルデスに言われたとおり、アーディ
ンに ｢一度付けたら外してはいけない。愛が逃げてしまうから ｣と
警告しておいた。ところがアーディンはラマンを裏切って浮気をし、
指輪を外してしまう。浮気が終われば指輪をはめて何食わぬ顔でラ
マンの元へ帰るつもりだったのだ。しかしアーディンが指輪を外し
た瞬間、アルマディオは４つのパーツに別れ、各地へ飛んでいった。
更にアルマまで復活してしまった。アルマディオはその後アシェッ
トが４つのパーツを全て集め、もう一度ひとつの指輪に戻した。元
に戻ったアルマディオを使い、リディアは再びアルマをアルマディ
オに封印した。
acmablenz  ［天文］コロナ　［レベル］５　21:「悪魔の炎」　アルマの居場所
が太陽であることから
aca  ［文頭純詞］alaの強勢形。alaより怒気が強い　［レベル］２　古 :alaと同じ字。
単に語彙的な異形態だったともいえる。
ar  ［動詞］yulをする、する、演奏する、付ける、起動する、点ける、
つける、行う、おこなう、降る。生動詞。　［レベル］１　19:恣意　［語法］
　yulの機能を働かせたり、yulを起こしたり行ったりする動詞。　

【成句】　aror? よぉ、やってるか。どうだい、調子は、おつかれ、おつ
かれさま、お疲れ様　【用例】　ar sai パソコンをつける　ar pam 電気を
つける　ar ata 会議を開く　sozar es ar. 扇風機がついている。　tesp
am fremen felez le lets xa es is fin tu lut ar im tuo. ピアノのあ
る教室付近の電灯はここ最近いつも付いていたのに（今は）消えて
いる：tu lut arが難しい。lutは繋辞で、arが自動詞を作る目的語。
ar(2)  ［接尾辞］機械を意味する。aで終わる語の場合は rになる。　［レベ
ル］１　制←古 :ragna:経過相と重複するが品詞が違うので区別できる
ため、ママとした。　【用例】　sozar 扇風機
ar(3)  ［言語］アルバザード語、現アルバザード語、アルバレン　［レベル］
３　21
art  ［魔法］西洋魔法、魔道、アルト、魔法、マジック、ソーサリー、ウィザー
ドリィ、ウィザードリー、魔女術、魔女宗　［受動名詞］放った魔法　［動詞］
yulの魔法を aに撃つ、撃つ、かける　［動詞］［卑語］yul（女）を孕ませ
て aを産ませる、孕む、妊娠する :10:zana　［名詞］［形容詞］ヴィードを伴
う、魔法、魔法の、魔法を使った　［形容詞］［副詞］ものすごく、とてつ
もなく、異常に、異様に :程度は tinkaと同じ。そこに驚きの気持ち
が足されている。従って tinka/nikの意味。　［反意語］flam　［レベル］２　
rd:ridia;art,f.hem　古 :aは魔法、rは魔力、tは不思議な力。　art:art:
la rudis:sian,alt　［語法］　lusia　広義では viidの持つ「ヴィードを伴っ
た」という語義にもなる。virは dolmiyuにおいて viidの代表的な
存在であったため。　［文化］　→ knoosenvi、dolmiyu　西洋魔法体系
のこと。厳密な魔法の総称は lusiaだが、アルバザード人は通常「魔法」
というと artを使う。正しい和訳は「魔道」か「西洋魔法」で、artan
は「魔導師」。　　＜オーディン時代における人々の魔法の力＞　　
rdのころは日常魔法は使えても魔導師というほどのレベルでないと
いうのが一般的な人だった。魔法の力は個人差が大きく、強い人は
昔の魔導師並みに使うことができた。主に 3,2遺伝子を持った人間は
魔法に疎かった。　rdの場合、魔法が一切使えないというほどの人
はまだ少なかった。サッカーや野球は殆どの人がやろうと思えばや
ることはできるが、プロの選手とは歴然とした差がある。それと当
時の魔法はよく似ている。魔導師と呼べるレベルの人は要はプロの
選手と同じようなもので、歴然とした力の差があった。かといって
サッカー自体をすることは子供でもできるように、日常魔法程度な
ら大抵の人は使うことができた。　　＜ナディア以降＞　　nd以降、
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魔法は急激に失われていった。　rt以降、魔法は一般人の間では殆
どの場合架空ではないかと考えられていた。ただし魔導師たちが歴
史を動かしていた時代だったので、魔法の存在を完全に否定するの
は難しく、殆どの人は魔法を架空ないし一部の限られた人間にしか
使えないものと考えていた。このスタンスは現代でも変わっていな
い。国家自体、召喚省がありながらも魔法の存在については見解を
出さないという対応をしている。一方、神の存在については実在で
あると主張しているが、大手を振って主張しているわけでなく、召
喚省の発表の中であまり目立たないように主張されている。その裏
には面倒な物議を避けたいという思惑があり、魔法や神の存在につ
いて国家側は積極的に議論をする気がないというスタンスを取って
いる。　　【用例】　ti yol sen em art im xe aluutel ol ti tolx tu xalel. 
練習を重ねれば、いつかきっと魔法が使えるようになる。　volt alem 
kon eld. tu et art alka l'ans yol sen lot tu fia da. 言葉で心を表現する。
それが私たちが使える世界で一番強い魔法だ (seren arbazard)
art,f  lusia、art　saal;e

arttulofel  ［魔法］魔法物理学　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

artklel  ［魔法］アルトクレール、『魔法使いになるために』　［魔法］魔道書
← artlei　［レベル］４　21:ridia　［文化］　rdでリディア＝ルティアが記
した魔法学の集大成。ヴィルについての説明が多いが、ユノやノア
の説明も行っているため、ヴィード論総合と考えてよい。　nd以降
は魔法の衰退により、魔法学も衰退する。　革命後はアルティス教
の世の中でミロクが召喚省下に魔法研究所を設置。しかし「国民の
生活の向上」「経済の発展」「軍事力の増強」のいずれにもならない
ため、税金の無駄遣いと批判されることもある。　そのため政府と
しても巨額の税金をつぎ込むわけにはいかない。また、魔導師自体
がほとんどいないため、研究がなかなか進まない。　よって al以降
芳しい成績は収められず、rdのアルトクレールに追記するとともに
編纂しなおすという作業を研究所はしている。　したがって、現在
artklelは alで魔法研究所が編纂した本ということになる。
artkami  ［魔法］魔法科学　［レベル］４　rd　22　［文化］　魔法を使った科学
で、smと rdで発達。rd末期に徐々に現代科学 (flamkami)へシフトし
始めた。
artxil  ［魔法］魔法実験　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

artxetsfel  ［魔法］魔法倫理学　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

artsel  ［歳時記］魔法の日　［レベル］３　21　［文化］　ルシフェル校のできた
日。vio ral。smでは魔法スポーツの祭典の日。現在では召喚省下魔
法研究所の一般解放日（アルシェは多忙で休めない）。　ユーモア好
きのアルバザードでは、この日は学校には魔導師の格好をして通っ
てよいことになっており、黒魔導師や白魔導師の格好をして通う。
授業も潰して魔法の授業を行い、遊びに興じる。学校は午前中に終
わり、放校となる。企業は魔法にちなんだ商品を売り、経済効果も
高い。　冬の寒い日なのでコスプレは厚着が基本となる。またこう
でもないと家に引きこもりがちな季節なため、経済が循環しないと
いう理由もある。　雪が降ることが多いため地面を駆けるのが難し
く、通常のスポーツの祭典なら行えないはずだった。ところが smの
は魔法スポーツなので空を飛ぶことが多いため、実施に問題なかっ
た。むしろ選手にとっては雪をどう扱うかすら技術の一端となって
いた。観戦者は現南西区にあった幌付きの競技場で祭典を楽しんだ。
artnim  ［魔法］［芸術］魔法色　［反意語］flamnim　［レベル］５　21

artnia  ［美容］前髪を左右に垂らす髪型　［レベル］３　19:魔導師の髪型。
カコ時代の魔導師の女性の一般的な髪形だったことから　［語法］　ミ
ルフのような前髪。小説でいうと、紗枝みたいな髪。
artvantis  ［魔法］［軍事］魔法兵、魔道兵（正式）　［レベル］４　19:ridia

artvals  ［魔法］魔法医　［レベル］４　21　［文化］　→ dolmiyu　魔石学から始
まり、lukletiaに分岐。smと rdでは錬金術と lukletiaの専門家がそれ
ぞれおり、西洋医学と東洋医学に相当する。両方の知識を持つつわ
ものもいた。rdでの医学の発展に伴い前者は衰退。後者の漢方は現
在も残る。
artvizen  ［魔法］魔動回路　［レベル］４　21　［文化］　dolmiyu

artfrim  ［魔法］［化学］［物理］魔動顕微鏡、魔顕　［レベル］５　19　［文化］　rd
でリュウが開発し、これにより科学を推進させた。　galetを用いて
観測する技術であり、約５０ｐｍまで観測できた。その意味で電顕
に相当する能力を持っていた。　nd以降は魔法技術が廃れ、光学顕
微鏡が遅れて開発されたが、可視光を利用するため３８０ｎｍ（理
論上は１００ｎｍ）程度までしか観測できなかった。その後電顕が
でき、魔顕水準まで引き上げられた。　従って地球に比べ rdでは魔
顕のおかげで科学が早く発達したが、rdにおいても魔顕は極めて貴
重だったため、実際に使えた者が少なく、電顕ほど貢献はしなかっ
た。　　viidは高晄圧、すなわち高密度の状態から平衡しようとす
る性質がある。魔顕では、ゼロガレットを高晄圧で放射する。ガレッ
トが通る筒はガレットを通さないレニウムでできているため、加速
されたゼロガレットは筒を通って真下に発射される。高晄圧で加速
されたゼロガレットは電荷を持つため、あとは基本的に後の電顕と
同じ仕組み。
artfrei  ［魔法］魔法剣　［レベル］４　17:制
artfir  ［魔法］魔法光　［レベル］４　21　［文化］　dolmiyu

artfian  ［魔法］魔法少女　［レベル］３　19

artfel  ［魔法］魔法学　［レベル］４　19　［文化］　カコにアルシアの１１魔
将が興し、大成した。→ eldfel
artfelan  ［魔法］魔法学者　［レベル］４　21　［文化］　dolmiyu

artmitefel  ［魔法］魔法分類学　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

artmileel  ［形容詞］［ポジティブ］価値に見合うだけ高価な　［類義語］falti　［レベル］
３　20　［語法］［文化］　不死鳥カルマの魔法の羽のように高価なことか
らついた。カルマミレールは死者を蘇生する貴重なアイテム。高価
だが、それに見合う価値があるという意味で使われる。

artmel  ［歴史］魔法代　［レベル］４　vl;/。まだ人類が魔法を使えた時代な
ので。　24　［語法］　→ feme

artgel  ［軍事］魔動銃。グレアよりも広義。　rd;/　24　［文化］　gel

artpam  ［魔法］魔灯　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

artyulf  ［魔法］［政治］魔法研究庁　［レベル］４　19:ilmus:ridia　［語法］　セ
ルメルでアルバ二世が置いた庁。以降なくなることはなく、レイユ
でもアルシェ＝アルテームスやネブラ＝ブルーナらが所属。
artyulfka  ［魔法］魔法研究所　［レベル］４　19:xion　［語法］　アルシェやネ
ブラが属している国の研究所。レインの父ドゥルガもここの役人。
だが実態は召還省の下位機関で、タレスにとって身分を隠すための
隠れ蓑。
artlei  ［魔法］魔道書→ artklel　［レベル］４　22

arta  ［地名］アルタ　［レベル］５　15:制 :古 :art(魔法 )から　［語法］　ソーン
の使徒ヴァーナの支配地
arta(2)  ［アトラスの国家］アルタ　［レベル］５　制　［文化］　面積：
1470380.778448 km^2
artas  ［人名］アルタス　古　［文化］　４期１代のソーンのルシーラ。男性。
テームスの復活を予言し、それを食い止めることを目標として団体
を作った。幼馴染による対抗団体ができるとそれと対立。フェリス
はドゥルガを名乗り、アルタスはヴィーネを名乗って争った。
artas(2)  ［名詞］業、カルマ　［レベル］４　21:artasen　【成句】　til artas 業が深
い　alis. non varae yu miva mil tu artas. みっつ。私はその業により、
娘から忌み嫌われる。
artasen  ［アイテム］アルタセン　［レベル］４　ridia:赤 :「反省」。語源不詳。
artの部分は魔法だと思われる。artasenは赤アンクノットによると反
省の意味。ダルケスを失ったカルザスの反省というところからこの
名が付いた。　asen:artasen　［文化］　ヴァストリアの１つ。リナのもつ
魔石。ダルケスを失ったカルザスが流した涙が宝石になったもの。
身に付けることにより強大な魔法力を有するようになる。魔力も上
がるが、一番はヴィルそのものの最大値の上昇である。
artasen(2)  ［名詞］懺悔　［レベル］４　赤 :「反省」　asen:artasen　【用例】　artas
en e mirok" かみさまの、懺悔」
artan  ［魔法］［ジョブ］魔導師（正式）、魔法使い、魔術師、魔導師、魔女　［名
詞］極めて頭の良い人　［俗語］童貞、処女、魔法使い、僧侶　［名詞］ア
シェットにおいてメル ･リュウ ･リディア ･ピネナを指す。これに
ファーヴァを加えることもある。　［シェルト］魔駒（色駒と扉駒を区別
しない言い方で、ウィザードを魔法使いと訳したところから取った）
　［レベル］２　tm;/　制　［語法］［文化］　→ beel　　・男女比率　　一般に
男性が女性より筋肉が逞しいのと同じく、男性は女性より一般的に
ユノが強く、ヴィルが弱い。つまり女性のほうが男性よりも魔法使
いに向いている。しかしその差は個人差が大きく、筋肉量の差ほど
明瞭ではない。女性並みに魔力の強い弾性も大勢いる。ただその場
合、えてしてその男性は女性的な人格や体格をしていることが多く、
ほっそりしていて物腰が柔らかく知的で病弱で筋肉が弱く女性的で
あるということが多い。　魔法使いはヴィルの量の問題で、女性の
ほうが多い。しかし上で述べたように男性魔道士も存在する。　　・
黒魔道士と白魔道士　　魔法使いを黒魔道士と白魔道士に分けると、
顕著に男女差が現れる。黒魔道士は男性が多く、白魔道士は女性が
多い。　これは元々の素質というよりも、学生時代の進学コース選
択において男性が黒魔法を習得しがちで女性が白魔法を習得しがち
だったためである。白魔道士は前線にも出るが陣営でメディックと
して働くことも多く、出産や生理がある女性にとってはメディック
は働きやすい環境であったため、白魔法を履修する女性が多かった
ためである。　この結果、白魔道士は女っぽいというイメージが定
着し、黒魔道士に男性が偏るようになり、黒魔道士と白魔道士の間
で男女差が現れた。　むろん、男性でも有能な白魔道士は存在する
し、女性でも強力な黒魔道士が存在する。白魔法と黒魔法のどちら
に適正があるかは個人差があり、明らかにどちらかに向いていると
いうのが進学前に分かっている場合は、女性でも黒魔道士を目指す
ということがよくある。　その顕著な例が rdのリディアであろう。
リディアは人類最強の魔法使いとして君臨したが、彼女は白魔法は
ほとんど使えず、黒魔法のプロフェッショナルであった。このように、
就職先の関係で白魔法を選ぶ女性が多い中、自らの特性を活かして
黒魔道士としての才能を存分に発揮したリディアのような例もあり、
一概に男性が黒魔道士で女性が白魔道士ということはいえない。が、
傾向として男性には黒魔道士が多く、女性には白魔道士が多いとい
うことは言える。　なお、そもそも男性は魔法使いの比率よりも戦
士の比率のほうが多いので、上記の説明でいくと、男性で魔法使い
で白魔道士というのが最も数が少ないことになる。２１２年現在で
いえば、男の看護師と同じくらいレアなのではなかろうか。　　・
賢い人という意味の artan　　古アルカからリュウ ･メル ･リディア
がウィザードと呼ばれていた。以降ファーヴァを足したが、結局ア
シェットの討議によりウィザードはメルとリュウを筆頭にリディア
をおまけとして追加したものになった。逆に、それまでソーンの人
間は加えていなかったが、和平以後はピネナを加えた。正しい和訳
は「魔導師」。　【成句】　artan em ifi sa arzon. 魔法使いは杖より先に
老いる：少年老い易く学成り難し
artaren  ［地学］アルタレン、アレキサンドライト、アレクサンドライト、
神石　［組み数字］１/１０　［レベル］４　meltia 10:ludo;art/ren　18:ridia:a
rtasen/ren　［文化］　アルタセンと同じ材質。アルタレスに授与される
象徴的な宝石。稀少で高価というのが理由だが、artalesと似ていると
いう言葉遊びも含んである。　アルマの魔石。
artarenrein  ［組み数字］神石賞　［レベル］４　21　［文化］　→ rapalx　smで宝
石商が定めた価値ある宝石トップテン。栄誉として与えられる褒美
の尺度として王宮に採用されたことで実用化。rdで組み数字に採用
される。この順位は当時の価値観であり、現代での価値の順序とは
必ずしも一致しない。現代でも宝石の価値は生産量や人気によって
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まちまちであり、甲乙つけがたいのが通常である。ただこの表の上
位５位と下位５位ならば通常地球でも前者のほうが一般的に価値が
ある。
artales  ［政治］アルタレス　［レベル］３　古　［文化］　召喚省長官のこと。
実質的な権力はアステルに次ぐ。全タレスの長でもある。
artain  ［エルト］アルタイン　［レベル］３　古 :artain← arte/yaawaaiから　［文
化］　祝い、祝辞を司る。冠婚葬祭のうち、不吉な葬式を除くすべて
を司る。
arti  ［魔法］魔器、魔動機械　［レベル］５　sm;art.k　24　［文化］　ヴィードで
動く機械のこと。smの魔法工学に端を発する。
artis  ［宗教］アルティス教、月教　［レベル］２　ridia:古 :古 :artis。art
の部分は arte。月教の訳は宣教師を sorxerent（月の使者）と呼ぶこ
とから。　［文化］　アルテやテームス崇拝を通して彼らから力を賜ろ
うとすることを目的とした多神教。アレイユにおける世界最大の宗
教。派閥がいくつも存在する。大派閥にはアルテを重んじるアルシ
オン派と、テームスを重んじる悪魔崇拝のヴァルテス派と、アルマ
を至上の存在として重視するアルマスト派がある。中でもアルシオ
ン派は最大規模の派閥であり、『ミールの書』のミールや『紫苑の書』
のレインもアルシオン派である。
artist  ［宗教］アルティス教徒　［レベル］２　20:artis:lantis

artil  ［歴史］アルティル時代、邂逅の再演、かいこうのさいえん　［レベル］
３　19:ilmus:ridia:artis/imul。神と邂逅を果たした時代。　［文化］　ナ
ディアとレイユの間の時代。シオン＝アマンゼがアルティス教を興
した。
artilia  ［宗教］アルティリア教、総神教　［レベル］５　20:　［文化］　アルテ
教とサルト教をまとめたもの。エマルジールの効果が出てきたこと
に起因する。　yuuma 5621 メリウセルが宗派を統合し、artilia教と改
名。アルテの解釈を広く取り、宗派をまとめた。これにより教会の
力は高まり、いちはやく統合を行ったレスティルは諸国に対し秀で
るようになる 
artia  ［形容詞］幻想を感じたような　［レベル］４　10:ridia:artis← artdia←
art(魔法 )/dia(夢 )。リディアがメル１０年に見た夢から。その夢で
リディアはアティーリのリディアになっていて、魔法使いになって
いた。魔法を使いたいと子供のころから考えていたリディアは魔法
使いになれて喜んだ。そのときの気持ちを artdiaと呼び、すぐ artia
に変わった。　［語法］　子供のころに抱いた夢をその当時或いは大人
になって感じたときの気持ち。将来の実現可能な夢ではなく、実現
不可能な夢。王になる、大統領になるはたとえ囚人で事実上不可能
だとしても虚構ではなく現実の夢なので artiaとはいえない。魔法が
使えるようになったらとかそういった虚構に対する夢しか artiaとい
えない。artiaという気持ちは虚構の夢を想像したときにふと沸き起
こる強いどきどきと恍惚感を指す。そして思わずそれを何らかの形
にして少しでも現実化しようと強く思う瞬間や、その想像に傾倒し
て酔いしれる瞬間を指す。何らかの形とは、その想像を絵にしよう、
小説にしよう、音楽にしよう、ゲームにしようなどという意味であ
る。artiaは特に思春期に感じる。aldiaと意味が似ているが異なる。
　aldiaは昔の現実の記憶について懐かしいと感じたときの気持ちで
ある。artiaは虚構なので実体験ではないから懐かしいとは言いづら
い。あくまで、そんな風だったら素敵だなと酔いしれたときの虚構
に対する甘美な気持ちである。artiaは楽しく陽気というよりは、や
や寂しく綺麗な感情である。虚構である点が寂しく、大抵内容は夢
見がちな少女が想像しそうな綺麗な内容である。金や復讐などをテー
マにしておらず、魔法を使って空を飛びたいといったようなもので
ある。　また、その虚構の世界の中で特に美しいと思われる名場面
を想像したときの気持ち、あるいはその場面を後から思い出したと
きの気持ちも artiaという。
artialem  ［音楽］演歌　［レベル］５　21

arto  ［娯楽］アルト　［レベル］５　6→ 7:seren,ovi,gil（正確に誰かは不
明）:arteの変母音による造語。アルテのカードが一番強かったこと
から。　［文化］　カーデを応用した３～４人用のゲーム。発案当時は
カーデそのものが確立しておらず、アルシェの使徒やアルデおよび
神・悪魔数名の名を書いたカードでゲームを進めた。当時は４枚（別
ルールでは５枚）のカードでゲームを進めた。ゲームの流れは現在
のものと同じである。昔のものとはカードの枚数と役という点で異
なる。当時バカーズが発案したものだったが、シェルトと違って完
全情報ゲームではないため、カードが見られては困る。だからカー
ドは伏せておかねばならず、シェルトと違って各人がアンシャンテ
の向こうで同じ状況を再現することができなかった。そのため一人
がディーラーを務めた。たまにリュウなどがディーラーを務めるこ
とがあり、そうすると４人でプレイした。ゆえに人数は３～４人用
である。　カーデが確立してカードが増えると煩雑な役が生まれて
嫌煙され、不人気となった。アルトを元にしてよりギャンブル的な
ゲームであるヴォルシェがバカーズによって開発されたが、ギャン
ブルの嫌煙にともなってヴォルシェも後退した。　その後、アルト
はオヴィらを経てソーンに輸入され、ソーンの間で抜本的な改革が
あり、別のゲームと見誤るほどの新ルールが作られた。セレンは具
体的なルールを知らず、聞き知っただけでその様子を初版ミールの
書に記載したが、その内容が誤りであると多く指摘された。　メル
15年にセレンはアルトのルールを作り直し蘇らせたが、すぐに飽き
てまた衰退した。
arte  ［名詞］アルテ、幻嚆、げんこう。始めに世界を支配していた神。
生命（幻躰）の嚆矢となったことから幻嚆という。　［名詞］アルテ。
rdでユーマから生まれた神。アルティス教の最高神。　［感動詞］あぁ、
ああ、なんということだ、なんということでしょう、そんな、まさか、
そんなまさか、いったい、一体、いったいぜんたい、一体全体、オー
マイゴッド、オーマイガー、オーマイガッ、きゃあ、助けて、誰か、
そんな馬鹿な、神よ、やれやれ　［生物］アルテ。超ドメイン amatの中
に atenと etanがあり、そのうちの atenに属する唯一のもの。　［レベル］

１　古 :ridia　［語法］　arteに祈るときの台詞だが、古アルカにも制
アルカにも呼格がないので特別な語形はなく、単に arteといってこ
の感動詞を表わす。　アテンの祖なので、アルティス教徒でなくと
も言える。　［文化］　→ yuuma　|約 137億年前 |armaが爆発し、ardelと
lekaiという 2つの空間と、arteという存在が生まれる。物理的には初
期宇宙（陽子、電子、中性子そして原子核、原子が生成され、それ
から恒星とクエーサー、銀河、銀河団、超銀河団が形成）。まとめ：
アルマは最初のエネルギー、それが存在した無名の空間が最初の空
間、最初の存在がアルテで、実体は白い球 |　　最初に生まれた神。
アルテムでエルトとサールに分離していなくなる。その後、rdでユー
マからできた善の神がアルテと名乗ったため、別々の存在ではある
が、名前は同じ。アルティス教の崇める最高神がこの神で、エルト
でもサールでもない。このアルテはユーマからできた神なので、人
類の母として人類を守ってくれる。→ yuuma　　＜用語の整理＞　
arte：最初の神　teems:ユーマによって生まれた悪魔の母　ert：エル
トの一族　saar：サールの一族　sart：エルトとサールの一族のまとめ
た呼称（和平前も和平後も変わらず）　　rd以降↓　　arte：rdでユー
マから分離した善の神　teems：rdでユーマから分離した悪の神　　
最初の arteは fialまでしか存在しないし、最初の teemsは rdで死ぬ
ので、同じ語形でも大丈夫。　区別したければ lamなどをつければいい。
artetaka  ［地学］［歴史］アルテ大陸　［ユマナ］ロディニア大陸、ロディニア超
大陸　［レベル］６　vl;/　23

arteksfel  ［魔法］魔法意味論　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

artes  ［魔法］［普通動名詞］召喚、召喚魔法　［動詞］yulを a（場所など）に召
喚する、召喚する　［政治］召喚庁　［レベル］３　古 :artes（アルテする）　【用
例】　liiza na sen nal man vangardi ret sil meltia artes la lanko al atolas. 
召喚の実務はメルティアに依頼することになるが、それは死神のほ
うで処理してくれることになっているので安心だ。
artesfel  ［魔法］召喚学　［レベル］４　21　［文化］　dolmiyu

arteslizno  ［政治］召喚庁　［レベル］３　19:ridia:ilmus　［文化］　召喚省下。
召喚やセレモニーなどを取り仕切る。
arten  ［魔法］呪文、魔法の呪文、祈り　［レベル］３　古　［文化］　dolmiyu
　魔法や召喚を使うときにヴィルを上昇させるための言葉。
artenfel  ［魔法］呪文学　［レベル］４　21　［文化］　dolmiyu

artena  ［魔法］［ジョブ］召喚士、預言者、アルテナ、コーラー、サモナー　［レ
ベル］３　古 :artena（神の心を知るもの）。制の arteanだと artanと勘違
いしやすいため、古形を残した。　［語法］　エルト使いかサール使い
かを区別しない言い方。一般的にいう召喚士のこと。　［文化］　神（エ
ルトとサール）を召喚して戦う魔導師のこと。人間と神の力に大き
く差が出たメルテナになって現れた。　メルテナでは既にアルフィ
があり、各アレットでアルフィとアトラスが繋がっている。各アレッ
トはアルフィの特定の場所と繋がっている。　神の国はアルデス王
とルフェル王により、すべての土地がいずれかの神に与えられてい
る。そのため、各アレットは特定の神の土地、言い換えれば特定の
神と繋がっている。　例えばアルナのアレットはアルデスに繋がり、
ルティアのアレットはルフェルに繋がっている。　召喚士はアレッ
トに赴き、そこで特定の神と対話することができる。ここで神に認
められると契約を結ぶことができ、召喚することができるようにな
る。　召喚士に必要なのは、神をアルフィからアトラスに移すため
の魔力と、任意（できれば相手先の土地）のアレットから召喚地ま
で転移するための魔力である。　後者はアレットで召喚を行えば節
約できる。前者は神の力に比例して大きくなる。大きい荷物を運ぶ
のにエネルギーがかかるのと同じで、強い力を異次元からアトラス
に運ぶには相当の魔力が必要。それゆえ、召喚士は時魔導師に近い
側面を持っているといえる。　中途半端な魔力では仮に召喚できた
としても神は満足に動けず、また数秒で元の世界へ戻されてしまう。
そのため召喚士には強大な魔力が必要になる。
artena yutia  ［人名］アルテナ＝ユティア、副王アルテナ　［レベル］３　制
　［文化］　(368_)ミロク＝ユティアとアリシア＝ユティアの娘。ミロク
からすれば娘であり孫である。ミロク革命後の社会を穏健に統治し
た。　女優でもあり、メディアへの露出も高く、国民の人気も高い。
派手な感じではなく、ユンクの役が多い。魔導師であり、運動神経
もよく、アクションもできる。アルバザードでは性格的にユンクな
のに強いという人は人気が高い。ちなみにアルバザードの俳優とし
ては珍しく歌も巧く、歌手でもある。　＜本人像＞　１６８ｃｍの
５３ｋｇで、スレンダーな女性。父親譲りの茶色の髪と目をしてい
る。顔は非常に美しい。スタイルがいいこともあり、青年期以降は
女優を兼ねるようになる。　１０歳のときに子役から始まり、ミロ
クの娘という身分を隠して活動をした。隠したのはアルテナの要望
で、理由は「身分を明かせば自分は不当にオーディションに合格する。
それは同時に不当に不合格になる少女を生む」というもの。ユティ
ア家に特徴的な正義感をわずか１０歳で発揮する。彼女には実力も
伴っていたため、実力で人気子役の座を得る。１４歳でミロクの娘
とカミングアウトし、世間を驚かせた。　性格は大人しく、体形が
大柄なわりにしとやかで女性的。妖艶な雰囲気も持ち合わせ、謎め
いた感じがする。あまり人懐こいほうではなく、冗談を言ったり大
笑いすることもない。アシェットのクミールやフルミネアに似た人
物。　統治は穏やかだが、ミロクの作った束縛の強い社会をある程
度維持した。ミロクを尊敬し、崇拝し、絶対視している。１２才頃
ミロクが他界すると大きなショックを受け、父親に対する歪んだ愛
情を増幅させる。２０才になるとミロクの直接の遺伝子を残すため、
冷凍保存していた精子を用いてミーファを出産する。
artem  ［歴史］アルテム時代、黎明期、黎明の燈灯、れいめいのともし
び　［レベル］３　古 :arte/imul　［語法］　創世記の次の段階。アルテが生
まれた。ヴァステが始まるメルティア暦１００万年まで続いた。
artelas  ［非言語］アルテのジェスチャー　［レベル］２　21　［文化］　人差し指
を鉤状にする。祈るときに使う。
artelantse  ［生物］猿人　［レベル］４　vl;/「原始のヒト」　23
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artea  ［政治］アルテア、召喚省　［アクセント］arteA　［レベル］３　古
arteaarnon  ［政治］召還省→ artea　［レベル］３　19:ilmus:ridia

ark  ［動詞］yulを aに繋ぐ、繋ぐ、繋げる、つなぐ、つなげる　［名詞］連結、
リンク、連続、ジョイント　［化学］結合　［生物］接合　［電算］リンク　［音
楽］スラー　［レベル］２　zg;arka,f.l　14:制 :古 :arkaから　arka:ark::arika,alt

ark(2)  ［言語］遠アルバザード語　［レベル］５　21

arktwen  ［経済］［法律］アルクトゥウェン、相続推進法　［レベル］６　21　［文化］
　ifialan, alyukka　322年制定。６０歳以上の財産をこの年に一律生前
相続させるというもの。当時の高齢化社会では本来消費性向の激し
いはずの若中年層の所得が低く消費が停滞していたため、「金は使う
人に回す」という考えのもとで制定された。　選挙制度を採ってい
たヴェレイ末期ではマス層である老人にとって不利な政策は通らな
かったため、ミロク革命によって実現された。　同時にミロクは aly
ukka等を制定し、核家族の減少に努め、老人は家族が世話するという
ナディアまでの文化に引き戻した。　　若い世代は住宅ローンや教
育費など、金を使わざるをえない環境にあるため、この法によって
消費は以前よりは確かに増加した。結果、世代間所得格差は緩和し
たものの、金持ちの子は金持ちという階級格差が復活した。　それ
を当然見越していたミロクはこの法によって得た相続税を低所得層
へ分配した。これが共産主義でも資本主義でもない修正資本主義で
ある。
arkviida  ［生物］［医療］会穴、八会穴　rd;/　24　［文化］　臓腑気血筋脈骨
髄の８穴ある。
arkvoz  ［アイテム］コンポジットボウ　rd;/　24　［文化］　zgで作られた。
arkvet  ［言語］複合語　［レベル］５　19　［語法］　anklet

arkvent  ［経済］中継企業　［レベル］６　19　［文化］　→ vent

arkveyu  ［言語］膠着語、膠着語的　［レベル］６　19

arkfo  ［言語］連音、アンシェヌマン　［レベル］３　rd;/　24

arkfor  ［音楽］連符　［レベル］４　19

arkmyut  ［化学］結合距離　21

arkpea  ［言語］複合格詞　［レベル］５　rd;/　23　［語法］　格詞が複数くっつ
いて一語になっているもの。afremなどのこと。
arkhac  ［言語］連結筆記　19　［文化］　taphacを元に作った書体。最初の筆
記体。使い勝手が悪く、早く書くと読めなくなるため、綺麗に書く
必要があった。lutiahacに追いやられ、使われなくなった。
arkhiptvoxn  ［生物］配偶子、接合生殖細胞。ヒトの場合、精子と卵子。
　19
arklaba  ［化学］結合エネルギー　21

arklevian  ［言語］普及型人工言語、国際語、国際補助語　rd　［レベル］６
　22
arklel  ［言語］電子辞書、電子辞典、電子事典　［レベル］３　20:機械辞典　［文
化］　アンセの中に搭載されている。
arka  ［言語］人工言語アルカ、アルカ、幻語。幻語はアルカで幻国語は
アルバレン。　［レベル］１　rd;ark.k「繋ぐもの」　ridia/liiza:古 :arka
（アルカ）。｢繋ぐもの ｣が原義という。右記は『アルカ』より。アル
カという名はリディアの使用するある言語で「つなぐ」を意味する
言葉からきている。リーザがメル 2 年のザナ月ごろにリディアにア
ルカの着想を語ったことがきっかけでその名が生まれた。しかしす
ぐにアルカという名がその人工言語に適応されたわけでなく、はじ
めは無名の言語だった。それでは不便だということでリディアが慣
用としてアルカと言い出したものが定着していき、やがてその人工
言語はアルカという名が付いたのである。尚、アルカという名がア
ルシェで正式に認定されたという過去はないが、文献を見るに、こ
の名はアルカを表わす幻字と共にメル 4 年ごろには定着していたと
考えられる。　［文化］　eldseta　　■現実におけるアルカ　　＜概要
＞　　１９９１年から作られたアプリオリ人工言語で、主な作者は
セレン＝アルバザード、リディア＝ルティア、リーザ＝ルティア、
クミール＝メテ。　狭義には新生アルカのことを指す。主な作者は
セレン＝アルバザード。　広義には下記初代アルカや先代アルカを
含む。　　＜シリーズ＞　　初代アルカ：１９００年代に後のアル
シェに繋がる団体が使っていた花言葉を用いた暗号。　先代アルカ：
１９７９年以降に後のアルシェの先代ルシーラのリーザ＝ルティア
らによって作られた暗号。　古アルカ：１９９１年にリーザが企画
し、アルシェの子供たちに実験的に作らせた人工言語。言語学的好
奇心および帰属意識の向上および忠実な私兵の育成が目的と推定さ
れる。最初はピジンで、後にアポステリオリになり、最後に過半数
の単語がアプリオリになった。　制アルカ、制定言語アルカ：アルシェ
とソーンの合併がきっかけとなり、アシェットができる。和平のシ
ンボルと帰属意識の強化のために２００１年にリーザが企画し、ア
シェットの２人のルシーラのうちの１人であるセレン＝アルバザー
ドが主となって作成した人工言語。前期はアポステリオリの語が混
ざっていたが、中期に自然言語由来と断定できたものは完全に排他。
　新生アルカ：ソーンが制アルカを変化させて独自の言語を作って
いたことが２００８年に発覚。アシェットの分裂を防ぐため、旧ア
ルシェ側が折れて合わせたもの。調整にはセレンが携わった。しか
し苦労の甲斐なく２００９年にアシェットは崩壊。それ以降は現実
での使用よりもリアルファンタジーという史上初のジャンルを成し
遂げるためのツールとして、主にセレンやリディアらによって使用
される。　　＜成立＞　　アルカという名はリディアの使用するあ
る言語で「つなぐ」を意味する言葉からきている。リーザがメル 2 
年のザナ月ごろにリディアにアルカの着想を語ったことがきっかけ
でその名が生まれた。しかしすぐにアルカという名がその人工言語
に適応されたわけでなく、はじめは無名の言語だった。それでは不
便だということでリディアが慣用としてアルカと言い出したものが
定着していき、やがてその人工言語はアルカという名が付いたので
ある。尚、アルカという名がアルシェで正式に認定されたという過

去はないが、文献を見るに、この名はアルカを表わす幻字と共にメ
ル 4 年ごろには定着していたと考えられる。　　■アトラスにおけ
るアルカ　　●概要　　名称：a（アルカ）　系統：アテン超語族ユー
マ語族シフェル亜語族リュディア超語派レスティル語派西レスティ
ル語群アルバザード語北方方言地竜州方言幻京方言を主な参照源と
するアポステリオリ国際補助語 (vektarklevian emoen atenamat, yuumae
mit, xiferfiam, lyudiaifal, lestilxeltem, alaslestiltalk, arbazardkard, xiare
rn, tooltats, arnaxite)　使用年代：rd_lj　分布：狭義にはアルバザー
ド北方。広義にはアトラスの都市部全域　話者：アルバザード人（ア
ルバザード系、ケートイア系、ヒュート系、アルシア（ルティア）系、
カレン（アルティア）系、南方系（カテージュなど）、東方系、ファ
ルファニア系）、その他アトラス全域の都市部の一部の人間　類型：
ＳＶＯ、ＮＡ、Ｐｒ　認知様式：二重把握　　rdでセレン＝アルバ
ザードが作ったアポステリオリ人工言語。主な参照源は ar。　長い
時間をかけて世界中の都市圏を中心に広まった。　訳語には幻語を
当てる。幻字の幻から来ている→ hacm　　語彙は ndなど時代が下
るごとに新しい語を獲得して広がっていった。　音韻は現代までの
３００年の間に変化し、当時の綴字と一致しないケースが増えていっ
た。例えば aiの音は狭い eeで発音されるなどといった具合である。
　革命期になると政府中枢部が rtでできたアルティス教の原理主義
者であったことから、さらに遡って rdまでの回顧運動が起こった。
この結果、元の綴り通りに読む教育が３２０年ごろから行われた。
現在では特に都市部の若い人を中心に rd時代の最初のアルカと同じ
発音がなされている。　この件に関しては fozを参照のこと。　　
アルカはアルバレンをベースとしているが、ルティア語やアルティ
ア語を多く取り入れている。この傾向は国内にルティア人やアルティ
ア人の移民が多いことから、現在も続いている。　アルカはアルバ
ザードの公用語であり、同時にルティアなど多くの国の公用語のひ
とつになっている。また、公用語でなくともアルカが通じる国は多
い。現在の地球の英語に相当する国際語である。　　アルカの文法
や語彙については人工言語アルカ（公式サイト）や幻日辞典（本辞典）
を参照のこと。　【成句】　arka de lad kon ko sel. アルカは一日にしてな
らず：ローマは一日にしてならず、千里の道も一歩から　il alesat arka 
im oxka. 誰もが最初はアルカを嘲笑った：出る杭は打たれる　【用例】　
xalt tap alka, arka et les ark an o ridia kont tu et xalman tuul, ento an lax 
elf yolan kaen fia le si ans. tio, an dilx les ser sil xal t'arka. 正確に
言えば、アルカは究極的には僕とリディアをつなぐものだから、僕
とリディアが消えた後の世界に話者は要らない。ただその存在があっ
たことを識る者だけが居ればいい（seren arbazard）　olta an na yai 
dot, an lo arka. 激痛でもアルカを考える。
arka,f  ark　saal;e

arkatis  ［名詞］alkatis　［レベル］３　21:alkatisが arkatis（世界を繋ぐ）で解釈さ
れたもの。誤用が定着したもの。　［語法］　通常は alkatisの誤用。ただ
しあえて「世界を繋ぐ救世主」の意味で使う場合もある。この場合、「異
世界からの救世主」を指す特別な語義を持つことになる。
arkaklel  ［ユマナ］［言語］幻日辞典　［レベル］３　19:melidia axte　［文化］　本辞
典。　　＜歴史＞　　０１年にプロトタイプ制アルカの辞書として
作られたのが事の始まり。古アルカまでの資料である赤アンクノッ
トや制定語彙などといった紙媒体の書籍とは完全に切り離された独
立の存在として生まれた。最初から電子データで、紙媒体は存在し
ない。　一番最初はまっさらなワードのｄｏｃファイルであった。
そこにＡからＺまでの見出しを大きな深い緑の文字で立て、その見
出しの下にひとつずつ手動でアルファベット順に単語を入れていっ
た。　０２年ごろ、ワードが大きくなりすぎ、開くのが重くなっ
た。手動で単語をアルファベット順に入れていくのも七面倒であっ
た。そこで当時書籍で販売された赤い英辞郎の本についていたＰＤ
ＩＣというソフトのユーザー辞書に目を付けた。ほかにも競合ソフ
トがあったが、使い勝手がいいことからＰＤＩＣで制作するように
なった。フォントは幻字を表示できるよう、明朝 tiphacや dienを
用いた→ atom　ＰＤＩＣはアルファベット順でしか並ばない。文字
の優先順位を変更することはできない。そこで０３年から０５年の
中期制アルカでは幻字は明朝体の半角カナ部分に収め、早いカナを t
に、遅いカナを uに宛てがうなどして、幻字順で表示させるように
した。フォントは明朝 tiphacを綺麗に作り替えた明朝 taphacを用い
た。　０８年ごろに新生ができると、幻字部分の原稿は一斉置換で
アルファベットに置き換えられた。一時的な措置だったが、ユーザー
にとって見やすいということから、そのままの形が維持された。　
９年ごろからＰＤＩＣ　Ｕｎｉｃｏｄｅ版を使用しだした。フォン
トはアルファベット部分が幻字になっている日本語混じりの明朝 ark
antisで、これは明朝 taphacを整えたものである。　１０年に幻字が
途中で幻京になってからは幻字で読むのが面倒で、１１年初頭まで
アルファベットで表示していた。同春先に、ＰＤＩＣ　Ｕｎｉｃｏ
ｄｅにおいて欧文書体を表示フォントに指定すると、欧文だけ指定
の書体に代わり、日本語文字は化けずに表示されるということをた
またま発見。それならばと tina(kardinal)を指定するようになった。
もともと重い明朝 arkantisはＤＬやＵＰに不便で、嫌厭していた。そ
れでもＰＤＩＣ上の幻字の表示に必要だと思っていたので取ってお
いた。ところが欧文しかないフォントを指定しても日本語がきちん
と表示されることを知ってからは完全に明朝系はお蔵入りした。　
　語彙数について。後期制アルカの最大時は約１４０００語であっ
た。古アルカの１５０００語には届かなかった。新生は１３０００
語前後の時期が長く続いたが、当該記事執筆時の２０１１・５・２
において１４６１２である。伝統色や経済用語や地名など、転記あ
るいは新規執筆する必要のあるものが既に見込まれているため、こ
れを折り込むと現時点で１５０００を潜在的に超え、ついに古アル
カの最大時の水準に達することとなった。　　幻日辞典の原稿はほ
ぼ１００％セレンによるものである。他人が寄稿したものもあるが、
著作権の関係から（恐らくそこまで気にする必要はなかったのだろ
うが）自ら削除していった。全文自分が書いたものであれば再配布
など権利関係の絡む行動を起こそうと思った際、すみやかに行える
からである。　かなり神経質に削除したが、もしかしたら稀に誰が
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書いたか判別できずに紛れ込んで残っているものもあるかもしれな
い。だが、それを判別するのはもはや不可能である。　　プライバシー
ポリシーについて。当然のことながら、実在する人間には個人情報
の問題がつきまとう。辞書といえどその点には配慮せねばならない。
そこで幻日辞典の方針としては安全策を取り、どうしても載せなけ
れば説明の付かない旧アシェット関係の人間にだけ［ユマナ］を付けて
数人言及した。本文中でも実在の人物についてはなるべく名前を伏
せている。特にネットユーザーに関しては厳密に守っている。
arkas  ［感動詞］言葉遣いが悪いぞ、なんだその口の利き方は、それは言
葉が間違っているぞ、言葉遣いがおかしいから直しなさい、そんな
のアルカじゃない、正しいアルカを喋りなさい、セリフ噛むな　［レベ
ル］１　ridia:古 :arkas（アルカする、アルカしなさい）。アルカにお
いて最もプライオリティの高かったリディアがいつも言っていた言
葉。　［語法］　おかしな言葉遣いを非難し、是正を促す言葉。おかし
いというのは具体的に言うと文法的でも語用論的でも社会的でも良
い。革命後は不信心な言葉にも使うため、倫理的な意味でも用いる。
arkasoret  ［色］アルカブルー　20　［文化］　アルカを作っている最中に好
んで使った色。１６進数で＃２２６６８８。
arkan  アルカユーザー、アルカ話者、アルカ使い、幻語話者　［レベル］
２　19
arkanti  ［歳時記］メシアの日　［レベル］３　21:ridia:arkantis　［文化］　武道
の祭典の日。lis mikで、元はセレンの誕生日。rdではこれを称して
剣士による戦いの祭典が開かれた。その後、剣以外の競技も合わせ
て行われるようになった。現在では武道全般の大会日となっている。
　xiixiaの翌日なので、新しくできた彼女に良い所を見せようと躍起
になる男性も多い。
arkantis  ［ユマナ］［電算］アルカンティス、繋界コード　［レベル］６　20:arkat
is（救世主）の来た世界のコード。ark自体が繋ぐという意味だから、
「世界を繋ぐコード」の意味もある。　［文化］　アトラスには独自の
lotteという文字コードがある。それはアトラスのキーボード用に作
られた文字コードである。　だが実際には我々は地球でアルカを使
う。qwertyキーボードで打てないと不便で仕方がない。　そこで作
られたのが地球でアルカを巧く使うための文字コードで、arkantisと
いう。　arkantisは表音幻字（幻字）と表意幻字（幼字）の 2種類が
ある。本稿は前者を扱う。　注：arkantisは文字コードの名前であって、
書体名やフォント名ではない。
arkans  ［地名］アルカンス　［名詞］じゃんけん　［形容詞］トリオの　［音楽］ト
リオ→ vilem　［組み数字］３　［レベル］２　古　［文化］　＜アルカンスの三
人＞　アルバザード北東部にあるラヴァス勃発および終結の土地。
アルマが凝縮されている。ミダンとヴェンシートを失ったヴァルテ
が我を忘れて全力で雷の魔法を撃ったとき、そこにあったサリュが
避雷針のようにヴィルを吸収し、大量のアルマに置換して蓄えたも
の。ヴァルテがサリュを破壊したため、アルマはアルカンスの土地
全体に染み渡り、土地そのものにアルマが大量に停滞した。　メル
テナの時代、ユーマ 8000年ごろにアルカンスを有力な３人の人間が
奪いあった。エルト信者の slea、テームス信者の bcia、サール信者の
treaの３人である。sleaは bciaの弱点を知っていたが、treaのは知ら
ず、bciaは treaのは知っていたが sleaのは知らず、treaは sleaのは
知っていたが bciaのは知らなかったため、三つ巴のまま決着が付か
なかった。　＜じゃんけん＞　古アルカにもこのまま存在した遊び。
掛け声、登場人物、手の種類など、何から何までメルとクミールが
作ったもの。7年ごろのことで、原型はもはや不明だが、わりと早く
広まった。　｢じゃんけん ｣に当たる遊びで、物事の決着を付けると
きの公平な手段として、子供の遊びを超えて広く使われる。３種類
の手の形で勝敗を決める。　やり方はまず、片方の拳（ふつう右手）
を差し出す。このとき甲は上を向き、親指は伸ばしておく。すると
自然と親指は左に向かって伸びているはずだ。次に ｢ar｣ といって手
を一度上下させる。次に ｢kans｣ といって手を動かす準備をし、最後に
｢ant!｣ といって２種類の内から１つ手を選んで出す。掛け声は "arkans 
ant"で、意味は「私のアルカンス（＝アルカンスは私のものだ）｣ある。
　出した手によって勝敗が決まる。掛け声を言う時点の拳を掛け声
が終わったと同時に上に向ければエルトを示す（エルトは天界に住
むから）ので信者 sleaを示す。逆に、手を下に向ければサールを意味
する（サールは地界に住むから）ので信者 treaを示す。また、伸ば
していた親指を引っ込めればテームス信者の bceaを示す。後はアル
カンスの伝説通り、sleaは bceaに勝ち、bceaは treaに勝ち、treaは
sleaに勝つというルールである。　尚、掛け声が終わっても手を変え
なければ、手がないということで負けとなる。また、３種の手が同
時に出るか全員が同じ手のときはあいことし、もう一度同じことを
繰り返す。但し、親を決めた場合はその親に勝てなければ負けであ
るから、あいこは親と同じ手のときしかありえない。　＜便利なア
ルカンス＞　ところでアルカンスはじゃんけんより優れていると評
されている。まず、手の形がじゃんけんより覚えやすく、その上じゃ
んけんより後出しがしにくく公平であるためである。　それまでの
アシェットは勝敗を決めるときはコイン投げが有力だったが、コイ
ンがなくてもできる上に一度に複数を相手できるという便利さから
アルカンスが生まれるとすぐにそちらに変わった。コイン投げは投
げた後に裏か表かを言っていたが、複数人集まると互いの声がかき
消されてどちらにかけたか分からなくなるという問題があったため、
勝負後も手の形が証拠として残るアルカンスは好評だった。　【用例】　
☆ "ar, kans, ant... molv. son me... ar, kans, ant. ya, tu et ant!"「ア～ル・
カンス・アント。あいこだからもう一回。ア～ル・カンス・アント。
よし、僕の勝ちだ」　☆ "lala, tu et tuan"「あら、負けちゃった」
arkansmem  ［組み数字］アルカンスサークル、三本柱、三大天使、御三家、
三連星、三銃士　［レベル］３　21　［文化］　rapalx

arkana  ［植物］陰日向に咲く花、アルカナ　［類義語］miina　［アクセント］arkanA
　［レベル］６　rd;arka/miina「アルカのような花」　24　［文化］　rdでセ
レンがアルカを小集団の中で使われる芸術言語であって世に広める
ようなものではないと述べ、それはまるで陰日向に咲く花のようだ

と述べたことからこの単語ができた。
arkanet  ［地学］ガーネット、ざくろ石　［組み数字］７/１０　［レベル］４　
古 :fulmiia　［文化］　火の魔石。
arkadia  ［地名］アルカディア　［レベル］６　古 :ridia:「夢を結ぶ」「アル
カの夢」　［文化］　ユーリアにある小さな村。
arkadia(2)  ［地名］アルカディア　［レベル］５　20:「アルカのゆりかご」　［文
化］　ふしぎの国。rdでリディアが魔法で作った世界。唯一の入り口
はアシェルフィにある。　その入り口は夜にしか現れない。なのに、
月光など光を浴びると目に見えなくなってしまう。　アシェルフィ
の泉に映った月がアルカディアへの入り口を示す。満月の晩のちょ
うど月が真上に来たとき、入り口が水面に映る。月が照らした水面
にアルカディアへの入り口が映っている。泉に映る、かつて街を照
らしていた今はもう動かない街灯が、その入り口だ。　rdの時代は
街灯自体が街を照らしていたため、入り口は見つからなかった。ア
ルカディアは魔法の消えた現代に残る唯一の魔法の世界である。　
アルカディアへは入り口が泉に映っているときにしか入ることがで
きない。街灯のランプが入り口になっていて、ある呪文を唱えると
ランプの中に吸い込まれ、アルカディアへ迎えられる。　　＜第四
の世界＞　　アルカディアにはいくつかの意味がある。　「アルカ世
界の夢」という意味。　「いくつもの世界が連結した夢の世界」とい
う意味。　　アルカディアはレ・カイ、アルデル、ユマナに次ぐ第
四の世界である。ここはすべての世界の写像であり、すべての世界
に影響を与える調整弁となっている。　世界の造形はアトラスを中
心としており、特に rdと alの世界観が根幹となる。　住人はすべて
の世界のすべての次元を閲覧することができ、外の世界から持ち込
んだ知識を維持することができる。また、意識を飛ばすことで外界
の情報を閲覧することができる。　　＜ rd以降＞　　21年にセレン
が旧アシェットの元を去る。リディアがセレンを追い詰め、アルカ
ディアへ移住することを提案する。後にメルが移住してくることに
なる。　セレンはそこでは永遠の１７才を保っていられる。年齢は
可変であるが、ベースはセレンが１７で、リディアが１４，５で、メ
ルが１０～１２である。
arkadia(3)  ［ユマナ］アルカディア　［レベル］３　23:「アルカの幻想」　［文化］
　セレンが配信するアルカの番組。０８～０９年ごろ着想。　アル
カの音声コーパスを遺すとともに、人工言語の講義の中で最大の音
声コーパスを作ることを目的としている。　副次的な目的としては、
離れて暮らす子供のために平日毎日父親の声を届け、日本語能力も
育成するというものがある。　　●番組名　　アルカディア　arkadia
　　●配信期間　　２０１２年７月１６日開始。　２０３１年７月
１９日終了。　　＜ファーストシーズン＞　　●前半　　日付　歳
時記　一言アルカ（今日の用例）：毎日用例をひとつ上げて文法解説、
文化解説する　今日の造語：今日の造語分を発表　パーソナリティ
の近況・雑談：優先度が低いため、時間調整に用いる　　●後半　
　コーナー　　月：初心者向けのアルカ講座。年１周。１周５２コマ。
２６時間勉強。概説の内容を扱う。概説が４４記事なので１回で１
記事弱　火：アルカ裏話。幻日裏話。内情暴露系　水：中級者向け
のアルカ論読み解き。年１周　木：アルカの言語学的考察。人工言
語学の研究成果発表　金：上級者向けの文書読み解き。夢織→アル
ディア　　●録音方法　　ＩＣレコーダー。　レコーダーにオペレー
ターマイクを挿して録音。　ＵＳＢで読み込んでｍｐ３で配布。　
　●配信方法　　ｓｋｙｄｒｉｖｅに年号別にアカウントを取って
アップロード。　　＜セカンドシーズン＞　　２０１２年１０月
２９日より、アップロードにｓｋｙｄｒｉｖｅを用いないことにし
た。順次適宜アップローダーを利用して配信する。これはｓｋｙｄ
ｒｉｖｅの不便さとダウンロードにかかる時間が長いこととアーカ
イブ化を辞めたことに起因する。なお、この改定では後半に行われ
ていた曜日別のコーナーを廃止した。というのも、夢織の読み解き
を金曜に行なっていたのだが、一週間に一回しかない上に後半が短
いことがしばしばで、進捗が遅すぎたためである。改定後は曜日に
関係なく、後半は企画物を進めることにした。例えば夢織を読み解
くという企画であれば、それが一定期間継続されるという風に。な
おこの改定はリディアにアルカディアの内容が個人的すぎるだの子
供に聞かせられる教育的な内容でないだのそもそもアルカの話題が
ほとんどないだのといった注意を受けて、アルカディア全体の内容
の見直しを図った際に行われたものである。この改定によってアル
カディアはアルカの専門的な内容およびその作業録とあいなったた
め、リスナーは身内に限られることとなると推測される。　　改定
後第一回のデータをリディアに送ったところ、非常に好評であった。
リディアは「キャッチフレーズとして『聴くと頭の良くなるラジオ、
アルカディア』としたらどうか」と言ってきた。それだけ内容が真
面目で学問的でリディアにとって好感度の高いものだったのだろう。
　　＜サードシーズン＞　　２０１３年１月１１日でセカンドシー
ズンの配信が終わり、１２日土曜日にサードシーズンの方針が決ま
り、１４日月曜日から配信が決まった。　アルカディアの主なリス
ナーがルシアとユルトとリディアとメルであり、特にルシアとユル
トに父親の声を届けることに重点が置かれるようになった。そうな
ると既存のシーズンの内容では子供には内容が難しすぎるため、もっ
と内容を落とし、日本語学習講座や幼児向けのアルカ学習講座を設
ける必要が出てきた。リディアはネット配信に否定的で、ネットを
意識して大人向けの内容を流すのはいかがなものかと苦言を呈した。
それよりも自分の子供を教育することにウエイトを置いたらどうか
と述べてきた。また、いっそ内容をウチの子のためのラジオという
ように限定してしまうなら、家庭の事情などもセカンドシーズンよ
り細かく喋ることになるし、今までと違って不特定多数にではなく
子供たちに向けて喋りかけるような話し方になるだろうとリディア
は述べ、それならばネットで一般公開するのは不適切であろうと述
べた。　一方、ルシアやアマヴェル君などを始めアルカディアはア
シェット第三世代はもちろんその親たちにも人気があったため、ウ
チの子供だけに語りかけるようなのはよくないとメルが指摘。特に
アルカディアは第二世代にとって日本語学習の良い教材になってい
たため、大人世代は日本語学習の一環としても聞いていた。そこで
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対象をウチの子だけにするのは良くないとメルは指摘した。　これ
らを受けてサードシーズンはアシェットを対象とした内容とし、そ
の結果アシェット内における限定的な公開にすることが採択された。
　また、これまで月金で不休だったパーソナリティだったが、仕事
や余暇に応じて休みを取るべきだとリディアに言われ、そのように
することにした。
arkaparm  ［ユマナ］［言語］幻日辞典　［レベル］３　22　［文化］　arkaklel

arkaparmklel  ［ユマナ］［言語］幻日辞典　［レベル］３　22　［文化］　arkaklel

arkapia  ［言語］会意　［レベル］４　20:繋げて示す
arkar  ［電算］インターフェイス　［レベル］４　19

arkal  ［動詞］yulを aに世襲する、世襲する　［普通動名詞］世襲　［類義語］olax
　［レベル］４　19:ridia:arka/l（古アルカ動詞語尾）「アルカのようにする」
　［語法］　erisと同じ格組で、意味もほぼ同義だが、財産でなく役職
や技能を親子間で引き継ぐという意味を持つ。
arkalt  ［軍事］大元帥、司令官、総司令官　［名詞］裏ボス　［組み数字］１/
２０　［レベル］３　19:seren:arte/kaltis（神の元帥）　［語法］　kaltia　［文化］　
軍人の最高位。現代ではアステルが担当。
arkaltrein  ［組み数字］大元帥賞　［レベル］４　21

arkali  ［筐堺］アルカリ　rd;arte/rukalia「神なる旧ルカリア地方」　［レベル］
５　22　［文化］　筐堺司：ryuu hyuuto　筐堺国：hyuuto, fredisk, gal
veeyu島
arkalis hestia  ［人名］アルカリス＝ヘスティア　22　［文化］　261 アルカリ
ス＝ヘスティアが獅法力のみによる音声通信機器である電話を発明
　電話の原案自体はさらにその２０年ほど前に発明されているが、
実用化して特許を取ったのはアルカリスである。
arkalemia  ［名詞］粋なはからい、粋な計らい、幸せなサプライズ　［レベ
ル］３　rd;arka/lemia「人の心を繋ぐ計らい」　［文化］　人を幸せにする
思いもよらないサプライズや計らいのこと。従軍していて地元にい
ないはずの父親。娘はそんな父を思って寂しく暮らしていた。ある
とき娘は野球の始球式のボールを投げる権利が当たった。ディスプ
レイには戦地からの父のメッセージが流れる。少女はボールをキャッ
チャーに投げると、キャッチャーはおもむろにマスクを外す。なん
とそのキャッチャーは従軍しているはずの父親だった。喜び駆け寄
り抱きつく少女。　アルバザード人はこういった奇跡のようなサプ
ライズを粋として好む。わくわくは心の栄養だよね。　【用例】　yuuto 
arkalemia del toto fiina nene ～という粋な計らいを～のためにする
　［言葉遊び］tu et arkalemia alkalemia. 幸せな奇跡（seren arbazard）alkale
miaを形容詞的に使っている。「最高な計らい」と「粋な計らい」を
かけた言葉遊び。
arkaimet  アルカ版　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

arkaest  ［言語］アルカ名、霊名　［レベル］２　14:制 :アルカの名前　［文化］
　アルカで付けられた名前のこと。セレン、リディアなどはこれに
当たる。セレンのように母語での名前とまったく異なるタイプ、リ
ディアのように母語の名前の音をアルカ風に変化させてアルカの音
象徴で意味を持たせたタイプ、リーザのように母語の名前をそのま
まアルカの名前として用いたタイプ、ラルドゥラのようにアシェッ
ト関連の人名を継承したタイプ、ルシアのように既にあるアルカの
単語をそのまま人名にしたタイプ、母語での名前を訳したタイプな
ど、いくつか種類がある。
arkaenvi  ［言語］言語能力　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［語法］　eldenvi

arki  ［言語］接続詞　［レベル］３　19:xion:ark

arko  ［建築］かすがい、鎹、クランプ、締め具　［言語］ノード　［レベル］５
　16:制 :ark
arkos  ［化学］ホルムアルデヒド、ホルマリン　［レベル］４　19:開水素＋
開アルデヒド（アルデヒド基）
arkov  ［電算］ドライブ→ kov　［レベル］３　19

arkor  ［地学］方角、方位　［類義語］kor　［レベル］３　19:arxiel/kor　［文化］
　古アルカの慣習にならい、南北西東の順に並ぶ。　【用例】　tab arkor 
方角をはかる
arkol  ［生物］接合子、接合体　19

arx  ［経済］資本　［レベル］４　古 :アルシェ側の経済が資本主義だったこ
とから。　［文化］　ヴェレイでも日本のように資本を純資産、純資本、
自己資本など、複数の言葉で混同して呼んでいたが、後にそれぞれ
に意味を与えた。
arxgart  ［経済］資本コスト　［レベル］６　19

arxakn  ［政治］資本主義　［レベル］４　19:ilmus:ridia　［文化］　rtで台頭。
ただしその潮流自体は中世から見られる。
arxante  ［アイテム］アルシャンテ　［被服］トレンチコート　［レベル］３　ri
dia:古 :arxのところはアルシェを表わす。元々セレンが自分のロン
グコートにアルシェニム（アルシェ風の）と名付けていたことに由
来。元はトレンチでなくロングコート。　［文化］　ヴァストリアの１つ。
セレンのもつ魔装。黒いトレンチコートの形をしている。潜在する
ヴィードを全て引き出してくれる優れもので、体温が常に涼しく調
節されるようになっているというおまけ機能も付いている。元は悪
魔アルマが纏っていた服。ティクノの攻撃をかわす際にアルマはそ
の服を盾にして避けた。服は衝撃でどこかへ飛んでいき、行方知れ
ずになってしまった。その後、rdでラルドゥラが発見し、セレンに
プレゼントするようリディアに託した。リディアはそれを受けてそ
の服にアルシァンテと名付け、セレンにプレゼントした。アルシャ
ンテを纏ったセレンは更に強力な力を得て、アシェットを指揮した。
　【用例】　sab ax arxante im tu durne in a. 今夜はトレンチを着ること
になりそうだな。
arxidia  ［名詞］幻奏、アルシディア、ｌｕｎａｒ　ｆａｎｔａｓｙ　［レ
ベル］４　21:arte/xidia「神の幻楽」。幻想と幻奏をかけている。同時に、

幻楽と弦楽をかけ、奏でるを訳出している。　［語法］　levianと diakal
teの総称。具体的には levian t'arka（人工言語アルカ）と kaldia ca di
akalte（人工世界カルディア）の総称。　［文化］　＜地球での幻楽＞　　
地球ではアルカは主にセレンが、カルディアは主にリディアが担当
している。21以降はアルカができてきてセレンの手が空いてきたた
め、カルディアにもかなり進出しはじめた。セレンは仕事が早いため、
今後比率が高くなるものと思われる。　カルディアを作る目的はふ
たつある。ひとつは自分たちのオリジナルなファンタジー世界を持
つこと。これは rdに託されている。もうひとつは自分たちにとって
理想的で、かつ実際に存在しうる社会を築くことで、これはミロク
革命に託されている。　　＜幻楽とリアルファンタジー＞　　幻楽
はリアルファンタジーである。ベースは学問で、そこにファンタジー
の設定を加味して矛盾なく論理的に組み立てたものを、リアルファ
ンタジーという。　　地球の学問は地球の環境を背景とするので、
リアルファンタジーでは修正を必要とする。そのままの形では使え
ない。一般の学者はそれが地球でしか通用しないことに気付いてい
ないので、しばしば彼らの意見を修正する必要がある。　学者と専
門書を疑う気持ちと、自分の世界を論理的に組み立てる学がなけれ
ばならない。ただの本読み以上の能力が求められるので、学を学ぶ
だけでは足りない。応用力も必要になる。　　例えば言語学は人工
言語を対象としないので、創作に必要な知識を自分で取捨選択しな
ければならない。選ぶには言語学を当然分かってなければできない。
　ファンタジーと付いていると子供だましの遊びに見えるが、実は
学問以上に難しい。ただしリアルファンタジーに限る。通常のご都
合主義がまかり通るファンタジーなら創るのはたやすい。　　リア
ルファンタジーに必要なものをまとめる。これが揃えられない人は
諦めたほうがよい。無駄に傷つくだけだ。ここまで読めば「ファン
タジー」という言葉の甘さと実態がいかにかけ離れているかが理解
できるはずだ。名前のわりに極めてシビアである。　また、５にあ
るように、能力を金や名誉に変えたい人にも向かない。　　１：学問。
知識、応用力だけでは足りない。学者と専門書を疑う気持ち、常識
を打ち破るマインドも必要。とにかく自分で考える力が必要。　２：
創作力、芸術センス。勉強だけできても物作りができないとこの分
野では何にもならない。　３：何十年もコツコツ続ける精神力と根
性。諦めない気持ち。使命感。しかしそれがあるなら編集やエンジ
ニアなどになって稼いだほうが得。　４：３を支えるための仕事（＝
経済力）と時間（＝若さ）。日本の労働環境では事実上学生から始め
ないとアルカやカルディア並のクオリティは無理。　５：世俗の欲
に負けない高尚さ。金、名誉、地位などに傾かない聖心。　６：何
を見ても「アルカだったらどうか、カルディアだったらどうか」と
結び付けて考える習慣。絶対に学んだことを無駄にしないという「た
だでは転ばない」根性。　７：仲間。一人で作っても実験できない。
実験できなければ修正できない。少しは脳内実験でどうにかなるか
もしれないが、最終的には無理。対戦ゲームのデバッグを一人でで
きますかという話。対ＣＯＭ戦しか修正できない。限界がある。そ
れと同じ。何十年も付き合ってくれる信頼のおける味方がいるか。
ただしアルカのようにネイティブの子供までこさえるのはやりすぎ。
生まれた子供は仲間ではない。本人の承諾なく巻き込むべきではな
い。　　よくある失敗パターンが、「楽しいから」だ。これは続かな
い。人工世界で楽しいのはほんの一部なので。あとは地道でつらい
作業ばかり。その上金にも名誉にもならない。続くはずがない。使
命感がなければ。イェフダー、ザメンホフなど、偉人にはこれが備わっ
ていた。　「広めたい」もよくある失敗パターン。広まらない。ふつ
うは人工言語に興味など持たないし、それが正常。広めたいと期待
するだけ無駄。特にリアルファンタジーは敷居が高いのでなおさら。
ゲームの人工言語のように単純なものでないと商用ベースには乗ら
ない。分かる人だけ分かればいいという釣り方式が現実的。
arxidian  ［名詞］幻奏士、アルシディアン、ｌｕｎａｒ　ｆａｎｔａｓ
ｉｓｔ　［レベル］４　21:arxidia/n「幻想を奏でる者」　［語法］［文化］　言語
と世界を創る者。セレン＝アルバザード、リディア＝ルティアなど。
arxion  ［宗教］アルシオン派　［レベル］２　ridia:古 :arte/xion　［文化］　
アルティスを構成する最大の派閥。アルテを至上とする。シオン＝
アマンゼが教祖。サールを好むサール派と、エルトを好むエルト派
に分かれるが、ほとんどの信者は両者をともに崇拝する。
arxiol  ［宗教］アルシオン派信者　［レベル］２　20:arxion/lantis

arxiel  ［エルト］［サール］アルシエルの四季神　［名詞］四季、季節　［形容詞］
カルテットの、カルテット→ vallem　［組み数字］４　［レベル］２　古 :rid
ia:xier(xiel)が最初に作られた神で、それを代表とした名。arte/xiel
からか。20年まで４人の神がエルトかサールか不明だった。もとも
と最初にできたシエルが冬の女神として作られたものでなかったこ
とが原因か？　［文化］　＜四季神＞　アルシエルの四季神。axte,flea,alis
,xierの四女神からなる。四季を司り、四季の変化をもたらす。　＜
四季＞　　アルナには四季がある。だが、その変化は急ではなく緩
慢である。夏は異様に暑くて冬はやたら寒いということはない。夏
は大して暑くならない。ただ、冬はわりと寒い。アルナの四季は一
年を通して安定していて、悪く言えばあまり変化がない。変化が緩
慢なので季節の変わり目に体調を崩すことも少ない。だからアルナ
の人は四季の変化にあまり関心がない。それでも天気に比べると変
化が大きいので、天気よりはずっと会話に出る。だが、日本人が四
季について言及するほどの関心はない。　　四季の変化はまず気温
の変化である。当然、服に変化が見られる。たとえば春になるとア
ルティス教徒の女はラーサなどを着るようになり、夏が来るとラー
サを脱いでサユだけになる。秋口になるとまたラーサを着て、冬が
近づくとアルセリアに着替える。雪解けになるとまたラーサを着る。
　　夏はあまり暑くないので冷房は普及していない。冬はわりと寒
くなるので暖房器具が普及している。暖房器具は冬を思わせる物で、
暖房器具の匂いをかいだりすると自然と冬を思い出す。　　四季の
中で人気がある季節というのはない。春夏秋冬それぞれに良さがあ
るからである。大抵の人はどの季節が一番良いかといわれると困る。
どれも良い点があり、どれも美しく、そしてどれも厳しいからである。
　　春は木の芽時で、暖かさが心地良い。花が咲き乱れるのも美しい。



386 arnaarxiel
冬で寒い思いをしてきたので春が待ち遠しいという人は多い。冬は
寒くて散歩に向かない。散歩が好きなアルナの住人にとって冬の散
歩は辛い。ゆえに春が待ち遠しいという人も多い。春になると暖か
く、太陽光も増えるので鬱状態も改善されていく。外にも自由に出れ、
朝の辛い寒さもなくなる。寒さという拘束からの解放を感じる季節
である。　　夏はさわやかな暑さが心地良く、抵抗力が強くなって
病気にもかかりづらくなる。太陽光も強くなるので鬱にもなりづら
く、心身ともに健康に過ごせる時期として好まれる。また、夏には
なによりディアセルがある。これが楽しみという人も多い。なにせ
一年を通して最大の祭りであるから春ごろから予定を立てて臨む人
も多い。　　秋は収穫の時期で、食べ物が美味い。また、終わりご
ろにメルセルが待ち受けているので、秋は一年の終わりの季節でも
ある。メルセルは一年の中で二番目の祭りで、これを楽しみにする
人は多い。秋はこれから冬になるにつれて一年が終わっていく過程
の季節である。今年一年で何をしてきたかと物思いにふける感傷的
な時期である。また、木々が紅葉を迎えて美しく燃える時期でもある。
そして木々が散っていく時期でもある。枯葉を集めてカルテンや集
合住宅の庭では焚き火が行われ、炊き出しや焼き芋などが行われる。
焼き芋だけでなく様々なものを包んで焼き、食べる。これらが食べ
られるのは主に夕食である。夕方前に火をつけて作り、夕食として
食べる。子供たちもこの時期は学校の食堂へは寄らず、足早に家に
帰ってこの軽食にありつく。　　冬は一年の始まりの季節である。
寒い時期であるが、この身を切るような透き通った寒さを好む人も
多い。冬は雪が降り、街を白く覆う。雪を楽しみにする子供は多い。
冬は一年で一番静かな季節である。みな家に引きこもり、暖かい部
屋で内職や趣味を黙々と進める。この静かな雰囲気が好きだという
人も多い。暖かい食べ物が美味い季節でもあり、収穫の後というこ
ともあり、一年の中では比較的飽食が許される時期でもある。アル
バザード人の少女は少しくらい体重が増えてもいちいち気にしない。
arxielteeze  ［気象］季節風、モンスーン　［レベル］４　19

arxielmem  ［組み数字］アルシエルサークル、四天王、四神、四魔貴族　［レ
ベル］３　21　［文化］　rapalx

arxe  ［人名］アルシェ。メテの最後の使徒。第１５使徒。　［名詞］団体ア
ルシェ。アルシェという団体。　［名詞］セレンの日本での通り名（10
年以降は使っていない）。リディアが英雄アルシェに因んで名付けた
セレンの日本での通り名で、13 ful dia現在、セレンはもはやこの名
を名乗っていない。　［シェルト］アルシェ側。必ず先手。　［名詞］先手　
［組み数字］１５/１５　［レベル］２　kk　kako:語源不詳。古アルカでの意
味は無し。生没年不詳　［文化］　(yuuma 7477:8081(8009:8081))　yuuma 
7477 ハーネ、息子の arxeを授かる 　メテの最後の使徒。第１５使徒。
入った順番でなく、単に最も活躍したことから象徴的な位置に置か
れた。ウロ討伐に大いに貢献した英雄で、メテの没後、メテの代わ
りを務めてソーンと戦うも敗れる。　【成句】　ra t'arxe 同じ穴の狢　
ra arxen 同じ穴のむじな。この場合の raは動詞。　haas arxe xi mete 
vort メテが死んだらアルシェに従え：長い物には巻かれろ、寄らば
大樹の陰
arxet  ［音楽］軽音楽、軽音、けいおん　［名詞］軽音部→ arxetsems　［反意語］
sornet　［レベル］５　nd;arxe/te。楽団アシェットが源流となったこと
から。　21
arxetsems  ［音楽］軽音部　［レベル］５　21

arxeteeze  ［名詞］和気藹々　［レベル］４　22:「アルシェ風な」
arxevand  ［軍事］先制攻撃、奇襲　［レベル］３　22　【成句】　arxevand rsit 
vas 先手必勝
arxelil  ［化学］ローレンシウム　［レベル］５　18:制
arxelia  ［アトラスの国家］アルシェリア　［レベル］４　19:ridia:arxe　［文化］　面
積：967105.887066 km^2
arxelian  ［植物］ヒヤシンス、風信子、ヒアシンス　［レベル］４　sm;arxel
iaの属格。　23　［文化］　アルシェリア付近に自生する。smで流入。
arxe alteems  ［人名］アルシェ＝アルテームス　17:seren:xion:アルテー
ムスは悪魔に立ち向かうという意味　［文化］　召喚省の役人ハイン＝
アルテームスの息子。１７２ｃｍ、６５ｋｇ。『紫苑の書』にも登場
する。
ars  ［生物］［普通動名詞］遺伝　［動詞］yulを iから aに遺伝させる、遺伝す
る　［レベル］４　13:制 :古 :arkaの語源 ｢繋ぐ ｣から　【用例】　lantati es ars 
a ridia i rsiil in. 親の綺麗なところがリディアに遺伝したようだ。
ars(2)  ［言語］アルバザード語、現アルバザード語　［レベル］４　21

arsa  ［名詞］アーサー、師匠、マスター　［反意語］liiyu　［レベル］３　17:制 :
arsiila。神話ではナユが造語した。　:::sai,alt　［語法］　xaxanと違い、個人
的に指導に当たり、しばしばともに生活を行う者。　［文化］　ナユが
ユルグにルシーラと言った際、「僕はそんなに偉いものじゃありませ
んよ」と言われ、「じゃあお師匠さまです」と答えたときに、rsiila
から造語したもの。
arson  ［動詞］yulを kon（金銭など）で相殺する、yulを a（貸付内容、
借入内容など）と打ち消しあう、相殺する、打ち消しあう、打ち消す、
帳消しにする　［普通動名詞］相殺　［数学］約分　［レベル］３　19:arxe/sorn
（アルシェとソーンという対立する団体→相殺）　【用例】　an fit van tu 
xist, son arson le rei a tu, ret. このラム酒をやるから、こないだの
ワインを帳消しににしてくれよ。
arsonalx  ［数学］反数　［レベル］６　19　［語法］　逆数と区別すること。t o k 
= 0において tを 0にするような数 kを反数といい、この場合 tif t
に等しい。
arsen  ［名詞］主人公、主役の男、ヒーロー　［反意語］aria　［レベル］３　
19:alserena。リディアとセレンが互いに ｢どちらが rdの主人公だろ
うね ｣と話していたことから。　［語法］　少女マンガに出てくる主役
の男の子はヒーローとも呼べずなんというか日本語では困るが、ア

ルカだとこれに当たる。夢織でいうランヴェム。
arn  ［被服］外套、コート、オーバーコート、ロングコート　［レベル］２
　kk;↓　13:制 :arxenim（アルシェの色＝アルシェ風の）　*:arn　【用例】
　an sedat sae it arn. コートの雪を払った。
arnlasl  ［被服］ドレスシューズ　rt;/。コートに合わせられたことから。
　24
arna  ［地名］アルナ、幻京、幻京市。幻国の都につき、幻京と訳す。　［レベル］
１　zg;arte/na「神の御心」　古？ :ridia?:arbazardのはず。　［文化］　
→ salai　●概要　　アルバザードの首都（王都）で、最大の都市であ
る。　yuuma 6845に遷都して以来、３０００年以上アルバザードの
首都として栄えている。ただし現在の人間の寿命に換算すると千数
百年にしか相当しない。そのため、京都などと同程度の古さという
ことになる。　　●所在　　アルバザード国アルナ県中央部に位置
する。　行政上は haimであり、市である。　arnaという場合、アル
ナ県の意味とアルナ市の意味の両方の可能性がある。通常は後者を
指す。　　●広さ　　アルナ市の直径は 10meinmelfi（１２．５ｋｍ）。
山手線の南北の長さ――大崎から田端までの間――よりやや短い。
街の端から端まで行ったとしても徒歩で２時間強、自転車でおよそ
３０分という距離である。 　そこまで広くない街なので、移動は主
に自転車か徒歩。遠出には車を使う。鉄道は地下鉄が発達している。
街中は地価が高いこともあってか地下鉄のみ。地上はバス網が発達
している。　市としてはそこまで広くないが、都心の市としては大
きい。山手線は縦のほうが横より長い。その縦に匹敵する長さの直
径を持つ円形都市なので、東京都２３区の数個分に相当する市であ
る。このように、都心の市としてはむしろ大きいと言える。　　●
形状　　・rd以前　　遷都する前からアルナという街は存在した。
アルナが生まれたのは zgである。　もともと東西南北が平地で何に
も囲まれていない。平坦な場所にあるということは、どの方向から
も侵攻しやすいということを意味する。そこでパリなどと同じく城
塞都市へと発展していった。　街を円形に囲む城壁は、人類が空を
飛べる時代であっても有効な防御手段であった。というのも、敵兵
は重装備をして空から侵入することはできないし、城壁が円形になっ
ていればどこからでも敵を射落としやすいためである。　この城壁
はパリと同じく街が発展して人口が増えていくたび、徐々に外側に
作り変えられていった。アルナは木の年輪のように、何層にも城壁
を持った都市へと進化していった。　現在アルナが円形都市で後述
する円形のランティス通りを持っているのも、歴史を考えれば頷け
ることである。　　・rd以降　　rdでアシェットがヴレヴラント王
の命でアデル対策に大きな城壁を作った。このとき既に街の直径は
10000eluaだったが、この城壁の外側に新たに囲いを作ることとなっ
た。　アシェットはメルフィを用い、アルナを直径 10000melfiの街
とし、円形に城壁を築いた。この城壁を vrevaltという。　　また、
vrevaltの内部に同心円状に２８本の幹線道路を走らせた。この２８
本の道路にはそれぞれ lantisの名を冠した。　円の中心には王の城が
あり、その周りには庭園が広がっている。現在のカルテ公園である。
　　一方、円の中心からは東西南北１２の方位に道を伸ばした。時
計に使うアルミヴァの１２神を取って、アルミヴァ通りという。　
こうして現在まで続くアルナの形が出来上がった。　　アルナの住
所の番地は駅からでなくこのカルテから数える。つまりカルテに近
いところが一丁目となる。　住所は京都と同じで番地でなく通りの
名を使う。『紫苑の書』のレインの家の住所はネルメス＝リディア通
りである。　　●エリア　　アルナ市は９つのエリアに分かれてい
る。　２８本あるランティス通りのうち、内側１４本以内の区域を
中央アルナと呼ぶ。　それ以外の８区域を北アルナや北東アルナな
どと呼んでいる。　言うまでもなく中央アルナが一等地である。　
　●街区　　アルナ市は東西南北それぞれの街区に分かれる。　北
区は学校や官公庁などが集まっており、南区は商業地区になってい
る。西区は集合住宅街で、いわゆる庶民の街。そして東区が一戸建
てのある街で、いわゆる高級住宅街である。　西区は庶民の街では
あるが、都心なので極めて地価が高い。そのため家賃は驚くほど高
い。『夢織』でアリスが自分は庶民と述べているが、それはアルナ大
に通うような特殊な人間から見た基準でしかない。一般人からすれ
ばアリスは十分裕福である。　サンベル市とアルナ市の同じ間取り
のマンションを比較すると、およそ１．５～２倍程度の家賃の違いが
ある。特に中央アルナは高い。　　もともと rd以前から円形に近い
形をしており、街区も東が富裕層で北は官公庁だった。南は商業が
活発で、西は庶民の街だった。　ドヤ街は今でいうカルザス～ヴァ
ルゾンまでのソーン区で、現在よりやや西側に位置していた。奴隷
地区もここにあった。　色町は高級店がカルザス通りにあり、現イ
ンプレンはこのころから存在していた。厳密にいえば kkで既に存在
していた。　　●守護神　　守護神はアルデスである。　　●道同
士の間隔　　アルナ市の直径は１２５００ｍ (10000melfi)である。
　うち、カルテ公園が直径１５００ｍ (1200melfi)である。中心から
の半径は７５０ｍ (600melfi)である。　カルテ外周からリディア通
りまでが１８７．５ｍ (150melfi)である。外周からリディア通りまで
の輪っかが住所上はリディア通りとなる。リディア通りが示す住所
はリディア通りとカルテ外周の間の道であり、リディア通りの外側
ではない。まして道上ではない。　リディア通りからオヴィ通りの
間は１８７．５ｍ (150melfi)であり、この輪っかが住所上オヴィ通り
となる。　以下同じようにクミールまで２８回繰り返すと、ランティ
ス通りで 150melfi*28=4200melfiとなる。５２５０ｍである。　クミー
ル通りから vrevaltまでの距離が２５０ｍ (200melfi)である。　　ア
ルナ市の直径は１２５００ｍ (10000melfi)なので、半径は６２５０
ｍ (5000melfi)である。　このうちカルテの半径が 600、ランティス
通りがひとつ 150で２８本の合計が 4200で、クミールから vrevaltま
でが 200。　600+4200+200＝ 5000であり、ちょうどアルナ市の半径
に達する。　　なお、vrevaltからクミールの間の住所は vrevalt通り
となる。城壁からクミールまでの輪っかである。　兵士の配備、武
器防具の設置、anjelなど魔法工学設備の設置があるため、クミール
から vrevaltまでの距離はある程度広めに取ってある。　またクミー
ル通り以内には住民が住まうため、前線となる城壁からなるべく距
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離を置く必要がある。有事の際でなくとも訓練などで騒音問題など
が発生するため、特に住宅街からの距離を取る必要があった。　　
●道幅→ font　　●歴史　　yuuma 6845 アゼリア、レスティリアか
らアルナに遷都。レスティリアは封じられ、嘆きの壁という巨大な
バリケードで囲われた。感染が酷いものは見捨てられ、嘆きの壁の
内側に打ち捨てられ、火が放たれた。レスティリアは廃墟と化した。
この「嘆きの焔」事件に対し、国民の怒りがあらわとなり、アゼリ
アの退陣が叫ばれるようになる 
arnatina  ［ランドマーク］アルナ小学、アルナ学校小等部、アルナ学校幼等部、
アルナ幼稚園、アルナ保育園　［類義語］kardinal　［レベル］２　22

arnakleev  ［気象］西岸海洋性気候区、Ｃｆｂ　［レベル］４　19:ridia:arbaxe
lt
arnaxelte  ［交通］幻環線　［ユマナ］山手線　［レベル］３　22:「アルナの衛星」
　［文化］　アルナ県中央部でアルナ市よりは外側を走る地上の環状線。
arnant  ［言語］［文字］幻京書体　［レベル］２　21:arna。アルナでできたため。
　［語法］　書き順は sのみ夕月と異なる。arnantの sは上から下に下ろす。
アルファベットと同じ形の字はアルファベットと同じ書き順なので
安心してよい。
arnavala  ［名詞］中央アルナ病院　［レベル］４　19:melidia axte　［語法］　中央
アルナ最大の病院。夢織ではアリスが入院している。所在地はフェ
ンゼル通りリュウ通り。医師だったリュウを敬愛してミロクがリュ
ウ通りに置いた。また、人口の多い西区寄りに配置した。フェンゼ
ル通りのエリア内といっても、実際はネブラ通りに面したところに
あるので、北区を出てすぐにある。
arnafava  ［被服］モーニングドレス　［レベル］５　21

arnafian  ［ランドマーク］アルナ中学、アルナ学校中等部　［類義語］kardinal　［レ
ベル］２　21

arnafelka  ［ランドマーク］アルナ学校　［類義語］kardinal　［レベル］２　20　［文化］
　→ leznant　セルメルで 99imにフェリウス＝クレティスによって
建てられた学校。世界最古の学校である。アルバ二世の協力の下な
ので王立学校である。　rdで大学部・高等部・中等部・小等部に分
かれる。ミロク革命で３４５６制に再編される。このうち６年制の
大学部が現在のアルナ大学である。
arnamana  ［ランドマーク］アルナ大学、アルナ学校大学部、アルナ高校、ア
ルナ前期大学　［類義語］kardinal　［レベル］２　19:melidia alis　［文化］　
→ arnafelka　　・概要　　アルバザード国における最高峰の大学。日
本でいう東大。ならびに、世界一の難関大学でもある。ミロク＝ユ
ティアなど、数々の偉人を輩出している。ユーレ＝アルフィーネな
ど、天才留学生も多い。所在地は中央アルナ市コノーテ通りメル通り。
結果的にアシェットで最も知能の高かったメルを敬愛する形となっ
ている。西門はコノーテ通りに面している。　　・制服　　smで制
服ができる。15歳以上が灰のローブで、それ以下が茶のローブ。　vl
でセーラー服と詰襟に。　革命でアルティス教のルフィとラーサに。
男子は夏が白で冬が黒。女子は通年ピンクか水色（好きなほうを選
択。yunkと miliaはたいていピンクを選ぶ）。　　350年にセーラー
服と詰襟が復古。詰襟はスーツに姿を変えて復古した。　　女子は
セーラー。夏は上が白。冬は上が黒。スカートは通年黒。　襟のラ
インは３本白。襟は名古屋や関西の切れ長のものでなく、関東に多
い短めのもの。　スカーフは黒で、三角タイ。ネクタイ止めは有り
で、ここにスカーフを通して垂らす一般的なタイプ。スカーフのほ
うが上着より黒の度合いが強い。　胸元には校章の四面秋桜（kardinal 
t'arxiel。コスモスの花が東西南北に鏡写しになって絡まっているも
の。rdででき、賢者リディアを象徴する）。　スカートはプリーツ。
丈は膝が隠れる程度。歩くとわずかに膝が覗くのがポイント。　ソッ
クスは夏が白で冬が黒。　　男子は青みがかったスーツ。ウェスト
コートはなく、下はワイシャツと肌着のみ。下半身はスラックス。スー
ツはシングル３つボタンで、一番下はかけない。　ネクタイは青黒
がかった灰。ベルトは牛革。ベルトとネクタイに校章。　　学年によっ
て色が異なる。　小学生はルフィとラーサのみ。色相は同じで彩度
が濃い。　中学生も同様だが、彩度が減る。　高校生になるとまた
彩度が減り、前期大学と同じ彩度に。そして高校と前期大学のみセー
ラーとスーツが適用される。　高校はセーラーとスーツのタイが濃
紺。前期大学は上記のとおり。　　なお、後期大学と８組に制服は
適応されない。　　350年の導入の際、反対派は保守派で構成され、
保守派は成績上位者に多く、数が少なかった。　新制服は任意だっ
たため、１，７，１４組は結束して新制服を着用しなかった。これが
後に慣習となり、これのクラスの人間のみルフィとラーサを着るよ
うになる（セーラーを自主的に着る人もいる）。レインの時代では上
位クラスを示す服装がルフィとラーサであり、下位クラスは暗黙の
了解で着ないことになっている。　　　・クラス編成　　１学年１
～１４組まで。dia_serの名で呼ぶ。クラスごとに特色がある。　
１組が最高。７，１４が次いで文理の特進。　９，１３の一芸は落ち
こぼれの婉曲な言い方。極端に一教科だけできるが他は何もできな
い人材にこそ天才の芽があるかもしれないという名目で存在するが、
実際には留年予備軍が多い。　心理は日本と異なり理系。医学に入る。
　教育課程はそれぞれのクラスが後期大学から取れる。それぞれの
学科のプロフェッショナル教員を養うためのシステム。　　１：文
理総合特進　２：農学・生物・生命　３：体育　４：経済・経営　５：
史学・哲学　６：工学　７：理系特進　８：異能　９：理系一芸　
１０：法学・政治　１１：芸術・家政　１２：医学・薬学・心理　
１３：文系一芸　１４：文系特進　　・王族　　基本的に王族（皇
族）は felixiaへ進学するが、特に勉学に身を入れたいということで
あればアルナ大へ行くこともある。ただし実力が伴わないと入学で
きない。女子はアルナ大へ入れる学力があってもエルフィーネやフェ
リシアを選ぶこともままある。
arnamanan  ［名詞］アルナ大生　［レベル］２　21

arnamel  ［名詞］Ｍタイム　［反意語］kateejmel　［レベル］６　vl;「アルナ式時
間」　23　［文化］　アルバザードはＭタイムを採用している。ただしカ

テージュなど、南方に行くとＰタイムの地域もある。ただしカテー
ジュでもビジネスはＭタイムで行う。　アルバザード人は時間通り
に行動を行うのが美徳とされる。１０分前行動などは短気でよくな
く、遅れるのはもってのほかである。　なお、Ｐタイムとは複数の
イベントを同時に進行させることを意味するのであり、単に時間に
ルーズなという意味ではない。結果的にひとつひとつのイベントが
時間通りにいかなくなりがちというだけの話である。
arnapol  ［名詞］アルナ地区　［レベル］３　19　［文化］　arna

arnahaim  ［地名］アルナ市　［レベル］２　22

arnarafil  ［交通］幻京橋駅　［ランドマーク］幻京橋　［レベル］５　22　［文化］　ファ
イマン線：ラゾーディン→幻京橋　幻京河に架かる大きな橋。
arnalaz  ［ランドマーク］アルナ高校、アルナ学校高等部　［類義語］kardinal　［レ
ベル］２　21

arnaleem  ［名詞］アルナ自由市民　［レベル］５　21

arnaerke  ［地名］幻京河　［レベル］５　22

arni  ［植物］ウイキョウ、フェンネル　［レベル］３　古
arnin  ［植物］キャラウェイ、キャラウェー　［レベル］５　16:制 :arni

arno  ［名詞］セクション、専門集団、企業の部署、専門的な小集団、部　［レ
ベル］３　sorn:arno(専門的な小集団 )　［語法］　しばしば特定の役割や
機能を持つ。会社の部署にもあたる。
arnon  ［政治］アルノン　［類義語］lizno　［レベル］３　古 :arno　［文化］　ア
ルバ二世がイムル２０年に作った王の６省。外交、経済、事務、開発、
召喚、軍務の６省。この下に庁が置かれる。現在でもこのシステム
は機能している。
arnet  ［名詞］アルネット　［レベル］２　20:arzon/te　［文化］　freint

arnea  ［化学］陽子　［レベル］４　古
arv  ［言語］近アルバザード語　［レベル］５　21

arva  ［宗教］アルヴァ、聖書、聖典　［レベル］３　sorn:arvant（金言、アルヴァ
ント）。元はアルヴァントの略語に過ぎなかったが、意味が分化して
『アルヴァント』や『幻想話集アティーリ』などを指す包括的な語へ
と変わっていった。　［文化］　アルティスの聖典。『アルヴァント』･『幻
想話集アティーリ』･『アルバシェルト』･『イルムス』の総称。アティー
リではここからアルバシェルトを外す。アルバシェルトはリディア
が作った文化設定を日本と比較した情報などを加えたものであるた
め。
arvas  ［アイテム］アルヴァス　［レベル］４　ridia:古 :語源不詳。元はアルヴァ
スは銃だったが、リディアがやはり銃は嫌いだということで弓に変
えたもの。　［文化］　ヴァストリアのひとつ。アッシュのもつ魔弓。
arvant  ［法律］アルヴァント、月法　［レベル］４　sorn:arvant(金言 )。arv
antは ｢金言 ｣の意味だが、クミールが 9年にソーンの聖典の名とし
て用いた。当時のセレンはメルからその企画を聞くと、アルシェ側
も対抗心から自らの聖典を作ろうと企画した。そして対決の意思を
表わすために、その聖典の名を同じ arvantにした。制まではアルティ
ス教の「金言集」を意味し、mel 14|lis|palからセレンが編集し始めた。
だが実際にほとんど収録されなかったため、死語となっていた。そ
のため、メル 19年末にアルティス教の経典を表す語に変えられた。
　［文化］　アルヴァントはアルティス教徒の過ごし方や心構えについ
て書かれた法である。ほかの法と比べ、「～してはならない」でなく
「～しなければならない」の表現が多い。また、月法のみ、背いた場
合はdisでなく kahiとなる。　アルヴァントは月法と訳され、アルティ
ス教の経典であり、同時に法典である。arvantは kaxuのひとつである。
　ほかのあらゆる法の中で、アルヴァントは唯一良識による法であ
り、アルバザード人の心を形成しているものである。憲法よりも優
先され、最も重視される法律となっている。敬虔な信者や法学部の
学生はたいてい内容を覚えている。
arvain  ［魔物］アルヴァイン（淫蟲）：第九十八天：害の風天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:ar/vain　［文化］　意思を持ったウィルス。眼に
見ることは不可能で、ヒトにのみ感染する。感染経路はＨＩＶウィ
ルスと同じで、血液、母乳、精液、膣分泌液、唾液などを介して移る。
ＨＩＶよりも遙かに感染力が強く、唾液でも十分感染する。アルヴァ
インはヒトの体内に入るとバオナの魔法を使い、異常性欲を引き起
こし、その人間に別の人間を襲わせる。セックスを介してどんどん
別の人間の中へ入っていく。キスだけでも感染する。感染してから
一週間するとバオナは収まるが急激にウィルスが増え、犠牲者は体
をかきむしって死ぬ。当然出血するため、死後その血を媒介して他
人に感染することもある恐ろしい魔物。
arvail  ［医療］エイズ　［レベル］４　19:ryuu:arvain/levn

arvina  ［魔法］［名詞］アルヴィナ、ヴィード学、ヴィード論、ヴィード理論、
広義の魔法理論　［類義語］dolmir　［レベル］４　古 :arte/viid/na　［文化］
　dolmiyu　【成句】　arvina a(len) frein 戦士に魔法理論：馬の耳に念
仏、猫に小判、豚に真珠
arvim  ［生物］腱。骨と筋肉を繋ぐ筋　［レベル］４　16:制 :arkvimeから
arvimfaiz  ［医療］腱鞘炎　［レベル］５　19:日本語では腱鞘炎だが、アル
カでは腱炎
arvimlof  ［生物］腱鞘　［レベル］５　19

arvij  ［、［記号、アルヴィジュ　［レベル］３　21:arj/vij（人差し指と親指を使っ
て［ ］の形を作ることから）
arvils  ［化学］グリシン　［レベル］６　19

arvet  ［地名］アルヴェット　［レベル］５　20:arvet← art/vivi/te「魔力を
帯びた土地」　［文化］　リュディアの小都市。現在はテージュ海に沈ん
でおり、ファルファニアの領海となっている。
arvette  ［宗教］［地名］アルヴェッテ　［レベル］５　20:「リュディア国の小
都市 arvetのような」。グラナダをモチーフにアメリカにニューグラ
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ナダを置くような命名感覚。ニューアムステルダムなども同様。　［文
化］　アルカンス西南部の小都市。アルテ教やアルティス教が興った
場所でもある。　【成句】　olta gaato, xaran luna arvette それでも信者は
アルヴェッテに来る：いわしの頭も信心から
arvekt  ［魔物］アルヴェクト（魔鴉）：第三天：闇の幻天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:art/vem/kuto　［文化］　鳥族。巨大な鴉で、鋭い嘴で
眼を突いてくる。翼をはためかせると羽が刃となって降り注ぐ。また、
闇の魔法を使う。死んだ人間の頭がい骨を足に挟んでいる。
arvektho  ［天文］エルライ　19:ridia/seren/mel　［文化］　アルヴェクトが
脚に挟んだ頭蓋骨。
arveria  ［宗教］アルテ教会　［レベル］５　20:arveete/ra/lia（アルヴェー
テの家の）　［文化］　yuuma 4152 リデルはアルテ教会をアルヴェッテに
設立し、商工会から独立させる。これは神商会および国王から商工
会が睨まれていたことに対する方策であり、実態は商工会の人間で
上層部が占められた。 
arveete  ［宗教］アルテ教、アルテ信仰、アルヴェーテ　［レベル］５　
20:ルカリアの小都市アルヴェッテから　［文化］　アトラスで最初に起
こった宗教。アトラスにはサルトという確固たる神がいたため、地
球と異なり架空の神を信仰するということがなかった。　また、ユー
マの一族自体神から分派したもので、神代は地球の人類より強力で、
自然に対する畏敬の念も弱く、信仰を生む土壌になかった。　さら
に彼らは神を通じて自分たちの世界の歴史を知っていたため、むや
みに架空の神を創造することがなかった。　ユーマの一族にとって
神とはサルトやデームのことであり、なまじ実在するので信仰とい
うよりは畏怖に近い存在であった。　　しかしラヴァスが終わると
事態が徐々に変わってきた。　まず、信仰対象の神がアトラスを去っ
てしまったため、神と接するのは貿易商人（後の召喚士）ばかりで、
市井の人間からはますます遠い存在になってしまった。　ラヴァス
のころは度重なる神々の激しい交戦を間近で見てきたので、神の存
在を疑う余地はなかった。　しかしそれさえなくなってしまえば市
井の人間にとっては神の存在は疑わしい。　ともなれば当然神の存
在を疑うものが出てくる。しかし、それだけでは架空の神を創造す
るには至らなかった。　　yuuma 4000にヴェルディアン帝国が崩壊
すると、シフェランの後継者争いが起こった。　シフェランが各属
国に置いた王らは覇権を争った。彼らはいずれも高名な魔導師であ
り、召喚士ではない。　　王はこのころ貿易により経済力を付けて
いた。貿易には神人貿易と人人貿易がある。　神の人口は当時の人
類の半分しかいなかったものの、圧倒的に神人貿易のほうが利益を
生んでいた。　神人貿易はサリュを通して輸出を行うため、輸送コ
ストがかからない。　輸送距離が短いため、途中で落としたり壊し
たり濡らしたり盗まれたりといったリスクも少ない。　また、商品
の腐敗も回避できるため、生鮮品や穀物のやり取りもロスが少なく
できる。　さらに神は金払いのよい上客だったため、王らにとって
神人貿易は特に重要だった。　　貿易商の立場に立つと、当然神人
貿易に参画したい。　しかし利益が良いということは倍率が高く、
王が保護しているということは、高官主導で寡占状態になっている
ことが容易に想像付く。　すると当然神人貿易にあぶれて人人貿易
に落ち着いた商人が現れる。　これらは王による手厚い保護を受け
られなかったため、自治のため互いに協力してユニオンを作る。こ
れが「商工会」である。　　一見落ちこぼれの集まりのようだが、
商工会を立ち上げた lidelという人物は非常に有能で、高官になる
チャンスがあった。　lidelは有能な時魔導師で、商工会を立ち上げ
たときには確固たる自信があった。　その根拠が自身が開発した時
魔動機 meldoyaである。　　さて、meldoyaの前に宗教について説明
しよう。　lidelは商工会の人間の多くが神に少なからず不満を持っ
ていることに注目した。　彼らは神の加護を得られなかったため、
神に対して良い印象を抱いていなかった。　yuuma 4000を過ぎたこ
ろは個々の人類の力は 4000年前より弱まっており、自然に畏怖を感
じる程度に落ち込んでいた。　また、特に商工会のあったルカリア
の人の一部は貿易に依存する神々を神とはみなさず、「有力な部族の
ひとつ」くらいにしか考えていなかった。　　そのため、彼らは「本
当は自然を制御し、自分達を作り上げた唯一の創造主がいるのでは
ないか」と考えるようになっていった。　神人貿易商の腐敗を目に
していた lidelもまたその考えに強く共感していた。　彼のその気持
ちを参謀の koppelは利用できると考え、「原始の神 arteは eltと saalに
分化したのではなく、彼らを生んだのだ。万物の母 arteは我々の祖
先であり、唯一神である」と lidelに唱えさせた。　koppelは参謀と
して lidelに自分の気持ちを気付かせた。これを以って産婆法が生ま
れる。　yuuma 4102のことである。これをアルテ信仰といい、アル
テ教ともいう。商工会がアルヴェッテにあったことから、アルヴェー
テと呼ばれるようになった。　　当初 lidelはアルテ教を商工会の結
束力を高めるための手段として用いた。これはある程度成功を収め
た。　次に lidelは庶民に目を付けた。貿易品の原材料は庶民が作る。
しかし神人貿易商のほうが優遇税制を取られているので、人人貿易
商より原材料の購買力がある。　結果、人人貿易商は原材料を高値
で買ったり、粗悪な売れ残りを買う羽目になる。　　そこで lidelは
庶民から余剰品が出た年に、その商品を捨て値の破格で買い取るこ
とにした。　豊作の年は神人貿易でも売れ残りが出る。その売れ残
りは値崩れを防ぐために廃棄するしかないが、市場に流出させない
と約束して lidelが破格で買い取った。　　lidelは石を切り、ピラミッ
ド状に積み上げた。こうすると中に空間ができる。この中の部屋の
天井に穴の空いた真鍮の小さな円盤をいくつも連ねて紐飾りのよう
にして吊るしておく。　外からこのピラミッドに時魔法 meldoiをか
けると、紐飾りの下に置かれた物質は時間の流れが止まる。真鍮の
時を操る効果を最大限に引き出したものである。　この装置を meldo
yaといい、yuuma 4123に運用が開始された。　　時を止めておけば余
剰品の生鮮品や穀物は腐敗することなく、次回の凶作のとき高値で
捌くことができる。　農民は廃棄せずにすむので非常に助かる。　
噂を聞きつけた農民が余剰品の買取を希望した際、lidelはその買取
をアルテ神の救済と称した。　無学な農民らは救済と引き換えに改
宗し、こうして lidelは人人貿易で利益を上げると同時にアルテ教と

いうひとつの分かりやすい思想を利用し、商工会だけでなく庶民ま
でもを抱きこんだ。　　当時の社会はまだ不安定で貧しく、経済が
まだ巧く機能していないため、豊作はときに災害となった。　アル
テ教は救済の教えとして、当初の予定を覆す勢いでアルカット全土
に広まっていった。　その広まりは貿易商＝宣教師だったころから
貿易ルート沿いにあり、布教の速度は急速であった。　商工会と異
なり市井の信者はむしろ純朴で、純粋に神を慕って信仰するものも
多くいた。　このような人間がかえって後の迫害では進んで殉教し、
悲惨な最期を遂げることとなった。　　この状況について面白くな
いのは当然神及びその賛同者の神人貿易商である。　yuuma 4137に、
lidelに対抗して神人貿易商の名士 ignastが神商会を設立。　王は対
外政策の一環で神の軍事力を必要としていたので、継続して神商会
を擁護した。　しかしその動きをあざ笑うかのようにアルテ教は広
まっていく。
arf  ［言語］中アルバザード語　［レベル］５　21

arfren  ［魔法］魔法戦士　［レベル］４　19:ridia:art/frein　［文化］　魔法
遣と戦士の両方の特徴を持ったもの。長所は剣も魔法も使えること。
短所はどちらの腕も中途半端になること。一人旅では魔法戦士が優
位だが、パーティを組む場合はそれぞれの専門家を集めたほうが良
いというのが定石。
arfa  ［名詞］呪符、絵馬　［政治］政策　［文字］ディスプレイ、ディスプレ
イタイプ。広告や符などに用いた。　［ユマナ］［娯楽］ボム、自機スペルカー
ド　［レベル］４　古 :arfa← artfu（魔法の符）　［文化］　魔導師が使う魔
力の込められた符や、それに類するもの。大抵は紙製で、字が書か
れている。魔導師は込められた力を開放させることによって、符に
込められた魔法を発動させる。また、単に祈りの符としてお守り代
わりにされることもある。　魔法の札に使う紙で政策を記したおふ
れを作ったことから、政策も arfaという。
arfaik  ［軍事］水素爆弾、水爆　［レベル］５　19

arfi  ［地名］アルフィ。神の世界　［レベル］２　17:制 :神々の世界　［文化］
　カコが終わり、エルトとサールは戦乱の地であるアトラスを去り、
自分たちの世界であるアルフィを作った。　作るといっても土地が
必要なので、アトラスから土地を取り、それを異次元に送ってアト
ラスから隔離するという方法だった。　その土地として選ばれたの
はセルヴァートのミナカルモ。セルハノイの北、セルアの南にある。
　エルトはセルハノイの北、サールはセルアの南から、それぞれ土
地を取り、異次元に送った。面積はどちらもアシェルフィ程度である。
入り口はセルハノイとセルアにある。　現在ミナカルモのその部分
は霧に包まれており、近づくと地面でなく湖になっているように見
える。だが湖に入ろうとするとなぜか対岸に出てしまう。これは時
空が歪んでいるため。　互いにミナカルモに国を作ったため、ミナ
カルモの中央に境界線があり、不可侵となっている。だが rdの後、
境界線は外された。　アルフィはアトラスの土地であるため、あく
までアトラスの存在する次元から見て少し軸のずれた次元に存在し
ているだけである。　人間や動物は勝手に入れないものの、完全に
アトラスと分離してはいない。あくまでアトラスの土地なので、完
全に分離することはできない。　そのため、アルフィとアトラスの
間には「次元の糸」というのが何本も通っており、これでかろうじ
て繋がっている。「次元の糸」は、ピザの一切れを持ち上げたときの
チーズとか、シールを剥がしたときの糊の糸みたいなものを想像さ
ればよい。　次元の糸はアレットの数だけある。アレットには現在
カルテンがある。よってカルテンはアルフィのどこかと繋がってい
る。それは例えばアルデスの家に通じているかもしれない。　アル
フィを作る際、裏切りを防ぐために神々は互いの国にデスパをかけ
ることで合意した。悪魔に放ったものとは異なり、人でなく土地に
かけた。　だがアルフィは次元の糸で繋ぐ必要があるため、悪魔に
かけたデスパほど天網恢恢ではなかった。そのため、メルテナでは
召喚士が生まれることとなる。
arfian  ［魔法］アルフィアン、幻術、精霊術　［レベル］４　19:ridia:art/
fian（魔法遣の女の子）　［文化］　アルトの一種。精霊族の使う独特の
魔法体系。幻を見せたり、迷わせたり操ったりというものが多い。
また、回復系統の魔法もあり、死者を一時的に呼び戻す奥義もある。
arfiant  ［魔法］幻術師　［レベル］４　19:ridia

arm  ［電算］電子ペーパー　［レベル］３　18:seren:artmasから。今後主流と
なるディスプレイと見込んで語形を詰めた。リディア創造のアンセ
もこれとホログラム技術を併用しているはず。　［文化］　anse, leizen
　電子ペーパーだけでなくｍｉｒａｓｏｌのような仕組みの異なる、
オフしても消えない反射型ディスプレイ全般を指す。
arma  ［魔法］輝晄、きこう、アルマ　［レベル］２　f;e　古　arma:arma:lu 
arma　［文化］　envelen　ユノ、ヴィル、ノアの３つのトリニティとし
ての概念。ヴィードにおける最強のエネルギーであり、操れる者は
滅多にいない。アルマはすべての点においてユノ ･ヴィル ･ノアよ
り大きな能力を持っている。アルマスト派は特にアルマを万物の根
源とみなし、すべてをアルマに帰結させようという思想を持ってい
る。他の派閥はそこまでアルマに重きを置いていないが、それでも
アルマを最高のエネルギーと考えている点は変わらない。アルマは
強力だが、合成が難しいので絶対量は少ない。　|約 137億年前 |エ
ネルギーの一種である armaが発生し、armaの位置する空間が生まれ
る。すみやかに armas（ビッグバン）が起こる（最初期宇宙）|　【成句】
　yuno, vir, noa lad arma 三位一体
armatis  アルマスト派信者、アルマ信者　［レベル］２　20:armast/lantis

armatia  ［アトラスの国家］アルマティア　［レベル］５　19:ridia:acma

armas  ［天文］ビッグバン、ビックバン　［レベル］４　vl;arma/so 当時はビッ
グバンはアルマによるものと思われていたため　古 :armas← arma/so（ア
ルマする）はじめにアルマがあり、そこから世界ができた。
armast  アルマスト派　［レベル］２　古　［文化］　アルティス教の派閥の１
つ。ヴィードのアルマを至上の存在とし、それを得ることによって
救われようとする一派。
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armastwit  アルマ信者の挨拶　［レベル］３　14:制 :アルマ信者の挨拶　［文
化］　アルマスト派は独特な挨拶を持っている。右手を手刀のように
胸の前に持ってくる。親指の横が胸の方向を向き、小指の横が相手
を向く。この状態で左手の５本の指で右手の親指以外の指を逆手で
包む。順手ではやりにくいので、逆手で行う。この挨拶は相手がア
ルマスト派か尋ねるものであると同時に同一派閥同士の挨拶になっ
ている。これに対してアルマスト派でないことを示すには、先ほど
の左手を逆手でなく順手にすれば良い。そうすることによって自分
がアルマスト派でないことを礼儀正しく伝えることができる。
armaflit  ［魔法］輝水晶、アルマフリート　［アクセント］armaflIt　［レベル］６
　sm;arma/iflit　21　［文化］　iflit

armaron  ［魔法］アルマ圧　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

armal  ［電算］記憶装置、記録媒体、メモリ、メモリの総称　［レベル］３　
19
armaliil  アルマ粒　ard;/　［レベル］６　21

armalet  ［魔法］アルマレット、東洋魔法　［レベル］３　19:art/malet　［文化］　
マレットの一族の魔法。東洋魔法。パールの使うディシェント、ファー
ヴァやレレゾナの使う魔法陣のアゼルに分かれる。
armaletan  ［魔法］［ジョブ］東洋魔導師　［レベル］３　19:ridia

armaato  アルマート　［レベル］２　古 :｢ アルマの匂い ｣が原義　［文化］　
アルマ信者が焚くお香のこと。ルヴァンをするときなどに焚く。独
特の匂いがするので、鼻の良い者は服についた匂いからすぐアルマ
信者だと分かる。
armain  ［魔法］不老不死、不老長寿　［レベル］３　22:「神の体」
armiva  ［エルト］［サール］アルミヴァの十二神　［名詞］干支　［組み数字］１２
　［レベル］２　古 :armiva← arte/miva。原義は ｢神の子 ｣。marteと原義
は同じ。但し armivaの神はエルトとサールだけを意味する。　［文化］
　エルトとサールの破片から生まれた十二人の神。六人ずつに分か
れる。時間や十二方位に彼らの名か略称が使われる。十二時から順
にコノーテ、セイネルス、ティーテル、ポエン、ネルメス、クレーヴェ
ル、カルザス、ヴァルファント、ヴァルゾン、ティクノ、フェンゼ
ル、ネブラである。　エルトとサールは互いにいがみ合いながらも
数を増やしていく。こうして神の二大派閥がアトラスで形成されて
いく。こうして一派はエルトと呼ばれ、もう一派はサールと呼ばれ、
両者の神々はまとめてアルデと呼ばれるようになった。　＜誕生の
経緯＞　サールの死後、四散したサールの体の欠片が独立したセレ
スを持ちだした。サールの頭は竜王ティクノになり、右手はライオ
ン・鷹・大蛇を混ぜたキメラのヴァルゾンになり、左手は獣王ポエ
ンになり、右足は黒豹に姿を変える残酷王フェンゼルに、左足は駿
馬ネルメスに、残った胴体は剣を帯びた幼女の姿をしたティーテル
になった。　サールが大穴に身を投げた頃、エルトはサールを許し、
サールを探してセルヴァートにいった。しかしそのとき既にサール
は死んでいた。間に合わなかったエルトは絶望すると、セルヴァー
トに高い塔を建て、その頂上で死んだ。　エルトが死んで暫くすると、
ヴァルゾンが塔の上でエルトの死体を食いちぎった。四散したエル
トの体は独立したセレスを持つと、頭は剣士ヴァルファントになり、
右手は生きた神剣セイネルス、左手は悪心カルザスに、右足は太陽
神クレーヴェルに、左足は善心コノーテに、そして胴体は少年ネブ
ラになった　二人から生まれた新たなセレスは互いに相反する力が
原因で、対立しはじめるようになった。だが彼らは数が少ないため、
互いに交わり子を作っていった。こうして新たなセレスが増殖して
いった。しかし、時を重ねるごとにサールの血が濃いものとエルト
の血が濃いものとの間に目覚しい対立が起こっていった。サール側
に属するものは自らをサールの一族と呼び、エルトのそれは同じく
エルトの一族を称した。神々は霊界の様々なものを支配していった。
植物や物質のみならず、この世に生まれた様々な動物までをも支配
していった。
armivaxelto  ［娯楽］チェッカー　［レベル］６　16:制
armivamem  ［組み数字］アルミヴァサークル　［レベル］２　21　［文化］　rapalx

armivadespel  アルミヴァ結界。１２個の結晶を使う。　［レベル］５　18

armivaregalkant  ［音楽］アルミヴァの覚え歌　［レベル］２　22　［文化］　制ア
ルカ時代に作られたアルミヴァと方位の覚え歌。22年に作り直された。
　　・歌詞　　yuu konoote kon xiar　ko seinels sei axti-xiar　ta ti
itel tel xiar-axti　vi poen pen axti　val nermes mes fleu-axti　lin 
kleevel lev axti-fleu　kis kalzas kal fleu　nol varfant fan alas-fleu　
ten varzon vaz fleu-alas　los tikno tik alas　on fenzel fez xiar-alas
　onko nebra neb alas-xiar　　al armiva
armivarein  ［交通］アルミヴァ線　［レベル］３　22　［文化］　アルナ市を走
る地下鉄。１２本の線から成る。vrevalt～カルテの間を往来する。
arme  ［生物］染色体、クロムサム　［レベル］４　13:制 :古 :arottmeli　［語法］
　一般には性染色体も含む。また、性染色体の場合、Ｘは omi、Ｙ
は zomという。どちらも古アルカの字形から。
armetia  アルメティア、列強三国　［レベル］３　20:arbazard/metio/lutia
　［文化］　・概要　　ndから革命まではアルバザード・ルティア・メ
ティオの三列強の総称。　革命後は二度に渡る世界大戦でメティオ
は疲弊し、代わってアルティアが台頭した。名は armetiaだが、実質
そこに含まれるのはメティオでなくアルティアである。　　・詳細
　　アルバザードは古代はレスティルといい、ケートイアなどを含
む地方であった。レスティルはアルテムで神が住んでいたため、世
界の中心であった。その後東西戦争アズゲルの西の指導者シフェラ
ンがヴェルディア人で、ヴェルディア人の出身がレスティルだった
こともあり、レスティルは世界の中心になり続けた。　一方、東の
陣営ではマレットの一族を率いるマレティスがシージア人で、シレ
ジアの出身だったため、東ではシレジアが世界の中心となった。シ
レジアは後にアズゲル末期にリーゼルとルティアに分かれる。この
うちルティアが東の世界の中心だった。　また、メティオについて
は当時はメディアンといい、メディアンは魔方などを含んだ大きな

国であった。特に世界の中心ということはなかったが、yuuma 3586
にバルマージュが開通して魔物被害が増えだしたころから事情が変
わる。バルマーユ人は逆境を逆手に取って魔物を飼いならし、魔物
を操って戦う人間を育成することに成功した。yuuma 3612にはシフェ
ランがバルマーユ人の中から竜族を飼いならした竜騎兵を編成し、
シフェランはこの竜騎兵を得たおかげで東方遠征に成功する。これ
によりメディアンは隆盛し、現在の魔方やメティオが中央アルカッ
トの中心となっていった。　　このようにして現在まで続く列強の
礎ができていったが、三国はいずれも得意とする分野が異なってい
た。メティオは多種多様な魔獣兵からなる強大な軍事力を武器とし
ており、純粋な武力では最強であった。一方ルティアはアズゲルで
マレットやシフェルの民に代わる代わる蹂躙されてきた土地で、ま
してそれが魔法をぶつけあう戦争期間だったものだから、世界中の
魔法がこの土地に集まった。ルティアにはこの世のあらゆる魔法が
持ち込まれたため、ルティアは魔法の国としての地位を築いた。　
一方アルバザードは攻め込まれたことが少なく、文化の混ざり具合
もルティアほどではなく、魔獣兵のような軍事力もなかった。つま
り魔法も軍事も突出していたわけではなかった。単にかつて神々が
レスティルで暮らしていてその恩恵をルカリア貿易などでも維持で
きていたにすぎず、ほぼ地理的な幸運に恵まれて経済的に強かった
だけの国といえる。魔法も武力もそこそこのバランスタイプだった
が、それでも列強になれたのは経済的な強さが一番の原因であった。
　そんなアルバザードは自国に強みのないことを気にしていたため、
アルバ一世の学校設立やルシフェル魔法学校やラグナロク工科大学
やミスティア錬金術舎に見られるように、自国の強みとして「研究」
を打ち出すようになっていった。　こういった研究は技術力を向上
させ、アルバザードの歴史を決定的に変えた。結果的にアルバザー
ドは技術力、特に魔法工学で先端を行くようになり、この魔法工学
によって魔法や魔獣兵を凌駕する軍事力を得、経済力と合わせて名
実ともに最強の国へ成長していった。　ルティアはなまじ魔法その
ものの技術力が高かったせいで、かえって学問としての魔法学は遅
れ、魔導師各人の技能や経験に頼るところが多い職人堅気な気質で
あった。そのため個々の魔導師の能力は極めて高く、実戦的であっ
た。　アルバザードはその傍らで魔法を学問として研究した。デス
クワークなので個々の魔導師の力はルティア人に及ばなかったもの
の、結果的にはこれが魔法工学などに導き、軍事力の向上へと繋がっ
た。　とはいえルティアも列強であるからにはやはり技術力の進歩
には目をつけており、アルバザードの技術力には惧れと羨望を抱い
ていた。セルメルになるとアルバザードに追随する形でシグナリオ
工科大学やイスフィリア錬金術舎を建てて、学問に励んでいる。セ
ルメル以降はむしろルティアのほうがよく勉強をする国だというイ
メージを持たれている。　しかしルティア人とアルバザード人には
決定的な国民性の違いがあり、技術力はセルメル以降もアルバザー
ドが先端を行くことになる。アルバザード人は勉強したことを応用
して技術力を向上させ、新しいことをどんどんやろうという国民性
で、チャレンジ精神が旺盛である。間違いを恥と感じず、たとえ感
じても気にせず突き進む性質を持っている。　一方ルティア人は学
校を建設した際宮廷が学校を管理したことから、学問は貴族の教養
という位置づけにあった。技術力の向上はもちろん望むけれども、
それは建前で、実際のところは貴族同士の意地の張り合い、プライ
ドのぶつけ合いといったところが大きかった。学問はむしろ教養と
して学ばれ、間違えれば恥、知らなければ恥という価値観になって
いった。さらにルティア人のひかえめで大人しい性格もあって、ル
ティアでは学問は教養の地位を築いた。その上ルティアは伝統的な
国で新しいことをなかなか始めないため、学問を活かして新技術を
という風潮にはなかなかならず、「アルバザードがもうあんなに発展
したのにまだウチはこれこれもできていないのか！」と識者や官僚
が「成功した前例」を掲げることで、ようやく変化が認められる国
であった。　この傾向はその後も続き、現代に至る。ルティア人にとっ
て学問はアルバザード人が試行錯誤して作り上げた内容を翻訳して
学び、教養として蓄えることだという暗黙のスタンスが確立してい
た。　その一方で、どんどん次へ次へと進んでひとつの技術を至高
まで高めないアルバザード人の代わりに、ルティア人はその輸入し
た技術を極限まで高めるという性質を持っていた。そのため、アル
バザードで開発され、ルティアで高められてアルバザードに再輸入
されるというパターンは多い。　アルバザード人にとって勉強は研
究で、応用するためのもの、使うためのものという位置づけである。
そのため、しばしばアルバザード人は自分の興味のあることしか取
り組まず、知識も断片的であることが多い。一方ルティア人は教科
書に載っていることをすべて暗記せんばかりの勢いで勉強に励むた
め、入学試験や期末試験ではしばしばルティア人の学生のほうが高
い点を取る。その一部がアルバザードに留学してくるため、アルバ
ザード人にとってルティア人は頭の良い人々だという印象がある。
　　ナディア以降は三国は軍事力と経済力を背景に植民化を開始。
これによりさらに力を付ける。　世界大戦以降、メティオはアルティ
アに armetiaの地位を譲る。　ミロク革命では独裁者ミロクの強力な
力により、三国の中でアルバザードは突出した地位を得るようにな
る。結果、現代では三列強といってもその間にはレベルの差があり、
アルバザードが最も強い国である。次いでルティアとアルティアが
来る。　メティオが列強を外れたのは rdで魔物が消えたのと、世界
大戦で連合国に回ったためである。ルティアが下がったのは rd以降
魔法が消え、しかもルティア独特の伝統を重んじる閉鎖的な考え方
で発展が遅れたためである。　【成句】　armetia e nadia 群雄割拠
armekit  ［生物］テロメア、末端小粒　［レベル］６　vl;/「染色体の末端」　
23
ard  ［言語］古アルバザード語　［レベル］５　21

arda  ［アトラスの国家］アルダ　［レベル］４　古 :arda← ardu/ka。原義は ｢湖の
場所 ｣。ardaは元はフィンランドだったが、それだと神の ardinが地
球出身になってしまう。それで ardaは atolasの地名として独立させた。
　［文化］　面積：426659.587807 km^2

ardat  ［地球の国名］フィンランド　［レベル］５　17:制 :ardin
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ardakal  ［アイテム］ファルシオン　rd;/。アルダで作られたことから。　
24
ardanana  ［医療］くる病　［レベル］６　19:ridia　［文化］　rdで、アルダの赤
ん坊に多く見られたのでこの名が付いた。
ardazona  ［音楽］シロフォン　［レベル］４　21

ardis  ［地学］アンダルサイト　19:アルデスの宝石　［文化］　アルデスの
宝石で、サールを召喚しやすくなる。
ardist  ［名詞］王子、プリンス　［類義語］miler、kohaku　［反意語］letia　［レベル］
２　cv;ardes.k　古 :ridia:ardesのアプラウトしたものだが、それだけ
だと聞き間違えると思ったので tをつけたもの。　ardist:ardist　［語法］
　王の息子。通常王位継承権１位を指す。
ardin  ［サール］アーディン　［植物］鈴蘭　［花言葉］裏切り　［名詞］婚約者（女）
　［名詞］マリッジブルー　［レベル］３　古 :ridia　［文化］　鈴蘭を司るサー
ルの女性。サールのラマンから婚約を申し込まれて受け入れた際に、
ラマンから魔輪アルマディオを婚約指輪として貰った。ラマンは ｢
この指輪に私への愛を込め、それから指にはめなさい。ゆめゆめ外
してはなりませんよ。愛が逃げてしまいますから ｣と警告した。と
ころが結婚を目前に控え、突如マリッジブルーを感じたアーディン
はラマンを裏切ってサール ･ミンクに惹かれてしまう。アーディン
はミンクが逃げないように婚約指輪を外して婚約済みでないふりを
した。しかしこれによって愛の力でアルマディオに封印されていた
悪魔アルマが復活してしまう。サールの王アルデスは怒り、アーディ
ンの眷属である鈴蘭に毒を与え、毒の花として追いやった。ラマン
も悲しみ、裏切り者アーディンを捨てた。アーディンは自分を呪っ
て人目の付かない山の高いところに隠棲した。それで鈴蘭は高知に
咲き、その花は身を隠すように葉が大きいのである。　　ユティア
家の家紋は逆さ鈴蘭。
ardin yupitol  ［人名］アーディン＝ユピトール　17　［文化］　『紫苑の書』
の登場人物。召喚省の役人。
ardilik  ［魔物］アルディリック（巨菌）：第五天：闇の巨天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:ardist/liik　［文化］　蟲族。巨大化した細菌。倒
すのは容易だが、細菌をまき散らすので安易に倒してはいけない。
完全に密閉された空間や人里離れたところで倒すのが肝要。戦闘中
に触れたり息を吸うのはもちろん、風に乗ってくる菌にも触れない
よう、常にユノを燃やし続けて戦うこと。
ardia  ［名詞］アルディア、神の夢　［レベル］４　制　【用例】　taf ardia hot 
gart il. 全てを犠牲にして神の夢を手に入れる。　［語法］［文化］　→ olt
et, seltet
ardianus  ［歳時記］小満　［名詞］８時　［組み数字］８／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

ardial  ［地名］アルディアル　meltia 95 sen via:lsd;ar（神）/dia（土地）
/al（もの）。「神のもの」　［レベル］４　20:ridia:ar（神）/dia（土地）/al（も
の）。「神のもの」　［文化］　古代国家のひとつ。ルカリアの東。　神が
支配したという意味でなく、神懸かった土地と褒め称えたものにす
ぎない。不毛な土地なのでせめて名前だけよいものにしたという古
代人の心理。
ardes  ［サール］アルデス。サールの王　［魔法］召喚魔法アルデス。キル
セレスを使った居合いの一撃、闇の魔法などを浴びせる。　［レベル］２
　mt100'8000(vs):poen;　ridia:古　［文化］　ティクノとポエンの息子。
闇を支配する。ダルケスのセレスを得たことによりサールの王とな
る。黒髪で長くも短くもない男の髪で中肉中背の美青年。剣を帯び、
間接部や肩部などに軽く魔法を込めたアーマーを身に付けている。
背中にはマントを付けている。白黄混血で力強い男の顔立ちである
ものの、全体としては整った美しい顔立ちをしている。情に厚く真
面目で、ティクノに似ている。
ardesho  ［生物］脛骨　［レベル］５　22:→ eltho

ardeshorovgot  ［生物］脛骨内側顆　rd;/　24

ardeshorovgotxilooz  ［生物］脛骨内側顆下縁　rd;/　24

ardeshowilt  ［生物］脛骨粗面　rd;/　24

arden  ［名詞］アルデン。男のエタットのうち、男らしいほう。　［音楽］
バリトン　［レベル］２　16:制 :ardes　［文化］　典型的には、正々堂々とし
ていて男気にあふれ、正義感があって快活で運動神経の良い男性。
ardengakt  ［化学］テストステロン　［レベル］５　vl;/「勇敢な男のホルモン」
　23
ardegant  アルデガント研究所　20　［文化］　yuuma 7026 イクスタン、
ヴェマに ardegant研究所を設立。イシリウスの研究に当たる 
ardel  ［地名］あの世、冥界、冥府、アルデル　［反意語］lekai　［レベル］２
　古 :ridia:arteからか。アティーリが原型のころ、アルデは漠然と
あの世にいると思われていた。ゆえにあの世をアルデの世界と捉え、
arteから名付け、ardelとしたのだろう。そして twaayuはその中の一
つの場所と捉えられていたのだろう。　［語法］［文化］　→ lekai　トワー
ユとラティアの総称。　|約 137億年前 |armaが爆発し、ardelと lekai
という 2つの空間と、arteという存在が生まれる。物理的には初期
宇宙（陽子、電子、中性子そして原子核、原子が生成され、それか
ら恒星とクエーサー、銀河、銀河団、超銀河団が形成）。まとめ：ア
ルマは最初のエネルギー、それが存在した無名の空間が最初の空間、
最初の存在がアルテで、実体は白い球 |
ardelan  ［名詞］あの世の住人、死者　［レベル］３　21

ardu  ［エルト］アルドゥ　［名詞］湖　［形容詞］～湖。前置。　［レベル］２　mel
tia 16:yuuma;e　ridia:古　［文化］　esta　湖を司るエルト。ユーマとドゥ
ルガの息子。妹と知らずにエスタと結婚した。　アルドゥはドゥル
ガを受け継いで金髪碧眼の白人系美青年。
ardu arba  アルドゥ＝アルバ、名無しのごんべい　［レベル］３　古　［語法］
　yuuma lutia

argalt  ［魔物］アルガルト（審判門）：第八十六天：利の巨天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:魔法の門　［文化］　憑族。口を開けた巨大な魔物
で、中は異次元につながるトンネルになっている。獲物が入るとア
ルガルトは口の中の世界に、獲物が望む夢の世界を作る。そして徐々
に口を閉めていく。獲物が欲に負けると逃げ遅れ、口が閉まり、途
端に景色が魔物の胃袋の中になる。そこは薄暗く、未消化の先輩諸
氏がおり、地獄絵図と化す。だまされたと思ったころには遅く、緩
やかな死が訪れる。　 
argaltkuo  ［天文］ミラ　［レベル］６　19:ridia/seren/mel　［文化］　アルガル
トの口。閉じたり開いたりするので、見えたり見えなくなったりする。
argaltins  ［天文］メンカル　19:ridia/seren/mel　［文化］　アルガルトの目。
arp  ［名詞］ホチキス、ホッチキス　［レベル］２　16:制 :ark/pind　【用例】　
ark kon arp ホチキスで止める　arp lankhal e semas 書類の左隅にホチ
キスをかける
arprot  ［電算］電子出版　［反意語］masprot　［レベル］５　22

arba  ［地名］アルバザードの略称　［人名］アルバ。アルバザード王のこと。
　［レベル］１　［レベル］２　古 :arbazaadから　［文化］　yuuma 7487 ハーネ、
息子の arbaを授かる 
arbaxelt  ［ユマナ］アルバシェルト　［レベル］４　古 :ridia　［文化］　リディ
アによる主にアルバザードの文化について述べた書物。制のころは
聖書の１冊だったが、日本人向けに訳されたことから、アトラスに
あるはずのない本になり、２００８年の新生化では聖書から外れた。
当初は新生訳が試みられたが、辞書とアルバシェルトの二度引きが
面倒という理由で日本語のまま幻日辞典の文化欄に統合された。
arbasiil  ［政治］アルバシール、幻司　424lj:seren;abrzard/siil「アルバ
ザードの守護」　24
arbaseta  ［名詞］アルバザード史、幻国史。科目名。　［レベル］５　rd;/　
24
arban  ［名詞］アルバザード人　［レベル］２　古　［文化］　・概要　　トー
ル人と世界各国の人種の混血。分布は主にアルバザード。世界一の
経済力を誇るため、国外に去る人より外国から来る人のほうが多い。
　混血率が高いため、免疫に優れ、容姿にも優れている。基本的に
はトール人なので、華奢で腕力が弱く、細身で中背。フレティス人
より小柄。混血化が進んでいるため、同じトール人でも、アルバザー
ド人のほうが大抵ケートイア人より大きい。　アルバザードの男子
平均は 136lm, 50b（１７０ｃｍ６２．５ｋｇ）。女子平均は 128lm, 40b
（１６０ｃｍ５０ｋｇ）。ケートイア人より１ｃｍわずかに大きい。
　アルバザード人はしばしばフランス人に似るが、国民全体が粗食
なため、現在のフランス人ほどには大きくない（数十年前のフラン
ス人と同じ体格）。　フランス人は現在平均１７６ｃｍだそうだが、
それはないだろう。実際そんなに大きくなかった。黒人とゲルマン
人で平均値を底上げしているからだろう。恐らくフランス人自体は
今でもアルバザード人と大差ないはずだ。　　・合理主義　　事実
上 smからアルバザードが始まる。このときルティアは魔法、メティ
オは魔物、その後アルティアは武士という強みをそれぞれ持つよう
になるが、アルバザードだけはこれといったものがないのが弱みで
あった。　持たざる者であったアルバザードは征服されまいという
ハングリー精神を発揮し、何とかお家芸を持とうとした。ところが
魔法の土壌はないし、魔物の飼いならしもできていない。武士のよ
うな遺伝子もない。　そこでアルバザードは学問を重視した。勉強
して這い上がるしかなかった。ルティアが学問を嗜みとして行う一
方、アルバザードは必死に使える学問を研究した。何よりも役に立
つこと、実利に繋がることを必死で追い求めた。　その結果、魔法
の素養はルティアに劣るものの、魔法学を大成するに至った。最初
はほとんど成果の出なかった魔法学だったが、アルバザードは基礎
研究を怠らなかった。基礎研究の先にこそ実利があると信じ、耐え
続けた。　それが実ったのがグレアである。ケートイア軍を追い払っ
たとき、アルバザードは生まれ変わったといってよい。その後アン
ジェルや錬金術が発展していくと、もはや持たざる国は最強の国に
変貌していた。　食うや食わざるやの民にもできるだけ教育を与え、
学者を優遇し、貧しくとも学者になれば人生を逆転できる仕組みを
社会が支えた。ルティア人が「学問は貴族が受けられる特権のひとつ。
平民が学問をやるなど何と生意気な」という社会を構成している横
で、アルバザードは万人にチャンスを与え、上から下まで一丸となっ
て頑張り続けた。その苦渋の日々の結果がこれだ。　アルバザード
人はこの歴史の過程で合理主義を体得した。体裁よりも実利を取る。
芸術よりも実利を取る。まず何においても合理的であることを良し
とする国民性はこうして培われた。
arban(2)  ［ユマナ］中東や小アジア　［レベル］４　古
arbana  ［地球の国名］イスラエル　［レベル］５　15:制
arbanixta  ［企業］アルバニシュタ　［レベル］２　21　［文化］　ＮＨＫに相当
する企業。
arbamyutarkorkaxa  ［地学］アルバザード中心の正距方位図法　20　［文化］　
アルバザードのアシェルフィ (北緯４６° 西経０° )を中心とした正距
方位図法。 　アルバザードから任意の点までの大圏コースを求める
ことができる。 　例えばアルバザード発の飛行機が最短で各地に行
くにはどこを通ればいいかと考えるときに用いる。 　よってアルバ
ザードのＪＡＬに当たる企業などが利用することになる。 
arbaren  ［言語］古アルバザード語、アルバレン、幻国語。幻語はアル
カで幻国語はアルバレン。　［レベル］２　20　［文化］　eldseta　　●概要
　　名称：ar（アルバレン）　系統：アテン超語族ユーマ語族シフェ
ル亜語族リュディア超語派レスティル語派西レスティル語群 (atenamat, 
yuumaemit, xiferfiam, lyudiaifal, lestilxeltem, alaslestiltalk)　使用年代：
sm_lj　分布：アルバザード、カレンシアなど　話者：アルバザード
人、カレンシア在住の元アルバザード人など。rd以降は aに押され、
時代を追うごとに話者が減少。al以降は地方の農村部などにひっそ
りと残るに留まる　類型：ＳＶＯ、ＮＡ、Ｐｒ　認知様式：客観的
把握→二重把握：ardの頃に凪霧の影響で変化　　レスティルがアル
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バザードに改名されたため、言語名もそれに合わせて変化したもの。
従って基本的には lsと同じ。　　●語順　　ＳＶＯのみ。　arba fit
at heren（アルバ王はリンゴを与えた）　　tsunkを使ってイントネー
ションを変えることでＯＳＶを表すことができる。tsunkの後にはポー
ズが入る。　heren, arba fitat（リンゴを、アルバ王は与えたのだ）
　　ＳＯＶやＶＳＯなどの語順は表現できない。基本的に英語と同
じ。　　主格と対格の語尾は失われている。　　●修飾　　lsと同じ
ＮＡ。　viku le kai（大きな男）　baog he vivi（強く殴る）　　●
属格の消滅　　属格がなくなり、kenoを使うようになった。　lsで
できた eは rdに入ると頻度が増えていった。ただし aと違い、eは
母音の前でも t'にはならない。　　lestil keno daiz（レスティルの王）
　non keno hacma（私の勇者様）　daiz e arbazard（アルバザードの王）
　　●関係詞　　lsと同じ。　kaldaiz rom lestil keno daiz kululut（レ
スティルの王が建てた国）　　関係詞節内の前置詞が残存するように
なった。　kaldaiz rom mete fiasit kal（メテが生まれた国）　　●前
置詞　　lsと同じくＰｒ。　sou laatot kal arbazard（彼はアルバザード
で死んだ）　　●連体詞と代名詞　　ardで「こ・あ」の二段階に戻る。
　連体詞は前置のまま。単語も lsと同じ。ただし tun（これの）と
Lun（あれの）は属格の消滅とともに消えている。tu keno, Lu keno
とする。　　「この、これ」tu　「あの、あれ」Lu　「これの」tu keno
　「あれの」Lu keno　「彼」sou　「彼女」luu　　男女が分かれてい
る点でアルカと異なる。　遠近では分けないので luと laの違いはない。
　　副詞の一部、reや miなども ls同様前置。　　●数　　lsと同じ。
ただし１０の toは ardでは tooになり、２３の pararaizも消滅→ sid
alx　　●助動詞（エクスプローダー）　　lsの基本語順はＳＶＯだが、
助動詞が付くとＳＯＶ語順に変わる。　一方 arでは助動詞が付いて
もＳＶＯのままである。基本語順のＳＶＯ化が統語システム全体に
広まったと見てよい。　　ard_ark(sm_rd)までの間に爆発的に増えた。
rdの最初のほうでほぼ出揃っている。副詞と違って動詞の後に he
を伴わずに使う。　助動詞の数が増したことで、複数の助動詞をひ
とつの動詞に繋げる機会が増えた。そのため動詞と助動詞、助動詞
と助動詞の間は -で繋ぐ。　an kui-mal heren（私はリンゴが食べた
い）　　sm後期にかけて二重把握により主観的把握が入ると位相の活
発化により、助動詞に男性形と女性形が生まれ出す。たいていの場合、
それまでのものが男性形で、女性形が新たにできた。音を弱めて女
性形とするものもあれば、malに対する lanのように ltk（lan自体は
szd。借入時期が ltkという意味）などの外国語から取ることもあった。
　non kui-lan heren（私はリンゴが食べたいわ）　　●人称代名詞
　　主観的把握を獲得したものの、爆発的に増えるのは aから。　　
●敬語　　敬語は助動詞に尊敬や謙譲や丁寧を指すものがある。助
動詞で示す。　例えば丁寧は男性は VVta、女性は VVnoとなる。動詞
が kuiなら直前の幹母音が uなので uutaないし uunoになる。　non 
kuit-uuno heren（私はリンゴを食べました）　　●疑問文　　lsと
同じく助動詞の noを使うが、lsと違って語順がＳＶＯのままになる。
　tis kuit-no heren?（君はリンゴを食べたの？）　　●否定文　　
助動詞 denを前置。ハイフンなし。　den ketta（行かない）　　●命
令文　　reや miを使って表す。reや miも助動詞の仲間なのだが、
前置され、ハイフンはいらない。一方、命令の度合いを弱化させる m
にはハイフンが必要に。　命令文の表現に関しては fv_lsまで通して
変わっていない。arでは助動詞の増加に伴って reの位置などいくつ
かの点で変化がある。　　fv　命令：re ku（言え）　敬意命令：mi 
ku re（仰いなさい）　依頼：re ku m（言って）　敬意依頼：mi ku m
（仰ってください）　禁止：na ku（言うな）　敬意禁止：mi ku na（仰
らないで）　禁止依頼：na ku m（言わないで）　敬意禁止依頼：mi na 
ku m（仰らないでください）　　ar　命令：re ku（言え）　敬意命令：
mi re ku（仰いなさい）, mi re xante（返事をしてください）　依
頼：re ku-m（言って）　敬意依頼：mi ku-m（仰ってください）　禁
止：na ku（言うな）　敬意禁止：mi na ku（仰らないで）　禁止依頼：
na ku-m（言わないで）　敬意禁止依頼：mi na ku-m（仰らないでくだ
さい）　　●テンスとアスペクト　　lsと同じ　　●時制の一致　　
fから通して aと同じシステム　　● tie_tun　　ker_tuである。　
sou kut ker luu kui heren (tu)（彼は彼女がリンゴを食べたと言っ
た）　　　●舞台裏（音の変遷）　　→ xalit　一般に言語学的には単
語と音では音のほうが変化に時間がかかる。「た」は１５００年前で
も「た」と発音されていた。　数百年の間に音韻が変化するかどう
かは、変化することもあればしないこともあるが正しい。　全言語
変化させないと面倒で作らなかっただけの印象を与えるし、全言語
変化させると変化させないとサボっている感を指摘されそうで無理
に変えた感がある。そこで現実的にはバランスを取って変化させる
言語とさせない言語を作るのが良いだろう。　幻字、理字、アルハ
ノン、つまりアルカ、ルティア語、メティオ語については変化させた。
一方神は成員が変化しないので fvは変化なしで、これはむしろ当然。
そして変化させない言語としてアルバレンを選択。これはアルフィ
が実質的な宗主国で神との繋がりの強い言語であったというところ
から導いた。　ただし響字ができた zgから rdの間まで地球換算で
１５００年ほどあるのにまったく変化がないのは妙だということで、
多少変えた。例えば日本語もほとんどの音が１５００年前と変わっ
ていないが、「は」がｐからｈになったり、母音が減ったりと一応の
変化はしている。その程度にはアルバレンも変えたほうがリアルだ
ろう。とはいえ神の問題があるため、位相を作って上方は音を保存
させ、庶民は音を保存させず、位相による音の違いというある地域
での英語のような造りにした。　とはいえ読者は庶民のほうと上方
を個別に覚える必要はなく、日本語で文献上残っているのが貴族の
言葉で庶民の言葉がよく分からないのと同じように、文献的な事情
から歴史的に確認できるのは当然上方なので、読者としては fvのつ
もりで arの音を捉えればよい。つまり aに古子音４を足しただけで
考えればよいし、読みも素直に幻字の転写読みでよい。　ほかの言
語の音の変化については tiaren,arkaなどを参照のこと。
arbazard  ［アトラスの国家］アルバザード、幻国、竜国。アルカ発祥の地の
ため、幻国と訳す。幻語はアルカで幻国語はアルバレン。トール人
の国なので竜国とすることもある。　［レベル］１　kako→ arbazard(2)　［文
化］　→ istolnim、alkakad　　・国土　　本土面積：1065634.466027 km^2：

他国の面積同様、湖を含む。具体的にはエアリス湖などを含んだ面
積。　ageit島面積：65496.345322 km^2　ealis湖面積：2759.449493 km^2
　総面積：1131130.81 km^2　　フランスの面積が 632,759 km^2なので、
約２倍弱。　1,141,748 km^2のコロンビア（世界２６位）とほぼ同じ。
　　・経緯度　　フォトショップを使って正距円筒図法における東
西南北の端点の座標を求める。　その後、取得した座標から下記の
計算によって正確な経緯度を算出した。　小数点第二位まで算出し
たのに西端点が西経 9.00という綺麗すぎる数値になったのには驚い
た。　　西端点：北緯 90 - ((502 / 2000) * 180) = 44.82　西経 (-
90) + ((900 / 4000) * 360) = -9.00　東端点：北緯 90 - ((567.5 
/ 2000) * 180) = 38.92500　東経 (-90) + ((1086 / 4000) * 360) = 
7.74　北端点：北緯 90 - ((599 / 2000) * 180) = 36.09　東経 (-90) 
+ ((1002 / 4000) * 360) = 0.18　南端点（本土）：北緯 90 - ((599 / 
2000) * 180) = 36.09　西経 (-90) + ((971 / 4000) * 360) = -2.61　
南端点（ageit）：北緯 90 - ((609 / 2000) * 180) = 35.19　東経 (-90) 
+ ((1052 / 4000) * 360) = 4.68　　・東西南北距離　　南北距離（本
土）：(49.23 - 36.09) * (40 000 / 360) = 1460 km　南北距離（ageit）：
(49.23 - 35.19) * (40 000 / 360) = 1560 km　東西距離：((7.74 + 9) 
/ 360) * 40 000 * cos(((44.82 + 38.92500) / 2) * deg) = 1385.01551 
km　　・東西距離はどう算出したか　　正距円筒図法では南北距離
は縦のピクセル長がそのまま距離になる。　一方、東西距離は緯度
が異なると、同じピクセル長の横線（緯線）であっても実際の長さ
が変わる。　　例えば赤道上で横線の長さが 4000ピクセルだった
ら 4万 kmになるが、北緯４５°だと同じ 4000ピクセルでも実際の長
さは 4万 kmを√２で割らねばならない。下記は計算例。　40 000 * 
cos(45 deg) = 28 284.2712　40 000 / √ (2) = 28 284.2712　このよう
に、cos45°の場合、つまり北緯 45°の場合、緯線 4000ピクセルは 40 
000 / √ (2) = 28 284.2712 kmに等しくなり、√２で割る必要がある。
　　このように、正距円筒図法において東西距離は緯度によって同
じピクセル数でも実際の長さが異なる。　そこでアルバザードの場
合、西端点と東端点の緯度の平均値を取り、その平均緯度における
西端点の西経から東端点の東経までの距離を算出することで東西距
離を割り出すことにした。　理論式：(経度差 /アトラス一周分の経
度 )*赤道周長 *cos（平均緯度）　計算式：((7.74 + 9) / 360) * 40 
000 * cos(((44.82 + 38.92500) / 2) * deg) = 1385.01551 km　　なお、
西端点と東端点の平均緯度は (44.82 + 38.92500) / 2 = 41.8725。北緯
41ほどである。　北緯 41.8725のときの緯線 4000ピクセルの実際の
長さは 40 000 * cos(((44.82 + 38.92500) / 2) * deg) = 29 785.2799 
kmである。　北緯 45のときの緯線 4000ピクセルの長さが 40 000 * 
cos(45 deg) = 28 284.2712 kmなので上記と近似しており、立式のミス
はない。　　このことからアルバザードはわずかに縦長の国だと分
かる。　正距円筒図法だと横長に見えるが、北緯４５だと 4000ピク
セルあったとしても実際はその√２分の１の長さしかないため。　　・
概要　　アトラス最強の国家。地球だと地理的にフランス周辺に相
当する。アルバザードはアトラスの中心国家であり、最大の軍事力
と経済力を有する。ここではアルバザードの首都であるアルナを中
心に述べる。アルバザードは北緯四十～六十ほどのところにある。
アルカット大陸アンシャル地方に位置する国で、南はテージュ海に
面し、それ以外は地続きになっている。全体として平坦な低地であり、
海面から二百ｍほどのところにある。山は少なく川が緩やかに流れ
ている。プレート面の境界にないため、地震も少ない。首都アルナ
はテージュ海から北に行ったところで、北緯五十度ほどのところに
ある。　テージュ海は偏西風の転向力により南西風が吹いているが、
アルバザードに入ったところでは北東風が吹いている。海と陸の比
熱差によって、夏はテージュ海の冷たい空気が偏西風に乗るので冷
涼である。冬はテージュ海の暖かい空気が偏西風に乗るので温暖で
ある。いずれにせよテージュ海の湿った空気が流れるため、年間を
通じて乾燥しない。テージュ海から大陸に風が入ってくるため、舟
で沖に漕ごうとすると自然と引き戻され、そのことが漁業の発展を
妨げた原因の一つである。その反面、沖へと流されないので遊泳に
は向き、安全である。　風力は年間を通して穏やかで、台風は発生
せず、大風が偶にある程度である。アルバザードの気候は西岸海洋
性気候区である。テージュ海近辺はＣｆｃ区であるが首都アルナの
近辺はＣｆｂである。したがってアルナは年中多雨で最も暖かい月
の平均気温は二十二度以下で、月平均十度以上の月が少なくとも四ヶ
月ある気候区である。　アルナは全体的に暖かく、気温の変動も激
しくない。平均気温の最も高い月と低い月の差、即ち年較差は十度
強である。最も高い月が二十度弱であり、最も低い月が五度ほどで
ある。また、その日の最高気温と最低気温の差である日較差も小さい。
　降水は平均して雨があり、春夏に最大値を取る。とはいえ降水量
は月ごとに変化があまりなく安定している。年間降水量は八百ｍｍ
ほどであるが、降水量の月ごとの較差は十ｍｍ程度と極めて安定し
ている。　自生する植生は主なものが常緑針葉樹林と落葉広葉樹林
の混合である。アルバザードに自生する植生の種類が少ないため、
輸入した植物が多く育てられている。レイユ以降は本来アルバザー
ドになかった植物もふつうに見られる。　土壌は基本的に褐色森林
土であるが、冷涼かつ分解しにくい樹種の下ではポドゾルが見られ、
灰色の土が見られる。降水が確保できるところは土壌が中性か弱酸
性だが、降水量が少ないところでは土壌は中性か弱アルカリ性であ
る。　伝統的な生活手段は半農半牧である。農業では主に小麦を作る。
アルナでは主に小麦が作られた。アルバザードの北部にある都市ア
ルシアやアルバザードの北国ケートイアでは大麦が良く取れ、ビー
ルが豊富である。　一方、テージュ海に面する大都市であるカテー
ジュは地中海性気候であり、ここでは果樹園が多く、オレンジやオ
リーブ、ブドウなどが栽培される。アルナでも比較的少数であるが
これらが栽培された。ブドウからはワインが作られ、ここでは良く
飲まれる。アルナでもこれらの影響によってワインとビールが多飲
される。　ところが、アルバザードの土壌は地味が少ないため、小
麦の連作は行えない。農業だけでは十分な食糧を確保できないため、
牧畜も行われた。牧畜に適した家畜は牛や豚である。牛は肉牛や乳
牛としての価値があり、更には農耕用としても使われた。また、牛
を利用した酪農も行われていた。　一方、漁業はあまり行われてい
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ない。カテージュでは多少の漁業が行われているものの、基本的に
テージュ海は肥沃でないため、漁業は発達していない。
arbazard(2)  ［ユマナ］アルバザード。一時期、リディアら使徒が一緒に
住んでいた地域のアルカ名　［地名］メテの使徒ワルマの支配地　［地名］
『ミールの書』で、ミールが住んでいる国の名　［地名］『小説版アンク
ノット』で、アシェット全員が住んでいる国の名　［名詞］［メタファー］何
でも物が揃っているところ、色々雑多なものが混ざり合っているも
の　［人名］セレン (seren)、ルシア (luxia)、リディア (rydia)のアルカ
姓　［レベル］３　kako:古 (嫌なところ )。カコにおいて何が「嫌なところ」
なのかは不明。なお、「アルバザード」という音訳についてはセレン
が９０年代前半の中学時代にこの単語を耳で聞いて「アルバザード」
とノートに書き記したのが今でも使われているだけのことである。
アルバザードは「嫌なところ」という意味だが、古アルカまでの神
話設定では竜のような強い魔物がたくさんいて嫌なところという意
味を持っていた。実際、アルバザードの幻字は竜の顔の象形文字で
ある。新生の天球図では竜は北半球の低緯度に存在するため、アル
バザードの緯度ではない。新生では意味が少しずれてしまった。ただ、
竜を否天以北にすればアルバザード＝竜の土地になれたが、libeeze
などソームの小型化したものが竜より弱い設定は考えづらいし、８，
９階の魔族は竜やソームといった設定上の縛りを外して自由に創作
したかった。そのため竜は７階でなく６階に落ちる必要性があり、
古アルカの幻字の語源と合わなくなってしまった。ただ、竜はアル
バザード以北のヒュートで飼いならされていることと、アルバザー
ドの真南にはミュール（ヴァステで滅ぶ）しかないことを考えると、
竜がアルバザードに北上するのは当然といえる。そこで、アルバザー
ドの字の語源が竜であることの説明は可能。
arbajelin  ［アイテム］アルバジェリンの槍、アルバジェリン　lj:ardes/lf
er;arbazard/jelin　24
arbalp  ［企業］アルバルプ　［レベル］３　21　［文化］　日本郵政に相当する企
業。
arbalei  ［言語］アルバザード方言、アルバレイ、幻国方言　［レベル］２　
20　［文化］　国際語となっている世界最大の言語。rdで作られたアル
カをそのまま受け継ぐもので、あらゆる方言の中で最も純度が高い。
arbileo  ［アイテム］アルビレオ　［レベル］４　rd:ridia;lt「神の雷鎚」　
24:ridia　［文化］　→ gel　ヴァストリアの１つ。セレンのもつ拳銃。
arbel  ［武道］アルベール、アルバザード式戦闘術　［アクセント］arbEl　［レベル］
３　20:arbazard/yuvel　［文化］　ユベールの一種。攻めを主体とする戦
闘術。rdでアシェットのアルシェが開発した戦闘術で、打突部分は
主に急所。訓練の場合はガードを付けたり、寸止めをしたり、打つ
場所を変えたりする。アルバザードでユベールというとこれを指す。
守ることよりも倒すことを主眼とした戦闘術。徒手の場合、空手な
どのストライクと、柔術などの投げや関節を取り入れた総合格闘技
に近いスタイルである。武器の場合、伝統的には剣やナイフ、また
銃の扱いを履修する。
arhan  ［人名］アルハン　［組み数字］２/６　［レベル］３　古 :神を広める　［語
法］　ヴァノンの２番目。男性。外交担当。
arhansiz  ［魔法］タンタル板、雄晄板　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

arhanlil  ［化学］タンタル　［レベル］６　18:制
arhaf  ［化学］ペーハー、ＰＨ　［レベル］４　19:水素イオンの累乗の指数
arzon  ［魔法］［アイテム］ロッド、杖、魔法の杖。武器として使用するロッ
ドや杖。　［類義語］avelet、zamon、zon　［レベル］３　rd;art/zon　19:リ
ディアの書 :artzon　［文化］　aveletは黒魔道士の持つ金属製の杖。黒魔
法の効果を高める。儀式的に聖水で清められてある。　zamonは白魔
道士の持つ木製の杖。白魔法の効果を高める。儀式的に聖水で清め
られてある。　rdになると arzonという単語ができ、aveletと zamon
の総称を意味するようになった。ただし arzonというと aveletを想
像することが多く、zamonの場合は arzonでなく zamonという確率が
高い。従って完全な意味で総称にはなっておらず、aveletの類義語と
いう側面も見られる。
arzen  ［ユマナ］［電算］リナックス　［レベル］５　13:制 :ardizekent（フィン
ランド基本ソフト）。リナックスがフィンランドの大学院生リーナス
＝トーバルズによって作られたことから。
arzep  ［電算］ＣＰＵ、中央演算装置　［レベル］４　19:ryuu:制の loszep
arを廃して
arj  ［生物］人差し指、示指　［レベル］２　19:artji（魔法の指）。魔法使
いが人に魔法をかけるときに人差し指で相手を指すことから。なお、
黒魔法などは手を開いて打つことがある。指を指すのは眠らせるな
ど、補助魔法が多い。　jiji:
arwant  ［名詞］聖杯　［名詞］［ユマナ］トランプのハート、ハート　［名詞］ハー
トマーク　［レベル］４　古 :ar/want　［文化］　→ xante　メルセルの水鏡を
入れる器。この場合は横に広い。　また、婚礼に使うワイングラス
形の杯も指す。グラスに聖水を満たし、互いに一口飲んだ後、互い
の手を交差させて水を飲ませあう儀式で、これをもってアルバザー
ド人は婚姻成立とする。　　聖杯を意味する幼字が塩を意味する幼
字と同形なため、アトラスでは聖杯をハートマークとしている。日
本でいうラブラブやうきうきなどの意味には用いない。その場合は
xanteマークを用いる。
arlanta  ［娯楽］ノンプレイヤーキャラクター、ＮＰＣ　［レベル］５　22:「機
械が操作するキャラ」
arlil  ［化学］水素　［レベル］４　18:制
arlei  ［名詞］電子書籍　［類義語］lei　［反意語］maslei　［レベル］３　22:ar/lei　［文
化］　電子立ち読み制度がある。各アンセのＩＤごとに各冊１０分ず
つ読むことができる。毎月リセットされるので、翌月になれば同じ
本をまた１０分立ち読みできる。購入はアンセやレイゼンで。
arluno  ［化学］炭化水素　［レベル］５　19:炭素と水素からできた化合物の

総称であって、炭化物ではないので、ulを付ける必要はない。
arat  ［建築］くさび、楔　［レベル］４　13:制 :sad:ara(つなぐ )から　【用例】　
ev arat 楔を打つ
aratho  ［生物］篩骨　rd;/　24

arak  ［格詞］～の向こう側へ、～の向こうへ　［レベル］２　22

aras  ［建築］ちょうつがい、蝶番　［レベル］４　13:制 :sad:ara(つなぐ )から
arark  ［化学］水素結合　［レベル］５　19

arit  ［名詞］清涼飲料水、ジュース　［類義語］ane　［反意語］rit　［レベル］２
　tm;al/rit「アルコールを含まない」　23
arika  ［名詞］きずな、絆、キズナ、縁、えん、ゆかり、かすがい、ゆか
り、えにし　［レベル］３　sm;arika,alt(ark,arika)　22　:::arika

arika,alt  ark、つながり、ゆかり、えにし、縁　<>ark

arikal  ［生物］藍藻、シアノバクテリア　vl;arika/liik「アリカ色の真正細
菌」　23
arika owen  ［人名］アリカ＝オーウェン、和泉ゆかり　22:arika,alt　［文化］
　前期北アルシア大学２年の少女。気が弱くおっとりしていて優し
い子だが、背の高さと内気な性格のせいで周りから浮いている。あ
だ名はサンジェルマン。友達がおらずクラスに馴染めないことが悩
みだったが、同級生の seeji nazelに出会い、徐々に変わっていく。
セージはアリカと対照的に明るく誰からも好かれるタイプで、アリ
カとも別け隔てなく接する。その人柄にアリカは徐々に惹かれてい
く。
aris  ［物理］［化学］核子　［レベル］６　vl;arnea/lisi　24

ariskante  ［宗教］アリスカンテ、アリスカンテ教、神魔教　［レベル］５　
20:artiliaと iksanteを唱える者　［文化］　yuuma 6714 アゼリアの進言を
受けてランジェは神魔混合（ミレムジール）を行い、artiliaと iskante
を ariskante教に統合。旧宗教のうち統合反対派から激しい反対を受
ける 　artiliaを中心にエルシー派が興り、これがやがて rdまでに
中心的な派閥となる。しかし数の上では庶民のほうが多く、庶民は
エルシー派よりも戒律の緩い暮らしをしていた。エルシー派という
とアリスカンテの聖職者や修道士とほぼ同一視され、特別に宗教生
活を送る派閥を指した。
arisyuo  ［言語］死生動詞。生死動詞と名付けなかったのは命名当時の
セレンが「精子動詞」っぽくて嫌だなと思ったせいで、特に理由は
ない。　［レベル］３　rd;ar/is/yuo「arと isの動詞」　24

aridia  ［地名］アリディア　［名詞］aridiaetek　［レベル］４　古 :ridia

aridia(2)  ［アトラスの国家］アリディア　［レベル］４　古　［文化］　初代アルシェ
の恋人リディアの偉業を称えて建国した。メティオの内部にある小
さな国。アルシェの残党が立てた国で、リディアがソーンを暗殺し
た場所にある。イルムスによるとメティオの真ん中にあるとのこと。
aridiaetek  ［料理］アッサムティー　［レベル］５　19　［文化］　アリディア
産の紅茶。こくがあり、ミルクティーと合う。
arilzoma  ［化学］ハイドロペルオキシ基　19

arilzomi  ［化学］ハイドロペルオキサイド　19

aria  ［名詞］主人公、主役の女、ヒロイン　［反意語］arsen　［レベル］３　
19:→ arsen　［語法］　小説などで主人公として登場する女性。夢織でい
うと紗枝。紫苑の書でいうと紫苑。
aro  ［生物］遺伝子、ジーン　［レベル］４　13:制 :古 :arottから。arottは
arkaから。　【用例】　olax aro 遺伝子を受け継ぐ
aroz  ［電算］プロトコル、規定、議定書、儀典　［類義語］oz　［レベル］４
　rd:ryuu;ar/oz「機械の規定」　23
aren  ［名詞］助言、アドバイス、ヒント、注意、注意書き、ノーティス
　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt:alk/rens　［文化］　勧誘、勧めることと全
く同じ原理。おせっかいにならないかどうかが鍵。相手におせっか
いだと思われて「なんだせっかく教えてやったのに」とへそを曲げ
るのは日本人に多いが、アルバザードはしない。もちろん親切のつ
もりで言っているのを跳ね除けられたのだから嫌な気分はする。だ
から心中で「もうこいつは助けてやらん」と思うのは半ば当然である。
だが、それを表に出して相手に絡むことはない。　【用例】　an melot tu 
yet man terik aren laat. 彼のアドバイスを聞いて、私は再度考えさせ
られた。　an haasat ax rens laat. 彼女のアドバイスに従うべきだった。
arens  ［名詞］福音　［音楽］ゴスペル　［レベル］４　21:ar/rens　［語法］［文化］　
神や天使によるよいお告げのこと。
arem  ［動詞］yulを aに憑依させる、乗り移る、憑依する　［類音］alem　［レ
ベル］３　20:melidia xier:al/reim（幽霊でなくなる）
arei  ［生物］ＤＮＡ（通称）　［レベル］４　al;↓　19:seren:ars/lei（遺伝子
の本）　［文化］　rtで発見されるも、当初はリンの貯蔵が目的と考えら
れており、areiという名が付くまでは有機化合物の命名法に法って
冗長に呼ばれていた。　その後、アデニン、グアニン、チミン、シ
トシンの順番で何年もかけて塩基が発見されていったが、これらの
塩基もまた同じく冗長な命名法に法って冗長に呼ばれていた。　vl
に入るとＲＮＡが発見され、後にＤＮＡの構成糖がデオキシリボー
スであることが分かり、核酸にＤＮＡとＲＮＡの２種があることが
分かった。　al初期にＤＮＡが遺伝物質であることが分かり、初めて
areiという名が冠された。その後、ＤＮＡを構成する４種の塩基に
ついてはそれまでの冗長な命名法を捨て、アルシエルの四季神の名
が冠されるようになった。例えばアデニンは areiaxteである。四季の
順番は発見された塩基の順序を反映している。
areixier  ［化学］シトシン　［レベル］５　al;/　23　［文化］　arei

areiflea  ［化学］グアニン　［レベル］５　al;/　23　［文化］　arei

areiaxte  ［化学］アデニン　［レベル］５　al;/　23　［文化］　arei

areialis  ［化学］チミン　［レベル］５　al;/　23　［文化］　arei



393 altiaaruuj
aruuj  ［親族］弟　［反意語］alser　［アクセント］Aruuj　［レベル］２　18:制 :オヴィ
らに対するルージュ　::lu moe　［語法］［文化］　alser

az  ［接続詞］～か、か、ＡかＢか　［論理］強選言、排他的論理和、ＸＯＲ
　［反意語］ul　［レベル］１　17:恣意　:::mata,alt　【用例】　t az myul ｔかある
いはそれに近いもの
azger  ［歴史］アズゲル時代、東西戦争、邑咲の幽茉、むらさきのゆう
ま　［レベル］３　古：幽茉はユーマの一族のこと。邑咲は「紫のジャス
ミン」を示すとともに、紫の語源通り「群れて咲くこと」を示す。ユー
マの一族が台頭し、世界中に国を作っていった時代であることから。
　［文化］　yuuma 0_5000　東西戦争。シフェルとマレットの戦い　　
アズゲルとメルテナは史料が少なく、大要しか分かっていない。ア
トラスでは神が製紙製本技術を持っていたため、神代の記録は残っ
ている。ユーマの一族に伝わった技術は魔法を駆使したものだった
ため、神ほど器用な魔法を使えなくなったアズゲルの人類は満足な
史料を残せなかった。また、戦乱でその多くも焼けてしまった。神
もそれの時代はアトラスから去っていたため、アズゲルとメルテナ
はアトラスにとって最も謎に満ちた時代になっている。アトラスの
歴史で唯一詳細が分からないため、かえってアルバザード人はロマ
ンを感じ、三国志演義のようなファンタジーに満ちた解釈が生まれ
た。　なお、メルテナはアズゲル同様詳細が分からないものの、戦
乱が落ち着いて製紙製本技術に労力が費やされたため、アズゲルよ
りは史料が残っている。
azl  ［医療］結核　［レベル］４　定 :抗酸素菌
azin  ［形容詞］なまいきな、可愛くない、憎たらしい、生意気な　［反意
語］ank　［レベル］２　20:daz/sin　［語法］　ank　【用例】　namo azin 生意気な
態度
azom  ［地学］木立、ちょっと木の生えているところ　［レベル］３　19:mel
idia axte:ka/zom　［語法］　ezoより小さい。外から全体が見渡せるくら
いの密集度と明るさと本数。公園のちょっとした木の生えていると
ころなどを指す。
azer  ［魔法］魔法陣、アゼル　［数学］魔方陣　［類義語］regal、granda　［レベ
ル］３　meltia 98 sen via:kevea;e　古　［文化］　ファーヴァやレレゾナ
の使う魔法の総称。魔法陣を使うのが特徴的。時間と莫大な魔力が
必要だが、効果は強大。　メルティア９８万年頃にカルセール人と
ケヴェア人が開発した。両者は文化的交流がなくほぼ同時期に魔方
陣を開発しただけであるから、結果的にその様式は互いに異なって
いた。カルセール人のものは巨大で、陣の効果も持続時間が長大で
ある。ケヴェア人のものはそれに比べるとコンパクトで、戦闘や狩
りに適していた。　カルセールの魔方陣は grandaと呼ばれ、ケヴェ
アのそれは azerと呼ばれた。
azerm  ［地名］アゼルム、魔界　［レベル］５　古　［文化］　アゾルデの支配
する世界。ファーヴァが制圧した。
azerde  ［人名］魔王アゼルデ　［レベル］５　古　［文化］　ファーヴァの制圧
したアゼルムの長。
azeran  ［魔法］法陣指（ほうじんし）　［レベル］３　19:ridia:指と訳した
のは、陣を描くことから。
azeria  ［人名］アゼリア　20　［文化］　(yuuma 6588:7004(6722:6852))カコ中
期の女王。　yuuma 6588 ランジェ、娘の azeriaを産む。東方遠征は
最大戦力であるランジェが前線を退いたことで一時中断。レスティ
ルは防戦の構えを取る 　yuuma 6672 若きアゼリア姫、キルティアの
外相を巧みな交渉術で取り込み、キルティア王を説得させて無血開
城を実現。レスティルは労せずキルティアを物とする。キルティア
には自治権を与え、優遇税制を取った 　yuuma 6852 アゼリア、国民
の反感を反映し、息子 andantが 100歳になったのを契機とし、退陣。
慣例により、王は 100歳以上であることが望ましいため。ただし未
熟な andantには任せられないため、アゼリアは関白となった 
aj  ［擬音］ずーっ、ずず、ぐじゅぐじゅ。鼻などをすする音　［レベル］２
　19:unilei
ajne amanze  ［人名］アジュネ＝アマンゼ　［レベル］４　古　［文化］　シオン
＝アマンゼの母親。アジノンの妹。
aja  ［名詞］割合、比率、レート、率、バランス　［数学］割合、比率、比
　［接続詞］～の割合で　［類義語］klaiant　［レベル］３　定　【用例】　loz aja ko 
telen vi １：３の割合で混ぜる
aji  ［名詞］籤、くじ、宝くじ、抽選　［レベル］３　13←古 :axjig（当た
りを選ぶ）　［文化］　抽選の場合、六角形のガラガラ（ガラポン）はア
ルバザードでは使わない。ビンゴゲームの玉を出す装置のようなも
のを使って球を出す。アタリ玉の色に決まりはない。商店街主催の
ものが多い。例えばカルザスモールなどで行っている。　籤の場合、
宝くじやロトのようにカードを使うものが主流。電子化は 407年の
段階ではほとんどされていない。　【用例】　ar aji くじを引く　an nat 
nau yun em agel kor jan man vastik aji. 宝くじに当たって舞い上が
るほど嬉しかった。　im tu faar, non korat diate lana ar aji. 朝、祖
母と近くのスーパーへガラポンにいった。
ajinon amanze  ［人名］アジノン＝アマンゼ　［レベル］４　古　［文化］　シ
オン＝アマンゼの伯父。アジュネの兄。ヴァルテス派の始祖。
ajet  ［美容］スタイル、プロポーション　［レベル］４　21:aja

ajen  ［ユマナ］ユダヤ教　［レベル］６　古 :haizenの音変化
ajent  ［ユマナ］ユダヤ人　［レベル］６　古
ajenren  ［ユマナ］ヘブライ語　21

ajul  ［魔法］平板ガレット　［反意語］jukil　［レベル］６　21:al/jukil

al  ［接頭辞］～に。多義的で用法は下記のとおり。　　１：逆の意味を
作る（axma,alaxma）　　２：男女の対を作る（fian,alfian）　　３：（単純
語中だが）強意を持たせる（alka（最高）は alkai（とても大きい）から
来ている）　　４：位置が反対であることを指す（jan,aljan）　　５：
逆動作を示す（sab,alsab）　［接尾辞］　　１：代詞に付いて数の意味を添

える（to→ toal）　　２：数に付いて個数を指す。koalで１個、ひとつ。
この場合、alがなくても特に意味は変わらない。　　３：名詞に付い
て中立の概念を作る（tian（彼女）と altian（彼氏）から中立の tianal（恋
人）を作る）。tianatiだと「彼女らしさ」の意味になる。母音の後ろ
では lになる。　［レベル］１　f;e　古
al(2)  ［人名］アル　古 :『少女 ･レンとアル』　［文化］　レンという娘が人
形にされて、アルという人形が逆に入れ替わりで娘になって、その
父親に愛されたという話の登場人物。
al(2),f  強意、対義、ペアなどを作る接頭辞　al,f.k

al(3)  ［格詞］aの異形態。aの後に母音で始まる単語が来たときの語形。　［レ
ベル］１　13:制
al(4)  ［歴史］アレイユ、aleiyu　［レベル］３　21

al(5)  ［動詞］yul（祈る相手。神など）に祈る、祈る　［レベル］２　rd;al（与
格）　制
al,f  tul, to　e

al,fv  a
alt  ［名詞］他、もうひとつ　［名詞］おかわり　［名詞］つめかえ、詰め替え、
詰替、リフィル　［形容詞］ほかの、もう一つの、他の、もうひとつの、
別の　［文頭純詞］一方、他方、対照的に　［感動詞］チェンジ。デリヘルや
ネットスラングなどで使う。　［レベル］１　sorn:｢ 手をちょいと動かし
て振る ｣が原義。アルシェでは doova（次）　【用例】　ti lax alt? おかわ
りいる？　en taut kelanel alt t'esmit. 洗剤の詰め替えを買い忘れた。
altfia  ［魔法］異世界　［レベル］３　19:xion

altfian  ［魔法］異世界人　［レベル］３　19:xion

altra  ［建築］別荘　［レベル］３　19　【用例】　tat salt, an rakm flea ka altra e sail 
ok xite. 毎年夏は家族と田舎の別荘で過ごす。
al twen  ［感動詞］募金お願いします、募金です、募金どうぞ、寄付をお
願いします、お恵みを、カンパお願いします　［レベル］３　16:制 :古　
［語法］　チャリティーだけでなく、自分に恵んでくれと頼むときにも
使う。
altatel  ［形容詞］横着な、雑な、いい加減な、早道な　［反意語］tatel　rd;/
　23
altaka  ［地学］超大陸　［レベル］６　vl;/　23

altav  ［動詞］yulを剥がす、剥がす、はがす　［反意語］tav　［レベル］２　19　
【用例】　altav despa シールを剥がす
altafor  ［音楽］附点四分音符　19　［文化］　→ for

altal  ［形容詞］本命でない　［名詞］本命外、滑り止め、すべり止め　［反意語］
akan　［レベル］４　rd;alt/lana「他の狙い」　23

altalayuo  ［言語］非単位動詞　20　［語法］　不定動詞の累積ないし定動詞の
反復によって生まれた動詞。 　将然・開始・非単位・終了・影響の
5相を持つ動詞。 　（正確には将然 ・̓開始 ・̓非単位・終了 ・̓影響ʼ
の 5相を持つ） 　あらゆる動詞に存在する。 　――｜○○○○｜―
― 　というモデルで示される。 　単位動詞と対立する存在。 　例：
乱打する、歩行する 
altaik  ［文頭純詞］更に更に悪いことに　［反意語］alrafa　［レベル］２　rd;/　23

alti  ［動詞］yulを離す、放す、離す、手放す、解放する　［反意語］til　［レベル］
２　22:al/til　［語法］　tilの反対語。持つとしての反意語。一般に離す
の意味であり、「～がない」の意味ではない。　【用例】　ren alti non! 
放して！　men alti elf las luut veil tifl sil seles menal as, men na. 
この人の手を離さない。僕の魂ごと離してしまう気がするから（『Ｉ
ＣＯ』）
altiklorkaxa  ［地学］ミラー図法　［レベル］５　20　［文化］　メルカトル図法の
バリアント。世界地図に用いられる。
altiklorgek  ［地学］ミラーボール図法　［レベル］６　20

altis  ［名詞］幼馴染、幼なじみ、おなささなじみ　［類義語］diaser　［レベル］
３　古 :ridia:古 :altis（幼馴染）。alは ｢物 ｣だが、わざわざ述べると
きには ｢特別な物 ｣という意味になる。それに tis｢ あなた ｣を付け
たのが altis｢ 特別なあなた ｣で、幼馴染の意味になった。恋人は tia
などといったので、altisが恋人の意味になることはなかった。尚、造
語者がリディアなので何故 dyussouではなく tisを使ったのかが不明。
ただの旧友ではなく、親友かつ旧友にしか使わない。　［語法］　hacn

altina  ［名詞］幼児、２～５歳の男　［反意語］tina　［レベル］２　19

altip  ［美容］蒙古斑、もうこはん　［レベル］４　21:altia/ipsen

altilna  ［形容詞］自発的でない、人にさせられた、やらせくさい、ヤラセ
な　［反意語］tilna　［レベル］４　20　【用例】　an varae iskan faliste e vert 
le fit rens altilna. ニュースのいかにもやらせくさい善人な台詞が鼻
につく：falisを falisteにして「善人っぽい」という風に皮肉っている。
altia  ［アトラスの国家］アルティア、凪国　［レベル］２　16:制 :a/lutia　:::nagi,a
lt　［文化］　→ fohac, kalan, altian, istolnim　　・面積　　703334.979634 
km^2（本土）　世界第３９位のザンビア（752,612 km^2）より小さく、
世界第４０位のミャンマー（676,578 km^2）より大きい。　日本：
377,930 km^2　韓国：99,828 km^2　北朝鮮：120,538 km^2　日本と朝鮮
を合わせると 598296 km^2になるが、それよりもさらに大きい。　　・
経緯度　　西端：東経 (-90) + ((2517 / 4000) * 360) = 136.53　東端：
東経 (-90) + ((2622 / 4000) * 360) = 145.98　北端：北緯 90 - ((473 
/ 2000) * 180) = 47.43　南端：北緯 90 - ((622 / 2000) * 180) = 
34.02　　・略史　　yuuma 3655 シフェラン、首都ロロスを陥落。ハー
ディアン人は北の都市フィギットへ撤退し、フィギット国を建国。
これにより、ハーディアンは亡国。フィギットとなる。同時にハーディ
アンの都市だったアルティアは国家に単位を変える。従ってこの年
にアルティア王国が建国される。翌年にはアルティアはロロスを支
配地としてシフェランから任される。　yuuma 3658 京極 (mana)がで
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きる。ハーディアン文字ともいうが、既にハーディアンは滅んでい
るのでアルティア文字といっていい。この時点ではロロスは独立し
ていないので、なおのことアルティア文字でよいように思えるが、
人文史上ではハーディアン文字と称されている。というのも、京極
がハーディアン地方で発展してきたためである。
altiatike  ［地学］凪海流　23

altian  ［名詞］カレシ、彼氏　［反意語］tian　［レベル］２　19　【用例】　non til 
altian. 彼氏がいる。
altian(2)  アルティア人、凪人、凪紗　［レベル］２　20:xion　:::nagisa,alt　
［文化］　・分布と歴史　　アルティア本土のほか、ルティア西部トモ
エ県、アルバザード南部カレン州などに分布。　元はハーディアン
人で、南北に分かれ、南部人がアルティア人となった。　smで vir
をほとんど持たない代わりに強力な noaや yunoを持った人種の遺伝
子が普及した。これはアルティア人にとって魔法を捨て剣での白兵
戦に特化する契機となり、刀の登場と武士の台頭を促し、やがて武
家社会の成立を促した。　アルティアの武士 kalanの斬撃は極めて強
力で、ヴィードで防御をしているルティア人魔導師すら一刀両断に
することができた。この結果アルティアは smでヴェマやルティアに
まで版図を広げるに至った。　支配地からの徴収によりアルティア
本土における農民の数は減少。軍事力としての武士の需要から武士
の数が増加。日本より農民が少なく武士が多いという軍事力に特化
した社会になっていた。　武士の主君への忠誠心は極めて高く、典
型的な封建制度である。またアルティア兵は逃亡率が少なく、死線
にも果敢に突撃することで有名である。　事実上の貴族階級になっ
た武士らは高度な文化や倫理観を築くようになっていった。sm以降
武士たちはルティアだけでなくアルバザードを含めた諸国へ侵入し、
領土を確保。独自のアルティア文化を持ち込んだ。これは海外領土
を失った現在でも残存している。　　nd以降は資源の貧しさから工
業国となり、持前の器用さと真面目さから優れた工業製品を作るよ
うになり、様々な分野で世界一のクオリティを誇るようになり、経
済大国となって返り咲いた。　またアニメやマンガやゲームなどの
文化品をいち早く高め、世界中に輸出したのもアルティア人である。
　　・呼称　　国際的にはアルティアだが、彼らは自分たちの間で
は通常 nagiと呼ぶ。それゆえ凪国と訳すことがある。　同様にアル
ティア人のことは nagisaと呼ぶ（→ nagisaの語法）。saは人のことで
ある。これを凪人や凪紗などと訳すことがある。アディストの nagi, 
nagisaと区別すること。　　・信仰　　信仰は土着の hinata（丁信仰）
である→ hinata　　・国粋主義　　日本はさまざまな民族の集まり
で、その後も中国やアメリカなどから大きな影響を受けてきた。大
陸の端にしては外来文化の坩堝になっている。使用している文字種
も世界一多い。　一方アルティアは民族の交流が少なく、二度の国
粋主義の機運で外来文化に対する排外主義が確立した。独特で閉鎖
的な文化が特徴で、外来文化への抵抗が大きい。　一般にアルティ
ア人は国粋主義で、外来文化を嫌う傾向にある。カレン人がアルティ
ア人の流儀を変えずに小アルティアを築いていることからもそれは
伺える。　　・性格　　良くも悪くもとにかく「世界一」の付くこ
とが多い極端な性格で、国際社会からは付き合いづらいと思われて
いる。アルティア人は面子と体裁を何より気にするので、絶対にやっ
てはいけないのはプライドを傷つけること。その怒りは普段の大人
しさからは想像もつかない。怒りのエネルギーが持続しないのが特
徴で、一瞬だけアルバザード人をも凌駕するエネルギーを出す。そ
して瞬時に収束する。この怒り方は smでのカランの戦闘方法と同じ
である。カランはある一瞬だけ極端に集中してルティア人魔導師を
一刀両断するという戦い方で版図を広げてきた。　ほとんどのアル
ティア人は大人しく我慢強い。そのせいでストレスをため込みやす
く、怒るときは爆発してしまう。　　精神構造は世界一複雑で、最
も穿った物の見方をすると考えらている。あまり物事にこだわらな
いカテージュ人とは相性が悪い。直球を嫌い、すべてを婉曲かつ間
接的に表現し、しばしば表現さえせずに腹芸で意思を伝える。また、
そもそも意思を伝えなくても互いに絶妙な距離感を保つことで疎通
だけ器用に行うことのできる不思議な民族とも考えられている。素
直で直球勝負なアルバザード人を見下している。　　例えば飲み屋
で周りが馬鹿に騒いでいるとカテージュ人は「楽しそうだなぁ→俺
も騒ごう」と思い、アルナ人は「うるさいなぁ。静かにするように
お願いしよう。聞かなければ店に訴え、議論しよう。議論しても平
行線の場合、殴って勝てそうなら殴ろう。負けそうなら場所を変え
よう。問題を解決するのに最も合理的なルートを選ぼう」と考え、
アルシア人は「下品な連中がいるのでこの場所は自分に合わない。
場所を移そう」と考える。一方カレン人は「俺がいるのに迷惑も考
えずに騒ぎやがって→馬鹿にしてるのか→そうか、俺を馬鹿にして
るんだな→文句を言いたいが言葉で言うのは苦手→とりあえず机を
叩いて威嚇→それでも相手が聞かない→喧嘩→斬殺」というパター
ンに発展する。この辺りがアルバザード人には理解できないが、ア
ルティア人は一様に「そりゃそうだ」と感じる。　　恋愛に関して
も屈折している。意中の相手に想いを伝えず死ぬまで黙り、好きで
もない相手と結婚し、その悲恋に陶酔するなど、アルバザードには
価値観を理解できないことが多い。　逆に一度恋愛感情を相手に向
けると、相手に対する執着は途端に物凄く膨らみ、ストーキングな
どの奇行に走りがちである。特にこの傾向は日本と異なり女性から
男性に対して見られる。アルティア社会では心中を伝える女性より
影を追う女性のほうが清楚と肯定的に捉えられるためである。　性
犯罪も特殊で、強姦が世界最低であるのに対し、衣類の窃盗や盗撮
が世界一多い。こういった点からも最も倒錯の強い民族であること
が分かる。　　アルティア人女性は世界一従順で献身的であり、教
養も高く家事も得意であるため好まれる。一方アルティア人男性は
黙々と働いて給料を入れ、浮気率も世界一低いため好まれる。アル
バザード人や特にカテージュ人は働かない男性が多い。　他方アル
ティア社会が離婚を是としないこともあり、夫に裏切られた妻が夫
を刺し殺すという事件も多い。　　アルティア人はジェスチャーを
ほとんどせず、目配せなどの小さな動きでたいていのことを伝える
ことができる。　スキンシップは厳禁である。ハグはもちろん握手

すらしない。家族でさえ互いに触れ合うことがない。例えば父親は
娘が物心付く頃には娘の体に触れることがなくなり、無論風呂にも
一緒に入らなくなる。そのため父親に撫でられた記憶がないという
女性が大半である。触れ合うのは恋人や配偶者同士で、それすら頻
度が少ない。恋人同士だが手すら触ったことがないというケースも
珍しくない。　アルバザード人は仲の良い間柄では男女問わず撫で
たり摩ったり抱きしめたりすることが多い。この延長線でアルティ
ア人女性に触れると大変なことになる。一般的なアルバザード人は
アルティア人がスキンシップを嫌うことを知っているので、始めか
ら触ろうとしない。しかしナンパな男は触ろうとする。日本人は例
えばイタリア人に触られても文句を言わないことが多い。外国人だ
からしょうがないという風に考えるのかもしれないが、アルティア
人は自分の我を黙々と通す点が違いで、日本人よりプライドが高い。
　アルティア人は口では言わないものの、身をよじって全力で抵抗
する。同じ避ける場合でもルティア人なら優雅さを重視して最低限
の余裕を見せる。一方アルティア人は黙って呪わんばかりの怨嗟の
眼差しを向け、無言の抵抗をする。それでも触ろうとすると後から
女性の近親者が現れて刃傷沙汰ということになりかねないので自然
とアルバザード人も自重する。　　・良く評価される点　「世界一真
面目」　「世界一器用」　「世界一努力家」　「極めて頭が良い」　「世界
一控え目で大人しい。美を見せびらかすルティア人を下品だと考え
ている」　「世界一犯罪率が低い」＊ただし斬殺率は世界一高い　「工
業製品とサブカルのクオリティが世界一」　「アルティア製は高いが
信用がおける」　「我慢強く主張をしないため、道具として使うには
非常に便利」　「本土は美人が少ないが、トモエ県やカレン州には驚
くほどの美人がいる。実際美少女コンテストでは周囲の人間に無理
やり出されたカレン人の子が勝つことが多い」　「天パの多いアルバ
ザードの女性からすればアルティア女性の黒髪ストレートと絹のよ
うな肌は憧れ」　「清潔で、体臭が少ない」　「アルティア食は健康に
良い」　　・悪く評価される点　「体格が華奢で体力に欠ける。ヴィー
ド消失後は極端に武力が減った」　「世界一無口で何を考えているの
か分からない。男女ともほとんど喋らない。喋らずともアルティア
人の間では意思疎通ができるので不気味」　「世界一プライドが高い。
ルティア人は世界一美意識に対してプライドが高いが、アルティア
人は世界一面子に対してプライドが高い」　「世界一冗談が通じない。
世界一笑わない。表情そのものがほとんど変化しない。だがアニメ
やゲームを一人で見てくすくす笑うので、その点でも不気味がられ
る」　「世界一突然キレやすく、一度キレるとすぐに刃傷沙汰になる。
アルティア人は感情を表に出さず、たいていのことは耐える。この
状態で面子を傷つけるようなことを言うと突然抜刀して相手を斬り
捨てるなどの凶行に及ぶ。そのため凶暴残虐と各国から罵られるア
ルバザード人でさえアルティア人だけは怒らせないように気を付け
る」　「緯度が低いわりに自殺率が異様に高い」　「極めてネガティブ」
　「アルカが下手。言葉が通じない。なぜかカレン人ですら拙い人が
いる。反面、アルカの文語には異様に詳しい。どうやら知識として
アルカを見ており、実用は恥ずかしいと感じているようだ」　「京極
が難しすぎて理解できない」
altiant  ［形容詞］そっけない、懐かない、なつかない　［反意語］tiant　［レベル］
４　rd;altian/et　24　［文化］　tiant

altiadapini  ［美容］笹眉　［レベル］６　21

altiaren  ［言語］アルティア語、凪霧　［レベル］２　21　［文化］　●概要　　
名称：alt（アルティア語）, n（凪霧）　系統：アテン超語族ユーマ語
族マレット亜語族インサール超語派ハーディアン語派ハーディアン
語群 (atenamat, yuumaemit, maletfiam, insaalifal, hardianxeltem, hardian
talk)　使用年代：zg_lj　分布：極東インサール、ルティア（特に西
部）、アルバザード（特に西南部）　話者：ハーディアン滅亡後のア
ルティア都市の民。後にロロスと分化したため、現在は半島南部のみ。
ほかにルティア人、アルバザード人（元カレンシア人）など　類型：
ＳＯＶ、ＡＮ、Ｐｏ　認知様式：主観的把握　　zg末期の yuuma 
3655にハーディアンが滅び、アルティアが国として独立。　imul 745
にトモエを陥落させ、ルティア西部の支配を確立。altのルティア方
言が生まれる。　imul 1102にアルバザード南部を支配し、カレンシ
ア王国を建てる。カレンシア方言が生まれる。　現在 altといえばア
ルティア本国ではなく、アルバザード国内で arと混じりながら発展
していったカレンシア方言を指す。　　凪紗は極めて保守性が高い
ため、arから影響を受けたのは主に語彙。しかし明治時代の日本と
同じで、新たな単語は凪霧に翻訳して受け入れ、本国である altiaに
情報を伝播するというシステムを採っていた。これは武士らによる
アルティア王への忠誠の証であり、安易に arを取り入れることは不
敬に当たると考えられたため。　だが歴史学者や言語学者は彼らが
arを取り入れなかったのは音韻構造の違いが大きく、そのまま取り
入れると語形が長くなりすぎるためと考えている。これは英語を日
本語のカタカナにするとやたら長くなってしまうのに似ている。　
一方、柔軟性のあるアルバザード人は凪霧を旺盛に取り入れた。対
照的である。　　vernsaalまではカレンシアの力が強かったため、彼
らは arを覚えようとはしなかった。　カレンシアが滅んでアルバザー
ドに吸収されて立場が弱くなってからも、彼らは現在に到るまで積
極的に aを使おうとはしない。ただし北方、特にアルナに近付くほど
aを使う割合が増える。　アルティア人の多くは学習によって aの読
み書きはできる。むしろ知識に関しては豊富といっていい。だが南
部に行くほど聴き喋りが苦手である。日本人と英語の関係によく似
ている。　アルティア人は非常にプライドが高く恥を嫌うため、間
違えることを極端に嫌う。そのため、aを使う機会が減り、なかなか
上達しない。ただし北方、特にアルナ周辺で生まれ育った子供は自
然とバイリンガルになるため、この限りでない。　なお、バイリン
ガルであっても凪紗としての自負心が高い者はできるだけ日常生活
で凪霧を使おうとする。英語ができるのに話したがらない年配のフ
ランス人に似ている。　　●概説　　アルティア人の言語。分布等
はアルティア人と同じ→ altian　アルティア語ではアルティア語のこ
とを nagiliというため、凪霧と訳すことがある。　altには方言がい
くつかあるが、本稿はカレンシア方言 (kalensian)を取り扱う。　ちな
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みに、凪紗の保守性および本国とカレンシアの精神的結び付きの強
さにより、アルティア方言とカレンシア方言の差は、経過時間の長
さにも関わらず、イギリス英語とオーストラリア英語の差程度に留
まっている。　　本項では次の文が理解できるようになる程度まで
解説する。　manji nanami so komilu yumi, mamma so hau ta lilu yuu
an te tala hazela anmitao（でもあなたが来たとき、私はもうあの小さ
な神社に行っていたんですよ）　　●音論　　子音１８。母音５。　
撥音 (n)、促音、長音がある。　y,w系の拗音と、ts,txの破擦音がある
が、頻度は少ない。　　音節はＣＶで、音節数は無子音入れて１９
＊５－２＝９３（wuと yiを除くため）。　　音節はモーラで数え
る。撥音などは１モーラと数える。　　元はＣＶＣを許したが、末
子音は徐々に消失していった。プロソディの高い n,lが残り、撥音は
２つ存在した。やがて lが消え nが残って現在に至る。　　母音：a, 
i, o, e, u　子音：s, p, t, k, m, n, f, x, l, v, b, d, z, g, j, h, w, y　
　表記上はＣＶしかないが、実際にはＶを発音しないでＣ単体で発
音することがある。　s, l, kなどは好例で、muluとあっても文末など
では［mul］になる。　　アクセントは高低で、自由アクセント。　声
調はない。　抑揚はアルカより強め。　声は硬口蓋に響かせるため、
アルカと比べて深みがなく高い。　上記例文の読み上げは以下。　
http://cid-dd6eff55a81cbf67.photos.live.com/self.aspx/arka/alt.
mp3（男性声）　http://cid-dd6eff55a81cbf67.photos.live.com/
self.aspx/arka/alt2.mp3（女性声）　　●文字　　京極を使う→ mana
　　●文法　　＜類型＞　　膠着。　用言（動詞・形容詞・助動詞）
のみ屈折。　　＜語順＞　　ＳＯＶ。　ＡＮ。　後置詞。　　＜品
詞＞　　◆自立語　　・活用有　　　動詞　　　形容詞　・活用無
　　　名詞（含む代名詞・数詞・助数詞）　　　副詞　　　接続詞　
　　感動詞　　◆付属語　　・活用有　　　助動詞　・活用無　　
　助詞　　＜用言の活用（屈折）＞　　動詞形容詞ともに同じ活用。
　　◆動詞　　・概要　　soluu,f(sool)が動詞の後ろに膠着し、それ
がやがて動詞と不可分な程度に融合して屈折化したもの。　最終的
には lの音が残り、活用によって lの後の母音が変化するようになっ
た。　　活用は６種。altは子音単体で発音できないので、辞書形で
もある終止の lには altの無標の母音である uが付与される。　最も
頻度の高い連用に最頻の aが宛がわれた。もとは aだけでなく様々な
母音が使われたが、altは母音調和があるため最頻の aが連続するよ
うに自然と固まっていった。　否定は連用と否定の組み合わせで an
となる。　fの命令の reから命令は e。名詞化は iko（こと）との
組み合わせで i。残る仮定が oとなる。　　名詞化は kalu（切る）か
ら kali（刀）、omulu（挟む）から omuli（鋏）など名詞を作れるため、
造語力が強い。　アルカだと kilに対して klasなど、色々な言語から
単語を取っているので効率が悪い。　　・活用表　　連用：la　否定：
lan　名詞化：li　命令：le　仮定：lo　終止連体：lu　形態素：語幹
のみ　　・語幹　　語幹は開音節と閉音節の２種。閉音節の場合 lが
落ちる。例えば kal/laで kallaではなく、kal/aで kala。　　閉音節：kal→ kala
（切っ）, kalan（切らない）, kali（刀）, kale（切れ）, kalo（切れば）, 
kalu（切る）, kalu（形態素として使う場合は uを添加。ただし母音で
始まる単語の前に来る場合は uを添加しない）　開音節：omu→ omu
la, omulan, omuli（鋏）, omule, omulo, omulu（挟む）, omu（形態素）
　　形態素として動詞を使う場合、例えば koolu（巻く）と ditta（寿
司）から巻き寿司を作る場合、kooluは語幹の kooのみが使用され
る。よって koodittaとなる。　kilのような閉音節の場合は kiluditta
のようになるが、もし anのように母音で始まる語に繋がる場合は kil
uanではなく kilanになる。なお、この単語の場合のみだが、「切らな
い」との区別に注意。kilu/andaなどの組み合わせがあるとしたら kila
ndaになるので何とも誤解することはない。　　◆形容詞　　動詞と
同じ活用。　連用は副詞として使う。否定は形容詞にも副詞にもな
る。　命令は「～になれ」という意味。　複合語の要素になる場合
は語幹のみ。　　・活用表　　連用：la　否定：lan　名詞化：li　命
令：le　仮定：lo　終止連体：lu　形態素：語幹のみ　　nekola（暖か
く）, nekolan（暖かくない）, nekoli（暖かさ、暖かいもの）, nekole
（暖かくなれ）, nekolo（暖かければ）, nekolu（暖かい）, nekomimi
（温かいスープ）　　連用は例えば totolu（早い、速い）と kalu（切る）
で、totola kalu（早く切る）などのような使い方をする。　totolan kalu（早
くなく切る）と totola kalan（早くは切らない）は意味が異なる。　　
例：nekolu（暖かい）, kikilu（綺麗な）, totolu（早い）, lilu（小さ
い）。　　＜動詞の自他＞　　アルカと異なり動詞ごとに定まってい
る。　kaluは他動詞、molu（寝る）は自動詞。　　＜助動詞＞　　動
詞から発達したもの。活用は動詞と同じ。動詞に後続。　例えば vi
kolu（できる）は kolu（来る）に vi（力）が合わさった動詞で、「能
力が来る→できる」という意味。これが助動詞化して vikoluで「～
できる」という意味になる。　助動詞は用言なので動詞は連用形に
なる。　　kala vikolu（切れる）　　形容詞に付ける場合、milu（なる）
と組み合わせる。　　nekola mila vikolu（暖かくなることができる。
暖められる）　　＜副詞＞　　「暖かく」など形容詞の連用形は意味
的には副詞だが文法的には副詞に含めない。　kaka（とても）や hau（も
う既に）などが副詞となる。　　kaka nekolu（とても暖かい）　　＜
受身と使役＞　　受け身は接中辞の juを使う。kojulu（来られる）。
受け身は迷惑感をも表す。　使役は接中辞の soを使う。kosolu（来さ
せる）。　　＜助詞＞　　格は省略しない。口語ではyuのみ省略する。
　　主格（主語）：so　主格（主題）：wan　対格：yu　与格：te　奪
格：mulu　具格：koko　　　decに当たる taは判定詞でなく助詞の扱い。
日本語の終助詞に相当。　　ta（だ）　mita（だった）　anta（です）　an
mita（でした）　　「ね」「さ」「よ」「ぞ」などの終助詞に相当するも
のはさらに上記の後に付ける。　　o(e, eu, tisee...)　対目上では on
　na(aa, a...)　対目上では nya（女性のみ）　hala(kok)　対目上では pon
（女性のみ）, halahalu（男性のみ）　maya(sei)　対目上では mayen　yuy
a(onna)　対目上では masuli　ne(mia)　対目上では使わない。直接疑問
を投げかけるのは無礼とされるため。　　これらは複数組み合わせ
ることもできる。　反実仮想の tattawa（女性は tattawan）と組み合わせ
て anmitaontattawan（～でしたのにね）など。　　＜テンスとアスペク
ト＞　　・過去と完了　　過去と完了は miで示す。動詞群の最後の
単語の直前に miを入れる。　koiko so xixi ta（これは指だ）の場合、

taが動詞群の最後なので mitaにする。　kolu（来る）の場合、活用語
尾の直前に入れて komilu（来た）にする。　kola ta（来るんだ）の場
合、taのほうが後ろにあるので kola mita（来たんだ）になる。動詞が
連用形になるのに注意。　　・未来　　推量の助動詞 paseluで表現。
　　・経過と継続と反復　　経過と継続と反復の助動詞 hazeluで表
現。　　・将然　　将然の助動詞 sataluで表現。　　・開始　　開始
の助動詞 kizoluで表現。　　＜代名詞＞　　アルカと違い、代名詞
の存在は希薄。　日本語同様、様々な名詞を代名詞として使う。　
　一般的に男性は一人称に naを使うなどといった傾向があるが、二
人称になると複雑で、そもそも二人称で呼ぶのが失礼なのでできる
だけ避ける。　三人称は苗字に継承を付けるのが一般的で、lu,laに当
たる lyu（彼）はあまり使わない。　　altは封建制度の中で厳しい上
下関係を築いたため、相手との関係によって人称を使い分ける。　
　◆一人称　　・男性　　na（私、俺）：日常的、独白、対等　mon
oli（わたくし、僕）：対目上　＊ mokulu（劣った）　hakuli（俺）：対
目下　＊ hakulu（優れた）　　hakuli so totola kola vikola tao（俺ならす
ぐに来れるぞ）　　・女性　　nami（私）：日常的、独白、対等　na/
mi（女）　lili（私）：対目上　＊ lilu（小さい）　mamma（私）：対目下
　＊ mamma（姉）　　lili so lila kala vikola anmitanyatattawan（私なら小さ
く切れましたのに）　　◆二人称　　なるべく使わない。特に目上に
は使ってはいけない。　相手は役職や立場で呼ぶ。「お兄ちゃん」「先
生」「お父さん」など。ただし目上から目下は名前で呼んでよい。　
　nana（君、お前）：日常的、独白、対等。男性のみ。自称の naから
来ている。　nanami（あなた）：日常的、独白、対等。女性のみ。自
称の namiから来ている。　　monomono（お前、君）：対目下。男女
兼用。　　◆三人称　　三人称は苗字に継承を付けるのが一般的で、
lu, laに当たる lyu（彼）はあまり使わない。　　lyu（彼）　lyumi（彼
女）　　文語的に感じられる。あまり使わない。特に目上には失礼。
　　◆非人称代名詞　　ko（この）、se（その）、ta（あの）、ne（どの）
の４体系。fの形態素 ko（来る）、ta（行く）、se（中）、ne（誰）か
ら来ている。　kosa（この人）、koka（この場所、ここ）、koiko（このもの、
これ）などのように名詞と組み合わせて使う。　つまりneikoで「どれ」
になり、takaで「あそこ」になる。　　＜助数詞＞　　名詞が助数詞
化したもので、名詞のカテゴリーによっていちいち覚える必要があ
る。　ただし現代はほとんど ko（個）で済ませる。koは上述 ikoか
ら来ている。　　＜接続詞＞　　よく使うもの。　　wa：～と　mata：
～か　tsuliso：そして、また　manji：しかし　yumi：～のとき、～
したら　　manji nanami so komilu yumi, mamma so hau ta lilu yuuan 
te tala hazela anmitao（でもあなたが来たとき、私はもうあの小さな神
社に行っていたんですよ）　　＊ yumiは名詞から来ている接続詞な
ので動詞は連体形でよい。　　＜敬語＞　　◆尊敬語　　助動詞 mam
aluを使う。kola mamalu（いらっしゃる）。　　◆謙譲語　　助動詞 anj
iluを使う。kola anjilu（参る）。　　◆丁寧語　　taなどの前に anを
入れる。「です」に相当。kola anta（来ます）。
altiia  ［動詞］yulを熱愛する、熱愛する、親愛する　［レベル］３　20:al（強
意）/tiia　［語法］　自分のすべてを捧げて貢献するという意味。dist/
tiia vartというイメージ。
altiom  ［動物］柴犬　［レベル］５　21:altia/oma

alto  ［建築］［地学］塚　［レベル］４　13:制 :古 :altuuno（土 ･土）
altonk  ［言語］脇付　21

altona  ［名詞］３０歳代男　［反意語］tona　［レベル］２　19

altofl  ［動詞］yulを預かる、預かる、あずかる　［レベル］３　rd;/　24

altolk  ［生物］腿の裏側　［レベル］２　19

altoajim  ［生物］副鼻腔　［レベル］５　19:鼻腔を取り巻く骨にできる隙間
altoajimfiaz  ［生物］副鼻腔炎　［レベル］５　19

altoo  ［感動詞］あのね、あのぅ、あのお、あのう、えーっと　［レベル］１
　古 :alto, altoo　［語法］　saaと neeを合わせたような感じ。ただの呼び
かけだけではなく、呼びかけながら同時にこれから話す内容を頭の
中でまとめている感じがある。多用するとのろいキャラになる。　

【用例】　altoo, es non xa atu eyoo? えーっと、わたし、どうしてここに
いるんでしょー？
altooto  ［音楽］ストレートノート、イーブン　［反意語］tooto　21

altook  ［音楽］ヴィーデ、コーダ　［レベル］６　19:終わりへ→ alkit

alte  ［名詞］マッチ、後一歩で勝負が付く、後少しで結果が出る、もう
一歩、ラストスパート、最後の一踏ん張り、決戦前夜、止め前　［感動詞］
あと一歩だ、もう少し、もう一歩、もうちょっと、がんばって、も
う少し　［レベル］２　16:制 :alteej

altest  ［言語］別名、異名、マージ名　［レベル］４　15:制　［語法］　マージ名
とは、riidyaに対する ridia、gerHamejuuに対する gilなどのこと。
使徒のうち、本名をもじってできたもののこと。kliizはアルカでは
kliizだが、和訳は「クリス」。この場合、和訳のほうはマージ名となる。
また、メティオを「バロン国」と和訳したのもゲームを元にしたマー
ジ名。
altempera  ［約物］［言語］激しい驚嘆。文末で使用。!!で示す。　［レベル］
２　22
altezhou  ［化学］亜硝酸塩　19

altezasl  ［化学］亜硝酸　［レベル］６　19:tezaslに alをつけたものなので、
altez単体では特に使わない。
altezasla  ［化学］ニトロソオキシ基。亜硝酸が１つ水素を失って開いたも
の。ＲＯＮＯ。　19
altezasli  ［化学］亜硝酸塩、ニトリト化合物。altezhouと同じ。　19

altelark  ［言語］譲歩、情報の接続詞。finなど。ただしアルカの場合は
接続詞ではなく格詞。　［レベル］４　rd;/逆接の語順が変わったもの
であることから。　23
alteap  ［医療］硬膏　［レベル］５　19
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alteom  ［形容詞］いつか終わりが来る、永遠でない、有限の、かぎりある、
限りある　［反意語］teom　［レベル］４　19　［語法］　teel　【用例】　hatia alteom 
終わりのある恋
alteomsovo  ［数学］有限小数　［レベル］４　23

alteomrein  ［数学］線分→ rein　［レベル］４　19

alteems  ［シェルト］回転した永駒　rd;/　23

alteezen  ［気象］偏東風、貿易風　［レベル］４　19

alteej  ［名詞］無限空アルテージュ　［名詞］決戦、決勝　［レベル］３　古 :teej
が語源で、それに対語をも意味する alをつけたものが alteej。teejは
teewmsjina｢ テームスの空 ｣が語源。　［文化］　rdにおいてテームス
の本拠地へと繋がる穴であり、ここからテームスが降ってくる。ア
シェットはここに乗り込んで最終決戦を始めた。場所はファルシア
ン宮の上。すなわち中央アルナのカルテ上空。　【成句】　aset vil teems 
ol var elf alteej 虎穴に入らずんば虎子を得ず　toe alteej 乾坤一擲
alteejsel  ［歳時記］アルテージュの日、防災の日　［レベル］３　21　［文化］　
アルテージュができて悪魔が降り注いだ日。現在では防災の日になっ
ており、休日。dyu ral。　　小説版アンクノット第三巻によれば、
２００１・４・２６に今の言葉でいうところのアルテージュができ
たとある。このときの設定では前年に倒したテームスがよみがえり、
ここから宇宙のクリスタル集めが始まることになっている。現在の
rdとは内容が異なる。
alteel  ［形容詞］一生来ない、ずっとこない、ありえない　［反意語］teel　
［レベル］４　19　［語法］　teel　【用例】　an lot tuube sel et alteel aluutel. こ
んな日は絶対訪れないと思ってた。　sordat alteel 来るはずのない王
子様　non milx sordat xalel fien ser la et alteel. 迎えに来てくれな
いって分かってる。だけど、求めてしまうの。
altuk  ［農耕］［植物］作物、農作物　［レベル］２　19:ilmus:ridia:al/tukui　［語法］
　田畑で取れる穀物以外の収穫物。　【用例】　altuk jiot yu merel mil 
cate. 暴風雨のせいで農作物が台無しになった。　altuk et di{kalo} 豊
作だ {凶作だ }　ans kailat altuk di im tu salt. 今年は豊作だった。
alk  ［動詞］yulを助ける、助ける、手伝う、救う、貢献する　［普通動名詞］援護、
手伝い、バックアップ、補助、介助、助け、ヘルプ、後押し　［反意語］
dil　［レベル］２　frf　赤 :daji,alk　daji:alk:daaj　［語法］　手伝うの意味
もあるので注意。命乞いのとき「助けて」とは言うが、alk nonとは
言わない。te set nonとなる。しかし、殺されそうなとき、近くに
いる人に alk nonとは言える。その意味で「救う」の語義もある。　【用
例】　non alkat mama ref hat. ママがお皿を片付けるのを手伝った。
alkyunk  ［感動詞］任せろ、平気だ、大丈夫　［アクセント］Alkyunk　［レベル］２
　frf　赤 :｢ 鳥籠姫を助ける ｣。ユンクを助けるのは俺だという意味
で、昔からこの意味　［語法］　語源からしてふつう renteは使えない。
yunkの部分を何かに変えてユーモアにすることがある。男性並みに
できるとアピールしたい場合は alkyunkとすることがあるが、rente
はふだんは yuus non so totoのように言うことのほうが多い。
alklax  ［名詞］救難信号、ヘルプ、救助を求める　［レベル］５　19:melidia 
alis
alklei  ［名詞］参考書、解説書、虎の巻　［レベル］４　20　［文化］　学校のも
のに関しては ixm参照。
al kleevel  ［感動詞］そんな、そんな！、まさか、ひどい、不公平だ　［感動詞］
天気が悪い、あした天気になあれ、明日天気になあれ　［レベル］２　tm
　23　［語法］　天気が思い通りにいかなかっときに不満を言ったり、希
望の天候を願ったり、裁定が不公平だと感じたときに使う。
alka  ［形容詞］最大の、最高の、最も～な　［名詞］最大、最高、最良　［反意
語］aven　［レベル］１　19:altinkaaや alkaiから　［語法］　最大などの意味だが、
場合によって最高と訳してもよい。　【用例】　xalt alka 最高で、最大で　
olta alka 最高でも、最大でも　jent at alka. 天気は最高だった。これ以
上ない天気だった。　an nat alka. 最高の気分だった＝この上なく嬉し
かった。　a tee tee, der eksat alkan. あ、いや、俺が言ってるのは最
上級生のことでさ。
alkat  ［地名］アルカット大陸　［組み数字］１/６　［レベル］３　fv;e　14:制 :
古 :lkatta　［文化］　アトラス最大の大陸で、北半球にある。西はアンシャ
ル、東はインサール。アルバザードは西南のはずれのほうにある。
　　面積：53790354.771174 km^2　アジア大陸：43,820,000 km^2　ヨー
ロッパ大陸：10,180,000 km^2　　わずかにアルカット大陸のほうが
ユーラシア大陸より大きい。　ユーラシア大陸より東経が長いのが
特徴。
alkatsiza  ［地学］アルカットプレート　23

alkatis  ［名詞］救世主、アルカティス、メシア、メサイア　［類義語］arkatis　［レ
ベル］４　古 :alkatis（救世主）← alkantis（同左）← alklantis（同左）← alk（助
ける）/lantis（霊人）　［文化］　例えば rdにおけるアシェットなど。　【用
例】　son non laxat aｌ katis. だから私は救世主を望んだ。
alkatiskad  ［地球の国名］エルサルバドル　19:国名が救世主という意味
alkakad  ［経済］最強国、最強国家　［レベル］３　19　［語法］　vienkad　［文化］
　・なぜアルバザードは何百年もの間、最強国家を維持できたのか
　　ふつう世界最強の国家というのは転々としていく。なぜアルバ
ザードは smから何百年も世界一の座を維持してこれたか。それは国
を腐敗させない努力があったからだ。栄えた国は腐敗により滅びる。
それをアルバザードは防いできた。　国が腐る場合、サンドイッチ
形式で腐っていく。官僚など上の人間が汚職したり既得権益にしが
みついたりして淀む。同時に下の人間が豊かな社会の中で堕落して
民度を下げる。その汚泥が中産階級にまで浸透し、国は腐敗してい
く。いつもこれの繰り返しだ。　アルバザードはコネや汚職を廃し、
王ですら人徳と能力を兼ね揃えない人間は世襲できないようにした。
王はたくさんの有能な養子を持ち、一番人徳と能力の高い子に王位
を委ねてきた。そして王は官僚にも同じシステムを敷いた。　同時

に民衆の民度を上げ、虚業や悪しき商売を幾度となく規制し、民衆
に徳育と知育の重要性を強調してきた。日本はお勉強ができれば東
大に入れるが、アルバザードでは人徳もないとアルナ大には入れず、
社会の上に立てない。　アルバザードは所得格差の是正にも力を入
れ、努力した者が報われつつ貧困層も作らない努力をしてきた。医
者と底辺バイトの所得格差は日本では甚大だが、アルバザードでは
小さい。どんな金持ちでも年収 1000万程度が上限。逆に清掃の仕事
でも 300万は取れる。　日本だと底辺は 100万未満で上は千万以上
が珍しくない。その差 10倍以上。ところがアルバザードではせいぜ
い 3倍程度の所得格差なので総中流傾向が強く、勝ち組負け組みたい
な世知辛い世の中にならない。　日本の清掃員は賃金が低い。アル
バザードは高い。なぜか。人が嫌がる汚れ役をやってくれているの
だから、給料は高くて当然。逆に人から尊敬される医者なんか尊敬
で飯食ってればいいんだから、そんなに給料が高い必要はない。　
日本も医者の所得はもっと低くていい。こういうと日本の医者はこ
ぞって「そんなことをしたら医者がいなくなるぞ」と脅す。その汚
い考えがそもそも間違っている。金儲けできないなら医者なんかや
らないという精神の人間は医者になんかならなくて結構。　アルバ
ザードのように知育よりも徳育を重視していれば、子供のころから
社会貢献や人助けがいかに大切かを染みこまされる。だから「金に
ならないなら医者なんかやらない」という発想にそもそもならない。
日本の汚い医者のように「そんなことをしたら医者がいなくなるぞ」
なんていう脅しは通用しない。　そんなアルバザードでもたびたび
上は汚職をし、下は民度が下がってきた。そのたびアルバザードを
立て直してきたのは宗教家や革命家といった聖人たちだった。もし
ミナリスやシオンやミロクやセレンといった聖人がいなかったら、
アルバザードはとっくにお鉢を奪われていただろう。　アルバザー
ドにもギャンブルなどの人々を堕落させる賤業は存在したのだ。そ
れで経済が回るなら、馬鹿に金を使わせておけばいいという考えも
あった。だが革命家たちはそう考えなかった。人を堕落させないと
回らない経済なら、そんな経済は回らなくていい。そして賤業を規
制した。　結果、余った金は預金には行かなかった。結局娯楽を奪
われた人間は別の娯楽に金を落とす。賤業を規制したことで余剰資
金はスポーツや乗り物や旅行など、別のところへ流れた。賤業を消
して社会を良くした上、経済循環も維持したのだ、この国の革命家
たちは！
alkaxaz  ［数学］極大値　［レベル］５　19

alkaxiar  ［地学］極北　［レベル］５　22

alkaskit  ［交通］ファーストクラス　［娯楽］Ｓ席　［名詞］最高席　rd;/　23以
前にこれと同じ語源でリディアが造語済み。
alkasata  ［歴史］始祖　［レベル］４　20

alkasaf  ［気象］最高気温　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用例】　tex porklak, al
kasaf e saam et 30 im fis. 今日の午後の最高気温は３０度になると予
想された。　alkasaf at 35 im fis. 今日の最高気温は３５度だった。　
☆fis, jent at espte, see alkasaf at 20 kont avensaf et 12. 今日は曇りで、
最高気温２０度、最低気温１２度だった：kont格中なので atでなく
etにすること。
alkase  ［形容詞］洗練されていない、田舎っぽい、素人っぽい、野暮な、
野暮ったい、やぼな　［反意語］kase　［レベル］４　20

alkan  ［名詞］救助者　［娯楽］［軍事］援軍　［名詞］手伝い、助手　［名詞］医者の
看護婦、看護婦、看護師、看護士、ナース：詳しく言う場合は valsalk
an。病院内などでは alkan　［レベル］２　19:リディアの書
alkavast  ［名詞］最優秀賞　［普通動名詞］優勝　［動詞］yulに優勝する、優勝す
る　［レベル］３　rd;/　24

alkavastan  ［名詞］優勝者　［レベル］３　rd;/　24

alkavien  ［形容詞］最強　［レベル］２　22　【成句】　xia gaaxan et alkavien 泣い
てるルシアは最強です：泣く子と地頭には勝てぬ
alkavolx  ［形容詞］肝心の、一番大切な、核心の、最重要な　［レベル］３　
rd;/　24
alkafleu  ［地学］極南　［レベル］５　22

alkahaika  ［法律］最高裁判所　［レベル］４　22

al karte  ［感動詞］いただきます、ごちそうさま、ごちそうさまでした　
［レベル］１　16:制 :古　［文化］　日本語のいただきますやごちそうさまは
人との対話。al karteは神との対話。考え方が異なる。
alkarbazard  ［感動詞］アルバザードに栄光あれ、アルバザードのことは任
せろ。多義。　22:alkyunkからの類推
alkalt  ［格詞］～以下、≦、（時間を伴って）～までに　［数学］以下　［反意語］
alnod　［レベル］２　19　［語法］　alkalt fisの場合、今日も含む。今日が最
終期限となる。　【用例】　re axt atu yul les ti sos alkalt fis. 今日までに
君がしてきたことをここに書け。　alx alkalten 10 １０以下の数
alkalte  ［天文］宇宙、全世界　［名詞］森羅万象　［レベル］３　20:古 al（強意）
/kalte　［語法］［文化］　lekai, arfi, ardel, yumanaなどの異世界をすべて含
んだ宇宙のこと。okaより広い。　日常的には単に okaの持って回った
言い方や okaの強意として使われる。「このひろーい宇宙に！」とい
うときは、強調しているので alkalteのほうが自然。
alkalten  ［接続詞］alkalt　［レベル］３　21

alkaaks  ［建築］最上階　［レベル］２　19:melidia alis　【用例】　luko alkaaks 最上階
に着く
alkaaxti  ［地学］極東　［レベル］５　22

alkaan  ［親族］義理の父、義父、舅　［レベル］３　20

alkaam  ［生物］頬の内側、口の中の部分　［レベル］３　19　【用例】　an ail dio 
alkaam im kuil sin. たまに食事のときに頬の中を噛んでしまう。
alkaamfaiz  ［医療］頬の口内炎、口内炎　［レベル］３　19

alkaalx  ［数学］最大値　［レベル］３　19
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alkaalas  ［地学］極西　［レベル］５　22

alkaito  ［娯楽］最高点　［レベル］３　21

alkaoklfest  ［数学］最大公約数　［レベル］３　19　【用例】　yui alkaoklfest 最大
公約数を求める
alkaenl  ［アビリティ］必殺技、アルカエンル。手持ちの技の中で最強なもの
を指す。　［レベル］３　23

alkit  ［ユマナ］ユーラシア大陸　［レベル］５　制
alkit(2)  ［音楽］ダ・カーポ、ダカーポ　［レベル］５　19:a kit（最初へ）→
元の形に戻して al kit
alkidel  ［地名］アルキデル　20　［文化］　カテージュ東部の山岳地帯の要
塞都市。
alkil  ［数学］余割、コセカント　［レベル］６　19

alkilp  ［約物］バックスラッシュ記号　［レベル］４　21

alkilzoleev  ［物理］非正弦波　21

alko  ［動詞］yulを aに派遣する、派遣する、送る　［普通動名詞］派遣、ハ
ケン　［レベル］４　13:制 :aalkokl（特別な使者）。制では特派。　【用例】　
alko labast a loit mexet 社員を別の会社へ派遣する
alkot  ［魔法］［工学］アルコット現象、斥晄現象　［反意語］myulem　［レベル］６
　20:古 al/kote（同じでない）　［文化］　まったく同じ晄基配列の vir同
士の間に魔法物理学上の斥力が生じる現象。
alkof  ［アイテム］グラディウス　zg;alkho az alko/frei。盾の間から突き刺
すように出す剣であることから。　24
alkofor  ［音楽］附点二分音符　19　［文化］　→ for

alkoma  ［数学］反比例　［動詞］yulを aに反比例させる、反比例する　［副詞］
反比例して　［レベル］４　19　【用例】　felpaz et alkoma a bolt. 学歴と腕力
は反比例する。
alkops  ［数学］微分　［レベル］５　19　［文化］　微分は ndで発見された。積
分は古代から基礎的な面積の求め方として萌芽があったが、計算が
複雑なため、ndまで理論が発達しなかった。結果的に微積分は nd
で発見されることとなった。両者は逆演算だが、当初は微分は速度
の研究で用いられ、積分は面積の計算で用いられた。そのため、両
者は別々のものとして研究されていた。当時微分は vaiszep（凝視計
算）と呼ばれて積分とは別のものだと考えられていたが、やがて積
分の逆演算だと分かると、alkopsの名を冠するようになった。
alkopsdolk  ［数学］微分係数　19

alkorkaxa  ［地学］平面図法、方位図法　19

alket  ［単位］アルケット　［レベル］５　14:制 :古 :alketta（押す）　［語法］　１
平方メルフィ当たりに１ヴィヴィの圧力がかかっていることを示す
単位。
alketa,f  rok　al（強意）/ke（方向）/ta（外側へ）
alkeko,f  let　al（強意）/ke（方向）/ko（内側へ）
alkem  ［生物］外関　21:al/kemmelt

alkea  ［生物］裏内庭　21

alx  ［名詞］数　［動詞］yul（人や注文内容など）を aの数に含める、数に
入れる、計算に入れる、計上する　［類義語］palet、pasol　［反意語］fala　［レ
ベル］１　13:制 :古 :palala（数）　palala:palala:palx　［語法］　＜各言語の数＞　
アルカ→本項　アルバレン→ sidalx　ルティア語→ tiaalx　フィーリア
語→ seltalx　フィルヴェーユ語→ sartalx　アルティア語→ nagialx　　ル
ティア語は１２進数。フィーリア語は５－１０－２０進数。フィル
ヴェーユ語は５－１０と５－１２進数。アルカとアルバレンは１０
進数。アルティア語は fvの５進数の名残のある１０進数。　　＜
基本＞　０から９までは yuu, ko, ta, vi, val, lin, kis, nol, ten, los。
１０は onで１１は onko。日本語と同じ数え方。　＜アクセント＞　
一桁のものはその単語にアクセントが来る。kOなど。　二桁になる
と、一桁目にアクセントが来る。ontAや valontAなど。第二アクセン
トは最初の数の後に来る。結果的に、vAlontAのように発音される。
なお、valonなど、切りの良い数は vAlonのようになる。　三桁は vI
galvAlontAのように３つに区切って発音される。一桁目が第一アクセ
ントで、左に行くほど副次アクセントになる。　四桁も同じシステム。
　＜位取り (zontev)＞　位は on（十）, gal（百）, kot（千）, sen（万）
までが基本の単位。　億からは４桁区切りで単位を作る。アルカで
大きいと考えられている動物の名前を元にして単位は表現される。
実際にはサメの方がクジラより大きい種があるが、アルバザード人
の感覚だとサメのほうが一般に小さいなど、文化的な見方が含まれ
ているので注意。　どの動物もアルバザードに生息するもので、大
きかろうがキリンやコンドルなどは除外される。象はアルバザード
領内に生息はしていないが、輸入されてからは知名度が高く一般的。
　viks← vaiks（山猫＝億）, avem← avom（狼＝兆）, dult← delt（熊
＝京）, fanz← fenz（豹＝垓）, viot← viet（獅子＝ジョ）, kanon
← kano（鷲＝穣）, hard← hird（鮫＝溝）, box← bex（鯨＝澗）, ka
met← kaim（象＝正）　なお、正で１０の４０乗になり、聖数の４が出
てきているため、ここでストップする。これ以上の数は１０の何乗
と表現する。　一方、マイナス乗についても同様である。　ton（割、
分）, lar（分、厘）, nit（毛、毫）, fat（糸、絲）までが基本の単
位。　それ以下はアルバザードで小さいと考えられている一般的な
動物を元にしたものを使う。語形がほかの数字に似ているものは省
かれる。例えば koko（鳩）は ko（１）と似ているのでアウト。　ome
← oma（犬＝沙）, ketti← ketto（猫＝漠）, femet← fem（鶏＝瞬息）, 
vokm← vekm（鴉＝虚空）, eret← erit（蝙蝠＝涅槃寂静）, komet←
kamt（鼠＝マイナス２８乗）, zelk← zolk（栗鼠＝マイナス３２乗）, 
txet← txit（雀＝マイナス３６乗）, estan← esta（蛍＝マイナス４０乗）
　＜ヒュート式位取り＞　ヒュートやルティアは３桁ごとの位取り
を使う。どちらかがどちらかにその数え方を伝来した関係ではなく、
単に同じシステムを採用しているにすぎない点に注意。　リュウが

ヒュート人だったため、電算関係は３桁区切りのものを使うことが
多く、結果のちのアルバザード人を悩ませることとなった。現在で
は科学やテクノロジーでは３桁区切りを使うことが多く、経済や日
常生活では４桁区切りを使うことが多い。簿記や電卓は４桁区切り
となる。　地球のＳＩ国際単位系ではプラスの乗数は１乗のデカか
ら２４乗のヨタまでであり、マイナスの乗数も同じ範囲であり、計
２０個の位が存在する。　一方ヒュート語ではプラスの乗数は１２
段階あり、マイナスも１２段階あり、１乗から３０乗までそれぞれ
存在し、計２４個の位がある。エルトの本拠地であったヒュートは
文化的な神の影響力が多く、神々が開発した１２進法の影響が残っ
ており、１２個ずつの位は非常にキリが良い。同時に彼らは１０進
法も使うため、乗数が綺麗に３０乗で止まる点もキリが良く、古代
ヒュート人の智慧が見て取れる。　ヒュート語ではこれら２４の位
を節気になぞらえ、節気の名で表現し、数学的見地に芸術や季節感
を織り込んだ。しかしアシェットの使徒であるリュウはこれをアル
バザード式の節気に置き換えて表現した。このことが後世にも残り、
新生では３桁区切りの桁はアルバザードの節気を元にした単語で表
現される。　３乗までは実質on, gal, kot, ton, lar, nitと同じであるが、
アルバザードでは単位（地球でいうセンチメートル）のようなもの
にはこの３桁系を使う。１０キログラムをアルカ風にすると 10 kotme
lbaになるが、直訳すると「十千メルバ」である。十千というのはい
かにもわかりづらい。そのため、単位には３桁系を使い、４桁系は
純粋に数値を指す。　プラスは立春（デカ）から大暑（３０乗）ま
でで、春と夏を使う。　マイナスは立秋（デシ）から大寒（－３０乗）
までで、秋と冬を使う。　いずれも４音素までなので、日本語より
は冗長になるということは少なくともない。同じ子音で始まるもの
が多いので、適宜子音をずらしてある。　　・プラス　　anxa:1:デカ
　inge:2:ヘクト　mein:3:キロ　diel:6:メガ　lion:9:ギガ　alim:12:テ
ラ　laem:15:ペタ　inus:18:エクサ　elir:21:ゼタ　seam:24:ヨタ　kmil:27
　miat:30　　・マイナス　　gard:1:デシ　fain:2:センチ　nois:3:ミ
リ　laid:6:マイクロ　adir:9:ナノ　grer:12:ピコ　jand:15:フェムト
　weid:18:アト　beil:21:セプト　vefl:24:ヨクト　zian:27　tein:30　
　＜数の種と序列＞　　数の種は３種。数値 (palet)、番号 (fala)、組
み数字 (rapalx)。　これに序列 (asik)と非序列 (ixat)の２種を組み合わ
せて６種作る。例えば序列組み数字は asikrapalxとなる。　　序列は
上下関係のあるもの。非序列は上下関係のないもの。　組み数字３
は序列系が vangar, lanser, blizであり、vangar>lanser>blizという上
下関係がある。成績を３段階で評価する場合などに使う。vangarが
一番良い。　一方、非序列系は slea, bcea, trea。優劣がなく、成績な
どには用いない。クラスの名前など、上下関係のないものに用いる。
　　序列数値は１が下。例えば１点＜１００点。　序列番号は１が上。
例えば１位＞１００位。　序列組み数字は既に見たとおり、登場が
早いほうが上。例えば vangar>bliz。　　日本語ではこれら３種の序
列が定かでないため、しばしば混乱が生じる。１というのは良いの
か悪いのかよく分からない。　順序なら良いを意味するが、成績な
ら悪いを意味する。さらに英語まで入ってＡという評定だと成績で
も逆に良いを意味することになる。日本人なら誰しも「はて、この
１は良い１なのか？」と思ったことが一度はあるだろう。　アルカ
の場合、３種の序列を明瞭に区別する。それがいいかどうかは分か
らない。少なくとも組み数字を覚えるのはネイティブ以外には困難
であるから。　　歴史的には序列と非序列の区別が 21年までなかっ
た。非序列で圧倒的に占められていた。　21年にメルが既存の組み
数字１０（古アルカの１０）がほかの組み数字と違って要素同士が
互いに等価な感じがしないと言い出した。それがきっかけで序列と
非序列という区別に至った。セレンが両者を区別し、同年に序列系
を拡充させた。　厳密にいえばこれまでもたとえば評価を４段階で
付けるときに axteなどとするのは違和感を感じていた。アシュテが
シエルより優れているとは思えないし、その逆も然りだからだ。そ
こで axteでなく tなどを使うこともあったが、これもあまりしっくり
こなかった。今回のことできちんと考えるきっかけとなった。　なお、
発端となった組み数字１０そのものはその後結局序列でも非序列で
もないものとして組み数字から排他された。　　＜歴史＞　　指の
数を使って表現した seltalx→１０進法に変化した sartalx→武器の長さ
を元にレスティル軍が独自に定めた符牒としての数が広まった sidalx
→ sidalxを元に作られた制アルカ→それを変化させた現在の alx　【用例】
　alx sor{tin} 大きな数
alxsas  ［数学］数列　［レベル］５　19

alxyol  ［電算］ナンバーロック　［レベル］３　20

alxlots  ［電算］テンキー　［レベル］３　20

alxa  ［形容詞］～というもの　［レベル］１　古 :alxa（というもの総体）。xaxa（存
在 /存在）と同語源。ただし alxaと xaxaは別の意味を持った別の語　［語
法］　名詞に付き、以下の説明がその名詞全般に渡ることを指す。min 
alxaは「女というものは」という意味で、女全般を指す。論理的には
il minと同じだが、il minはｅｖｅｒｙと同じように個々の成員に
焦点が当たっている。　【用例】　vik alxa et ibet a vort. 男というもの
はいつまでも幼稚なものである。
alxan  ［名詞］［形容詞］二次創作、二次　［反意語］xano　［レベル］４　21:al/xano。
＠ simeだと発音しづらいため。
alxaft  ［動詞］yulを iから欠席させる、欠席する　［類義語］kist　［反意語］
xaft　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　【用例】　☆ la at vokka aluutel man la alx
aft i xax. 彼は忙しかったに違いない。そうでなくば授業に欠席する
はずがない：ＯＴＨＥＲＷＩＳＥに相当する veilは使わない。
alxafna  ［形容詞］無責任な　［反意語］alxafna　［レベル］３　rd;/　24

alxafnavins  ［普通動名詞］ポイ捨て　［動詞］yulをポイ捨てする、ポイ捨て
する　［レベル］３　rd;/「無責任廃棄」　24　【用例】　la arat alxafnavins e 
yas a font. 彼は道にタバコをポイ捨てした。　lan di ar alxafnavins 
e yas a font saen atoi l'an ar mellab ka. 自分が働いてるコンビニの前
の道にタバコをポイ捨てする奴が多い。
alxilius  ［名詞］貸し　［反意語］xilius　［レベル］３　20
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alxe  ［形容詞］懐かしい　［類義語］aldia　［レベル］３　sorn:kmiir:｢ どんどん
なくなっていく ｣が原義　［語法］　alxeが aldiaの上位概念。alxeは以
前体験したことを思い出させるような何かに遭遇したときの感情で
ある。自分から思い出そうとするのではなく、認知したものから自
然と思い出させられるような場合に使う。日本語と違って良い意味
で用いるとは限らない。良悪はない。囚人時代も懐かしいといえる。
日本語の懐かしいより広い。懐かしい数学とは言えないが、alx alxe
はいえる。数学の中で昔学んだ分野がふいに思い出されるような場
合に使う。　aldiaは主に思春期の甘美な思い出を思い出したときの
感情。aldiaの下位概念だが、こちらは良い意味でしか使わない。aldia
と artiaの比較→ artia　【成句】　sam imen fis et fiina alxe imen sil. 
今日の「新しい」は未来の「懐かしい」のため（seren arbazard）　【用例】
　an nat naif man ter lem alxe. 懐かしい曲を聞いてじーんとなった。
alxeksfel  ［数学］数秘術　［レベル］６　22:「数の意味の学問」
alxelt  ［天文］月食、月蝕　［レベル］４　20

alxelf  ［形容詞］バッドタイミングな、間の悪い、タイミングの悪い、時
機でない　［反意語］xelf　［レベル］２　19　【用例】　"ou, pentant, tur et alx
elf. tur vokka e" 「あぁ、ごめん。今バッドタイミング。忙しいんだ」
　"ala es aria e xale fiinaen laz cain alxelfel arsen xiks raska i jixi 
t'omi aa" 「なんで少女マンガの主人公ってのは、男が浮気相手とキス
しているときに、都合悪くドアの隙間から見ているものかなぁ」
alxelm  ［気象］白夜　［レベル］４　19

als  ［動詞］yulを放置する、放置する、放っておく、そっとしておく　［動詞］
yulをそのままにする、～しっぱなしにする、～しはなしておく　［形
容詞］～しっぱなしの　［副詞］～しっぱなしで　［レベル］２　19:xal/so（そ
のままにしておく）　［語法］　日本語と同じく「放っておく」という意
味もある。　【用例】　an arat tegl alsel var vird. 一晩中ラジオを付けっ
ぱなしだった。　passo passo, als la. いい、いい、あいつは放置で。　
sab als 脱ぎっぱなし｛着っぱなし｝の服
alskol  ［形容詞］いつもと違った、風変わりな　［反意語］skol　［レベル］２　20　【用
例】　non ladat bel alskol im fis a. 今日はいつもと違う料理を作ったわ。
alsa  ［被服］上着、ジャケット　［レベル］２　19:sonohinoki:alsala　【用例】　sab 
alsa 上着をひっかける　le alsa til ana. あのジャケットいいね。
alsat  ［動詞］yul（機械）をセットしたのを解除する、解除する、解く　［武
道］［動詞］yulの構えを解く　［反意語］sat　［レベル］２　19　【用例】　alsat netm
elk 目覚ましを解除する　re alsat, tov ik took. 構えを解け。喧嘩は終
わりだ。
alsame  ［言語］与格　［レベル］６　20

alsapl  ［化学］ニトロソ化合物　19

alsapla  ［化学］ニトロソ基　19

alsab  ［動詞］yulを iから脱がす、脱がす、脱ぐ　［反意語］sab　［レベル］２
　19　【用例】　alsab lasl pot xei mokt. ベッドでは靴を脱ぎなさい。
alsaak  ［形容詞］印象にない、印象に残らない、存在の薄い、影の薄い　［反意語］
saak　［レベル］３　20　【用例】　sae o lein et alsaak. 紗枝やレインは影が薄い。
alsaaz  ［名詞］４０歳代の男　［反意語］saaz　［レベル］２　19

alsi  ［普通動名詞］嫌がらせ、いやがらせ、ハラスメント　［動詞］yulに vol
の嫌がらせをする　［レベル］３　古 :al/siina　【用例】　la alsit an vol kuver 
an fiel sin. あいつは根も葉もない悪口を言って嫌がらせをしてきや
がった。
alsink  ［形容詞］一時的でない　［反意語］sink　［レベル］３　20　［語法］　一時
的でないが、永遠かどうかは分からない。
alsip  ［動詞］yul（吸ったもの）を吐く、吐く　［レベル］２　19:melidia alis　【用
例】　alsip xef 息を吐く
alsia  ［地名］アルシア、銀泉京　［レベル］２　古 :ridia:lsia← sia/sia。sia
の本義は膜で、牛乳の油膜なども siaという。牛乳の油膜は泉の水面
に当たるため、水面も siaという。正確には sia keno elfeや sia keno 
eriaなどといった。アルシアは森と泉に富む。泉が多いことから
alsiaと名付けられた。siaで elfeを指すのはメトニミーであるから、
これはメトニミーによる地名である。「銀」は魔法の銀。　［文化］　ア
ルバザード北側に位置する都市。アシェルフィの北のソエンを越え、
ザミアと違う方角に飛んでいけば１日で着く距離。アルシェがフル
ミネアと出会った場所。アルシアの１１魔将がいた場所。
alsia(2)  ［名詞］アルシアの１１魔将　［シェルト］横軸、軸　［組み数字］１１　［レ
ベル］４　古 :ridia:１１魔将が集結した地であることから１１魔将の
創造主はリディア。ソーム以降に生まれた。比較的新しい登場人物。
語源は全て古アルカの火などの属性を表わす言葉。見てそのまます
ぐ何だかわかるようにしてある。彼らは神でなく人間であることを
強調されたため。大抵 lantisを表わす lanや tisなどの接辞が付与され
た名前になっている。更に lanや tisの一部しか使わないで人を表わ
す名前もある。女性は比較的指小辞の nが付いたものが多い。語呂
が良いので語源となった単語を変えないでそのまま名前にしたもの
もある。聖と邪は最後にできた。他の９将を作ってから数ヶ月以上
経っているため、ネーミングが他の 9名と不統一。lanが前置している。
　［文化］　yusifer　＜概要＞　カコに現われた１１人の武将。各々得
意とする分野の魔法を持つので１１魔将と呼ばれる。それまで散逸
していた魔法を１１種の区別に分け、うちソームが支配する７種を
基本属性と正式に決めた。つまり、魔法学の大成者である。アルシ
アの性別はデームスの性別と同じ。トゥーノは無性別なので男女同
数。ちなみに、デームスにない利害は共に男。尚、１１種の魔法と
は闇水風土火雷光聖邪利害である。　＜美徳＞　アルシアは１１の
美徳を象徴する。最初の７つはソームの悪徳と対応関係にある。　
この象徴が完全に定まったのはメル１９年だが、発想自体は赤アン
クノットに既に見られ、形を変えながら受け継がれてきた。　veltis:
正直　erin:祝辞　teezen:禁欲　tuunas:勤勉　faila:冷静　iires:謙

虚　paltis:質素　lamid:敬虔（神を信じる心の強さ）　lanvem:討異（異
端者・不信心を討つ心の強さ）　protis:信賞（善を称賛する心）　lev
in:必罰（悪を罰する心）　この中で討異はそれに当たる日本語が見
つからなかったので造語したもの。　アルティス教は異端者に本来
寛容だが、不信心な信者には厳しいため、不信心を主に討つことを
意味する。また、不信心な人間を討つことと悪を罰することは別の
美徳として捉えている。夢織のランヴェムには、アルティスでなく
死神の視点で夢喰いという異端者を討伐するという意味合いが込め
られている。
alsia(3)  アルシア国　古　［文化］　yuuma 6907 ユシフェル、アルシアを
独立国家と宣言。国王と真っ向から対立し、レスティルから独立 　
yuuma 6924 ユシフェール（アルシアの 11魔将）の魔力は凄まじく、
レスティル軍ではまったく歯が立たなかった。あまりの強さにアン
ダントは戦慄。前線でアンダントは捕虜となるも、拘置先の研究所
で厚遇され、そのまま解放される。その後逆に攻め込まれるものと
覚悟したアンダントであったが、ユシフェールの要求は奇妙なもの
であった 　同冬 ユシフェールは「レスティルがアルシアの独立を
認め、自分達が研究に勤しめる静かな環境を提供してくれれば、そ
れ以外には何も要求しない」と述べた。ユシフェールは戦禍の復讐
も行わなければ、レスティルへの侵攻もしないと約束した。このあ
まりに控え目な要求に王は混乱した。武人である王は生粋の学者の
心理が理解できなかったのである。アンダントは是非もなく要求を
受け入れ、アルシアを独立させた。こうして人口 30万人の小さな国
家アルシアが誕生した 
alsiafava  ［被服］イブニングドレス　［レベル］６　21

alsiafont  ［シェルト］扉の軸移動　rd;「横軸を通る」　23

alsiamem  ［組み数字］アルシアサークル　［レベル］４　21　［文化］　rapalx

alsiaikn  ［名詞］晴耕雨読　［レベル］５　22:「アルシア人の暮らし」
alsiine  ［名詞］嫌いなタイプ、タイプ、趣向、好み　［反意語］siine　［レベル］
３　rd;/　24
alsokt  ［数学］正割、セカント　［レベル］６　19

alsokn  ［動詞］yulをほどく、ほどく、解く　［反意語］sokn　［レベル］２　20　【用
例】　alsokn fot 紐を解く
alson  ［人名］アルソン　［組み数字］５/５　［レベル］３　古 :alは soの重ね。
nは人名化のための指小辞。行為者という意味。　loo:loo:pafet:tsulis
o,alt　［文化］　verdurne freigild　リーファ隊の５番目。女性。ミロ
クの改革の実行者。ミロクがああだといえば何であろうとそれを実
行する指揮を執る人間で、特に多忙だった。事実上軍事の一旦も担っ
ていた。精力的で快活。
alson(2)  ［格詞］［文頭純詞］sonの強制形　［レベル］１　19:セレンの誤解で生
まれた強制形が、夢織を境に固定されたもの。リーファ隊のアルソ
ンとの区別ができないので好ましくないのだが、定着してしまった。
　【用例】　tu sil esk. alson an pio van esn. 雨になりそうだ。だからこ
そ傘を持っていこう。芝居がかった言い方。
alsonsel  ［ユマナ］金曜日　［レベル］２　19

alsonlil  ［化学］アスタチン　18:制
alsonen  ［接続詞］alson　［レベル］３　21

alsesil  ［形容詞］直前　［反意語］aldante　［レベル］２　rd;/　23

alsenk  ［動詞］yulを不揃いにする　［形容詞］不揃いな、不均一な、不均等
な　［形容詞］歯並びが悪い　［レベル］３　21

alsenknia  ［美容］シャギーカット　［レベル］５　21

alsenklibgote  ［生物］多列繊毛上皮、多列線毛上皮。気管や卵管に見ら
れる。　rt;/　24
alsegalf  ［天文］超銀河団　［レベル］６　20:al（強調）/segalf

alser  ［親族］兄、にぃ、兄ぃ　［反意語］aruuj　［レベル］２　18:制 :メルに
対するセレンの関係　::lu elsi　［語法］［文化］　血縁関係になくとも親し
い目上の人間は alserと呼べる。ただし同じ師匠の下にいる門下生で
先に入った弟子、つまり兄弟子のほうを指すときは salanを使う。兄
弟子が年下で親しければ salanと呼びながら aruujと呼ぶこともあり
える。
alseria  ［被服］アルセリア。暖かいセリア服。　［レベル］３　古 :al/seria（反
対＋寒巫服＝暖かい服）　［文化］　セリアをベースデザインに、暖かく
改良したもの。布教が遅れた東方・極方で作られた。　北方民族に
ありがちなデザインの防寒服。フィンランドのラップランドに住む
サーミ人の民族衣装や、アイヌ人の民族衣装に似ている。寒い地方
にありがちなデザインの服で、セリアも同じようなデザイン。上着
だけでなく頭に巻く布や下に履くややだぶだぶのズボンなども全て
含めてアルセリア一式である。
alseret  ［形容詞］やる気のない　［反意語］seret　［レベル］３　20

alseere  ［丁寧］［親族］お兄様、お兄さま、おにいさま、アルセーレ　［レベ
ル］２　21:l.alser　［文化］　laala　［語法］［文化］　alser

aln  ［名詞］マンネリ、倦怠期、あき、飽き　［形容詞］あきあきした、飽
き飽き　［レベル］３　13:制 :alina（飽きた心）　【用例】　tianal kaen aln 倦怠
期にあるカップル　lem aln あきあきした曲
alna  ［名詞］宴、パーティ、宴席、酒宴、宴会　［レベル］２　13:制 :ridia:
古 :alnahyu（楽しい楽しいこと）　［文化］　宴会は好きなもの同士が寄
り合って行う個人的なもので、接待文化はない。９時まで外出でき
る夏によく行われる。夕方に始まり、８時ごろに終わる。場所は誰
かの家や飲食店など。　【用例】　la lunat vil alna in. 彼はパーティーに
来れそうになかった。
alna(2)  ［rente］［動詞］loki　［レベル］１　19:na/naで alna。alは古アルカで、重
複を意味する。
alnaxiris  ［形容詞］［ネガティブ］感情表現が単純な、単純な、心が鈍感な　［反
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意語］naxiris　［レベル］４　20　［語法］［文化］　→ naxiris, serna

alnast  ［生物］肘の裏、肘窩　［反意語］almixk　［レベル］３　22　［語法］　nast

alnana  ［名詞］男の赤ん坊　［反意語］nana　［レベル］２　19

alnamet  ［動詞］yulの首を反らす、そらす、反らす　［レベル］２　21　［文化］
　namet
alnaat  ［名詞］２０歳代の男　［反意語］naat　［レベル］２　19

alnimi  ［生物］白目。黒目でない部分→ nimi　［レベル］２　19

alniaka  ［美容］ネープ　21

alnoxa  ［被覆］私服　［反意語］noxa　［レベル］３　rd;/　23

alnod  ［格詞］～以上、≧、（時間を伴って）～以降は、～から　［数学］以
上　［反意語］alkalt　［レベル］２　19　【用例】　fit alnod on. 10個以上くださ
い。　an kalma xa ra alnod varzon. 私は普段８時以降は家にいる。　
tu et xelt 5 alnod fis xa. 今日から五月か。
alnoden  ［接続詞］alnod　［レベル］３　21

alnoi  ［親族］義理の息子　［レベル］３　22

alva  ［感動詞］気をつけて　［レベル］２　14:ridia:klel:元は alavan。リディア
が夢にアヴァンが現れないように祈った言葉が alavanである。この al
は制アルカの alではなく、古アルカの反意を表わす接頭辞で、およ
そ ｢アヴァンよ来るな ｣ということを意味した言葉だろう。リディ
アが寝る前にこの言葉を言っていると伝えたことで広まった。元は
寝る前だけに使われたのだが、そのうちあらゆる恐怖の前に使われ
るようになっていった。
alvas  ［普通動名詞］平和、ピース、和睦　［動詞］yulと和睦する、和睦する、
平和を保つ　［形容詞］平和な　［類義語］almalvas　［反意語］vas　［レベル］２　
19:al/vas（戦い＋反対）　【成句】　fia alvas 天下泰平　【用例】　ikn alvas 平和
な日常　arbazard alvases kad frem du fil. アルバザードは長い間隣
国と平和を保っている。
alvas(2)  ［音楽］テルミン　21:alvas

alvaskad  ［地球の国名］ブルネイ・ダルサラーム国　19:国名が平和な国
alvasakn  ［政治］平和主義　［レベル］４　19　【用例】　eniik til alvasakn. エニー
クは平和主義の国だ。
alvas e dimalia  ［歴史］メルテナ中期、パックス・ディマリア。yuuma 4,445
～ 5,109　［レベル］５　20

alvan  ［名詞］完全防御、無傷、ノーダメージ　［動詞］yulを完全に防ぐ、
防ぐ、yulは solに効かない、効かない、無効だ　［形容詞］（anで）鉄壁
な、堅牢な、難攻不落、無敵な　［類義語］trema　［反意語］bin、ceeg　［レ
ベル］３　fv;alvano<vano/vano　24　［語法］　完全に防御してノーダメー
ジなこと。
alvand  ［武道］カウンター　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［語法］　pefvand

alvanda  ［形容詞］冷たくて助けてくれない、冷淡、悪い意味で不干渉　［反
意語］vanda、aldaj　［レベル］３　19

alvana  ［形容詞］［ネガティブ］自信がない、弱気な　［経済］ベア　［反意語］vana　
［レベル］２　19:melidia alis

alvano  ［人名］アルヴァノ　［組み数字］１３/１４　［レベル］４　古 :alvano← v
ano/vano　［文化］　(_6 lis din)　第４期３代第１３使徒。メルの実母。
alvanos  ［アトラスの国家］アルヴァノス　［レベル］５　fv;al/vano「守る」
　19:ridia:alvano（守る）　［文化］　面積：318148.29450 km^2　meltia 
85'0000に神々が建てた国で、現在も残っている。
alvanolil  ［化学］イッテルビウム　［レベル］６　18:制
alvanoliifa  ［天文］フォーマルハウト　［レベル］６　19:ridia/seren/mel　［文
化］　秋に輝く唯一の一等星。黄道を通る４つの一等星の中ではアル
デバランに近く、メルの横にいることになる。
alvam  ［形容詞］大人しい、おとなしい、大人しくなった、沈静した　［動
詞］yulを大人しくさせる、大人しくさせる、おとなしくさせる　［反意
語］vam　［レベル］２　20　［語法］　暴れたりしないで大人しいさま。yult
が alvamなら、xiaは vam。
alvar  ［化学］レプトン、軽粒子　［レベル］６　古 :al/varkan

alvart  ［形容詞］とてつもない、途方も無い、途方もない。vartの冗語。　［レ
ベル］２　22

alvalfor  ［音楽］附点十六分音符　19　［文化］　→ for

alvain  ［魔法］アルヴァイン。利の高位白魔法。　［レベル］６　tm;/「抗ウ
イルス」　23　［文化］　vain

alvi  ［形容詞］強大な、強い、とても強い、強靭な　［文字］ヘビー　［類義語］
vien　［レベル］３　21:al（強意）/vi

alvisam  ［被服］ブルマ、ブルマー　［レベル］５　20　［文化］　女権の復古と
ともにコルセットが疎外され、動きやすさを重視した結果、ブルマ
が rdで作られた。女子体操着となったが、後世革命で廃止される。
alvins  ［動詞］yul（物を地面や台などから）を拾う、拾う、拾い上げる
　［動詞］yulを見殺しにしないで助ける、助ける。alkと同じだが、見
殺しにせずというニュアンス。　［動詞］yul（犬や猫や孤児など）を拾う、
拾う、飼う、引き取る、世話する、育てる。この場合の「飼う」な
どは捨てられていた動物や人間を引き取る場合に使う。　［類義語］alako
　［反意語］vins　［レベル］２　19:捨てるに比べ、圧倒的に頻度の少ない
日常動作であることから alをつけた。　［語法］　alako　【用例】　alvins bas 
ka sokl 公園でごみを拾う　vei yuli alvinsat lafin dajel e. 何人かの
子供が親切にも拾ってくれたわ。　alvins ket 猫を拾う
alvifor  ［音楽］附点八分音符　19　［文化］　→ for

alvid  ［生物］［医療］経穴→ viida　szl;al/viida　24　［語法］［文化］　viida

alvila  ［生物］抗原　［レベル］５　21

al vian  ［感動詞］お大事に、おだいじに、元気であれ、元気であります
ように　［レベル］２　16:制 :古　【用例】　"al vian... lamen yuli a" 「元気で
な……始まりの仔よ」
alvian  ［物理］外力　［反意語］itvian　［レベル］６　20:物体へ向かう力
alviidemo  ［生物］内湧泉　21

alvog  ［化学］［工学］ステンレス　［化学］［工学］ステンレス鋼　vl;/「錆びない」
　24
alvor  ［名詞］ゾンビ　［レベル］３　rd;alvort.k　24

alvort  ［魔物］アルヴォルト（闇躯）：第四天：闇の空天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:al/vort（不死）　［文化］　霊族。死体に乗り移って活
動する魔物。いわゆるゾンビ。知性の幅はさまざま。ただ襲ってく
るものもいれば、知能の高いものもいる。したたかなものには、生
前の姿を装って愛する者の元へ戻り、歓迎を受けて油断させたとこ
ろで食い殺すものがある。胡椒やパセリなど、香味の強いものが苦
手で、これらを撒くと苦しみだす。　【成句】　kalto t'alvort 死屍累々
alve  ［名詞］的、標的、マト、狙い、獲物　［類義語］lana　［レベル］２　20:al/
vej（矢の向かう方向）
alvesk  ［歴史］アルヴェスク　［レベル］４　古 :ridia:adel anver es ketta（悪
魔の雨）から。ディアリーファ同様、文を単語にしたもので、元は「悪
魔の呪が雨となりて降りきたる」の意（ただし厳密には adelの後ろ
に leがないので非文　［文化］　アデルが振りやすい雨の日。
alvenx  ［形容詞］悪魔の性質を持った　［魔法］アルヴェンシュ。邪の多段
黒魔法。邪属性の黒紫の光線で敵を焼く。　［反意語］axmida　［レベル］４
　21:al/venx　［語法］　mida

alved  ［名詞］非ヴィード、現晄、げんこう　［名詞］［形容詞］ヴィードを伴
わない、非魔法、非魔法の、魔法を使わない　［類義語］flam　［反意語］
viid　［レベル］４　21:al/viid　［語法］　xalulの内訳が viidと alved。　
狭義では「非魔法の」という意味で、flamと同じ。
alvedfel  ［名詞］現奏、現晄学　［レベル］４　rd;/　23　［語法］［文化］　alved
に関する学問で、大別すると文系と理系に分かれる。
alvez  ［言語］内容語← alevzvet　［レベル］６　20

alvezvet  ［言語］内容語→ alvez　［反意語］vezvet　［レベル］６　20

alvezem  ［言語］語彙化　［反意語］vezvetem　［レベル］６　20

alvelt  ［形容詞］薄暗い、ほの暗い　［類義語］velt　［反意語］alfirt　［レベル］２
　19　［語法］　薄暗い自体がややポジティブと捉えられるため、「部屋
が薄暗かったので灯りをつけた」というのを訳す際は alveltを使わず
に veltを使うことが多い。an arat pam man tu ez et alveltだと「alvelt
なのになぜつけた？」と思われ、最悪 isatの言い間違えではないかと
考えられることもある。そのため、man tu ez et veltと訳す。　［文化］
　眩しいのを嫌う民族で、薄暗いのを好む。フランス人同様、オフィ
スであっても薄暗い部屋を好む。アメリカ人とは逆になる。　【用例】　
tu ses leika xel an sak le lei sid onen art. その古い魔法の本を見つ
けたのは薄暗い図書館の中だった。
alvels  ［政治］反政府組織、リターナー、レジスタンス　［レベル］４　古 :al/
vels　【用例】　teria yut alvels レジスタンスによるテロ
alvelant  ［交通］曲がりくねった道　［メタファー］紆余曲折　［反意語］velant　［レ
ベル］３　19:al/velant

alvei  ［地学］クリソベリル　［レベル］６　19:al/veiren。ここでの veiは
エメラルドではなく「緑」の意。　［語法］　クリソベリルという宝石
ではなく、アレキサンドライトやキャッツアイなどのグループ名。
ただ、普段はイエロークリソベリルを指す。
alf  ［数学］数学、算数。教科名。　［レベル］３　13:制 :alxfel（数を学ぶ）　［文化］
　→ lantahaal, telx　数学と算数の区別はない。特に区別しないときは
数学で統一する。　神代にエルトのイメアが算数を作った。　その後、
ユルグと協力して数学を作った。　　アズゲル以降はナユによって
研究された。　一方、アズゲルではマレットが魔法陣を効果的に作
るために幾何学を作った。　シフェルの民は敵の魔法陣を見破るた
めに幾何学を取り入れた。　アズゲルではマレットの外来語が流入
したが、カコでは学者の手によって、自分たちのアルカに翻訳された。
　　rdでリュウとピネナに引き継がれた。　この時点で用語も古→
制→新生と塗り替えられた。　　アルバザード人は数学が好きで、
神秘的なものと捉えている。　数字遊びが好きで、特に代数学が好
まれる。　しかしその一方で、レイユでは進学校以外は高等数学を
勉強しないため、算数レベルの知識しかない国民が多い。　　用語
の傾向を見ると、幾何はマレット人の言語を訳した古いものである
ため、ネーミングセンスが代数と異なっている。例えば体積は main
（体）、面積は eel（顔）、表面積は sir（肌）のように。代数のほうが
miyusan（変数式＝方程式）のように、理性に基づいたネーミングを
している。　　アシェット的には、セレンによる１９年の専門語彙
作成の前に既にリュウらによって数学の用語ができていたこともあ
るため、［数学］タグは特に造語者が書いていない場合、造語者がセレ
ンでないことが多い。　【用例】　alf et eld da. 数学は言葉である（seren 
arbazard）　an siina alf. tu et man an siina lo fi nod mal fi. 僕は数
学が好きだ。覚えることよりも考えることを優先するからだ（『数学
ガール』）
alfxite  数学科　22

alffia  数学世界　23　［文化］　diaalx

alfmiir  数学論　rd　22　［文化］　felpant

alfren  ［数学］［言語］数学語　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　rdでセレンが
提唱した概念。数学は数学語という人工言語であると唱えた。言語
である以上、他の言語に翻訳することができるはずであり、他の言
語に翻訳できない場合は何かしら原文の数学語に欠陥や数学世界に
おけるご都合主義が潜んでいると述べた。　　→ nafhafに見られる
ように、セレンは数学を数学的でなく語学的に捉える習慣があった。
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それゆえ文系的な物の見方で数学を捉えることが多く、彼は数学は
言葉であるという言葉を残した。
alflia  ［地学］石英、クオーツ、ケイ砂、珪砂　［レベル］５　ly;/　19　almi
ia:alflia
alflox  ［運動］懸垂　［レベル］３　19:持ち上げるの反対動作。むしろ持ち
引き下げるというイメージ　【用例】　alflox et kin. 懸垂はきつい。　ar 
alflox du 7 jin ７秒かけて懸垂する
alfleaolma  ［名詞］見返し→ lei　［レベル］６　22

alfarx  ［動詞］yul（伸ばしたもの）を縮める、縮める、縮む、筋肉など
を収縮させる　［反意語］farx　［レベル］３　20

alfalim  ［気象］極夜　［レベル］４　19　【用例】　el til sen alfalim ka arda. ア
ルダでは極夜が見れる。
alfaaram  ［名詞］真夜中０時　［レベル］２　19:sorn　【用例】　rak alfaaram １２
時を回る、０時を回る、０時をまたぐ、日をまたぐ　lala, alfaaram es 
rak mapel xan. やだ、もう１２時を回っちゃったの。
alfaal  ［天文］日食、日蝕　［レベル］３　20

alfai  ［料理］ロースト　［レベル］３　古 :al/fai

alfaus  ［人名］アルファウス　［レベル］４　古　［文化］　アルファウス (melpa
lt ?→ 310)。民主主義勢力ミナレットの三代目首領。民主主義勢力ミ
ナレットの三代目首領。メル暦 290年、ミナレット第二代首領ファ
ウスは、アルティス教の始祖シオン＝アマンゼの娘マルテ＝アマン
ゼと戦い、相打ちとなった。よってミナレットは、息子アルファウ
スに引き継がれた。アルファウスはマルテと共にアルバザード侵攻
を行なったマルテの夫にしてアルマスト派の始祖アフレインを殺害。
しかし、マルテの子ユレットとアメリとアルファウスはいずれも強
力な魔術師であり力が拮抗していたため手が出せなかった。295年、
アルファウスはアルティス教弾圧停止要求を受諾。300年、ミナレッ
トとアルティス教が停戦する。同年、アルファウスはアルバザード
国王アルバ 17世を退位させ王制を廃止、最高権力者である副王に就
任。310年、選挙問題によりアルファウスはユレットとアメリと戦い、
相打ちとなる。その後、アルティス教系政党ともに腐敗甚だしい状
態となる。320年、ユレットとアメリの息子ミロク＝ユティア率いる
イルミロク党が選挙に勝利し独裁政権を樹立したことにより、ミナ
レットは滅亡した。
alfi  ［文頭純詞］つまり、すなわち、即ち、言い換えると、別の言葉で言
えば、別の言葉を借りると、そういうわけで、てなわけで、という
わけで、っつーことで　［名詞］要するにそういうこと　［レベル］２　古 :s
orn　［語法］　film　純詞として使うときは saaと同じく平坦に発音する
が、名詞の場合は最初が高く、ふつうの名詞として発音される。直
接言いたくないことを避けて言及する場合に使う。例えば「つまり
レイプされたってこと？」と言いたいが、valesという単語を言いた
くないので「つまり……そういうこと？」とぼかすときに使う。用
例は下の成句を参照。ぼかす内容はむろん話題によって異なる。　【成
句】　alfi... alfi kok? つまり……そういうこと？　【用例】　saa, tu et saesk, 
alfi et loz t'esk o sae tisee. やぁ、これはみぞれだね。つまり、雨
と雪が混ざったものさ。
alfikl  ［俗語］２．５次元、アルフィクル　［俗語］フィギュア、ラブドール、
ドール、人形、萌えＯＳ、ラブプラス、バーチャルリアリティ　［レベ
ル］４　vl;/　23　［文化］　二次元の性質を持った三次元。または三次元
の性質を持った二次元。前者はフィギュアなど、後者はラブプラス
のようなバーチャルリアリティなどを主に指す。
alfin  ［格詞］強譲歩、～にもかかわらず　［レベル］２　19　【用例】　la taut 
fant alfin tu et falti vart. 金がものすごい値段なのに、彼は買った。
alfinen  ［接続詞］alfin　［レベル］３　21

alfigi  ［アイテム］ツーハンデッドソード　sm;/「槍に対抗する」。敵歩兵
の槍を切り払うのに使われたことから。　24
alfirt  ［形容詞］眩しい、まぶしい　［類義語］firt　［反意語］alvelt　［レベル］
２　19　【用例】　an fonl hao le font alfirt xel impel(axte ヲタとして
は、あっちの明るい通りは避けるべきだなｗ
alfirvils  ［化学］イソロイシン　［レベル］６　19:firvils

alfia  ［名詞］扉、ドア、玄関戸、玄関ドア、玄関　［類義語］omi　［レベ
ル］２　21:al/fia「世界へ」　［語法］　主に玄関ドアが alfia。それ以外が
omi。
alfian  ［名詞］少年、６～９歳の男　［反意語］fian　［レベル］２　19

alfiina  ［格詞］～の害になるように　［反意語］fiina　［レベル］２　19　【用例】
　dankan ar rens alfiina diretan aaxal. 弁護人は容疑者が不利になる
ようなことは絶対に言わない。
alfiinaen  ［接続詞］alfiina　［レベル］３　21

alfok  ［文頭純詞］そしてそして、そのまたさらに　［レベル］２　20:melidia 
xier
alfons  ［動詞］yulをクビにする、クビにする、解雇する　［普通動名詞］解雇、
クビ　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　【用例】　tu loit alfonsat labast mil yam
avin. その会社は不況により社員を解雇した。
alfonl  ［被服］アルフォンル。シュミーズドレスの下に着た防寒用下着。
　［被服］防寒インナー　nd;al/fonblant | vl;.axek　24　［文化］　fonblant

alfor  ［音楽］附点音符、付点音符　［レベル］５　19　［文化］　→ for

alfort  ［アイテム］魔槍アルフォート　［レベル］４　ridia:古 :語源不詳 f
の部分は槍を意味するのか？　［文化］　ヴァストリアの１つ。ピネナ
のもつ魔槍。自由自在に伸びる。　【成句】　yun alfort 縦横無尽、自
由自在、変幻自在
alfou  ［名詞］３～５　［形容詞］３～５の　［類義語］fou、tiu　［レベル］２　
20　［語法］　fou

alfe  ［魔法］精錬媒、溶媒、アルフェ　［類義語］adist、jual　［レベル］６　
20:art/elfe（魔法の泉）
alferes  ［形容詞］作為の、ランダムでない、最初から決まっている　
［反意語］feres　［レベル］４　20　【用例】　tu aji et silgius fuo man vastan 
jigat yu alferesel. 最初から当たる人が決まっているなんて、その
籤は酷いイカサマだ。
alfelan  ［名詞］社会人　［類義語］alifan　［反意語］felan　rd;/　23　［語法］　
→ alifan　学生と社会人の対比を成す語。主に社会人は労働者なので
alfelanを labastとしても良いのだが、学生は学業だけでなくバイトを
する場合もあるので、社会人を labastとすると語弊が出てしまう。
alm  ［動詞］yulに油断する、油断する　［普通動名詞］不注意　［反意語］namt　
［レベル］２　19:niluumi（心がない）。制 namtの語源　【成句】　alm set alem 
油断大敵　【用例】　la ximat soda man almat yame. 彼は自転車に注意して
おらず、事故にあった：気付かないという意味でなく、「まぁ大丈夫
だろ」と油断していたことを指す。この事故の場合、法的には被害
者にも過失性があることを意味する。
alm(2)  ［化学］アセチル種　19:al/mue。酢酸からヒドロキシ基を取り除い
た基を持つ種
almyukale  ［政治］［宗教］政教分離　［レベル］４　rt;/　24　［文化］　→ kadmyuka
le
almlintasl  ［化学］アセチルサリチル酸　［レベル］５　19

alma  ［親族］夫婦、配偶者、伴侶　［類義語］falxe　［レベル］２　19:ridia:xiat
は言いにくいので、almalsから almaに。alはここでは複数を示し、２人
を意味する。　【用例】　xim alma 伴侶を得る＝結婚する
alma(2)  ［化学］アセチル基　19

almat  ［企業］アルマット社　［レベル］４　20:「開放した」の almetのアプラ
ウト。　［文化］　工業系大企業のひとつ。ナディアで船の管理会社と
して発足した後、船の部品などの工業製品にも着手。大航海時代に
荒稼ぎをした資金を以ってアルティルには事業形態を変え、工業製
品一般を製造。ジンティ＝アルテームスなどを研究員に向かえ、プ
ラスチック製品などを販売した。
alman  ［格詞］［文頭純詞］なぜならば、～のせいで、強原因　［レベル］２　19
　pin:pin　【用例】　an en ket alman efa. 風邪で行かなかったんだ。　al
man ti! お前のせいだよ！
almans  ［動詞］yulを枯らす、枯らす、萎れる、しおれる、しなびれる、
枯れる、かれる、朽ちる　［反意語］mans　［レベル］２　19　【用例】　non 
milx miina te almans. 花がしおれなければいいのに。　non nat emt 
mil miina or almans. 花がしおれるのを見て悲しかった。
almana  ［名詞］少年、１５～１９歳の男　［反意語］mana　［レベル］２　19

almanen  ［接続詞］alman　［レベル］３　21

almavi  ［化学］ビタミン様物質　vl;/　23

almam  ［生物］［丁寧］乳房、胸部　［レベル］４　21:al/mam

almagi  ［音楽］フュージョン　［レベル］６　21:al/magi

almazam  ［生物］脛の裏側、ふくらはぎ　19

almals  ［政治］離婚　［動詞］yulと離婚する、離婚する　［反意語］mals　［レベル］
２　19　［文化］　離婚率は１０００組に１組の割合で、ほぼ離婚しない。
アルバザードでは結婚に至るまでの付き合いが長いこと、夫の家に
入った妻を夫の両親が守るシステムができあがっていること、アル
バザード人の女が従順で貞操観念が高いこと、男が浮気を気軽にで
きるインプレンが充実していること、離婚をすると夫妻子供すべて
が白い目で見られることなど、様々な要因が貢献している。　ただ
し、別居率は離婚より遥かに高く、１００組に１組ほどある。離婚
をすると白い目で見られるため、妻が実家に帰ったまま籍を残して
おくというパターンである。この場合妻は子供を引き取ることがで
きず、父親が扶養することになる。別居した女はやはり白い目で見
られるため、実家でこそこそと暮らす。　【用例】　min di labat em ka 
loit, hayu luus mals elf vik, dina almals em amir. 多くの女性がオフィ
スで働くようになり、結婚をしなくなったどころかむしろ離婚する
ようになった。
almalvas  ［名詞］［形容詞］平和ボケ、平和呆け　［類義語］alvas　［レベル］４　20:
油断した平和
almalvel  ［医療］行為障害　19:malvel

almald  ［動詞］yulを沈静する、沈静する、鎮圧する　［レベル］４　19　【用例】
　nain almaldat alvels. 警察は反政府組織を鎮圧した。
almi  ［アイテム］盾、シールド　［名詞］五角形のもの　［音楽］ピックガード　［動
詞］telに対して yulを盾で守る、守る　［レベル］２　szd　14:制 :古 :alkho
（盾）　alkho:alko:la almi　［文化］　rdではユノでガードするのが一般的な
ので、鎧は着ない。盾もあまり使わない。しかしまったく使わない
ということもない。例えばエスバルトは魔法の盾であるが、盾を一
切使わないならこのようなアイテムも始めから存在しないことにな
る。　【用例】　sat almi 盾を構える　almi main tel volk ユノ弾を盾でガー
ドして体を守る
almikad  ［地球の国名］ベルギー　［レベル］６　19:国章に盾
almixk  ［生物］ひかがみ、膝の裏、膕、膝窩　［レベル］３　rd　19　mi:mi

alminx  ［形容詞］目立つようにした、目立った　［副詞］目立つように、わ
ざとらしく、わざと、態と　［類義語］hanet　［反意語］minx　［レベル］２　
19　［語法］　hanet　【用例】　la alvinsat kane alminxel ka nainan. 彼は警官が
見ている前でわざとらしく空き缶を拾った。
almina  ［政治］アルミナ党。ミナレットから分裂した政党の一つ。　［レベ
ル］４　古　［文化］　alaiv　アルバザードにおいて民主主義勢力ミナレッ
トから分裂した政党の一つ。250年ごろ、利害の対立により当時ミナ
レット党を名乗っていたレヴァレン党から分裂。



401 alponsalmiv
almiv  ［親族］いとこ、従兄弟、従姉妹、従兄妹、従姉弟　［レベル］２　
18:制 :miv
almiva  ［親族］義理の娘、嫁　［レベル］３　19:ilmus:ridia

almiverant  ［医療］盾型人格障害　［レベル］６　al;/　23:seren/mel　［文化］　
verant
almifre  ［名詞］アルミフレ　［類義語］flandia　［反意語］zonmas　［アクセント］al
mIfre　［レベル］４　vl;almi/frei「私の剣と盾」　23　［語法］［文化］　flan
diaに対抗してできた単語。女子にとって都合の良いアイドル的存在
で、二次元三次元を問わないが主に前者を指す。
almigart  ［アトラスの国家］アルミガルト　［レベル］５　19:ridia:盾と門 (galt→
gart)
almigartsiza  ［地学］アルミガルトプレート　23

almigek  ［運動］野球　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　スポーツチャ
ンネルで主に夏期に放送している。
almir  ［名詞］アルミール、骨董品、アンティーク　［アクセント］almIr　［レベ
ル］３　19:al/kmiir（クミールのもの）。この alは古の「物」という意
味の al　【用例】　sak almir imyu 掘り出し物（掘出物）を見つける
almirt  ［形容詞］［ネガティブ］節操のない、股の緩い、浮気がちな　［反意語］
mirt　［レベル］４　20

almirate  ［名詞］骨董具屋、骨董品店、アンティーク店、アンティーク屋、
アンティークショップ　［レベル］４　19

almirak  ［宗教］法王、アルミラク　［レベル］３　kk;al/mirok。o→ aは alに
引きずられた結果。　23:almirok.l<20:al/mirok　［文化］　アリスカンテと
アルティスの最高権力者。
almirok  ［政治］第二次ミロク革命、ミロク革命、セレン革命、ランジュ
革命　［レベル］３　lj:al/mirokizm　23　［文化］　セレン =アルバザードに
よって推進されたアルバザードを中心とするアトラス全土の革命運
動。カルディア最後の大革命。
almiik  ［料理］サイダー　［レベル］２　rt;al/miikveld「酒でない林檎酒」　
22　［文化］　rtで林檎酒の代わりとしてノンアルコールで作られた飲み
物。
almiifa  ［地球の星座］［ユマナ］たて座　24　［文化］　ifa

almiia,fv  alflia　meltia 8:gilius;/

almo  ［化学］モル、物質量　［レベル］５　19:古 :alma（物が多い）。「多い」
はここでは赤アンクノットの ｢kama｣ になっている。
almox  ［数学］余接、コタンジェント　［レベル］６　19

almoxalalx  ［化学］アボガドロ定数　［レベル］５　19

almono  ［動詞］yulを再開する、再開する、再生する　［類義語］ov　［反意語］
mono　［レベル］２　21　［語法］　停止していたものを再開すること。
almom  ［動詞］yulの根を iから抜く、根こそぎ抜く、抜く　［レベル］２　
19　【用例】　zom kai e wal at almom mil cate. 嵐のせいで山の大きな木が
根こそぎ抜かれていた。
almomoinea  ［化学］モル濃度　［レベル］６　19

almobyu  ［化学］モル質量　［レベル］６　19

almoalx  ［化学］モル数　［レベル］６　19

almelton  ［形容詞］メルの望まぬような　［反意語］melton　［レベル］４　rd:m
el;/　24:mel　［文化］　yutia

almelkmenk  ［名詞］反時計回り　［類義語］lankmenk　［反意語］melkmenk　［レベル］
３　20
almelit  ［名詞］１０歳代の男　［反意語］melit　［レベル］２　rd:mel;/　23:mel

almelia  ［企業］アルメリア　［レベル］３　21:meli/meli/a　［文化］　カネボウ、
明治乳業、明治製菓、ロッテに相当する企業。元々紡績をしていた
が現在では食品で残っている。
alda  ［政治］副王、大臣、大大臣、太政大臣、執権　［レベル］３　古 :al/
daizから　［文化］　副王。王の下位。メル 300年以後はアルファウス
によって asterとなる。
aldante  ［形容詞］直後　［反意語］alsesil　［レベル］３　rd;/　23

aldanteenj  ［俗語］直後責め、直後攻め　al;/　23　［語法］　一発出した直
後に、そのまま責められること。女性相手にする場合にも使える言
葉だが、ふつう男性相手に使う。なお、ふつう男性はとても不快に
感じる。
aldanl  ［形容詞］分別がない、浅はかな　［反意語］danl　［レベル］４　19

aldamb  ［形容詞］時間がかからないで簡潔な、スピード写真の「スピード」
　［反意語］damb　［レベル］３　20

aldab  ［形容詞］厄介でなく容易な、面倒でなく簡単な、吝かでない、や
ぶさかでない　［反意語］dab　［レベル］３　20

aldaj  ［形容詞］いい意味でほっといてくれる、いい意味で不干渉　［類義語］
alvanda　［反意語］daj　［レベル］３　19

aldi  ［料理］ブロス、ブイヨン　［レベル］５　古 :al/adiae

aldis  ［アイテム］アイテム、道具、商品、アルディス　［類義語］adist　［レベル］
３　rd;al/adist.k　24　［語法］　アディスト以外の道具全般を指す。和製
英語のアイテムにほぼ相当。
aldisk  ［音楽］スタッカーティシモ　19

aldia  ［形容詞］懐かしい　［類義語］alxe　［レベル］３　古 :ridia:aldia← diadia
（夢幻）　［語法］　alxe, artia　【用例】　amalis aldia 懐かしい思い出
aldiav  ［形容詞］庶出の、非嫡出の　［反意語］diav　［レベル］５　19

al diar  ［感動詞］おやすみ、よい週末を、よく休んでね、おはよう、よ
い朝を　［レベル］１　16:制 :古

aldiaz  ［親族］内妻、内夫、内妻、内夫、内縁、内縁の妻、内縁の夫　［類
義語］melmit　［反意語］diaz　［レベル］４　rd;/　24

aldion  ［形容詞］ギザギザのないつるつるな　［反意語］dion　［レベル］３　
13:制 :dion（ギザギザ）
aldomt  ［形容詞］非典型的な、周縁の　［反意語］domt　［レベル］５　20

aldolt  ［音楽］ダル・セーニョ、ダルセーニョ　［レベル］５　19:→ alkit

aldespa  ［動詞］yulの封印を解く、解く　［レベル］４　19:melidia axte

aldens  ［動詞］yulと kaで待ち合わせる、待ち合わせる　［普通動名詞］待ち
合わせ　［反意語］dens　［レベル］３　19:melidia axte　【用例】　aldens hacn ka 
kacte カルテで友人と待ち合わせる
aldenska  待ち合わせ場所　［レベル］３　19:melidia axte

aldert  ［動詞］yulを a（神など）に呪う、呪う　［普通動名詞］呪い、まじな
い　［魔法］アルデルト。黒魔法のうち、直接攻撃系を除いたもの。　［レ
ベル］３　19　【用例】　xeltes, aldert est ant ka xante. シェルテス、月で俺
の名を呪え。
alga  ［名詞］端っこがすぼまっているもの　［動詞］yulをすぼめる、すぼ
める、すぼまる、窄まる、収束、尻すぼみになる　［動詞］yul（候補）
を aに絞り込む、絞る　［数学］［動詞］yulを収束させる　［反意語］gao　［レベル］
３　19:algao　【用例】　nain algat fixol a la. 警察は容疑者を彼に絞り込ん
だ。
algata  ［化学］亜鉛　［レベル］４　古 :ryuu:magataを元に、alを付けたもの。
almagata→ algata。真鍮を作るための合金元となる金属。原義は意図を組
むと「真鍮材」とでも言うべきか。　［文化］　カニに多いと考えられ
ている。不足すると味覚異常になると知られている。
algatatese  ［化学］ボルタ電池　［レベル］５　19　［文化］　亜鉛と銅と希硫酸
で作る。化学のないカコの時代に既に知られていた。
algatalil  ［化学］亜鉛→ algata　［レベル］４　19

algaav  ［アトラスの国家］アルガーヴ　［レベル］４　19:ridia:al/gaavi　［文化］　面
積：261417.259335 km^2
alge  ［料理］ピザ　［レベル］２　sm;al/ge「丸い丸い」　23:ソーンのほうで
gehが野卑な笑い声として使われており、ピザを意味する語があ alge
になっていたらしいことを受けてピザを変更。geh>13:制 :（円盤状の
辛いもの）
algenom  ［医療］アルゲノム、嫉妬　［類義語］genom　［レベル］３　tm;al/
genom　赤 :ridia。リディアがリーザを揶揄するために作った言葉。
　［語法］　母親が娘に抱く嫉妬。自分は年を取る上に子育ての苦労で
余計醜くなるのに、娘は庇護されてますます綺麗になっていく。そ
のことに対する嫉妬。　広義には父親が息子、母親が息子、父親が
娘に感じることも指す。更に広義には親族の誰かが若い親族の誰か
に抱く若さへの嫉妬も指す。
algelt  ［気象］竜巻、トルネード。区別なし。　［魔法］アルゲルト（トルネド）。
風の高位黒魔法。竜巻を起こして敵を攻撃する。　［レベル］３　19:rid
ia/seren/mel:al（強意）/gelt（ねじれ）
algelttoe  ［医療］送り込み刺法、送りこみ刺法、単刺術、単刺。鍼で使
う技術。　rd;/「捻らない刺法」　24
alp  ［普通動名詞］郵便、宅配　［名詞］郵便物、宅配便、宅廃物　［動詞］yul
を aに送る、郵便する、郵送する、宅配する　［レベル］２　13:制 :古 :wal
poheka（手紙を渡す）　【用例】　alp lunak. 宅配便が来た。
alpkov  ［名詞］ポスト、郵便箱　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　集合
住宅では必ず改札の隣、守衛が見張れるところにある。全室分まと
めて存在する。　配達人は事情を守衛に説明して通してもらう。そ
して守衛が見張る中、物を配る。ストーカーが変なものを入れると
いうことはない。業者でなければ配れないからである。テロが爆発
物を入れるのもかなり難しい。　住民が自分のポストを確認する場
合も見張っている。ポストを開ける際はアンセを通さねばならない。
他人のポストは開けられない。だが、アンセを偽造した可能性があ
るので、守衛は一応住民を見張っている。　【用例】　sain{tab} alpkov ポ
ストをチェックする
alphardin  ［娯楽］魔女の宅急便　21　［文化］　『魔女の宅急便』に相当す
るアニメ。
alprotol  ［娯楽］同人誌　［レベル］４　22:al/protol

alprest  ［形容詞］縁起のよい　［反意語］prest　［レベル］３　19　【成句】　sern 
rat luna sel alprest 思い立ったが吉日　【用例】　ti estat miva le fiasat 
im diasel lex ridia kok? ala alprest a! ディアセルに生まれた娘に「リ
ディア」とは、こりゃ縁起がいい。
alpa  ［電算］アナログ　［反意語］pald　［レベル］３　20:alpald

alpakkel  ［生物］承山　21

alpan  ［名詞］郵便屋、宅配便　［レベル］２　20

alpana  ［形容詞］気が利かない　［反意語］pana　［レベル］３　19　【用例】　la alpan
an! あいつ気が利かねぇ！
alparm  ［地球の国名］ニュージーランド　［レベル］５　19:子供のころ、日本
みたいな形の島だと思っていた
alpit  ［ジョブ］大道芸人　［レベル］６　zg;al/piet　24

alpink  ［化学］イソニトリル、イソシアニド、カルビルアミン　［レベル］
６　19
alpinkhou  ［化学］イソシアネート　19

alpinka  ［化学］イソシアニドの基、イソシアノ基。同様に、イソニトリ
ルの基のことでもある。　19
alpig  ［魔法］アルピグ。利の高位白魔法。　［レベル］６　tm;/「抗癌」　23
　［文化］　vain

alpons  ［動詞］yulを aに回収する、回収する　［反意語］pons　［レベル］２　
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19　【用例】　tuus loit alponsat sorxexilk tilnal. これらの会社はギョーザ
を自主回収した。
alponz  ［動詞］yulを a{tel, alfiina}の前に置いたままにしてどかない、
通せんぼする、邪魔をする　［反意語］ponz　［レベル］２　19　【用例】　den 
alponz! 邪魔だ、どけ！　an stentat vil font man amo alponzes al an. 
車が道路で邪魔をして渡れなかった。
alpen  ［形容詞］態度がいい加減な、いい加減　［反意語］rana　［レベル］２　
21:al/po/na「締まっていない心」
alblant  ［植物］finoin　［組み数字］８/９　［レベル］４　szl;al/blenz/te 「炎
のような」。alは強意。　21
alblant(2)  ［言語］［文字］印刷標準書体、業界標準書体、印刷業界標準書体、
アルブラント書体、アルブラント　［レベル］６　21:セリフの刺が四方
に存在し、その様が曼珠沙華のように美麗であることから。　［文化］
　fledilans　地球における印刷業界の代表的な欧文書体は２０１１年
現在Ｔｉｍｅｓ系統、とりわけＴｉｍｅｓ　Ｎｅｗ　Ｒｏｍａｎで
ある。　同様に、アトラスの印刷業界にも標準書体があり、書籍や
新聞などの本文に用いられる。それがこの alblantである。字の特徴は
Ｔｉｍｅｓ　Ｎｅｗ　Ｒｏｍａｎに最も近く、トランジショナルセ
リフである。
albalk  ［名詞］不成立　［経済］不成　［レベル］４　22

albaog  ［娯楽］アルバオグ　21　［文化］　『ストリートファイター』に相当
するゲーム。
albe  ［植物］ぶな、ブナ、ブナの木　［レベル］５　alakta

alben  ［名詞］アルベン、野盗。男のエタットのうち、ガラの悪いほう。
　［音楽］バス　［レベル］２　古 :abenと同じ　［文化］　下層の連中だが別に
犯罪者というほどではなく、abenよりは悪くない。単にガラが悪く、
往々にして地位も知能も低い連中。だが中層や或いは上層がプライ
ベートでお遊びとしてこの口調やしぐさを真似ることがある。逆に
そのふるまいのおかげでコミュニケーションを取りやすくなること
がある。
alha  ［名詞］側近、腹心、忠臣　［類義語］camia　［レベル］４　19:melidia axte:
al/hacma　［語法］　camia

alhante  ［地名］アルハンテ　20　［文化］　メティオ東部の都市。
alhand  ［音楽］カンツォーネ　21:alhadir

alhanbel  ［アイテム］フランベルジュ、アルハンベル。波打った剣や鎌。　［レ
ベル］４　szl;al（強意）/hanbel（茶色）。敵のこびりついた血で錆びて
茶色に見えるほどのという意味。　［文化］　夢喰いの詩姫の武器。
alhanon  ［アトラスの国家］アルハノン　［レベル］５　19:ridia:「物見矢倉」
alhanon(2)  ［言語］アルハノン、塔字　［レベル］３　20:ilhanoiの kalmiyu　
［文化］　hac、lim

alhanoj  ［生物］手の三里　21:al/hanoj。中指に反射が出る
alhanet  ［形容詞］人目につかない、目立たない　［動詞］yulを目立たなく
させる、目立たなくさせる　［類義語］minx　［反意語］hanet　［レベル］３　
rd;/　23　［語法］　hanet

alhadir  ［地名］アルハディール　［アクセント］alhadIr　［レベル］３　21:ridia:al/
hadir　［文化］　古 hadirの北東、現 imanzel西部の県。ealis湖がある。
alhartrein  ［天文］天の赤道　21

alhartreintike  ［地学］抗赤道海流　23

alharbana  ［地球の国名］トルクメニスタン　19:harbana

alhalkem  ［生物］不容　21

alhaik  ［死神］アルハイク　［レベル］４　meltia 4:atwaayu o luno;e　19:rid
ia　［文化］　四天王（死神四貴族）の一人。男性。誘燈種。捨て子の紗
枝を育てた。シューゼ勢に騙され討たれた際、紗枝を死なせないた
めに、火の中で封印の間際に紗枝と契る。
alhaiktaka  ［地学］［歴史］アルハイク大陸　［ユマナ］シナ地塊　vl;/　23

alhaid  ［歳時記］秋分　［名詞］１６時　［組み数字］１６／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［語法］　veflir　［文化］　anxian

al haizen  ［感動詞］罰当たりめ、なんて罰当たりな、神がお前を罰する
だろう、ハイゼンよ彼を裁け　［レベル］１　16:制 :古　［語法］　単に hai
zenということが多い。
alhim  ［生物］無性　［レベル］４　19

alhimhipt  ［生物］無性生殖　［レベル］５　19

alhiakaxa  ［地学］ボンヌ図法　［レベル］６　20:al/hiakaxa

alhoora,lsl  lejemme　al/hoora = hoora/pshoola

alhektar  ［地名］アルヘクター　［レベル］５　20:al/hektar　［文化］　ユベール、
ユロ、マイナ、フィガンのこと。
alyakalteej  準々決勝　rd;/　［レベル］３　23

alyu  ［地球の国名］フランス　［レベル］４　13:制 :古 :alyuul（フランス）。aly
uulはアルカ地理からで、｢共に痛む物 ｣の意だが、詳しい語源は不明。
alyukka  ［経済］［法律］ワンルーム廃止法　21:「反１Ｋ」　［文化］　ifialan, ar
ktwen　322年制定。１Ｋの賃貸物件を原則２ＤＫ以上に改築する法。
核家族や老人の孤独死を防ぐために推進された。しかし皮肉にも親
との同居以外にルームメイトの増加をも招いてしまった。　『紫苑の
書』ではドゥルガの隠れ家が西区の２ＤＫになっているが、紫苑は
この法律のことを知らなかったため、ドゥルガが愛人と住んでいる
ものと誤解した。　もっとも、１Ｋは滅んだわけでない。しかし当
時あった１Ｋの８割程度が改築され、特需を生んだ。
alyundira  ［料理］［商標］アリュンディラ油　［レベル］５　21:yundira e yu
ndiran　［文化］　juliet:350_500 tat 200nl　ユンディラ産のエクストラ
バージンオリーブオイルを用いた高級オリーブオイル。ジュリア東

部などで手に入る。
alyuren  ［言語］フランス語、仏語　［レベル］５　23

alyuul  ［形容詞］［ポジティブ］禁欲的な　［類義語］yulte　［レベル］４　古 :とも
に痛むような、耐えるような　［語法］［文化］　特に聖職者に求められる
性格。性欲だけでなくほかの欲に対しても使う。
alcoka  ［音楽］デスメタル　［レベル］５　21:「更に狂った」
alrakel  ［名詞］５０歳代の男　［反意語］rakel　［レベル］２　19

alrafa  ［文頭純詞］更に更に良いことに　［反意語］altaik　［レベル］２　rd;/　23

alrien  ［名詞］しらふ、シラフ、素面　［レベル］３　tm;/　23

alreite  ［名詞］００歳代の男、一桁の男　［反意語］reite　［レベル］２　rd:
mel;/　23:mel
alzam  ［名詞］道しるべ、道標、みちしるべ　［類義語］jetkon　［レベル］３　
20:al/zamo（alは終点の与格。zamoは木）
alzot  ［動詞］yulをよじ降りる、よじ降りる　［普通動名詞］よじ降り　［反意語］
zot　［レベル］３　rd;/　23　［語法］　よじ登るの反対動作。慎重に崖など
をロープなどを使ってゆっくりとあるいは点々と降りていくこと。
alzeere  ［天文］皆既月食、アルゼーレ　［反意語］zeere　［レベル］４　
20:al/zeere
alj  ［天文］三日月、繊月　［名詞］南東、東南　［形容詞］［ポジティブ］目などが
細い　［組み数字］２/８　［レベル］２　古　alj:alj:lu alje　［文化］　xelteel　【用
例】　alj xat jan. 三日月だった。　alj or duurga. 三日月が満ちていく。
　xelt et alj im fis xa. kils, tu et sov myuxa ont alj. 今日は三日月だ。
厳密には新月と三日月の間（繊月）か。
aljpof  ［料理］クロワッサン、クロワサン　［レベル］２　13:制 :三日月の
パン　［文化］　一般的に食べられる。少し油っぽい。小食の女の子は
クロワッサンにミルクティーとフルーツで朝食を済ませることがあ
る。
aljlil  ［化学］ジルコニウム　18:制
alja  ［名詞］弧、アーク　［レベル］３　13:制 :古 :alj（三日月）　【用例】　xelt 
leises alja. 月が弧を描いている。
aljan  ［地学］地表、地上　［反意語］gaav　［レベル］３　19　【用例】　kuto luna al
jan. 鳥が地表に降り立つ。
aljantiep  ［建築］開渠、かいきょ、明渠、めいきょ　［反意語］gaavtiep　
rd;/　23
aljalmi  ［アイテム］ペルタ　rd;/「三日月の盾」　24　［文化］　zgで作られた。
盾で顔が隠れるのを防ぐため、上の部分がえぐれている。
alje  ［気象］alj　［医療］太陰　rd;<szl　24

aljeks  ［名詞］縁起の良い方向　［反意語］jeks　［レベル］４　19　［文化］　カー
デ占いにおける概念。恒常的に幸運な方向というのはなく、カーデ
の結果ごとに定まっていくもの。
aljen  ［名詞］４分１、１／４、２５点、クオーター、クォーター　［反意
語］injel　［レベル］３　rd;alj/en　21　［文化］　injel

aljelin  ［アイテム］偃月刀、円月刀、えんげつとう　rd;alj/jelin　24　［文
化］　zgの szで作られた。
alwa,f  las io　al/wa

alwap  ［形容詞］利きでない　［名詞］利き手でない手　［動詞］yulを自在に操
れない、自在でない　［反意語］wap　［レベル］３　tm;/　23

alwapzond  ［運動］バックハンド　［レベル］５　14:/「自由に利かないショッ
ト」
alwik  ［動詞］yulの首を横に振らせる、首を振る　［反意語］wik　［レベル］２
　19:melidia alis　【用例】　lu fian alwikat kont ku teo. その女の子は「い
や」と言って首を振った。
allfis  ［名詞］廃人、植物人間、寝たきり　［娯楽］廃人、廃プレー　［動
詞］solは yulの状態で廃人になる　［レベル］３　19:melidia alis　［語法］　
→ lfis　夢織に出てくる廃人現象は老人の寝たきりと違って意識を
持って起きたまま一歩も歩けないぼーっとした状態。これは現実に
は起こらないので何とも言いようがなく allfisを当てている。本来の
allfisの語義は寝たきりや植物人間。　【用例】　alis allfis ka vala. アリス
は病院で寝たきりになっている。
allantse  ［生物］類人猿　［レベル］４　23

allad  ［動詞］yulを作ったときと逆動作する　［レベル］２　21　［語法］　作る
の反対動作のこと。壊す (rig)ではない。例えば穴は rigできないが、
alladはできる。穴を alladするというのは、作った穴を塞ぐことを意味
する。　ladしたビルは rigできるし alladもできる。rigだと破壊で、
例えば爆破や倒壊などのイメージ。alladだと作る過程を巻き戻すよう
にビルを解体していくことや、建設途中のビルの作業工程を前段階
へ戻すことなどをイメージする。例えば２０１１年に東京タワーを
alladしたら既にできているビルなので当時の組み立ての逆動作で解体
していくことを意味するが、スカイツリーを alladしたらまだできて
いないので作業工程を巻き戻してツリーを低く戻していくことを意
味する。
alladon  ［動詞］yulを他覚する、他覚する　［普通動名詞］他覚　［反意語］ladon
　［レベル］３　22:ladl/na

alladonleko  ［医療］他覚症状　rd;/　23

allaz  ［名詞］少年、１０～１４歳の男　［反意語］laz　［レベル］２　19　【用例】　
lu et tio allaz le til 10 via tolis. まだ 10歳程度のあどけない子供だ。
allaal  ［親族］義理の母、義母、育ての母、姑　［レベル］３　19:ilmus:ridia　［文化］
　アルバザード人は結婚すると男の家に女が入るシステムであるた
め、allaalというと通常女から見た夫の母親を指す。郷に入ればの精神
であるため、嫁は一方的に相手家族の文化に従わせられる。姑は嫁
を歓迎し、自分の文化を教えることに熱心だが、嫁が自分のやり方
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に従わないときは意地悪をする。アルバザードは離婚がしづらいた
め、嫁は通常追い出されないように素直に従う。同時に、アルバザー
ド人は優位な立場にある人が相手の足元を見ることを極端に嫌悪す
るため、姑は自分の強い立場を悪用せず、相手が素直な限りは親切
に嫁を迎える。　嫁と姑の確執が日本だと話題になるが、アルバザー
ドでは嫁が一方的に従うため、確執があまり生まれない。日本と異
なり、嫁が文句や愚痴を言っても、その女性が個人的におかしいの
だとみなされるに留まる。
allivl  ［医療］中絶、堕胎、降ろす、中絶する、堕ろす　［レベル］４　
19:ridia:arbaxelt　【用例】　la nat cajik man allivlat yulian. 彼女は子供を
おろしてショックを受けた。
alliik  ［魔法］アルリーク。利の高位白魔法。　［レベル］６　tm;/「抗細菌」
　23　［文化］　vain

allo  ［形容詞］衒学的な　［類義語］leifa　［レベル］４　古 :allo｢ 知ってる知っ
てる ｣　［文化］　知性を尊ぶ民族なので、知ったかぶりよりはずっとま
しと思われている。ただし、品がないと思われる。
alloxjior  ［生物］小腸兪、小腸愈　21

alleve  ［言語］逆形成、逆成　［レベル］６　19

allein  ［rente］［動詞］yulを脱がす、脱ぐ　［レベル］２　19

allui  ［地球の国名］フィジー　［レベル］６　19:alをつけた。国旗の中にイギ
リスがあるので
ala  ［感動詞］［文頭純詞］なんで、～してどうするんだよ　［レベル］１　古 :ala← al
（疑問詞 ｢何 ｣）/a（語気強め）。或いは lalaから来たかもしれない ,む
しろ lalaが alaから来たかもしれない。このあたりは不明。　［語法］　本
来はそれが何であるかとか原因理由などを聞くためのもので、toや
esに当たる。だが alaは相手を非難するときにしか使わず、形式の上
では疑問でありながら実際には答えを要求しない。これがあるおか
げで esや toは完全に答えを要求する用法だけを持つことができる。
es ti sot?は「どうしてしたの？」という疑問で、非難を帯びない。
ala es ti sot?は「なんでそんなことしたんだよ？」という非難の意味
が篭る。alaは必ず文頭に来る。イントネーションは上昇が多い。
ala,f  10　elt;al/wa「両手」
alatia  ［死神］アラティア、獄門→ vangardi　［レベル］３　ridia:古 :atwaayu
と平行した名付けか　［文化］　地獄ラティアの門番。黒い長髪に黒い
テーベを着た青年。手に長大な鎌を持っている。容姿はラルドゥラ
に似ている。閻魔大王のようなもの。　|約 45億年前 |atwaayuが luno
の力の暴発を押さえ込むようになり、arteとの力のバランスを失う。
atwaayuから alatiaが分離し、協力して効率良く viidを使うことにより、
arteとの拮抗を取り戻す。分離の際、atwaayuと alatiaは意思を持つよ
うになる |　|64,989,112年前 |アトワーユとルノとアラティアがエルト
とサールの形質を真似、人間型になる |
alatoe  ［物理］反重力　［レベル］５　21

alaten  ［生物］［地学］アルアテン　［レベル］４　19:al/aten　［語法］［文化］　etan
と luniの総称。
alak  ［動詞］yulを aに叩きつける、叩きつける、たたきつける、打ち付ける、
打ちつける、うちつける　［レベル］３　rd;al ako（地面へ）　24

alakta  ［名詞］高水準制定語彙　［レベル］５　古 :制では laktiだが、古の時代
の本なので正式名称 alaktaを採用。
alako  ［動詞］yulを iから拾う、拾う　［類義語］alvins　［レベル］２　21:al/ako　［語
法］　alvinsは捨てられたものを拾う。alakoはそれ以外。例えば落ちて
いた葉っぱや、野良の動物など。
alaxma  ［形容詞］非論理的な　［反意語］axma　［レベル］４　19

alaxme  ［形容詞］時間にルーズな　［反意語］axme　［レベル］３　19

alaxek  ［魔法］アルアシェック　［レベル］５　20　［文化］　アルアシェックと
いう魔法があるのではなく、アシェックをかけた魔導師がアシェッ
クを解除すること。
alas  ［名詞］西　［格詞］～の西にある　［反意語］axti　［レベル］２　19:alis　::la 
mokl:yuki,alt　【用例】　faal et mim kor alas. 太陽は西に落ちる。
alaskeveatike  ［地学］西ケヴェア海流　23

alasfabertike  ［地学］西ファベル海流　23

alasgalt  ［名詞］西門　［レベル］３　19:melidia axte

alaspol  ［地名］西方　［レベル］４　20　［文化］　アルシア、ヒュート南西部、
フレディスク、アルヴァノス、ガルヴェーユ、フィーリアの地方。
フィーリアだけ地理的には北なので注意。いずれも西方方言を話す。
エルト神とサール神の話していたアクセントに最も近いとされてい
る。
alaspoit  ［地学］西経～度　［レベル］４　23

alasrein  ［地学］西経　［レベル］４　19

alaslooz  ［名詞］西端　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

alasanxal  ［地名］西アンシャル、西欧　［レベル］４　19　［文化］　alasanxal：西ア
ンシャル、西欧。ファルファニア、フレディスク、イネアート、ヒュー
ト、ケートイア、ディミニオン、アルバザード　xiaranxal：北アンシェル、
北欧。アルダ、エルトア、ナオン　axtianxal：東アンシャル、東欧。エニー
ク、アルシェリア、エスティア、ゲノス、アルタ　fleuanxal：南アン
シャル、南欧。ラズディア、ベルティア、メルディア、キルティア、
アルマティア、カルテール、ガルテア　xiarinsaal：北インサール、北
亜。デスパナ、フィギット　axtiinsaal：東インサール、東亜。ロロス、
ヒュグノー、アルティア、ヴァルマレア　fleuinsaal：南インサール、
南亜。ユロ、フィガン、ユベール、マイナ　alasinsaal：西インサール、
西亜。ピッカ、トゥナス、ソーナ　seelinsaal：中央インサール、中亜。
ヴェマ、リーシア、ヴォザモ
alasanxalsekad  ［軍事］西アンシャル連合国　［レベル］５　rd;/　24

alasadentotike  ［地学］西アデント海流　23

alasinsaal  ［地名］西インサール　［レベル］４　19　［文化］　→ alasanxal

alasen  ［接続詞］～の西にある　［レベル］３　rd;/　24

alan  ［名詞］世間、社会、世の中、世界　［類義語］alif　［レベル］３　19:古 :all
an（人の集まり）　［語法］　→ ain, alif　【用例】　fin alan akl elf an, an alk 
van alan. 世界は僕を助けないけど、僕は世界を助ける（seren arbaza
rd）
alantonk  ［名詞］社会的身分　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

alank  ［格詞］～の左に　［レベル］２　rd;/　24

al avan  ［感動詞］いってらっしゃい、行ってらっしゃい、気をつけて　［レ
ベル］１　16:制 :古
alamiti  ［名詞］寒色のアミティ→ amiti　［魔法］アルアミティ。光の高位
白魔法。「熱」が原因の病気を治す。高熱など。　［レベル］４　古 :rid
ia　【用例】　firartan keat tulf kon alamiti. 白魔導師がアルアミティで高
熱を治した。
alamox  ［格詞］～の隣へ　［レベル］２　21/aamoxだと言いづらいため
alamel  ［親族］義理の妹　［レベル］３　19:ilmus:ridia

alagepgao  ［音楽］バリトンホルン　rt　22

alagel  ［動詞］yulを iから aに舞い降りさせる、舞い降りる　［レベル］３
　19:melidia alis　【用例】　sae and alagel. 雪が舞い降りる。
alap  ［名詞］飢え、飢饉、飢餓　［形容詞］飢餓状態の　［類義語］kulan　［レベル］
３　19:古 :allaap（ひどくほしがる）　［語法］　kulanより深刻。恒常的に
食べられないこと。　【成句】　［メタファー］alap yun malt 思春期の子供のよ
うにお腹を空かせた　【用例】　non es{tur} alap. お腹がすいて死にそう
よ。
alapyet  ［環境］飢餓問題　［レベル］５　19

al artain  ［感動詞］おめでとうございます、おめでとう　［レベル］２　16:制 :
古
alareialis  ［生物］ウラシル　rt;/ＲＮＡにはチミンがなくウラシルがあ
ることから。　24
alaruuj  ［親族］義理の弟　［レベル］３　22

alawa,fv  tone　meltia 256:bert;ala/wa「十本の手」　23

alalkavast  ［名詞］優秀賞　［普通動名詞］準優勝　［動詞］yulに準優勝する、準
優勝する　［レベル］３　rd;/　24

alalkavastan  ［名詞］準優勝者　［レベル］３　rd;/　24

alalser  ［親族］義理の兄　［レベル］３　22

al alva  → alva　［レベル］２
alalvelant  ［交通］九十九折　［レベル］６　22:al/alvelant。冗語的。
alalfi  ［文頭純詞］つまりつまり、つまるところ　［レベル］３　rd;/　23

alalisolma  ［名詞］見返し→ lei　［レベル］５　22

alai  ［政治］大公、グランドデューク　sm;al/kai　24　［文化］　王族や王家
の分家の長など。
alaiv  ［政治］アライブ党。レヴァレンから分裂した政党。　［レベル］５　
古　［文化］　レヴァレンから分裂した政党の一つ。メル暦 250年ごろ、
利害の対立により元祖ミナレット系政党レヴァレン党から分裂。長
らくレヴァレン党 ,アルミナ党、アミナル党、アライヴ党の４つのミ
ナレットの政党がアルバザードを統治した。315年、政治腐敗甚だし
いレヴァレン党が抜け、３党連立になった。320年、ミロク＝ユティ
ア率いるイルミロク党が独裁政権を握ったため、ミナレット系政党
は壊滅した。
ali  ［形容詞］手前　［反意語］lie　［レベル］２　19:melidia alis:allieから。フ
ランス語のａｌｌｅｒの実際の発音に似ている。
alit  ［形容詞］［ポジティブ］礼儀正しい、丁寧な、行儀の良い、品行方正、恭しい、
行儀の良い、行儀が良い　［類義語］aatan　［反意語］silkkatar、xille　［レベル］
２　19:lea　【用例】　la at alit tinka im xe ter. 彼は以前はとても礼儀正
しい人物だったと言われている。
alitvet  ［言語］丁寧語　［レベル］２　21　［文化］　leavet

alite  ［言語］アリテ、女性敬体　［レベル］２　rd;alit/te　23

alikuosiaj  ［言語］硬口蓋　［レベル］６　19

alikuosiajfo  ［言語］硬口蓋音　19

alix  ［生物］菌、菌類　［レベル］３　19:魔族 gaalixk　［文化］　一般人はウィ
ルスや細菌とあまり区別が付いていない。
alixfiam  ［生物］菌界　［レベル］６　22

alis  ［エルト］アリス。秋を司る女神。　［形容詞］色が秋めいた　［形容詞］秋
の　［名詞］秋　［組み数字］３/４　［レベル］２　古 :ridia:keli（秋）に関連。
keliの liは libroで、命。秋に繁殖したり来年のために栄養を蓄え
る動植物が多いことから。alisの aは恐らく arteの意味。ふつうは ar
を接頭辞として取るのだが、それだと arlisになってしまうので言い
づらく、同化して alisになったと考えるのが妥当。最後の sは ｢する
｣の意味。ゆえに語源は ｢命をする ｣である。したがって alisは命を
与えるという秋の女神らしい名前といえる。　::la livrer:atena,alt　［文
化］　アルシエルの一人。秋を司る女神。方角では西。　【用例】　alis lu
nor in. 秋めいてきた。　jan t'alis alxa et farf siitel. 秋の空は気持
ちよく晴れている。　an siina tu jan t'alis xanel. 私は本当にこの秋
の空が好きだ。　alis et daz a fel{lei} man tu et diit. 勉強 {読書 }
の秋。　☆ kleevel tis et velt im alis es pak. 秋が深まると５時でも
う暗い。　tu at farf siit t'alis. すばらしい秋晴れだった。　im alis, 
wal til em nim lant. 秋になると山々は美しく色づく。
alis(2)  ［人名］アリス　18:seren　［文化］　『夢織』のメインキャラ。アル
ナ大１１組で、シヴァの恋人。髪は栗色のボブ。バンド「フィーナ」
のキーボを担当する。　初雪の日に死神が人を喰うところを見てし
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まい、事件に巻き込まれていく。
alistook  ［気象］晩秋　［レベル］４　rd;/　23

aliskit  ［気象］初秋　［レベル］４　rd;/　23

alissowan  ［天文］秋分点　［レベル］６　21

alisnakea  ［歳時記］秋休み　［レベル］２　21:ridia　［文化］　nakea

alisnia  ［植物］紅葉　［レベル］３　16:紅葉した赤や黄色の木々はアリス
の髪の毛の化身と考えられていることから　【用例】　ans inat ke alisnia 
ka wal. 私たちは山へ紅葉狩りに行った。　☆ wal tilat alisnia yun fai. 
山は秋の紅葉で燃え上がるようだった。　an ket lax wal lana taf alisn
ia. 紅葉狩りに行きたかった。　il alisnia at lant. 秋の紅葉は美しかっ
た。
alismetin  ［植物］山茶花、さざんか、サザンカ　［レベル］６　18:ridia:秋
に咲く椿
alismest  ［言語］［論理］女神の天秤、アリスの天秤、循環定義　［動詞］yul
を aにたらい回しする、たらい回しする　［普通動名詞］たらい回し、タ
ライ回し、盥回し、たらいまわし　［レベル］３　18:古アルカのころか
らあった ｢女神の天秤 ｣の新生訳　［語法］　秋の神アリスは天秤を司
る。収穫が秋に行われ、市が盛んになり、売買が盛んになる時期で、
天秤がセルメル前後の時代によく使われたことからこう呼ばれてい
る。　さて、alismestは概念を定義していったときにどうしてもそれ
以上説明できず、概念Ａと概念Ｂの間で循環定義となってしまうよ
うな場合を意味する。ＡとＢの定義文を読んでも循環していて等し
いため、この名がついた。例えばセンテンスに「文」とあり、文に「セ
ンテンス」とあるような場合、女神の天秤となる。文のような単語
ではならないにしても、辞書を作っているとこれに行き着くことが
ある。　【用例】　tu rans et{til} alismest on tu klel. この辞書の説明は循
環定義になっている。
alisdol  ［地学］重晶石　19

alishanoi  ［植物］アマランサス　22:「秋に咲く塔」
alishac  幼字 alisのこと　21

alisroma  ［医療］鬱発作　［レベル］６　19:アリス発作　【用例】　an arik alisro
ma man vadet arnamana. アルナ大に落ちて鬱発作になった。
alisjior  ［生物］中髎　21

alis lixia  ［人名］アリス＝リシア　22　［文化］　(422 ral pal_)　ラマン＝サ
ンベルとミーナ＝リシアの娘。
alislil  ［化学］バリウム　［レベル］４　18:制
alislegel  ［気象］秋分、狭義の彼岸　［レベル］３　19:アリスの旋毛。秋分
ごろに太陽が天頂を通過することから。　［文化］　秋分が来ると年末
を意識しだす。　【用例】　alislegel lunak. 秋分になる。　falim em kit 
fen xi rak alislegel. 秋分を過ぎると昼が短くなる。
alislein  ［被服］秋服、合服　［レベル］３　19　［文化］　セリアは着なくなる。
アルセリアはまだ早い。そこで、ラーサなどに着替えるのが一般的。
サユだけでは寒いので、セーターやカーディガンなどを引っ掛ける。
ルージュの月にもなるとコートは必須。
alis anxal  ［人名］アリス＝アンシャル　［レベル］５　20:その昔セレンがウォ
ンバスに登場させたアルカ名キャラの名を逆にアルカに再輸入した
もの。　［文化］　(1585 12 3_1662 8 10)rdの錬金術士。ワッカのカテー
ジュ寄りの片田舎の出身。女性。小柄で幼児体系で、よく子供に間
違えられる。性格は元気で明るいが、かなりおっちょこちょい。錬
金術の実験で失敗しては同期の少女たちに怒られている。モンモン
というモモンを飼っている。　子供のころアディストに命を救われ
てから、錬金術士を目指すように。頑張って勉強してなんとか 1599
年に条件付きでミスティア錬金術舎に合格するも、持ち前の「成績
ダメ・運動ダメ・対人キョドり症」の三重苦に喘ぐことに。　しか
し努力だけは人一倍で、とにかく頑張る。そして常に諦めず前向きで、
失敗しても挫けない。そこを校長に買われてどうにか退学を免れる。
先輩や教師からは「前年に卒業した首席リディア＝ルティアから才
能を引いた感じの子」と呼ばれてからかわれる。しかし必死の努力
の結果、最後はミスティアを代表する最もアホで偉大な錬金術士と
なる。　「アリスの魔法」は後にアデルの被害で苦しめられた大勢の
人々を救い、アリスは聖人に認定される。
alisin  ［植物］キンモクセイ、木犀、金木犀、銀木犀、ギンモクセイ　［レ
ベル］３　16:制 :秋の花　alisin:alisin:la fenlil:kaoli　【用例】　☆ non hel 
teel xelan im alisin em mans. キンモクセイの咲くころになると、思
い出してしまう人がいるの。
alisia yutia  ［人名］アリシア＝ユティア　［レベル］３　古 :alsiaの変異で
あろう。ちなみに 22年までアリシアはアルテナの娘で親子関係が逆
だった。　［文化］　(345_)ミロク＝ユティアとルシア＝エニークの娘。
１６２ｃｍの４８ｋｇ。隔世遺伝で青と緑のオッドアイを持つ。緑
が左。髪は薄く、亜麻色。　子供時代は明るくやんちゃで活発な少
女だった。冗談が好きで、笑い上戸。この性格は孫のミーファに受
け継がれる。　青年期になるとある程度落ち着いたものの、基本的
に気さくな人物であった。　ミロクの熱狂的な信奉者で、父を神聖
視していた。この性格はアルテナにも受け継がれる。
alisolma  ［名詞］表３、見返し→ lei　［レベル］６　22

aliseri  ［医療］Ｏ型　［レベル］２　19　［文化］　Ｏ型は原始的で健康で体力
があり、細やかでなく動物的で強いと思われている。　ザナを抜か
しミルフまでは血液型を把握しているが、この中にはＯ型がいない。
alisu  ［哲学］四元論　alt　24　［文化］　altで起こった哲学。lukletiaに影響
を受けて kkで出来た。　土：南：夏：黒：ノーム　水：西：秋：白：
ウンディーネ　風：東：春：赤：シルフ　火：北：冬：黄：サラマンダー
alin  ［名詞］美人、美女　［類義語］filin　［レベル］３　古 :alin← alina← a（接
頭辞の alで、この場では強調）/lina（美しい）　【成句】　alin kaen mas 
絵にかいた餅、画餅　hak alin kaen mep 鏡の中の美人を褒める：自

画自賛　【用例】　in, alin tin xa lyu tisee. おい、あそこに中々の美人
がいるぞ。
alivesn  ［言語］前舌　［レベル］６　19

alif  ［政治］社会、労働社会、世の中、世間　［類義語］alan　［レベル］３　rd
;alan/fia「社会世界」　24　［語法］　社会人や社会進出や社会の厳しさな
どの意味における「社会」のこと。主に労働者の面から見た社会の
こと。この観点で言えば、主婦が社会人に入るかは微妙。主婦業を
労働とみなす人は主婦を社会人と考えるが、みなさない人は考えな
い。　【用例】　bultati t'alif 世間の厳しさ
alifnok  ［再帰動名詞］社会進出　［レベル］５　rd;/　24

alifan  ［名詞］社会人　［類義語］alfelan　［レベル］４　rd;/　24　［語法］　alfel
anは学生でないという点に焦点がある。alifanは社会で働いていると
いう点に焦点がある。
alim  ［単位］テラ　［レベル］４　21:aklim

alidio  ［生物］前歯　19:melidia axte

aligaefo  ［言語］前部歯茎音　19　［語法］　sや tなどのこと。
alir  ［名詞］ぬるま湯、ぬるまゆ、お湯、湯　［類義語］fler、axer、xir
ia、er　［アクセント］alIr　［レベル］２　20:ridia:alis/eria　［語法］［文化］　fler

alia  ［アイテム］アリア、魔晶　［レベル］４　19:ridia:ar/flia（魔法の水晶）　［文
化］　魔法の力が結晶になったもの。最も身近なのは、魔法を含んだ
水を蒸発させることで得る方法である。例えばナギを蒸発させると、
薄い水色の結晶が残る。これがナギの魔晶であり、中世ごろはナギ
サの名称で販売されていた。一般に魔晶は成分が濃縮されているた
め、効果が高い。また、水分を飛ばすことで効果が変わるアイテム
もある。
alia ineaato  ［人名］アリア＝イネアート　al　20　［文化］　→ dimitoria, 
kelfrens（羽忘れの精霊）　greiv ineaatoの娘で、eriaの姉。lein 
yutiaの同級生で、中央アルナ大学のラルドゥラ組。占いの才能があり、
親はディミトリア社のＣＥＯ。性格は豪胆で、人をからかうのが好き。
男性よりも綺麗な少女を好む。魔人であり、liervaの血が入っている。
占いの能力は eriaを下回る。
aliina  ［親族］孫息子ちゃん　［レベル］２　19:ridia:aliiz/n/a（語気揃え）
　［語法］　miia

aliidis  ［医療］不妊、不妊症　［レベル］４　19　【用例】　kea aliidis 不妊治
療を施す
aliiz  ［親族］孫息子　［アクセント］Aliiz　［レベル］２　18:古 :liiz

alios  ［動詞］yulを校正する、校正する　［普通動名詞］校正、校合、校閲、訂正、
校訂　［類義語］ivl　［レベル］５　fv;alios（修正する）＜ al（強意）/io（両
目 <ie）/so（する）「両目でよく見る」　rdまでは ivlの意味も兼ねた。
　22
aliosisk  ［動詞］yulを査読する、査読する　［普通動名詞］査読、校正読み、
校閲　［レベル］６　rd;/　23

alie  ［被服］アリエ　sm;alie/te　古 :al（反対）/i（右）/e（左）。左右が
反対になっている（片方が長くて片方が短い）スカート　*:alieない
し aliet:　［文化］　ひだのついたスカートで腰に巻く。片方が長く片方
が短いので左右非対称。踊りの際に着るものだったが、普段着に。
alie(2)  ［格詞］～の奥へ　［レベル］２　20:melidia xier

alie,f  aliet　al/ie

aliet  ［美容］［形容詞］左右非対称な、アシンメトリーな　［被服］ミパルティ
　［形容詞］性格の捻じ曲がった、ねじまがった、根性のねじまがった、
根性の腐った、ひねくれた、捻くれた　［動詞］yulを左右非対称にする、
左右非対称にする、ひねくれさせる、ひねくれる、捻くれる　［反意語］
iwa　［レベル］３　alie:alie　20:alie/te（アリエのような）
alies  ［エルト］［サール］sart、神、アリエス　rd;alies,szd<alies,szd;alie（左
右非対称）から。エルトの一族とサールの一族をそのように見立て
たもの。ltkで性ができてからは男性で ert、女性で saar、中性で sart
を表した。ltf以降は中性が消えたので sartは表せなくなり、アルカ
の sartを借入した。一方、aは rdで ltkの tu aliesを sartの意味で借入
している。幼字は eltと saalを交差させたものが元になっている。
alien  ［接続詞］alie　［レベル］３　21

alot  ［約物］コロン、アロット、：　［レベル］３　20:古 alan:kmiir:al/n

alok  ［形容詞］通常の、常時の　［反意語］cook　［レベル］３　22:al/cook

alon  ［政治］世論　［レベル］４　19:alan/lo　［文化］　革命後においては法律同
様に重要視される概念。案件主義を採るアルバザードでは、しばし
ば世論が法律を曲げて判決を下すことがある。
alonyos  ［政治］世論操作　［レベル］５　19　［文化］　革命後は重罪のひとつ
となった。殺人と同等。
alova  ［名詞］例外　［反意語］ova　［レベル］３　rd;/　20　【用例】　tu et erv 
antes, yan hao, an tan de alova tuul. これは我々の本能であり、そして
勿論私もその例外でない。
alovak  ［形容詞］非武装の　［軍事］非武装　［反意語］ovak　［レベル］４　rd;/　
23
alovayuo  ［言語］例外動詞　20　［語法］　単位動詞において、継続相が無
標となって接辞 esが落ちる動詞。siinaや xaなど。 　この動詞では
行為無相は必ず emを付ける必要がある。 　行為無相の頻度が少な
く、継続相の頻度が高い動詞のみ例外動詞となる。
alomo  ［形容詞］眠くない、目が冴えた　［反意語］omo　［レベル］２　19

alop  ［被服］パッテン　zg;.selan　24　［文化］　農民用のサンダル。
aloz  ［アトラスの国家］アローズ　［レベル］５　19:ridia:端の
alou  ［動物］なまこ、ナマコ、海鼠　［レベル］５　fv;a（海の音象徴）/loolo「海
の管」　23　［文化］　アルバザードでは古くから魔族のような不気味な
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扱いを受けており、気持ち悪いと考えられており、食用はされない。
従って、このわたなどはアルバザードでは食されない。
alet  ［名詞］晄泉、アレット、魔晄源　［医療］特発性、本態性。特に区別
なし。anka,lakaに対し、第３の場所として選ばれた。　［類義語］eska　［レ
ベル］４　古 :アレットからは神の栄養素アレフが湧いているとされ
ていたが、神は栄養ほしさに召喚されるということになり、犬か何
かのような扱いになってしまうので不適切とされた。また、ヴィー
ド論が確立するにしたがってアレフの存在理由がなくなったことも
あり、メル 19年に廃止し、アレットからはヴィードが湧いているこ
とになった。これにともない、魔晄はヴィードに当てることとなっ
た。　［文化］　→ eska　アレットはヴィードが湧き出る場所（泉が多い）
のこと。世界各国さまざまな場所にある。　ヴァステとラヴァスで
は神がここを拠点にしていた。そしてアレットを中心に国をいくつ
か作って住み着いた。アルバザードやヴェマやヒュートがそうであ
る。　ラヴァスの後、神々がアルフィを作った結果、アルフィとア
トラスを分離させないための「次元の糸」としてアレットを利用し
た。世界中のアレットとアルフィは繋がっている。　また、各アレッ
トはアルフィの特定の場所と繋がっている。神の国はアルデス王と
ルフェル王により、すべての土地がいずれかの神に与えられている。
そのため、各アレットは特定の神の土地、言い換えれば特定の神と
繋がっている。　アズゲル～カコで人類が国を作った際、人類もま
たヴィードが沸く泉であるアレットを中心に国を作った。　メルテ
ナでは召喚士が現れたため、アレットは神と対話する場所になった。
人々はアレットひいては国が神に守られていると考え、神を祀って
そこに祭壇を置くようになった。これがサリュである。そしてサリュ
を置く部屋をカルテンと呼んだ。　従って、この時代では「カルテ
ン→アレット」と考えて差し支えない。ただし、「アレット→カルテン」
は不可。山奥や洞窟の人知れぬところにもアレットはあるため。　
革命後は「カルテン→アレット」とは限らなくなる。ミロクの円形
都市サライは中央にカルテとカルテンを含む。ひとつのサライが大
きくなりすぎないよう、直径１０ｋｍほどで作った。　例えばアル
ナも直径１０ｋｍの小さい都市である。しかしアルナ地区は元々そ
んなに狭くない。そこで北アルナなど、複数のサライを作る必要が
あった。　ここで問題なのは、北アルナのカルテンは元々アレット
のないところに作ったものだから、簡単にいえば偽者だということ
である。アレットを含むのは中央アルナしかない。革命後にカルテ
ンは異様に増えたが、アレットが増えたわけではないので注意。　
アレットには守護神神が祀ってある。例えばアルナにはアルデスが
祀ってあり、アルデスが守護神になっている。
ales  ［動詞］yulをあざ笑う、嘲笑う、あざ笑う、馬鹿にする、せせらわ
らう、せせら笑う　［普通動名詞］嘲笑、せせら笑い　［類義語］foie　［レベル］
３　古　【成句】　yuu ales van asm e yuli 子供の質問は誰も嘲笑せぬ：
聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥
alesek  ［動詞］yulを去勢する、去勢する　［普通動名詞］去勢、宮刑　［レベル］
４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　altにはあったがアルバザードには宮刑は
なかった。メジュテルのおかげで後継者の暗殺リスクが低かったた
め、アトラスでは大奥や宮中が栄えなかった。　しいていえば、リ
ンチで睾丸を潰すことはあるかもしれない。ただ、宮刑としては存
在しない。
alen  ［名詞］操り人形、からくり人形、カラクリ人形、絡繰人形　［レベル］
４　19:ridia:a/lent　【用例】　an alsabes sab it alen lana kea.　メンテのた
め人形から服を脱がせた。
alen(2)  ［接続詞］al。～への。　［レベル］２　20:xion　【用例】　xant alen altian 
彼女へのプレゼント
alenmifov  ［医療］ハンチントン病、ハンチントン舞踏病　［レベル］６　
19:ridia:動きが操り人形のようであることから。日本語では舞踏だ
が、むしろ操り人形に似ている。
alenda  ［名詞］６０歳以上の男　［反意語］enda　［レベル］２　19

alene  ［名詞］不可能性　［反意語］ene　［レベル］３　20

alev  ［動詞］yul（場所や人）を家出させる、家出する　［普通動名詞］家出　［レ
ベル］３　19:melidia alis:raleev（家を去る）　【用例】　miva alevat man kaan 
jokat lu. 父に叱られて娘は家出した。
alef  ［数学］右上がりの斜線　［反意語］ilak　［レベル］３　20:a flel（肩へ）
alefop  ［動詞］yulを a（水などの状態、容器など）に溶かす、溶かす、
とかす、溶ける、とける、融かす、融解、解凍する　［レベル］３　19:il
mus:ridia
alem  ［名詞］感情、心、思うところ、きもち、気持ち、想い、思い、心
境、心理　［類音］arem　［レベル］２　19:nalem（詩、心の歌）　alem:alem　［語法］
　心（na）のうち、喜怒哀楽など、特定の感情。kuに対する rensと
同じ関係が、naと alem。　［文化］　miir　日本人は感情を抑制する傾
向がある。アルバザードは感情をコントロールする傾向がある。感
情をただ抑制して押し殺すのはよくない。抑圧に負けてストレスが
重なるが、ストレスを感じないように無感情に進化するかのどちら
かである。だからアルバザードは感情は無理に抑圧しない。感情は
押さえどころと出しどころをバランスよくすることが心がけられる。
　【用例】　lan alxa et kum t'alem. 人間は感情の生き物だ。　an nekt vil 
alem. 私は感情を隠せない。　☆ an ail palm alem a kolo. 時として思慮
分別よりも感情が勝つ。　til{na} alem melial 複雑な気持ちだ
alemvet  ［言語］擬情語　［レベル］４　21　［語法］　fovet

alemyuo  ［言語］心理動詞　19　［語法］　siina, tiia, varaeのような動詞。
感情を相手にぶつける動詞。感情動詞 nayuoと違い、yulは感情を
引き起こされる人物でなく、感情をぶつけられる相手を指す。　心
理動詞と感情動詞の見分け方は、その動作が相手なしに行えるか否
かである。怒るという動作はひとりでもできる。悲しむというのも
一人でできる。しかし好きとか嫌いは相手があって初めて成立する。
後者の場合、心理動詞になる。

aler  ［音楽］アコーディオン　［レベル］３　alakta:「ひだ」
aleris  ［普通動名詞］失伝　［動詞］yulを aに失伝する、失伝する、相伝しない、
受け継がない、その代で終わる　rd;/　23　【用例】　tu lenv e yuvel 
es aleris a xita. そのユベールの技は後世に受け継がれていない。
aleria  ［アトラスの国家］アレリア　［レベル］５　19:ridia:水の向こうに
alel  ［普通動名詞］対面　［動詞］yulを aに対面させる、対面する、対峙する　［経
済］相場。買いと売りが対面する価格帯であることから。　［レベル］４
　22:al/eel
aleiv  ［地名］北極　［レベル］３　19:alleiva

aleivkaxa  ［地学］極投影による図法、ポーラーケース　20　［文化］　正距
方位図法のひとつ。北極から任意の点までの大圏コースが分かる。
aleifa  ［天文］北極星　［天文］ポラリス、こぐま座アルファ星　［レベル］４
　19:aleivliifa（北極の星）　［文化］　地球の自転軸と同じ方向にある北
極側の星。たまたま自転軸の近くにあるだけである。歳差があるので、
時代ごとに何が北極星になるかは変わる。アルカでは北極星はポラ
リスを意味する。リュウとナユが北極星を名付けたときの北極星が
ポラリスだったためである。なお、当時の自転軸からのズレは約３度。
レインの時代のレイユでも北極星はポラリスだが、ズレは約１度で
ある。なお、レイユにおいて南極星は存在しない。
aleifaka  ［天文］北極点　［レベル］４　21

aleiyu  ［歴史］アレイユ時代、待望期、革命後のレイユ、聖刻の歓待、
せいこくのかんたい　［レベル］３　19:seren:al/leiyu。聖刻はdalhaのこと。
aleiria  ［地名］アレイリア海　20:ridia:北極の水　［文化］　アルダ東～セ
レーナ北の海。
aleeta  ［親族］義理の姉　［レベル］３　22

alu,frf  flon
alus  ［被服］オーバースカート　sm;al/lus　24

alunus  ［動詞］yulを根絶する、根絶する、絶滅させる、お家断絶させ
る　［普通動名詞］根絶、絶滅、お家断絶　［類義語］jio　［レベル］４　tm;/　赤？
alufaer  ［地名］アルファエル川　［レベル］４　20:古ファルファニア語「ル
ファア横の川」　［文化］　ファルファニアに流れる大河で、移住してき
たユーマの一族が住み着いて文明を起こした場所。
alul  ［普通動名詞］キス　［動詞］yulにキスする　［類義語］xiks、xiian、xiku　［レ
ベル］２　f:saal;al/al「物と物と→唇と唇を」　赤 :xiku, alul（甘い口）。al/
alで「物と物と→唇と唇を」の意味だと思われる。　［語法］　xiks

alul(2)  ［接続詞］さらにあるいは　［レベル］２　rd;/　23

alua  ［言語］親展、御直接。女性に　［レベル］４　21

aluo  ［植物］カラマツ、ラーチ　［レベル］６　古 :al/luo

aluut  ［遊離副詞］［形容詞］必ず、絶対、１００％、百発百中　［アクセント］
Aluut　［レベル］１　19:古 luuto（常に）。強調して使うことが多いので、
わざと少し長くした。　［語法］　確率と頻度を表す副詞はそれぞれ９
段階に細かく分けられる。どれもよく使うので覚えておくこと。　
制までは４対にしていたが、４段階では口語では不十分すぎる。tin
や kalなどと併用する方法もありえるが、言語を運用するほど確率や
頻度の微妙なニュアンスを区別する機会が増えるため、すべて異な
る単純語にした。　ニーモニックがある。たまたま端っこの aluutと
aaxa、lutと lumiが同じ音で始まることから、中心の galdから見て最
初の子音を左右対称にすることを思いついた。例えば aluutの反対は
aaxaで、kamilの反対は kliaになる。　また、確率と頻度で頭子音が重
なる場合は、できるだけ同じ位置においた。kamilと kalmaのように。
同じ程度の見込みであることを示したほうが理解しやすいし、誤解
も少ないと考えたためである。できれば aluutと lutも合わせたかっ
たが、元々の子音も異なるし、lutをほかのレベルに落とすのも不自
然なので、遊びすぎは避けた。　五分五分は元々設定する予定では
なく、恐らく口語でも他の副詞ほど使わない。あれば便利だろうと
いう程度なので、ここだけ一般的な語から派生させている。　前半
４段階が、見込みの高いものを示す。後半４段階は見込みが低いもの。
前半であれば、一応５０％よりは起こると考えられている。真ん中
はフィフティフィフティを指す。　どちらも前置するか、elを付け
る。なお、頻度のほうが純副詞になりやすく、確率のほうが elにな
りやすい。　＜幻日対照：和訳は日常的な語感に基づくもので、あ
くまで目安＞　見込み：＋最大、＋大、＋中、＋小、五分五分、－小、
－中、－大、－最大　確率：絶対、まず、きっと、多分、五分五分
だ、もしかして、かもしれない、まずない、ありえない　nent:aluut, 
vilot, kamil, xalet, gald, xiel, klia, vaden, aaxa　頻度：いつも、たいてい、
しばしば、よく、したりしなかったり、ときどき、たまに、まれに、
しやしない　sodik:lut, felte, kalma, andir, kart, ail, kovit, fist, lumi　【用
例】　an vast aluutel. 必ず勝つのだ。　la luna atu az det aluut. = tu det 
aluut xel la luna atu. 彼が来るかどうかは定かでなかった。
aluutsan  ［数学］恒等式　［レベル］５　19　［語法］　ｘ２＋２ｘｙ＋ｙ２＝（ｘ
＋ｙ）２のような式で、ｘ、ｙの値に関わらず常に両辺が等しい式。
aa  ［言語］aの文字　［レベル］１　14:制　［語法］　第２１文字目の幻字。最
初の母音字。
aa(2)  ［文末純詞］～だな、～か。短い詠嘆。詠嘆の純詞　［レベル］１　古 :aan
と同じく天秤詞で、男性形　:::na,alt　［語法］　感動、詠嘆、気付きに使う。
aより静かな驚き。気付きでは xaと用法が重複。
aata  ［文末純詞］［男性］丁寧の文末純詞、～です　［レベル］１　18:ridia:最初
は古のhe propaataという副詞句。直訳は「善に」。意味は「良い意味で」。
アルシェは当時アンティスもろくになく、古アルカも未熟だったた
め、意思疎通が正確か怪しかった。友達づきあいで怖いのは、こち
らが悪い意味で言ってないのに悪く取られてしまうことであるが、
アルシェも例に漏れずそのように考え、文末に he propaataを付けた。
やがて文法化して propaataになり、ついでアクセント部分だけ残って
aataとなる。この時点で「いい意味で」の意味は薄れており、相手に
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気を使っていることを示す丁寧さを伝えるものに変わっていた。こ
こで女子が音を可愛くして aanoを作り、その後エクスプローダーに
なったときには iita,ootaなど、前の母音に同化した語形が生まれる。
制で aataとして採用されたがあまり使用されず、新生で断定の daの丁
寧形として再定義された。以下補足。aataは丁寧、尊敬、謙譲、敬意
などの文末純詞である。もともと古アルカの丁寧のエクスプローダー
があり、それは直前の単語の母音を長母音にしたもの「～ ta」という
ものであった。女性形は taが noになる。これが多用されると文が冗
長になるため、古アルカで滅んだ。だがその後、リディアが復活さ
せた。新生では以下の語法だった。「会話の中で特に敬意を強調する
文と、会話の最初と最後にしか使えない。挨拶のｂｒｅａｋ ｔｈｅ 
ｉｃｅするのと、別れの印象を良くするために使う。日本語と違っ
てアルカでは多用すると即座に慇懃無礼になるので、使いたいなら
最初と最後に使っておけば無難。ただしアルバザードは上下関係を
嫌うのであまり使いたがらない。男女が恋愛初期によく使う。店員
は客に使わないこともふつう」。しかしメル 19年メルの月に語法が改
められた。リュウを除いて誰も上記のとおり使わなかったため、リ
ディアが位相として再採用した。　:::anta,alt　［語法］　daの丁寧形。や
や詠嘆と情報提供が込められている。rdではリュウやピネナの口調。
　【用例】　"hqm, ami xir vaxtom aata" 「ふむ、どうにかしないといけま
せんねぇ」
aatan  ［形容詞］［ネガティブ］慇懃無礼な、馬鹿丁寧な、卑屈な　［類義語］alit　［反
意語］silkkatar　［レベル］４　20:古 aata/lan（丁寧語の aataばかり繰り返す人）
　【用例】　namo aatan 慇懃無礼な態度
aak  ［娯楽］アークパズル　［レベル］４　13←古 :aak（パズル）。古アルカを使っ
た独特なパズルを特に aakと呼んだ。これに英語のパズルを付けて aakp
azlとしたが、意味は aak単体と同じ。aakだけでもアークパズルの意味
に等しい。pazl自体は英語なので除外する。一度クイズという意味
で制アルカで使われたが、18年にクミールがアークパズルを復古さ
せた論文で aakと呼称したことから、アークパズルの意味で再び使う
ようになった。　［文化］　メルとクミールが作ったアンティス固有の
パズル。古アルカの幻字を使ったパズル。メル 7年ごろにメルがク
ミールと出会い、友人となった。それからすぐにアークパズルが生
まれた。当時メルはまだ７歳だったが、クミールは対等に友人関係
が築けると述べていた。１２歳にもなると立場は逆転し、クミール
よりもメルの方が賢くなった。　アークパズルは幻字を使ったパズ
ルだが、種類がいくつかある。いずれもほとんどメルが考案したも
のである。この遊びはアルシェでもソーンでもあまりはやらず、シェ
ルトと同じく２人の遊びという印象が強かった。だがどの使徒も一
度は取り組んだことがあるし、少しマイブームになったという程度
ならそれなりの人数がいた。制アルカになって幻字を使わなくなっ
てから、アークパズルは衰退した。ディアセルの課題としてクミー
ルが担当したのはアークパズルの復古である。制アルカの幻字でアー
クパズルを実現するという内容である。セレンは論文の提出をミル
フの月に受け、この文書を作成した。アークパズルの復古は制アル
カによる文化がある程度成熟したら行う約束であった。アークパズ
ルの移植自体は制アルカができるころから既にあった。
aax  ［感動詞］は～い。axの間延びしたもの。　［レベル］２　古
aaxa  ［遊離副詞］［形容詞］ありえない、絶対ない　［感動詞］ありえない、あり
えねー！、そんなまさか、そんなバカな、イヤだね！　［レベル］１　
古 :aaxa（必ず）。否定と組み合わされることが多く語気が強かったため、
新生ではこの意味にした。　［語法］　aluut　【用例】　an aaxa xilhi ti a! 絶
対許さないからな！　teo, aaxa! いや、ありえない！（絶対嫌だ！）
aaxal  ［天文］waamen　［組み数字］６/８　［レベル］４　lsd;aaxa/al 「常にいる星」
周極星であることから。むろん周極星はほかにもある。　21
aaxe  ［人名］アーシェ　［組み数字］４/５　［レベル］３　19←古 :alxan← xuxo:aax
だと axの緩い言い方と区別がつかないため、母音を足した。　［文化］
　linxen yuuan　(mel 300→ 380)リーファ隊の４番目。女性。事務
や政策の細かい内容の決定や調整など、多岐に渡って担当した。大
人しく真面目で控えめ。　hinoto yuuanはアーシェの兄の孫。　ア
ルティア人で、アルナ大に編入した。ミロクとは同期。体が弱く、ＦＤ、
自律神経失調症、繊維筋痛症を患っていた。文系トップのエリートで、
才覚をミロクに見いだされた。ミロクに誘われ学食で食べた際、食
後に胃痛とじんましんを引き起こし苦しみだした。そこで病気につ
いて知ったミロクだったが、病弱さを理由にアルソンが仲間に引き
入れることを止めようと示唆した。　ところがミロクは「苦しんで
いる人の身になれない人間が社会など変えられるはずがない」と述
べて却下した。ミロクはアーシェの症状を細かく聞き、原因が食事
にあることを知る。まだ若かったアーシェはじんましんの理由が「ア
ルバザードの食事が合わないこと」だと気付いていなかった。その
後アーシェと付き合っていくうちに、アルティア食だと発症しない
ことに着目したミロクは、学食がアルバザード食中心であることに
疑問を抱き、学食にアルティア食を取り入れるよう働きかけた。こ
の学食革命がきっかけでアーシェはミロクと仲間として付き合うよ
うになっていった。　その後アーシェは年々症状が悪化し、アルティ
ア食以外は口にできなくなった。２０代後半にはアルバザード料理
を「こんなものは食事ではない」と評している。　アーシェのこと
がきっかけとなり、ミロクはアルティア食の健康さに注目。広く革
命で取り入れた。ところが後にミロクはアルティア食が必ずしもア
ルバザード人の体質に合うかというとそうではないことも突き止め
た。　vlと alでは移民時の sm以上にアルティア食が一般化し、成人
病の低減に効果をあげたが、それはアーシェによるところが大きい。
　思春期まで白魔法を使えなかったミロクだが、地獄の苦しみを与
える繊維筋痛症をなんとかして救ってやりたいと考え、rdの文献を
読み漁って独力でアユの魔法を改良し、アーシェに施した。これに
より３０歳ほどでアーシェは苦しみから解放され、ますます革命に
専念していった。なお、アユの前には linxetも開発している。　な
おこのときミロクが見つけた rdの記録にリディアのことが書いて
あった。リディアは胃腸が丈夫で健康な少女だったが、それでも海
苔を食べると腹を壊すと記録されていた。一方胃の弱さに定評のあっ

たセレンはりんごや牛乳など多くのものが食べられなかったが、な
ぜか海苔は食べられたという記録があった。　これを見てミロクは
どうも元の体の強さだけでなく、民族的な体の造りや酵素や腸内細
菌などの関係で必ずしもアルティア食が万人に良いわけではないの
ではないかと考えた。このおかげでアルバザードでは様々な種類の
ものを食べる習慣がある。
aaxesel  ［ユマナ］木曜日　［レベル］２　19

aaxen  ［化学］ヨード　［レベル］６　19

aaxefaan  ［化学］ヨードメタン、メチルヨーダイド、ヨウ化メチル　19

aaxelil  ［化学］ヨウ素　［レベル］４　18:制
aaxeatan  ［化学］ヨードアルカン　19

aan  ［文末純詞］［rente］～だなぁ、～だよぉ、～だわぁ　［レベル］１　f:saal;fovet 
単に nとも。閉音節の場合は最後の母音に合わせて aan, iin, eenな
ど様々なバリエーションで使われた。　古 :aan（幼稚な詠嘆を表わす
天秤詞の女性形）　aan:aan　【用例】　papa, luna lestez vadel, non es alap 
aan. パパ、早く居間に来て。おなかすいたよぉ。
aano  ［文末純詞］［女性］aata　［レベル］１　18:ridia　［語法］　rdではクミール、
フルミネアの口調。同じユンクでも紗枝やレインのような「暗い」「大
人しい」「やや子供っぽい」キャラは使わない。aanoは「優雅」「美人系」
「ハイソ」「セレブ」「でもケバくない」「清純」に該当するキャラの口調。
　【用例】　"saa xom kolet xen xiit etek aano, miir liiz?" 「それじゃあ、
紅茶でもいただきましょう、ミールちゃん」
aav  ［名詞］鎖、チェーン　［動詞］yulを aに鎖で巻く、繋ぐ、つなぐ　［文
字］リンク　［メタファー］つなぎとめておくもの　［レベル］２　rd;raavyu,lsl.
xik　13:古 raavyu（鎖）　raabyu:raavyu:la kolett（紐状）　［文化］　ふつう
金属製。身近な鎖はネックレスの部品か、立ち入り禁止に使われる鎖。
　【成句】　yun aav 芋づる式に　【用例】　aav oma a nial 犬を鎖につなぎと
める　gil at aav soven la tianal. あの２人の恋愛関係は金によるもの
だった。　diretan fosat yu yun aav. 犯人が芋蔓式（芋づる式、いも
づる式）に捕まった。
aavhons  ［アイテム］［軍事］チェインメイル、チェーンメイル、鎖かたびら、
くさりかたびら、鎖帷子　rd;/　24　［文化］　zgから smまで使われた。
gleaができるとプレートメイルに取って代わられた。
aavlokt  ［娯楽］知恵の輪、知恵のわ、ちえのわ、ちえの輪　［レベル］４　
20:鎖パズル　［文化］　夜の暇なときなどに行われる遊びで、典型的な
娯楽のひとつ。
aavloho  ［アイテム］コイフ　rd;/　24　［文化］　smで作られた。
aav e malvel  ［医療］マルヴェルの鎖　20:ridia　［文化］　malvel

aam  ［名詞］ウェスト、ウエスト、くびれ、腰のくびれ、こしまわり、腰
まわり、腰周り。腰周りの長さ　［言語］［文字］ニック　［レベル］２　sert
　14←古 :aa（くびれ）　aa:aa　［文化］　女は腰の細いことが魅力のひとつ。
性的な部位のひとつで、ルフィなどを着るときは見えるが、テーベ
を着ると見えなくなる。　【成句】　［婉曲］til aam fil 太る：太ると腰が
太くなるため、ウエストが長くなる。　【用例】　aam fil 太いウエスト
　� aam jax
aad  ［生物］腰　［レベル］１　sert　15←古 :aa（腰）　aa:aa　［文化］　体の基幹
部分と考えられている。アルバザード人は背中を曲げずに姿勢を正
し、腰で支える。そのため、長時間座ると腰痛になる。　日本語で
は腰が痛いというとセックスのしすぎが連想される。アルカでも同
様。ただし女の場合腰が痛いとは言わず、「激しくして」という意味
で腰を壊せという。　【用例】　na yai on aad 腰が痛い　farx aad 腰を
伸ばす　［婉曲］na yai{ani} on aad セックスのしすぎだ（男）　［婉曲］aad 
es rig セックスのしすぎだ（女）　［婉曲］rig aad noan 激しくして
aadsoj  ［生物］腰椎　［レベル］５　19

aadvaik  ［生物］腰部　rd;/　24

aadvim  ［生物］脊柱起立筋、脊柱起立筋群　［レベル］６　24<22

aadmasa  ［生物］腰帯、後肢帯、下肢帯　［レベル］６　19:ridia

aadho  ［生物］骨盤、寛骨。区別なし　［レベル］４　制　［語法］　腸骨、恥骨、
坐骨から構成。上から順にアルカンスで命名。寛骨はルヴァンにお
いて特に重要な骨とされる。
aadhovaik  ［生物］骨盤部　rd;/　24

aadyai  ［医療］腰痛　［レベル］３　19

aadyu  ［生物］白人、アーデュ　［レベル］３　19:ridia　［文化］　lanpit

aadyuwakana  ［俗語］洋物ロリータ、洋炉　rd;/　23

aadjior  ［生物］関元兪、関元愈　21

aag  ［感動詞］あぐっ、ぎゃ、ふぎゃ、ふみゃ、あーぐ、いた、いたっ、
いたい、痛い　［レベル］１　f　23

aah  ［動詞］yulを喘がせる、喘ぐ、あえぐ　［感動詞］あぁ　［レベル］３　古 :
オノマトペ　［語法］［文化］　meldixiv　疲れたり興奮したりしたときの
呼吸。　セックスの喘ぎも aahで表現する。男女ともに演技のような
声は出さないため、日米ポルノのような喘ぎはアルバザードにはな
い。アルバザード人がそれを見たら表現に困り、恐らく vexlと認識
する。　なお日本人はポルノのせいで白人女性は「オーイェスカモー
ン！シーハー！」とか言うのだと思っていると思うが、あれはポル
ノであって、ふつうの女性はふつうの日本人の女性と大差ない。も
ちろんＡＶの真似をする人間は除くが。　【用例】　lu aahand man lefor. 
彼は走ってハァハァいっている：反復相　？ lu min aah kail fol esse. 
女性がセックスの最中大きな声で喘いでいる：アルバザードでは起
こらないため違和感。
aaj  ［動詞］yulを厳選する、厳選する、よく選ぶ、取捨選択　［レベル］３
　19:melidia alis:al/jig　［語法］　選挙、恋人など、厳選する際に使う。
食材を厳選するのは主婦でなくプロの料理人を想起させる。　【用例】　
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aaj{jivel} velsan 政治家を厳選する　aaj tian 彼女を厳選する　？ laal 
aajat gaabe e dunex お母さんが夕飯の食材を厳選した：特別な日の
料理以外は不自然な表現。　"ai, non aajik xe lanko le non yos sen 
sofel. 「最終的に私は最も御しやすい性格の子を選んだ。
aal  ［形容詞］特別な　［副詞］特別に　［文頭純詞］特に、とりわけ、なかでも、
中でも　［反意語］leim　［レベル］２　rd;aal,in<ailai.k　13←古 :ailai（不思
議な）　kel:kel:kel:aal,in　［語法］　いいこととは限らない。　【成句】　yuu 
aalel これといってない、これといって別に、特に何もない、特にな
し：論理的には「この人は他の人と違って特別に「ない」」と解釈も
できるが、語用論的には「別にない」の意味。　im aalen 非常時に：
この imは格詞　【用例】　sel aal 特別な日
aalkan  ［生物］［医療］奇経　rt;/　24　［文化］　八脈ある。任脈、督脈、陰蹻脈、
陽蹻脈、陰維脈、陽維脈、衝脈、帯脈である。
aalskit  ［交通］グリーン車、ビジネスクラス　［娯楽］Ａ席　［名詞］特別席　
rd;/　23以前にこれと同じ語源でリディアが造語済み。
aalsab  ［被服］よそ行き、余所行き、他所行き、よそいき、おしゃれ、オ
シャレ、お洒落　［反意語］leimsab　［レベル］４　rd;/　23

aalsel  ［歳時記］祭日　［類義語］niansel、xamelsel　［反意語］leimsel　［レベル］３
　20:特別な日　［語法］　祭日は aalselで、平日は leimselという。aalsel
は niansel（休日）と xamelsel（催日）に分かれる。休みになるほうが
nianselで、それ以外が xamelselである。具体的には xamelenを参照。
　［文化］　最も古い祭日はセルトの日でもある７月１９日のディアセ
ル。その後アルバザードは歴史を通じて祭日を獲得していった。　
祭日は rdでまとめられた。メル 20年にアシェットがまとめ、それ
が原則として現在でも続いている。アシェットは祭日の種類と日数
と日付を整理した。現代に至るまで増減があり、変化を経験してい
る。現代の xamelenはミロクが革命でまとめたものである。　　ラル
ドゥラの月だけ休日がない。それ以外には休日が必ず最低１日はあ
る。　休日も催日も真夏や真冬など、引きこもりがちな時期に多い。
これは経済効果を狙ってのことである。こうでもしないと人々は中々
外に出ようとしない。ラルドゥラの月はアルバザードでは過ごしやす
い時期で、祭日を設けなくても経済活動が活発に行われるため、政
府はどうしても避けがちになる。　　・統計　　メル暦の日毎の祭
日の数の統計。ラルドゥラの日が最多 (4日 )で、マットの日が最少
(0日 )。メ
ル暦の月毎
の祭日の数
の統計。ザ
ナの月が最
多 (9日 )で、
ラルドゥラ
の月とミュ
シェットの
月が最少 (2
日 )。　合
計すると、
nianselは 28
日、xamelsel
は 31日ある。
aalsel全体で
は 59日とな
る。
aaldae  ［経済］
特別損失　
19
aalgax  ［物理］
特殊相対性
理論　［レベ
ル］６　vl:gax 
novel;/　23
aalgio  ［経済］
特別利益　
19
aalpias  ［経済］
為替手形　
［レベル］６　
19
aalhokt  ［音楽］エフェクトシンバル　21

aallag  ［経済］ボーナス　［レベル］４　20

aallots  ［電算］オルターキー　［レベル］４　20

aalito  特別点　21

aalo  ［形容詞］［ポジティブ］器用な　［反意語］eleina　［類義語］demlas　［レベル］３　f;e
　赤　aalo:aalo　［語法］　機械を自分で修理するのは「器用ですね」とは
言っても aalo aとは言わず、axk a ragna。お手玉をたくさん投げられる
ような人は aalo。
aalem  ［名詞］特殊化　［反意語］leimem　20

ai  ［副詞］最終的に、結局、とうとう、いよいよ、ついには、終に、遂
に、しまいに、ようやく、やっと　［類義語］halm　［レベル］２　14:制 :Hai
ma（尻尾の時間）　［語法］　elなしで任意の位置に挿入されることが多
い。　待ちわびてようやく実現・到達したというニュアンス。予想
より遅いというだけでなく、ようやく実現したというニュアンスが
入る。　【用例】　ai, esk ik took. とうとう雨がやんだ。　ai, eskkmel ik 
took. ついに梅雨が明けた。　ai, tu et xelt t'oogakiwain da. ようやく
大垣まつりの月だ。
aito  ［植物］キビ　［レベル］４　古

aik  ［動詞］yulという言い掛かりを aにつける、言いがかりをつける、
いちゃもんをつける、絡む、因縁つける、からむ、因縁を付ける　［普
通動名詞］言いがかり、因縁　［類義語］on　［レベル］３　16:制 :ait/ku（悪く
言う）　［語法］　sokt

aikxiim  ［化学］異性化糖　［レベル］６　vl;axiim/ikxiim。axiimと ikxiim
の頭を繋げて aikxiimとしたもの。主成分がブドウ糖と果糖であるた
め。　23　［語法］［文化］　・ブドウ糖果糖液糖　果糖含有率（糖のうち
の果糖の割合）が 50% 未満のもの。　・果糖ブドウ糖液糖　果糖含
有率が 50% 以上 90% 未満のもの。　・高果糖液糖　果糖含有率が 
90% 以上のもの。　・砂糖混合異性化液糖　上記の液糖に 10% 以上
の砂糖を加えたもの（その液糖がブドウ糖果糖液糖なら砂糖混合ブ
ドウ糖果糖液糖）。
ais  ［被服］アイス、スーツ、背広　［レベル］３　rd;↓　13:制 :ailsab（普
段着）。古では maikesabe　*:*:　［文化］　rdで解体を前にした貴族が仕
立てさせたのが最初。質素な服を纏うことで体制側のアシェットに
媚びる目的で作られた。その後 rtでその質素さが買われ、アルティ
ス教の男性服として採用された。地球のスーツとはできた経緯も年
代も異なる。　清貧を尊ぶセレンはその質素さを歓迎し、rdでは
スーツを愛用した。　　アルティス教徒の服。男はふつうのスーツ。
背広にズボン。色は黒がふつう。女は下がズボンかタイトスカート。
要するにスーツと同じ。平服として着るものだが、家の中では着ない。
フォーマルな場面でも日常的な場面でも着れる。スーツと違うのは
学生が学校に来ていくことも主婦が買い物に来ていくこともできる
点。より日常的ということである。アイスは丈夫で長持ちするので
便利である。スーツよりも強度が高く、学制服のようである。その
ため日常的に着るのに適する。　アルナ以外の北方では男子学生は
通常スーツを着る。
aisol  ［被服］スラックス、長ズボン　［レベル］４　21:ais/yolo

ain  ［名詞］個人　［形容詞］個人的な、私的な、パーソナルな　［反意語］alan　［レ
ベル］３　13:制 l:aan（社会）のｎ対　Luts:Luts　［語法］　社会に対する個
人。公に対する私は dant。　【用例】　an xilhi vil laabe ainel. 個人的に
あいつを許せない。
aintex  ［法律］個人情報　［レベル］４　20

ainklal  ［環境］［医療］パーソナルスペース　［レベル］５　20　［文化］　アルバ
ザード人はパーソナルスペースが非常に広く、日本人と同じ程度に
広い。そのため、混雑を嫌う。混んでいるというだけで電車や喫茶
店に入らないことがある。並んでいるというだけで別の店に行く。
　家族同士は狭くなるが、それでも横の席に座る程度である。　恋
人同士が最も近いが、それでもフランス人などよりは離れている。
横ならばぴっとり接触するものの、正面の場合は半メルフィほど距
離を置く。抱き合うときは、頭を交差させ、相手の方に互いに乗せ、
パーソナルスペースを確保する。このことから、パーソナルスペー
スは頭部間の距離で捉えられていると分かる。なお、性交時はこの
限りでなく、頭を交差させずに正面を向き合う（あくまで体位によ
る）。
ainvav  ［運動］個人スポーツ、個人競技　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt　【用
例】　ainvav et siin on arbazard. アルバザードでは個人スポーツが人
気だ。
ainakn  ［政治］個人主義　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　徹底した個
人主義だが、個人主義より高次に社会通念が存在する。つまり、倫
理の中では何をしてもいいという制限つきの個人主義である。ミロ
クの立てた倫理に背かないかぎり、つまりアルティス教に背かない
かぎりは、個人の美観に沿って行動してよいということになってい
る。　アルバザード人は実際個人主義で、意見はあまりまとまらない。
それを知っているので最初から団体行動を避ける傾向にある。アル
バザード人は団結して動くのは、理に適っていると論理的に分かっ
ている場合と、倫理に適っている場合。芸術性に関してはバラバラ
なので、意見はしばしば一致しない。　【用例】　arban til ainakn leimel. 
アルバザード人は基本的に個人主義だ。
aim  ［生物］半陰陽、インターセックス　vl;al/him　23

aiman  ［生物］半陰陽者、インターセクシャル　vl;/　23

aimul  ［エルト］アイムル　［レベル］３　ridia:古 :a（アルテ）/imul（メテ
の使徒イムル）　［文化］　未来を司る。未来を占い、予言することがで
きる。鏡を司る神でもある。カルザスがコノーテの化粧台から作った。
全身に灰色のローブをかぶった女。　メルティア 1,007,999。カルザ
スが来年産まれる自分の子供の命名をさせるためにアイムルを生ん
だ。（現 vasteではカルザスが決めたことになっているので注意）　【成句】
　ans de (ert) aimul 我々はアイムル神ではない：一寸先は闇
aige  ［植物］タイム（香辛料）　［レベル］３　高
ail  ［遊離副詞］［形容詞］ときどき、時々、ときおり　［レベル］２　19:赤 :il　
［語法］　aluut　【用例】　an ail kui du rak. 私は時々食べ過ぎる。
ails  ［料理］プリン、プディング　［レベル］２　赤 :ailai（スライム）
ailbez  ［医療］貧尿、乏尿　［レベル］５　19

aila  ［ユマナ］チルダ、｢～ ｣記号　［レベル］５　14:制 :ailai（スライム）の
幻字の形から。
ailai  ［魔物］アイライ（粘蟲）：第九十一天：害の炎天　［レベル］３　fv;
ailai　古 :ailai（スライム）　［文化］　洞窟などにへばりついているモン
スター。落下して獲物に張り付き、溶かしたりして食す。
aile  ［化学］ゲル　［レベル］５　古 :ailai

ailen  ［生物］アメーバ　［レベル］４　19:ridia:ailai

aokkonxo  ［感動詞］よいしょ　［レベル］２　古　［語法］　akkonxo

aoz  ［名詞］チョーク、白黒　［名詞］チョーク。ビリヤード。　［レベル］３
　13:制 :ahokaz（石膏ペン）。石膏やハクアで作るから。　【用例】　axt a 
versiz kon aoz 黒板にチョークで書く：アルバザードの教室にはな
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い。
aol  ［動物］アシカ、あしか、海驢　［レベル］４　13:制 :古
ael  ［動物］アヒル、家鴨、鴨、カモ、マガモ、まがも、真鴨、アイガ
モ、合鴨、あいがも。アヒルはマガモを家禽化したものなので同じ。
合鴨は野鳥のマガモと家禽のアヒルの雑種なので実質同じ。　［レベル］
３　ridia:定 :ael（アヒル）。｢横顔 ｣が原義。
au  ［文末純詞］［rente］dac　［レベル］１　21:dacの d脱落、c弱化　［語法］　
deelnよりラフなイメージ。

i
i  ［格詞］～から。奪格。　［類義語］rot、it　［反意語］al、a　［レベル］１　19:
恣意　mulu:mulu::mulu,alt　【用例】　an lunas atu it arbazard. 私はアルバ
ザードからここに来ました。
i(2)  ［数学］fidの略。数式で使う。－記号に等しい。　［レベル］２　19

i(3)  ［化学］［接尾辞］物質名から種名を作る。開音節では l。spelがベン
ゼンなら、speliはベンゼン派生物。　19
i,f  in、ins、lai、mik　e

i,fv  n。閉音節につく指小辞　miva.k　古
it  ［格詞］iの異形態　［レベル］１　19　［語法］　aが母音の前で alになる場合、
alは aの異形態（これは頻度による見方。歴史的には aが alの異形態）。
eが母音の前で tになる場合、tは eの異形態。
its  ［名詞］いじめ、虐待　［動詞］yulを苛める、苛める、虐める、いじめ
る、虐待する　［レベル］３　14:制 :ats（庇う）　［語法］　学校で子供が子供
を苛めることだけでなく、親が子供を虐待することも含む。
its,f  olf
itsame  ［言語］奪格　［レベル］６　20

itvian  ［物理］内力　［反意語］alvian　［レベル］６　20:外力に応じて物体の
内部に生じる力　［文化］　外力の反対が内力で、作用として物体に外
力が加わると、反作用として内力が生じる。この内力の単位面積あ
たりの量を応力という。
ita  ［名詞］会、会合、集会　［類義語］pofok、axe　［レベル］４　13:制 :古 :ite
（会う）　［語法］　axe

itaka  ［名詞］会場　［レベル］３　13:制 :会う場所
iti  ［名詞］泥炭　［レベル］６　15:制 :sad:itlakm(悪い石炭 )

ito  ［名詞］点数、点、ポイント、スコア、得点　［化学］価、アルコール
の価数、第一アルコールなどにおける数字　［シェルト］点、点数、勝ち
点　［類義語］poit、ati　rd　［レベル］２　15:制 :intに比較的近くて余っ
た音を選んだ。itiなどが既に使われていたので itoになった。　【用例】
　ito di{sor} 高得点
iton  ［名詞］知り合い、面識のある人、知人　［形容詞］見知った、面識の
ある、既知の　［動詞］yulと知り合う、知り合う　［類義語］mona　［反意語］
monia　［レベル］３　19:iten:16:制 :古 :iteから　［語法］　友人でも敵でも
なくただ見知った程度、知り合った程度の人。今後の付き合いでど
うとでも変わりうる。　【用例】　iton ant lunat tilm im fis. 知人が今
日新聞に出ていた。
itofit  ［動詞］yulを採点する、採点する　［普通動名詞］採点　［レベル］３　
rd;/　23
ite  ［普通動名詞］デート、逢引、逢瀬、合いびき　［動詞］yulとデートす
る、デートする、逢引する　［類義語］selvas　f;ite(akt)「見る関係」　［レベル］
３　13:制 :ite（会う（見る /関係））　ite:ite　【成句】　ite mel fol ri
dia lab ka lutia リディアがルティアで仕事をしている間にメルと逢瀬
する：鬼のいぬ間に洗濯
iten  ［接続詞］it。～からの。　［レベル］２　20:xion　【用例】　xant iten 
tian 彼氏からのプレゼント
itemana  ［地学］［歴史］ジュラ紀　［レベル］５　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

ik  ［接尾辞］完了相の動詞語尾。開音節では k　［動詞］yulになる、なる。
行為動詞完了相の繋辞。emikの略　［レベル］１　19:恣意　il:　【用例】　la
dik 作り終えた　kek 到着した　rigik 壊した　kuk 言い終えた　laik 
目に入った　tu ik rig. これは壊れた。
ik(2)  ［接尾辞］果実を表わす　［レベル］２　16:制 :vank,vink。プロトタイプ
にあって一時消えたが、無視できないので戻した。
ikxiim  ［化学］果糖、フルクトース　［レベル］５　19:paal:本来接尾辞の ik
（果物）をあえて用いたのは、vankxiimだと果物には果糖しかないと
いうイメージを持たれてしまうためらしい。
iks  ［形容詞］ぎこちない、yulをぎこちなくさせる、つまる、つかえる、
紛糾する、気まずい、ばつのわるい、ばつが悪い　［反意語］dix　［レベル］
３　13:古 :aks　［語法］　otex　気まずいのときは naを使う。ほかは etで
よい。　【用例】　an nat iks man la leevat xed rens. 彼が何も言わずに立
ち去ってしまったので気まずかった。
ikstan  ［人名］イクスタン　［レベル］５　古　［文化］　(yuuma 6758(6880))　
カコ中期におけるヴィーネの皇。架空の人物。ルーキーテとウロの
父で、彼らは異母兄弟にあたる。　yuuma 6758 ディオマンテ、息子
の ikstanを産み、これを預言者とする 
iksdia  ［地名］イクスディア　20:シフェル系古スカルディア語「夕闇の
土地」　［文化］　古スカルディアの首都。
iksante  ［宗教］イクサンテ教、拝魔教　［レベル］５　20:iksdia。　［文化］　
yuuma 5655 カテージュのスカルディア人は artiliaに対抗するため、
首都 iksdiaにて iksante教を興す。教祖はシフェル系スカルディア人
の hastilで、もとは被支配民族であった。iksdiaはシフェル系古スカ

ルディア語の地名で、iksanteはマレット系古スカルディア語であり、
マレット系古メティオ語にほぼ等しい。iksanteは iksdiaを外来語と
してマレット系古スカルディア語に取り入れてから「～教」を指す
形態素を加えてできた名である。ハスティルは「封印されたテーム
スが復活して神と神の軍を倒すであろう」と唱え、魔獣兵を率いて、
レスティル率いる神の軍 artiliaと戦った 　5670、スカルディアで国
教となる。
ikn  ［名詞］生活、日常、暮らし　［動詞］yulの様態で生活する、生活
する、暮らす、生きる　［レベル］２　14:制 :akn　【用例】　☆ an vins ikn 
tur, miyu tu ikn merel a rat. 気持ちを入れ替えて生活を一新するつ
もりだ。　ka ikn leim 普通の生活の中で　ikn e felan tan et kin in 
anne. 学生の生活も大変そうですね。
iknvant  ［法律］民法　［レベル］４　19:生活の法
ikndaig  ［経済］消費税　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:日常生活の中で個
別に払っていく税　［文化］　嗜好品などは高く、日用品は低い税率に
なっている。商品の値段表示は税込みであり、通常は何に何％かかっ
ているか消費者は知らない。最低限必要なある種の食料品には消費
税はかからない。
ikngart  ［経済］生活費　［レベル］３　19:ilmus:ridia　【用例】　［言葉遊び］ans 
re dit ikngart kon iknart. 日常魔法で生活費を稼ごう。
iknan  ［名詞］生活者、街人、町人、住民　［レベル］３　rd;/　23

iknart  ［魔法］日常魔法　［レベル］４　19:ilmus:ridia　［語法］［文化］　料理用
や暖を取るための fai、護身用の簡単な黒魔法、小さな怪我を治す白
魔法など、日常的に用いる魔法のこと。rdでは学校で教えていた。
リディアは７歳ごろまでは頭でっかちで、魔法の技能に関しては落
ちこぼれだった。アルシェの使徒になってヴァーナらと戦う中で才
能を開花させていった。
iknom  ［名詞］生活手段、生き方　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

ikl  ［建築］建物、建築物、建造物、校舎　［動詞］yulを建てる、建てる、
建立する、建築する、建造する、組み立てる、橋などを架ける、架
ける　［レベル］２　13:制 :古 :byakkal（遺跡）。aklのｎ対だったらしいが、
作者もその設定を忘れていたので、aklとの誤解は一切ないと思われ
る。語形を離す必要はないと判断した。　［文化］　最初に建築を行っ
たのは神。神は魔法で風雨や暑さ寒さを凌げるが、24時間魔法を使
うのは流石に面倒に感じる。　そこで魔法で穴を掘って家としたが、
動物や虫が入ってくるのを嫌った。そこで石や木でできた家を作り
出した。建築は完全に道具であった。　ユーマの一族はこのころは
神とほぼ同一なので、人類にも建築技術が伝わった。　アズゲル～
セルメルまで、人類の神性が失われるに従って、徐々に高機能な家
が作られた。脆弱になって風雨に耐えられなくなったためである。
　セルメルでは王族の間で芸術的な建築が作られた。初めての試み
である。現存するルティア城やアルバ城はこのころの様式である。
　rdでは政情不安から、絢爛な建物は徐々に避けられた。アルシェ
は自身らの創作で特殊な造りの家を作った。この時代からすればオー
パーツである。　ナディアでは侵略先の異民族の様式が取り入れら
れたが、多くのアルバザード人は格下の民族の様式に興味を示さな
かった。　アルティル～革命までは技術が進歩し、高層ビルなどが
建てられた。　革命後は高層ビルは破壊され、絢爛な建物も遺産以
外は破壊され、建築は道具であるという考えに戻った。　革命後の
建築は純粋に機能性を求めるものであるから、石や木に戻るという
ことではない。　レイユで培った技術をふんだんに取り入れている。
ただ、景観を損ね、人口の密集を誘致する高層ビルは排除された。
ikllizno  ［政治］建設庁　［レベル］４　19:ilmus:ridia　［語法］　開発省下の
庁。建設や都市計画を担う。
ikla  ［建築］ビル　［レベル］２　15:制 :ikl　【用例】　an ins ikla rak tems. 窓の
向こうにビルが見える。
iklan  ［建築］大工、右官、実質上現在の土方　［レベル］３　20

ikar  ［形容詞］近付きやすい、親しみやすい、近寄りやすい　［反意語］atil
　［レベル］３　＠ 19:melidia alis

ikal  ［数学］四角、四角い、四角形　［レベル］２　古 :ikal（角度）原義は見
る場所。　wawa:wawa
ikalskin  ［名詞］正座　［レベル］３　19:前から見たときの脚の形が四角形　【用
例】　an til mixtyai mil ikalskin. 正座で膝をやっちゃったよ。
ikalgar  ［電算］フロッピーディスク　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt:四角い
箱に入っている　【用例】　lena tilat 30 via ikalgar kont iskat vil 3 olta to
tal kos. tu ses lood xel el iskat sen fral ikalgar. 全部で３０枚近くあっ
たが、３枚だけどうやっても読み込めないものがあった。思ったほど、
ダメになっていなくて驚いた。
ikaleev  ［物理］矩形波　［レベル］６　21

iko,alt  vis
ixt  ［名詞］［副詞］今後、こんど、今度、こないだ、このあいだ、この間、
このまえ、この前。２，３日～数カ月　［類義語］flonixt、fremixt　［レベ
ル］１　＠ 19　［語法］　fikdu

ixta  ［名詞］映像、画像、ヴィジョン、光景、情景、風景、景色、風光、
風物、眺め、展望、鏡に映った姿　［電算］画像　［レベル］２　13:制 :赤 :ixa
（見られる存在）　【用例】　an inat ixta emt. 悲しい光景を目にした。
ixtakart  ［電算］ビデオカード、グラフィックボード、グラフィックスボー
ド、グラフィックカード、グラフィックスカード　［レベル］４　19

ixtasia  ［生物］網膜　［レベル］４　19

ixtahosi  ［電算］画像ファイル　［レベル］３　19

ixtal  ［人名］イシュタル　lj　22　［文化］　一人目は ixtal。年のころは 14, 
5に見える。が、実際いくつなのかは分からない。いつも黒紫の服
を着ている。性格は大人しい。　　イシュタルは数年前に雨に濡れ
ていたところをリーザに拾われた。なぜかたまに古語が出てしまう。
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不思議な子だ。
ixn  ［動詞］yul（内容）を aに答える、応える、答える、応じる、応答する、
返答する、返事する、返信する　［普通動名詞］答え、応答、返事、返答、
返信　［類義語］rexir　［反意語］asm　［レベル］２　＠ 19　［語法］　問われたも
のに答えること。　【用例】　xom lanko ixnik seerel. すると青年は静か
に答えた。
ixm  ［名詞］メモ、ノート、手帳　［数学］行列。数や文字を長方形に並べ
た際に、ノートの行列に書き込んだように見えることから。　［電算］
ノートパソコン　rd　［レベル］２　13:制 :sad:ixamas（書かれる紙）　［文化］
　アルバザードでは教科書や参考書はアンセに登録されているので、
弁当と筆記用具とメモ類を持っていけば大丈夫。教室の机に装備さ
れた電子ペーパーに教科書のデータを映しこむ。教師はアンセのデー
タを教科書として使い、授業を進める。教師は板書をしない。授業
前に板書内容を電子データ化しておき、それを配信してから授業を
始める。毎日配信するのは面倒なのでまとめて配信することも多い。
教師が板書をしないので授業の効率はいい。教師は生徒と議論を交
わすような対話型の授業を行う。教室には必ずホワイトボードがあ
る。教師は随時説明しながら必要があれば追加情報等をホワイトボー
ドに書き込んでいく。一方、生徒もノートを持参しているが、これ
は板書コピーではなく、メモ用として使う。授業中に起こった発言
や教師の説明の中で重要なものを書いていく。頭の中だけでは混乱
するというときにメモに図説などを自分でして、情報を整理する。
　【用例】　hom ixm ノートを開く
ixl  ［名詞］石碑、碑　［レベル］５　13:制 :sad:ixadol（書く石）　［文化］　最初
の神アルテが石に爪で文字を刻んだが、その後悪魔ベルトが紙を作っ
たため、石には刻まなくなった。その後アズゲルの時代、紙が人間
にとって貴重で、かつ質もよくなかったため、保存のいい石に刻む
ようになった。
ixla  ［宗教］読師、レクター　zg;ixu/lantis「読む人」　24

ixlem  ［形容詞］鏡像の、鏡写しの　［名詞］鏡像　［類義語］mepmo　［反意語］
axie　［レベル］３　古 sorn:<>ixirius　［語法］　axie

ixat  ［形容詞］公平な、フェアな、均一な、差がない、差のない、序列のない、
非序列の、平等な　［名詞］公平、フェア、均一、非序列、平等　［数学］
偶数←ixatalx　［類義語］silk　［反意語］asik　［レベル］３　＠ 19:melidia alis　［文化］
　・アルバザードにおける平等の考え方　　メル 24年のこと。　娘
に「点数が良かった自分と悪かった兄に 2ユーロを分け与える際の平
等な分け方は」と問われ、平等の意味を再考させられた。190セント
と 10セントのような格差が大きい分け方はダメ。1ユーロずつとい
うのは一見平等だが努力は報われるべきなのでダメ。120:80セント辺
りにしなさいと教えた。　その比率の根拠はと娘が問うので「120か
ら見たら 80は 33%減だが、80から見たら 120は 50%増だ。上が下を
見て自分より 33%低い生活をしていると思っても、下は上を見て自分
より 50%良い生活をしていると考える。その意識の差は 17%だ。そ
の認識の差がルサンチマンを生む」と答えた。　120:80の格差を更に
広げれば上下間の「認識の差」は 17%より高くなる。150から見た 50
は 66%減だが 50から見た 150は 200%増で認識の差は 137%に跳ね上
がる。その認識の差は不公平感に姿を変え、下の人間をやがて狂気
と怨嗟に追い込む。上が思っているより下は苦しんでいるのだ。　
先進国の政治にも同じことが言える。上のものが考える「下の人間
はこれくらい苦しんでいるだろう」という程度は下の者が「上はこ
れくらい得ている」と羨む程度より遥かに弱い。その甘い認識が下
流をさらに下流に追いやる冷徹さを生み、虐げられた下流はやがて
上流に牙を剥く。　頑張った者がそうでない者より報われるのは良
いことだが、その格差が広すぎるとこのような問題が起こる。だか
ら信賞必罰もほどほどに、ということだ。――と話したら、やはり 5
才の少女には難しかったようだが、格差を広げすぎるのは良くない
ということは理解してくれたようだ。
ixatfala  ［言語］非序列番号　［レベル］５　21　［語法］　alx

ixatpalet  ［言語］非序列数値　［レベル］５　21　［語法］　alx

ixatrapalx  ［言語］非序列組み数字　［レベル］５　21　［語法］　alx

ixatalx  ［数学］偶数→ ixat　［レベル］３　21:「公平な数」ふたつのグループ
に分けたとき、両側ともに同じ数になることから。
ixiba  ［魔法］方術　［アクセント］ixibA　alt　24

ixibi  ［魔法］［ジョブ］方術師　［アクセント］ixibI　alt　24

ixir  ［動詞］solは yulに相当する、相当する、である、当たる。定義
動詞。　［名詞］相当物　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:ixirius　【用例】　nag
ili ixir altiaren. 凪霧はアルティア語にあたるものだ。
ixirius  ［名詞］鏡　［魔法］イシリウス（リフレク）。水の高位白魔法。
あらゆる魔法攻撃を跳ね返すバリアを張る。跳ね返った魔法は必ず
相手に当たる。ただし、魔法の威力がバリアより強いと破られる。
カコの時代にイシリウスが発明した魔法で、この魔法でカコは新た
な局面を迎えた。　［動詞］konを鏡として yulを aに映す、映す、うつす、
写す　［組み数字］６/１１　［類義語］myulkota,fv　［レベル］３　meltia 52:li
xirius;lixirius.k　赤 :myul,ixirius　［語法］　ixiriusは反射して鏡と
して機能するすべてのものを指す。水面でも刃でも良い。その点で
mepと異なる。　【成句】　ixirius daiz keeto 反面教師　【用例】　ins ant 
ixiriuses far har. 私の目が赤い光を映している。　"arten e ixiri
us"　far e eryulo,　fiol e ferden,　bal e eria.　siil tel art,　ixi
rius　＜イシリウスの呪文＞　みなものひかり、　フェルデンの白い
首、　水の壁。　魔の力より我を護れ、　イシリウス
ixirius(2)  ［人名］イシリウス　［レベル］５　古　［文化］　(yuuma 6621:)カコ
中期のレスティルの魔導師。白魔法イシリウスを開発。　yuuma 6885 
ルティアからユクレシアが帰国。lyuux研究所を病院として建て直し、
院長に元副長の ixiriusを選定 
ixirius genos  ［人名］イシリウス＝ゲノス　19:ilmus:ridia　［文化］　レ
イユの政治家。男性。ユヴェール＝ゲノスの子孫。レヴァレン党首。

ixu  ［動詞］yulを lexと解釈する、解釈する　［普通動名詞］解釈　［レベル］
３　rd;ixu,fv　23:古 ixu（読む）
ixu,fv  isk　meltia 100:bert;i（目）　古 :iは目。xuは恐らく kaxuなど
の関連で、その媒体である紙関連であろう。
ixut  ［ジョブ］公示人　zg;ixu/lantis　24

is  ［動詞］yulをやめる、やめる、止める、とめる、終える、終わる、
閉じる、消す、閉める、止む、やむ。死動詞。　［レベル］１　制　［語法］
　arの逆で、～をやめるなどの意味を持つ。
ist  ［名詞］代わり、代替、代理　［副詞］代わりに　［格詞］～の代わりに　［レ
ベル］２　古 :ist（代わり）。istは kist（芝生）から。　【用例】　an ke van 
im erva ist velm. ヴェルムでなくエルヴァの日に行くよ。
istfasa  ［企業］イスト・ファサ　［レベル］４　21:もう旅路で寒空の下マン
トを羽織って寝ないでいいですよという意味から　［文化］　ＪＴＢ、
ＨＩＳに相当する企業。
istfo  ［言語］異音　［レベル］６　19　［語法］　例えば nは歯茎鼻音だが、ank
の中では軟口蓋鼻音になる。この軟口蓋鼻音を nの異音という。
ista  ［経済］質、質草　［レベル］４　16:制 :ist

istaxt  ［普通動名詞］代書、代筆　rd;/　24

istaxtan  ［ジョブ］代書人、代書屋　rd;/　24

istab  ［名詞］代用品、代替品、代理品　［レベル］３　22

istark  ［宗教］教皇、ポープ、イスターク　［レベル］４　20:ist mirok（神
の代理）　［文化］　ある宗教の中で最も偉い人物。ただしアリスカンテ
とアルティスでは法王がさらに上。
istaate  ［名詞］質屋　［レベル］４　21

isti  ［言語］代詞　［レベル］３　16:制 :ist　［文化］　＜歴史＞　　古は三人
称までだが、事実上 elに相当するものがあった。　古では二人称に
も男女の違いがあった。自分が男か女かでも二人称が変化するため、
４種の二人称があった。　　制は後期になるまで人称代名詞が an, ti, 
lu, laしかなかった。　　新生で古並みになり、その後１０種にまで
位相が増加。これは根幹となる seetや yunkなどから分裂してでき
たもの。この時点ではまだ独立性の低い段階であり、各位相の語形
は類似していた。　21までにエンナの軽度難聴により主にソーンを
中心に類似した語形を排除する運動が起こる。　一方アルシェ側で
は 21ごろに親と子供の会話において ammaなどの位相が重要視される。
独立性を向上させるために語形の変化が起こる。　21夏にこれらを
統合して制定。まとめに尽力したのはセレンとリディア。メルは紫
苑の書の改訂原稿を執筆していたため関与せず。　制定後、各位相
は独立性の高いものとなった。　　その結果 yunkと yuna（現 milia）
のみ語形が同じで、ほかの８種は互いに語形が異なるという事態に
なった。　ほかの位相が語形を異にしたことで、yunkと yunaだけ一
致していることに違和感が生じた。元々あった違和感だが、このこ
とで決定的に強まった。　クミールは yunkと yunaが区別できない
ことに不便さを感じており（そもそもアシェットには renteが多い）、
これらを区別するよう、yunaの代表のリディアと相談した。　クミー
ルが yunkを yunaから引き剥がすことで合意。実態は yunkであるク
ミールがかつて使い慣れていた古 sornの単語を掘り出して yunk語
として再定義したもの。　yunaは yunkとそもそも語形が似すぎてい
るため引き離し、yunaを yunkの一人称とした。結果、位相としての
yunaは miliaに代わった。　なお、セレンは小説に renteをよく出
すので、yunkと miliaを区別する案は大賛成だった。　また、メル
は yunkでも miliaでもない渡りのような立場にいたので、どちらか
をメインにしなければならないことに悩んだ。引き離されることで
迷惑と感じる者もいたようだ。　結局セレンが「お前は可愛いより
は綺麗だろ」と言ったことで yunkベースに決めたようだ。　その後
話していて感じたが、妹として話すときは miliaを使うという法則性
が見えた。　また同じ 1277現在、ルシアは miliaを使うようである。
istis  ［名詞］生贄　［類義語］myukli、yuns　［レベル］３　20:ist/lantis　［文化］［語
法］　地球と違って始めから地球が丸くて神が実在して宇宙があると
いうことを知っていたユーマの一族は、架空の神を鎮めるためなど
の不合理な目的での生贄という習慣を持たなかった。　従って、生
贄というと政敵へ預けた自分の子供のような人質などを示すことが
多い。istisは宗教儀式を連想させる言葉ではなく、むしろ政治や智
謀と連想される言葉である。
istir  ［名詞］女王、女帝　［反意語］daiz　［アクセント］istIr　［レベル］４　
20:kist（芝、代理）→ ist（頭子音脱落）→ isti（istと区別）→ istir（ア
クセント移動のため r追加）。王位継承権は男性にあったが、適切な
ものがいない場合は女王が立ったため、このように呼ばれた。
istol  ［名詞］象徴、シンボル　［動詞］yulを象徴する、象徴する　［レベル］
３　21:ist/dol
istolnim  ［名詞］象徴色、シンボルカラー　［レベル］４　22　［文化］　アルバ
ザードは赤。ルティアは青。アルティアは緑。メティオは黄。
istesa  ［言語］異形態　［レベル］６　19

isten  ［接続詞］ist　［レベル］３　21

isk  ［動詞］yulを読む、読む　［動詞］yulを察知する　［反意語］axt　［レベル］
２　＠ 19　ixu:ixu　［語法］　声に出しても出さなくてもよい。　【用例】
　isk kon xiv 声に出して読む　an iskat lei pot mokt du ezit. ベッ
ドの中でしばらく本を読んだ。　rsiil iskat lei kon xiv fiina an 
im an et lij. 私が小さい頃、親が本を読んでくれた。　sa mok, an isk 
van leislei e haluhi l'an taut im toxel. 寝る前に昨日買ったハルヒの
画集を読もう。
iskmal  ［電算］ＲＯＭ　［レベル］４　19

iskan  ［名詞］読者、リーダー、ナレーター、キャスター　［レベル］２　
19:ridia:arbaxelt
iskante  ［宗教］イスカンテ、イスカンテ教、拝魔教　20
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iskar  ［名詞］読み取り機、リーダー　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］
　モールのレジに付いている。
iskal  ［エルト］イスカル　［名詞］奇跡　［動物］燕、ツバメ　［メタファー］忙しそ
うにしている人　［形容詞］忙しい、わたわたしている→ vokka。vokkaよ
り「バタバタ感」が出ている。　［交通］特急イスカル。アルナ～カテー
ジュ間を通る電車。アルナ・ルークス・イルケア・ワッカ・カテー
ジュ駅に停車する。　［レベル］３　古 :ridia　［文化］　奇跡を起こすエル
ト。奇跡や幸運を司る女神。ツバメの姿をしているが、奇跡を起こ
すときは銀色に輝く若い裸体の女性の姿になる。　【用例】　［ユマナ］aa, so
ono soono, an tur iskal im fis. あ、どうもどうも、ちょっと今日は
バタバタしてまして：忙しいを美徳でなく恥と考えるアルバザード
人はよほど忙しくなければオフィスでこのように言わない。
iskaltaka  ［地学］［歴史］イスカル大陸　［ユマナ］パノティア大陸　vl;/「希望
の大陸」　23
isfil,fv  amel　"is" i "liiz", "fil" i "tul fil". alfi "les et liiz, 
lfis filel nod eeta"
isfilia  ［魔法］［ランドマーク］イスフィリア錬金術舎　［レベル］５　20:ispel/
dia（六角形の土地）の音変化　［文化］　1579年にエリーゼルに建てら
れた世界で２番目の錬金術士養成学校。ルティア王が出資し、アル
バザードとアルシア自治区が共同出資した。空から見ると敷地の壁
が六角形の形をしていることからこの名がついた。　ルティア王が
これを建てたのは娘のリーザの教育のため。リーザは１０歳になる
とイスフィリアに入れられ、厳しい英才教育を受けさせられた。　
錬金術としてはミスティアの方が上だが、イスフィリアは普通教育
にも力を入れており、錬金術だけでなく高等教育も受けられる点で
人気があった。特にお嬢様に人気があった。　ナディアになって錬
金術が廃れても超難関校として残り、現在でもルティアで２番目の
学校になっている。日本でいう京大に相当。　イスフィリアは女子
校で、男子禁制。ただし女生徒一人につき一人従えることのできる
執事なら入校が可能という校則があった。そのためユーアはリーザ
の執事ないし従者として編入した。　現在でもこの校則は残り、男
子は原則として女子の従者としてしか入ることができない。　クミー
ル＝メテの憧れの学校だったが、彼女の父アノとリーザは宿敵同士
であり、リーザは彼女の入学を許さなかった。そのためクミールは
1595年にカンタル校を卒業した後、イスフィリアを受験するものの
不合格となり、アルナ大へ通った。しかしアシェットの和平後はリー
ザから許可が降りたため、クミールは学位を既に得ていたにもかか
わらず、1600年にイスフィリアに入学し、キャリアを積みなおした。
しかしクミールはアルバザードの国防で忙殺されていたため、寮に
は入ることができなかった。
isfel  ［代詞］［rente］貴方がた。女性敬体。　［レベル］２　21:ridia:isfil（妹）
ここでは女性から見た同胞。やがて二人称複数へ。
isfelia  ［代詞］［rente］貴方がたの。女性敬体。　［レベル］２　21:ridia:isf
el/lia
ism  ［形容詞］異端な　［類義語］yuni　［反意語］axn　［レベル］３　＠ 19

ismra  ［名詞］分家　［反意語］axnra　［レベル］４　rd;/　23

isp  ［名詞］施設　［レベル］４　13:制 :語源不詳
ispel  ［名詞］六角形　［生物］亀の甲羅、亀甲　［レベル］４　古 :語源不祥。
despaあたりと関連？
ispelluno  ［化学］黒鉛、グラファイト　［レベル］５　19

israfel  ［政治］宰相　zg;「右にある護衛棒」が原義。　24

islin  ［人名］イスリン。islierの愛称　21

islier  ［歳時記］春、桃春（とうしゅん）、イスリエール。麗らかな春　［形
容詞］春の　［人名］イスリエール　［アクセント］isliEr　［レベル］４　20:ipsen/
axte。lt　［語法］　diaxer

isa  ［格詞］～の前から　［レベル］２　rd;/　24

isir  ［数学］定理　［レベル］５　＠ 19　［語法］　公理とは、ある命題を導く
ために真としておく前提のこと。数ある前提の中で最も基本的なも
のを公理と呼ぶ。その結果演繹された命題を定理と呼び、きちんと
区別する。
isil,szd  in
isoge  ［植物］タラゴン　alakta

isoli  ate, slei　isolu 「見せる」
isolu,alt  sols in　i/so/lu

isel,szd  ins
in  ［動詞］yulを見る、見る、みる、観る、診る、視る、閲覧する　［文末純詞］
～なようだ、ようだ、そうだ。目で見た推量。日本語の古典の助動詞「め
り」に相当　［感動詞］ほら、ようしいくぞ、そら、そうら、ほらよ　
［類義語］vais、lai、piin、repin、fils hixin、hoi、lastin、poin、sas
in、taxin、ziin、amel hatia、mesti　［レベル］１　frf;i.k　13←古 :i（目、
見る）　i:in:isil:ilu,alt　［語法］　in類：inor「見ている」、inik「見終
わる」、ines「見ていた」　【用例】　ren in non. 私を見て。　in ins 
e xok 目を合わせる　twa en ines vert? あんた、ニュース見てない
の？　lala zalen inor non. やだ、なんか変な人がこっち見てる。　
see frem lu, 1 lanko skines a vinl kont inor xelt kok. そばの柵には
一人の青年が腰掛けていた。彼も同じ月を見ている。
in(2)  ［接尾辞］花を表わす　［レベル］２　16:制 :mina。プロトタイプにあっ
て一時消えたが、無視できないので戻した。
in(3)  ［化学］二重結合、アルケンの接尾辞。　19:ryuu

int  ［名詞］点。図としての点。　［名詞］画素　［言語］［文字］ドット、点　［レ
ベル］２　13:制 :古 :n

intka  ［数学］座標　［類義語］xalka　［レベル］４　14:制 :点の存在する場所

inthac  ［文字］点字　rd:ryuu;/　［レベル］４　23　［文化］　リュウが障害者
用に rdで発明したが、社会に普及したのは vl後期になってから。
　　＜ネットユーザーによる設定＞　　地球では最初にブライユが
点字を発明し、　後に指点字という盲聾者向けの通信手段が開発され
たが、　アトラスにおいてはその順序は逆であった。　　指点字は、
とある夫人が息子の為に開発した物が広まった物だ。　その夫人の
息子がある日自己に遭い、視覚と聴覚を失った。　息子は事故以前、
小説を読むのが大好きだったが、　資格がない為文字を読めず、聴力
がない為読み聞かせることもできなかった。　　そこで夫人は、以
前より盲聾者が互いに会話をする為に、　右手で相手の左手に文字を
一字ずつ書いて、互いに会話をしているという　手段を聞き、それ
をやってみた。　おかげで息子との意思疎通が可能となり、小説も
書いて伝える事が出来た。　　しかし困ったことが起きた。　息子
が嬉しがって小説をよく催促してくるようになったが、　そのせいで
やがて他の家事の時間を削るようになってしまった。　この方法で
は一字一字書くのに時間がかかり、　手も良く動かすので疲れてしま
う、しかし息子の笑顔はくもらせたくない、　もう少し早く通信出来
れば…、　　そう考えていてふと手を見ると、　母音の数と指の数が
ちょうど同じだという事に気付いた。　そうだ！これで文字を書く
代わりに早く通信出来ないだろうか！？　　夫人はその後、母音は
指一本、子音は二本以上の指の組み合わせで、　!は最後の文字を売っ
た指を素早く手前に引いて、　?はその指を円を描くように撫でる事
で表現する、という方法を開発。　　これによって小説を伝える速
度は飛躍的に進歩した。　息子はこの指の動きを、まるで指がタッ
プダンスしているみたいだと　表現した。　以来この通信手段は『踊
る指』と呼ばれている。 　　点字はその後、リュウがその『踊る指』
の情報を聞き、　それを盲人の為の文字として応用できないかと考え
て作られたものだ。　　それ以前は文字を浮き彫りにしたり、ある
いは朗読での　伝える方法はあったが、どちらも不便な点があり、　
改善が求められていた。　リュウ氏はそこで、たった五本の指で通
信できる『踊る指』を　五つの点に変換すれば、浮き彫りよりも簡
単に、　読むことも、あるいは盲人自身が書くことも楽にできると考
えた。　　そこで最初は単純に五つの点を、　（親指が一番上、小指
が一番下の点となる）縦に五つ並べた点字を考案した。　しかしこ
れでは読み間違えが多発した。　　そこで考えた挙句、親指の点と
小指の点を『コ』の字に曲げた　五点の点字を考案し、　その後その
空いたスペースにもう一個点を加えた、　六点の点字を考案。　世界
へ広がることとなった。　　＜『踊る指』＞　　指はそれぞれ、『親
指＝親』『人差し指＝人』『中指＝中』『薬指＝薬』『小指＝小』　と
表記しますね、　　母音…親指から順に一本の指で表す。　　a ⇒親、
i ⇒人、o ⇒中、e ⇒薬、u ⇒小　　　子音は二本以上の指で表す。　
　一段目…隣り合った指を二本ずつ、　t ⇒親人、k ⇒中薬、x ⇒薬小、
s ⇒人中　　二段目…一指開けて二本ずつ　n ⇒親中、v ⇒人薬、f ⇒
中薬小、m ⇒親小　(fが三本指なのはやってみればわかると思いま
すが、　中指と小指を下ろそうとすると薬指もついて来るせい、　こ
のような薬指の為の回避策は以降も出現、)　　三段目前半…連続し
た三本指、　三段目後半…二指開けて二本の指　d ⇒親人中、g ⇒人中
薬、p ⇒親薬、b ⇒人小　　四段目…その他の無理のない三本指の組
み合わせ　h ⇒親薬小、y ⇒親人薬、c ⇒人薬小、r ⇒人親小　　五段
目…四本指の組み合わせ　z ⇒親人中薬、j ⇒人中薬小、w ⇒親中薬小、
l ⇒親人薬小　　数符…五本指全部を下ろしてから、　0 ⇒ m、1 ⇒ a、
2 ⇒ i、3 ⇒ o、4 ⇒ e、5 ⇒ u、6 ⇒ t、7 ⇒ x、8 ⇒ s、9 ⇒ k 　　点字は上
記の『踊る指』を参考に、　親指⇒ 1点、人差し指⇒ 4点、中指⇒ 5点、
薬指⇒ 6点、小指⇒ 3点　で表す。　残った 2点は他の文字との区別
の為に書いたり書かなかったりする。　無くても問題はないが見た
目上必要な場合は打つ。　　点字は日本語の点字で同じ形の点字を
指示します。　　　母音　a ⇒『あ』、i ⇒『お』、o ⇒『ー』、e ⇒『？』、
u ⇒『ゐ』　　子音　　一段目　t ⇒『え』、k ⇒『る』、x ⇒該当なし、2,3,6
点、s ⇒『ん』　　2段目　n ⇒『た』(本来は『り』)、v ⇒『こ』、f ⇒
該当なし、2,3,5,6点、m ⇒『に』　　3段目　d ⇒『ち』(本来は『れ』)、
g ⇒『そ』、p ⇒『か』、b ⇒『や』　　四段目　h ⇒『は』、y ⇒『く』、
c ⇒『ゆ』、r ⇒『ぬ』　　五段目　z ⇒『す』、j ⇒『数符』、w ⇒『ま』、
l ⇒『ふ』　　その他　数符⇒『め』　！⇒『ね』、？⇒『み』、　" , " ⇒『ア
ポストロフィ』、" . " ⇒『な』
intik  ［名詞］視野角　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt

intin  ［幼児］おめめ、お目目　［レベル］１　20:mel:in/t（渡り音）/in

intiwa  ［数学］点対称　［レベル］３　19

intook  ［動詞］yulを見届ける、見届ける、見とどける　［レベル］３　22

ink  ［名詞］前後　［数学］ｙ軸　［レベル］２　19:inskor/xoskor（目の方向と
背中の方向）の前半だけを人為的に詰めたもの
inkhol  ［名詞］ヨー、ヨウ、ｚ軸周りの回転、振り向き、ターン　［レベル］
５　21　［語法］　右手を前に出してみよう。肘をねじってこの手を自分
の胸側に向ける。このとき前後をｙ軸とし、指先の位置を確認して
みる。すると指先のｙは最初は前（正）にいるが、やがて後ろ（負）
に来る。同時にｘ軸も原点から負になったのち、原点に戻っている。
従って動いていないのはｚ軸（上下）だけであり、このことから振
り向き行為はｚ軸周りの回転だと分かる。sanlと間違えないように
→ hol
inx  ［サール］インシュ　［普通動名詞］近親相姦　［動詞］yulと近親相姦する、
近親相姦する　［レベル］４　mel:古 　［文化］　・神　　右半身が兄で左
半身が妹というサール。サール界に iinaという妹と naxという兄が
いた。兄弟は２人仲良く過ごしていたが、あるときイーナがナッシュ
を誘惑して姦淫する。ラヴァスの時代には近親相姦は神の霊力を弱
めるとされていたので禁止されており、それを見咎めたエルトに２
人は切り殺されてしまう。しかしイーナのかけた呪いによって切り
落とされた２人の半身は１つとなる。　　・近親相姦　　アルバザー
ドでも禁止されており、一般のアルバザード人も気持ち悪いと嫌悪
する。　　・ヴィード　　近親相姦すると一般に子供のヴィードは
弱まる。ユーマの一族はこれを繰り返したため、時代を経るごとに
力が弱くなっていった。　原則として弱くなるが、ごく稀に逆に
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ヴィードが強くなるケースがある。その場合の強まり方は尋常では
なく、たびたび社会を変えるような力を持った人材が生まれる。rd
の使徒、ヴェレイのミロクなどがそうである。　山間の小さな村は
都会に比べ遺伝子が濃いため、奇形に至らなくとも容姿の醜いもの
が多い。しかし逆にそのような土地にこそ稀にびっくりするほど美
しい少女が生まれることがある。ヴィードに関してもこれと同じで
ある。
ins  ［生物］目　［動詞］yulが見える、見える、見かける、目に入る　［類義語］
intin　［レベル］１　sert;in,frf　14←古 :i　i:i:lu isel　［語法］　laiと
同じ相。　　insの領域は狭義では眼球のうち外側から見えている部
分のみ。広義では眼球及び睫毛と瞼を含んだ目の周りまで。眉毛は
含まない。　【成句】　insik frei 剣が目に入った　yun teeze var ins 
目に風が抜けるような：頭が冴えていて賢いこと　ins ins e xok 目
が合う　fit ins a ～に気をつける、目を配る、監視する、見守る、
監督する　ev ins 一目置く。日本語と同じ用法。　ins til diare
ns nod kuo 目は口ほどに物を言う、目は心の鏡　fit ins sort 冷た
い目を向ける　【用例】　til ins frem 目が悪い　get ins 目を細める
　ins nem 虚ろな目　flip ins 目を輝かせる　hol ins 目をぐるっ
とさせる：顔の位置はそのままで目だけそらす動作。不可解や困惑
の仕草。　kor ins a nene ～に目を向ける　rot ins i nene ～か
ら目をそらす、目をそむける、ソッポを向く、そっぽを向く　an nat 
nik yun ins em xante. 目を見張るほど驚いた。　an fixat ins noz
et. 自分の目を疑った。　ins em xante. 目を丸くする、目が丸くな
る。　la et yun teeze var ins laat. 彼は頭が冴えている。　an insor 
xelt. 月を見ている。月が見えている。　an insat la ka font. 道で彼を
見かけた。　ok ins dok 目が点で
inssais  ［美容］アイホール　21

inssorit  ［言語］［文字］キャップハイト　21

insnakea  ［生物］睛明、晴明　21

insnam  ［生物］視神経　［レベル］５　19

insnis  ［生物］眼窩　［レベル］５　21

insvals  ［医療］眼科、目医者、眼医者　［レベル］３　22

insvala  ［医療］眼科医院、眼科、目医者、眼医者　［レベル］３　22

insmilx  ［卑語］めくら、盲、盲人　［レベル］３　21　［文化］　使わないこと。
insmepi  ［生物］水晶体　［レベル］４　19

inspit  ［医療］眼科。大病院内の科目。　［類義語］insvala、insvals　［レベル］
３　19
inspita  ［医療］目薬、点眼薬、点眼液　［類義語］firter　［レベル］３　rd;/
　23
inshaiz  ［非言語］インスハイズ　［レベル］３　19:melidia axte　［語法］　手
は動かさずに、目だけでハイズの動作をする。目を左上から右上に
ぐりっと動かす仕草。同時に、首を左から右にやや傾ける。女性も
する。ハイズより意味合いは軽い。
insrein  ［名詞］視線　［美容］アイライン　［言語］［文字］キャップライン。
幻字では約物や数字の高さのこと。　［レベル］３　20:melidia xier　【用
例】　fit insrein 視線を送る　yu insrein 視線を受ける　na insre
in 視線を感じる
insreiar  ［美容］アイライナー　［レベル］４　21

inslobo  ［名詞］目隠し、アイマスク　［レベル］３　rd;/　23

insa  ［地球の国名］中国、中華人民共和国　［レベル］４　制 :古 :insaal

insani  ［医療］眼精疲労　［レベル］４　19

insabel  ［ユマナ］［料理］中華料理　［レベル］４　19

insahac  ［ユマナ］漢字　［レベル］４　19:中国の字
insayuliel  ［運動］［ユマナ］太極拳　［レベル］６　20:中国のユリエール
insaren  ［ユマナ］［言語］中国語　［レベル］５　21

insalia  ［医療］漢方、漢方薬　［反意語］anxalia　［レベル］３　20:insaal　［文化］
　olivian　副作用が少ないことからアルバザードでも頻繁に使用さ
れる。アルバザードではハーブも多用されるが、こちらは漢方には
分類上含まれない。
insaal  ［地名］インサール、東洋。アルカット大陸東部。　［レベル］２　
fv;anxalの対語　古 :insaal
insaalbel  ［料理］インサール料理　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　
味が濃く、油が多い。品目は多く、一般的にいって旨い。その代り
胃に負担がかかる。
insail  ［ユマナ］アジア　［レベル］４　19:insaal

insaetek  ［ユマナ］中国茶　［レベル］４　23

insi  ［地学］瑪瑙、めのう、メノウ、アゲート　［レベル］４　16:制　［文化］
　エレノイの魔石。
insik  ［植物］ブルーベリー　［レベル］２　16:制 :insvank（目の果実）
insini  ［生物］まつげ、睫、まつ毛、アイラッシュ　［レベル］２　19

insiil  ［動詞］yulを見守る、見守る、見まもる、見護る、看護る、観
守る　［レベル］３　19

inset  ［ユマナ］朝鮮　［レベル］５　19:insail/axti（インサイル大陸の東側）
insethac  ［ユマナ］ハングル　［レベル］５　19

insemil  ［名詞］自己中なバカ女、主観的なバカ女、生意気な女　［レベル］
４　22:「アタシの目」　［文化］　日本でいうと発言小町などで見るよう
な馬鹿女のこと。「お前は何を言ってるんだ？」に相応しい連中のこ
と。転じて「なぜ一番じゃなければいけないのでしょうか？」とか
「ウーマンリブ」とか「レディースデー」とか理屈に合わないことを
平気でほざく生意気なスイーツも指す。どこの世界の投資家が好ん
で二番手の技術に投資するよ。　【成句】　den ev insemil aseel moel 

veil kad sil vern. 雌鳥がなくと国が傾く。バカ女を政治に絡ませる
と国が滅ぶ。
insel  ［名詞］魂の目、魂紋　［レベル］５　21:i/seles　［文化］　seles

inselet  ［名詞］眼差し、まなざし　［レベル］３　rd;/「目の表情」　24

innakl  ［生物］視覚　［レベル］３　21

invilet  ［丁寧］視覚障害者、盲人　［レベル］４　rd/;　23

invem  ［魔物］インヴェム（眼影）：第一天：闇の炎天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:ins/vemo　［文化］　憑族。人の影を渡り歩く闇の魔
物。影を乗っ取られた人は、突如後ろから自分の影に襲われる。影
に食われたことを見抜くには、影に眼があるかどうかチェックする。
インヴェムは人の影を乗っ取ると、ギョロっと目を開き、人を襲う
機会を伺う。インヴェムが襲いかかる前に剣で地面に串刺しにし、
身動き取れない状態にしてから、光の魔法で照射すると簡単に倒せ
る。
inmal  ［名詞］見覚え、見憶え、見おぼえ　［レベル］３　rd;/　23　【用例】　
til inmal on la あいつは見覚えがある
inda  ［動詞］yulを萎びさせる、萎びさせる、萎びれさせる、萎びる、
しなびる、しなびれる、萎びれる　［レベル］３　14:制 :ind（疲れる）　

【用例】　miina es inda. 花がしおれている。
indi  ［文末純詞］［gano］sei　［レベル］２　21:umtona:in da（見たんだが）
→ inda→ indi.memirvesto
indirei  ［地学］地平線、水平線　［レベル］３　22:「見る境界」
ing  ［生物］眼球、目の玉　［レベル］２　13:制 :sad:ingek

inge  ［単位］ヘクト　［レベル］３　21:fingen

inj  ［生物］瞳、瞳孔　［レベル］４　14:制 :in

injin  ［名詞］輪廻転生、転生、輪廻　［形容詞］生まれ変わりの、生まれ
変わった、転生した　［人名］インジン　［レベル］３　赤 :古 ｢インジン ｣
という人名らしい。　［文化］　→ selesの insel　人は死ぬと魂セレスだ
けを持ってあの世へ行く。天国か地獄に分けられ、この世に戻るこ
とは通常ないが、稀に転生することがある。
injinal  ［名詞］転生先　［レベル］４　20:melidia xier

inje  ［天文］三日月の逆、三日月、インジェ　［名詞］南西、西南　［組み数字］
８/８　［レベル］２　19:injin/xelt（生まれ変わる月）　laaxe:laaxe:la laaxe　［文
化］　xelteel

injel  ［名詞］４分３、３／４、７５点　［形容詞］ちょうど良い、丁度良い、
程よい、程好い、ほど良い、程良い　［反意語］aljen　rd;inje/al　［レベル］
３　21　［文化］　アトラスを去る直前にセレンが子供とレミールに残し
た言葉。何事も７５点がほどほどで丁度良いという意味。得意なこ
とや好きなことは３／４くらいにしておくと肩ひじ張らないし体も
壊さない。それ以外のことは７５点でさえ行きすぎで、６０点も行っ
ていればいいよという意味。　平凡でも病気せず気立てが良い子な
ら親としては十分幸せだと考えたが故の言葉だが、皮肉なことに nd
では子供たちは非凡な才能を発揮した。　ミロクは若い頃この言葉
を理解できなかったが、革命後に理解するようになった。
injelyolo  ［被服］七分丈　［レベル］４　rd;/　24

injelwasp  ［被服］７分袖、七分袖　［レベル］４　rd;/　24

injelil  ［化学］パラジウム　19

inlot  ［名詞］視界　［レベル］３　21

ina  ［建築］かなめ、要　［レベル］４　tm;i（目）/na（心）「心の目＝心の
中心＝物事の中心」　23
inar  ［電算］ブラウザ　［レベル］３　19　【用例】　ar inar ブラウザを開く
ini  ［生物］毛、体毛　［レベル］２　f;e　赤　ini:ini::ni,alt　【用例】　ini 
em xtam. 身の毛がよだつ：恐怖や嫌悪や驚きなどで起こる人類共通の
現象。アルカでは立つで表現するので日本語と同じ。
ininolan  ［生物］ケジラミ　［レベル］４　19

inim  ［名詞］櫛、コーム、くし、グルーミング　［動詞］yulを櫛で梳かす、
梳かす、とかす、梳く、すく、漉く　［レベル］２　古 :古では櫛はふつ
う koomiだが、これは英語のｋｏｍｂ ｉｔから来ていることが発覚
したため廃止。一方、inimは ini（毛）/zamo（木）から来ている。
後者はあまり使われなかったが純粋なアルカであるため、制アルカ
にはこちらを採用した。　【用例】　an sedat nia l'es met al aks xi inim 
nia. 髪の毛をとかした後、床に落ちた髪の毛を掃除した。
inimax  ［生物］毛穴　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

inia  ［娯楽］イニア　［レベル］３　古 :マス目が iniの字に似ていること
から　［文化］　対戦ゲームの一種。＃の形をしたマス目を書き、そこ
にできた９個のブロックの中に自分側の記号を並べるもの。先攻が
エルトを担当し、後攻がサールを担当する。空いているブロックの
中に自分の記号を交互に書き込み、自分の記号が縦横斜めのいずれ
かに並んだほうの勝ちとなる。パターン数が非常に少ないゲームな
のですぐに必勝法というか負けない方法が作れる。因みに先攻が極
めて有利である。ゆえにこれはシェルトをもっと簡単にしたような
子供の遊びと捉えられている。シェルトと違って大人はふつうしな
い。
iniimpi  ［動物］クマバチ　［レベル］３　20:毛蜂
inenvi  ［医療］視力　［レベル］３　tm;/　23

inenvitab  ［医療］視力検査　［レベル］３　23

inea  ［人名］イネア　［組み数字］５/１５　［レベル］４　kako:古 ｢精霊 ｣　［文化］
　メテの第５使徒。
inealil  ［化学］ネプツニウム　18:制
ineaato  ［地名］イネアート　［人名］フルミネアのアルカ姓　［レベル］３　
kako　［文化］　メテの使徒イネアの支配地。



412 iflitineaato(2)
ineaato(2)  ［アトラスの国家］イネアート、精国　［レベル］３　kako　［文化］　面積：
191619.419215 km^2
ineel  ［名詞］得意満面、したり顔、したりがお、ドヤ顔、どや顔、やっ
たった顔。sinsか tilとともに。　［レベル］３　22:「ほら見てみろと言
わんばかりの顔」
inus  ［単位］エクサ　21:ardianus

iv  ［生物］ミトコンドリア　［レベル］５　rt;発見者が ivl xir（要修正）
とノートに書いておいた文字が一部消えて ivの部分だけ残り、発見
されたミトコンドリアのことだと思われたことから。　24
ivn  ［形容詞］弱い　［医療］虚弱　［音楽］ピアノ（弱く弾け）　［文字］レギュラー
　［類義語］yunfi、pikotte　［反意語］vien　［レベル］１　sert;avn(vien)　
16:制　nyohe:nyohe　【用例】　［メタファー］ivn yun yunk ユンクのように
か弱い　xiv ivn 弱い声　kem ivn 脆い胃
ivnkad  ［政治］小国、弱小国、第三国、発展途上国、後進国　［レベル］４
　19
ivnsapn  ［気象］低気圧　［レベル］４　19

ivnvent  ［経済］零細企業　［レベル］５　19

ivnet  ［名詞］弱点、ウィークポイント　［魔法］弱点　［類義語］baltet　［反意
語］vienet　［レベル］３　21:ivnvaikだと長いので。　［語法］　vienet　［文
化］　dolmiyu

ivnen  ［名詞］弱者、持たざるもの、持たざる者　rd;/　23

ivneriv  ［医療］低血圧　［レベル］４　19

ivl  ［動詞］yul（修正前の対象）を a（修正後の結果）に修正する、修
正する、直す、治す　［類義語］alios　［レベル］３　sert;rdまでは aliosが
ivlも兼ねた。　13:制 :sad:itpei　alios:alios:　［文化］　人間は間違える
ものなので、間違ったら素直に訂正するのが好ましい。気付いたら
早めに直そう。黙っていて後で発覚すると問題になってしまう。と
いうのがアルバザードの考え方。
ivlim kulnors  ［人名］イヴリム＝クルノース　21　［文化］　→ kaoxist kulno
rs　ファミイの兄。ファミイはアマンゼに嫁ぎ、イヴリムはクルノー
スを継いだ。
ivles  ［人名］イヴレス、イブレス　20　［文化］　(yuuma 6578:6884)　yu
uma 6861 ユクレシアはルティアに帰国する。lyuuxの所長は弟子の
ivlesが就任した 　yuuma 6884 lyuux研究所のイヴレスが心労で自
殺し、衝撃が走る 
iva  ［言語］不定詞　［レベル］５　16:制 :ves（単独）から。ほぼ恣意。　
［文化］　＜不定詞・動名詞・分詞＞　　・不定詞　　不定詞とは品詞
が文法的に定まる語のことで、その語単体を見ても何詞か分からな
いもののことを指す。　アルカの場合、不定詞は名詞・動詞・形容
詞・副詞になりえる。　　例えば setは la et setだと setolという名
詞にほぼ等しく、la set luだと動詞になる。同じ語形なのに文法によっ
て品詞が変わる。　同様に fian sorat hanoiの sorは動詞だが、fian 
sorの sorは形容詞である。　また an lax tuの laxは動詞だが、an kui 
lax tuの laxは副詞である。　　・動名詞　　動名詞は３種ある。いず
れにせよ分詞ほどには使わない。　　１：普通動名詞 :els:kaiels（大
きくすること）、eivels（決闘すること）　２：再帰動名詞：astel：mo
kastel（自分を眠らせること、寝ること）。文でいうと xe mok nosにな
る。yulが自分になるタイプの動名詞。　３：自然動名詞：ontel:me
tontel（落ちること、落下）。動名詞を使わずにいうと el met totoに
なる。solが elになるタイプの動名詞。　　デフォルトが動詞である
単語は、名詞として使うときは elsを付けなくても普通動名詞になれ
る。　ladは作るという意味の動詞で、動詞用法がデフォルト。名詞
として使うときは動名詞「制作」として使ってよい。　この仲間に
は eiv（決闘）、vort（死）、set（殺害）、lamakt（出会い）など多数が
ある。　　eivelsは eivで良い。　しかし kaiはデフォルトが動詞で
なく形容詞なので、kaiだけだと「大きい」になる。「大きくするこ
と」ではない。　　ladなどでも、自然・再帰動名詞として使う際は
接尾辞を付ける。　× lad　　○ ladontel　　　動名詞は格を取れる。
　an eivels mirok 私が神と決闘すること　eivels mirok　神と決闘
すること　eiv(els)　決闘すること　lfis yun koastel a yame. 人生は
自転車に乗るようなもの。　nalt ovastel　城が動くこと。nalt ov nos
が根底にある。astelの効果で nosが落ちることができる。　tek meto
ntel 葉が落ちること。el met tekが根底にある。ontelの効果で tekが
前に行って elが落ちることができる。もし el metontel tekの構造を
持ったまま elだけ省略して metontel tekにしたら、わざわざ ontelを
使わなくとも el metels tekのように普通動名詞を使った上で elを省
略すればよいことになってしまう。つまり自然動名詞が生きてこな
い。tek metontelにして初めて生きてくる。　　・分詞　　全部で４
種ある。動名詞と関連している。動名詞よりは使うが、分詞が格を
取る場合は関係詞にするほうが一般的。　　普通動名詞は主格 (an)
と対格 (ol)の分詞に分かれる。　再帰動名詞は再帰分詞 (ast)になる。
　自然動名詞は自然分詞 (ont)になる。　　形容詞として使う場合、
名詞に後置する。　　１：主格分詞：動詞＋ an：ilk e vik milman　
踊る男の冒険　２：対格分詞：動詞＋ (ol)：vik set(ol)  殺された男
　３：再帰分詞：動詞＋ ast：nalt ovast e haul　ハウルの動く城　４：
自然分詞：動詞＋ ont：tek metont ent　ゆっくり落ちる葉っぱ。ent
は metontにかかっている。分詞は形容詞扱いなので entelにしない。
　　動名詞同様、格を取れる。しかしこの場合は関係詞を使うほう
が一般的。関係詞のほうがアスペクトを明示できるため。　fian mik
san flaf = fian le miks flaf 賛美歌を歌う少女　　各分詞はそれぞれ
名詞用法を持つ。　laban：働かせる人、使用者　ladol：製品　labast：
働く人、労働者　metont：落下物
ivar  ［格詞］～から出て、～を通り出て、～から出てきて、～を通って　［レ
ベル］２　22　【用例】　"el leev sen atu ivar le siet netal xakl lu so" 「あ
そこからなら誰にも気付かれずに逃げ出せる」
ival  ［医療］医療、医学　［類義語］siizar、lukletia　［レベル］３　19:ryuu:

古 viviから。医者関連は vから始まるものが多すぎるため、iか
ら始めた。　［語法］　ivalfelは医学の意味合いが強い。valnfelは健康
法の意味合いが強い。　［文化］　医療は人類が白魔法を失うごとに需
要が高まった分野である。rdではほとんどの国民が高度な白魔法を
使えなくなっていたため、リュウがナユと協力し、医療を研究した。
　リュウはさまざまな学問を大成しているが、最も心血を注いだの
が医療であった。多くの人命を助けたことから、「智で命を救った聖
人」と讚えられた。（ちなみに、リディアは「杖で命を救った聖人」。
セレンはルシーラだったため、「人差し指で命を救った聖人」）　医療
のシンボルはリュウとその助手のパール、およびナユである。この
ことから、親が子供を医者にしたい場合、たいてい息子にはリュウ、
娘にはパールと名付ける。　病気や治療法の研究がされだしたのは、
セルメルから。白魔導師の減少に伴い、魔法に頼らない治療を人々
は求めた。しかしまだ人々は副作用もなくすっきり治る魔法にすがっ
ていた。rdになって白魔導師がさらに減少すると、リュウは病気の
分析や治療法の確立を行っていった。　　＜現代アルバザードの医
療体系＞　　アルナ市内に救急車は２８台しか存在しない。そのわ
りにたらいまわしは存在しない。なぜか。　まず救急センターに電
話をすると、オペレーターが出る。その症状を聞き、緊急性がある
と判断すればオペレーターの目の前で勤務している電話医 (kapvals)に
引き継ぐ。それ以外、例えばいたずら電話や「ゴキブリが出た」や
「さびしい。怖い。不安だ」などはオペレーターがアドバイスをして
処理する。　電話医は症状を詳しく聞き、救急車が必要か判断する。
心筋梗塞など緊急性の高い場合は即座に救急車を手配する。それ以
外は往診医 (xemvals)を手配する。往診医は２４時間のサービスで、
常に市内を車で走っている。患者の家から最も近い者が手配される。
往診医は２４時間勤務するのではなく、自分の好きな時間帯で好き
なだけ働く。深夜のほうが賃金が良い。手軽に食べていけるので未
婚の医師が多い。国民皆保険に加入していれば往診医の自己負担は
３割である。緊急ではないが救急車を呼ぶほどではない患者にとっ
て自力で病院に行くのは難儀なので、ありがたいシステムである。
　救急車が出るのは全電話件数のうち１割程度であり、これにより
たらいまわしを防いでいる。なお、こちらの場合も自己負担は３割
である。ちなみに入院費だけでなく救急車料金も負担に入るのが日
本との違いとなっている。　　一方、非緊急すなわち平生はホーム
ドクター (rantevals)に診てもらう。日本と異なり、ホームドクターは
歯科以外の全科が見れる。また、歯科以外は登録制があり、登録し
たホームドクターの診療は自己負担３割で、それ以外は７割で診て
もらえる。　ホームドクターは家族構成から個人的な悩みまで広く
相談を受ける。子供のころからかかり続けるため、信頼は厚い。メ
ンタルな面も支えるため、受験の悩みなどを青少年から受けること
もある。　診療は予約制で、日本のような２時間待ちの３分診療と
いうことはない。予約制であるため待ち時間は少なく、診療も２０
分以上に渡って長々と診る。　ホームドクターの数は日本の町医者
より圧倒的に多く、病院は一般家庭のようなアットホームな造りに
なっている。年収は逆に日本より少なく、６～８００万程度である。
労働時間は一般企業の正社員と同じで、８時間である。週休２日で、
その日は緊急の患者に対する大病院の紹介だけを電話で行う。　　
ホームドクターの仕事は病気の芽を見つけて摘むと同時に、悪い芽
が大きくなる前に大病院へ紹介することである。　これにより大病
院の混雑を防いでいる。大病院では本格的な検査が可能で、手術も
できる。負担は３割である。
ivalvinx  ［医療］［法律］健康保険、医療保険　［レベル］４　21　［文化］　
→ ival　国民皆保険制度があり、所得に応じた額で医療保険が受けら
れる。自己負担率は３割である。
ivalfel  ［医療］医学、医療学　［名詞］医学。教科名。　［レベル］４　rd　22
　［語法］　ival　［文化］　felpant

ivis  ［電算］集積回路、ＩＣ　［レベル］５　rd;vizen.k　古
ivil  ［人名］イヴィル　古　［文化］　アルシェから離脱したセレンとメル
を擁護した。レイクトの守り手。
ivil(2)  ［人名］イヴィル　20　［文化］　(yuuma 5732:6321(5973:6321))カコ前期
のレスティル王。
ivet  ［形容詞］［ネガティブ］手ぬるい、生ぬるい、甘い　［反意語］fuo　［レベル］
２　20:ivn/te（弱気）
ivelia  ［被服］イブニングコート　［アクセント］iveliA　rd;<lt　24　［文化］　
rdでセレンが気に入ってルティアから取り寄せたことで元貴族の間
で流行った。
ifl  ［歴史］現代　［レベル］４　vl　13:制 :語源不詳
iflalan  ［名詞］現代社会、社会。科目名。　［レベル］５　vl;/　24

iflit  ［魔法］晄水晶、イフリート　［アクセント］iflIt　［レベル］５　sm;viid/
flia　lfel:iflit:　［文化］　→ flia、lfel、velsarj　ヴィードを蓄えたク
リスタルのこと。蓄えたヴィードの種類により、霊水晶、魔水晶、
気水晶、輝水晶がある。また、特定の閉式魔法を蓄えたものを魔法
水晶といい、それ以外を獅法水晶という。魔法水晶は魔水晶の下位
概念である。　イフリートは太陽系の惑星に多く存在し、それ以外
にはほとんど存在しない。太陽系の各惑星に富み、アトラスにも存
在する。最初のイフリートは悪魔によって発見活用され、神々が知っ
たのは vsでユルグが初めてであり、この際に命名がされた。それま
で悪魔が何と読んでいたのかは記録が残っていない。　ユルグは当
時イフリートを lfelと名付け、細かい分類までは行わなかった。イ
フリートという名前自体は smのもので、下位概念も魔法学が理論的
に発達した smで命名された。　　魔法水晶は種類が多く特定の効果
を持つため、lfelという特別な名を宛がわれた。もとは iflitを意味
していたものが狭義化したものである。　アトラスには fiilia, galv
eeyu, myuulに主に存在するが、木星などほかの星と違って自然豊か
なアトラスでは発見しづらい。その存在を naviで感知することがで
きないため、神代でも神々は発見することができなかった。鉱物な
どと同じく最初は偶然の発見に頼るしかなく、発見されたのは sm初
期になってであり、しかも魔族によってであった。　アトラスに多
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く存在するのは飛水晶で、これは重力を操作する魔法が籠っており、
巨大な船でも自由に飛ばすことができ、飛空挺の発達を促した。飛
水晶は fiiliaと galveeyuには多いが、myuulではあまり産出しない。
　　イフリートは rdまでで掘り尽くされ、使い尽くされ、公には現
存しない。国が隠し持っているとは噂されているが、少量であろう
と目されている。
ifa  ［天文］星座　［レベル］３　13:制では星の意味。複合語要素になるの
で短いこの語形を採用した。　［文化］　→ anol　星座は悪魔テームスの
こけらである魔物アデルたちの監獄である。星座は魔物を封じた監
獄である。アトラスから見た星座の方角にアデルは封じ込められて
いる。星座全天は１００天であり、どの星座も地球の国際標準であ
る８８天と異なる。　星座はアデルの種類に等しいため、本辞典で
は［魔物］のタグで調べることができる。アデルの説明欄の見本は下記
の通り　［魔物］カイラ（巨鬼）：第三十二天：土の巨天　括弧内は和
訳名。　数字＋天はアデル１００天のうち、第何番かを示したもの。
　その右はアデルの属性＋象徴天。属性はアルシアの１１分類に従っ
たもの。象徴天はその魔物が象徴とする惑星の名で、９惑星。従って、
１属性につき９種のアデルが存在する。例えば火の魔物が９匹いる
ということである。なお、同じ火の魔物なら、炎天側ほど弱く、氷
天ほど強い。つまり害族の魔物なら、ailaiが最弱で、daizailaiが最
強になる。　１１族それぞれに９匹の魔物がいるため、闇の炎天か
ら害の氷天までで９９天が存在することになる。最後に無属性のア
デルであるヴェイガンが第１００天として加わり、全１００天とな
る。　　カコの時代、アルシアは魔族を魔法と同じく１１の属性に
分類した。分類の結果、どの属性も９種ずつ周期的に存在するとい
う法則を発見した。　また９種の間には階級的な差があり、弱いも
のから強いものまで整然と並べることができた。しかも火の属性の
第４位の悪魔は水の属性の第４位の悪魔とほぼ同等の強さを持って
いるなど、強さの階級は属性間でも通用するものであった。　これ
を根拠にアルシアは魔族の周期表を作成した。属性は火などで名付
けたものの、階級はどう名付ければよいか迷ったため、９組み数字
の惑星を宛がい、氷天などと呼んだ。　こうしてできた９９種に分
類不可能だったヴェイガンを足し、惑星にちなんで１００天と名付
けた。　この分類は rdでも残り、セレンたちにも知られていた。ア
シェットはその後星座に魔族を封印するが、そのときもアルシアの
周期表に基づいて魔族を封印することにした。　アルシアが周期表
を作ってくれていたので、アシェットの仕事はどの星を基点として
封印していくかを決めることだけであった。　アシェットはアルデ
バランをメル暦のメルの星として採用し、ここを基点にして、アル
シアの周期表を使いつつ、魔族を封じ込め、１００天の星座の檻を
作った。　　・地球の星座　　地球の星座は 24にセレンがまとめて
作った。［ユマナ］なので異世界的考察はせず、単に日本語の全天８８天
の名称を直訳していった。アトラスの星座と地球の星座の名称が異
なっていて不便なため、便宜上娘たちのために造語したのが契機と
なった。
ifan  ［天文］惑星　［組み数字］９　［レベル］３　16:制 :ifa（星）　［語法］　ア
ルカでは水星から冥王星までの９つが太陽系の惑星。エルト神とサー
ル神が逢瀬の場所を決めるとき、冥王星まで行き、この内側のいず
れかの星で逢瀬をしようと話し合い、最終的に地球が最も環境のい
い場所だと決めたことから。したがって、天文学的な理由ではない
ため、冥王星が小惑星であるということは関係なく、冥王星も ifan
に含む。
ifanmem  ［組み数字］イファンサークル、九大天王　［レベル］５　21　［文化］
　rapalx
ifanern  ［天文］惑星系　23

ifal  ［生物］門　［言語］超語派　［レベル］５　rd;ifa/al,f（物）　22　［文化］　
ruma
ifi  ［形容詞］老いた、年取った　［名詞］老人　［反意語］lif　f;ima/fi「時
の長い」　［レベル］２　古　ifi:ifi:melvi　［語法］　→ sam, liif, sedes

ifisel  ［歳時記］敬老の日　［レベル］３　20　［文化］　メル 20年にアシェッ
トがアンジュに敬意を表して作った祭日。毎年 pal ralに行われる。
暑気払いに枇杷葉を煎じて老人に与える風習がある。
ifivort  ［医療］老衰　［レベル］３　20:melidia alis

ififeme  ［名詞］老年期　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt　［語法］　liffeme

ifialan  ［経済］［環境］高齢化社会　［レベル］５　19　［文化］　ヴェレイで経済
と医療の発展に伴ない、中高年の比率が増加した。ヴェレイ初期の
若中年は経済の発展に併せて住宅を購入した。しかし住宅はあらゆ
る買い物の中で最も高価であるため、必然的に住宅ローンが組まれ
た。　住宅購入の波と経済の発展が合わさった結果土地が高騰し土
地バブルが起こった。このバブルが崩壊すると消費は縮小し、企業
の業績悪化に伴ない雇用情勢が悪化した。　このときのアルバザー
ドは間接民主主義を採っていた。既に住宅を買った若者は中高年に
なっており、この層が最もマスであったため、選挙によって選ばれ
た与党は中高年の雇用を優先した。また、中高年は住宅ローンを抱
えていたため、この雇用を守らなければ銀行が破綻するというのも
理由のひとつであった。　結果、若者の雇用は犠牲となった。一度
上げた給料をカットすることは難しいが、給料を上げないことは容
易であるため、中高年の賃金が維持される一方、若者の賃金は上げ
止まっていた。こうして世代間の所得格差が開いていった。　その
結果若者の結婚率が下がり、ますます少子化となり、高齢化社会に
突入した。　　本来老人は医療費を除けば若年層より消費性向が弱
い。交際費、衣料費、外食費、教育費、住宅ローンなどが減るため
である。足腰が弱れば当然外出もできなくなってくるし、胃腸が弱
れば外食も控えめになる。　一方、三十代は結婚に子育てに住宅ロー
ンにと金がかかる。にもかかわらずヴェレイ後期はこの層に金が回っ
ていなかった。　経済は当然消費性向の高い層が金を持っていると
きによく回る。従って当時の経済は停滞しており、悪化の一途を辿っ
ていた。　だが既得権益者である中高年がマス層であるため、政府
は将来のことより現在の政権維持を主眼とし、中高年もまた自分た

ちさえ逃げ切れればよいと考えていた。　当時は国民の全財産の８
割を６０歳以上の人間が持つという歪んだ社会になっていた。　　
320年にミロク革命が始まると、貧困層はミロクに富の再分配を期
待した。ところがミロクの理想はイグレスタではなく修正資本主義
である。　氷河期で職を得られなかった層には同情を示すが、彼ら
が労働力を提供しなかったことは事実である。それが労働してきた
ものと同じ対価を得るのは不当であると彼は考えた。　322年、ミロ
クは arktwenを実施。同年、alyukka等を実施。核家族から大家族への
移行を推進し、老人の孤独死を防ぐなどした。また、安楽死を認め、
個人裁量に任せた。　若中年に資産が回ったことで消費は増加し、
大家族となることで世帯消費も増加。結果的に回らないでいた資産
が動き、景気は良化。結婚率も増加し、大家族化に伴ない、子供の
人口も増えた。　安楽死法と再生医療の医療革命は老人の数に関し
ては矛盾的に働き、老人の減少には大きく関与しなかった。が、全
体的に見ればヴェレイ末期より老人は減少し、緩やかに高齢化社会
は改善していった。　 
ifiins  ［医療］老眼　［レベル］４　19

ifiimel  ［色］［形容詞］［ネガティブ］黄ばんだ、きばんだ、黄みがかった、
黄味がかった　［名詞］［ネガティブ］黄ばみ　［レベル］３　22:「老いた黄色」　［語
法］　歯や本など、古くなったりして汚れた黄ばみを示す。
ife,f  lif　「時の短い」
ifel  ［名詞］男副主人公　［レベル］３　20:iifa

im  ［名詞］時点、時間、頃、の頃、～の頃、ころ、頃合い　［格詞］～の
ときに。時格。　［類義語］halis　［レベル］１　sert;im.k　13←古 :ima（時
間の疑問詞）　ima, keima:ima, keima:lu halis（メルティアが男）:yumi,alt
　［語法］　ol　【成句】　im via ～するころ　im kok 同時に　【用例】　tu im 
時間だ　im lunak 時間だ　tu et im e{len} net. 起きる時間だ。　tu 
et im e{len} sins!　イッツショータイム！
im(2)  imul　21

imka  ［植物］［料理］辛子、カラシ、からし　［レベル］３　lakta:辛
imx  ［動物］ニシン　［レベル］５　lakta:元は ｢黄色い卵 ｣の意で、数の子
の意だった。
ims  ［名詞］ポスター、広告張り紙、広告紙、チラシ、ビラ　［レベル］３
　13:制 :isnmas。isnと離した。　［語法］　貼るか配るかで区別しない。
impra  ［悪魔］インプラ、黄色の悪魔インプラ　［レベル］４　meltia 0:im
pra;imel/hoora　ridia:古 :impra。im（黄色）/hooraから。　［文化］　
黄色の毛で覆われた怪物。好奇心旺盛。　【成句】　impra seel(en) armi
va アルミヴァ神に囲まれた悪魔インプラ。四面楚歌：ヴァステでイ
ンプラが誘導され、アルミヴァに集中砲火を食らって封印されたこ
とから。
impra.lsl  imel　impra

impraliifa  ［天文］リゲル　19:ridia/seren/mel　［文化］　hooraliifa

impren  ［名詞］インプレン、色町、風俗、風俗街、歓楽街　［レベル］４
　古 :impra　［文化］　＜所在地＞　アルバザードにある歓楽街。日本
の吉原に相当する。kkで作られた。現在はカルザス＝メル通り一帯に
広がる。アルバザード最大の風俗街で、中央アルナ市にはここ以外
に風俗店は存在しない。たくさんのmenteezが並ぶ。赤線に最も近く、
風呂に入ったりはしない。　＜システム＞　ショーウィンドウの中
の好きな女を選び、その女のいる個室で情事を行う。使用中の個室
はシャッターが下りるのですぐ分かる。買えるのはウィンドウに見
えている女のみ。　代金は女の容姿や年齢によって異なり、ショー
ウィンドウに書いてある。中に入るときにドアにアンセをかざすと
代金が落ちるシステム。するとドアが開き、シャッターが下り、情
事に及ぶ。恋人とのセックスと違うので、速やかに脱がせて本番に
入る。時間は１５分で、発射できなければそれまで。あるいは１５
分単位の延長料金を払う。入室後１０分で警告音が鳴り、５分以内
に退出しないと延長料金が発生する。１５分以内に退出すると、女
は５分で部屋を片付け、衛生器具を処分し、消毒ペーパーで体を清
拭し、服を整え、シャッターを開ける。こうして１時間に３本のペー
スで回転する。料金は姫によるが大体安価で、７００～１２００ソ
ルトの間。このうち５割が奴隷商に入り、３割が店に入り、２割が
本人に入る。　＜年齢＞　奴隷は国民として登録されないため、国
は少女の年齢に関して一切制限を設けていない。つまり、４歳の少
女だろうと買おうと思えば買える。ただし、４歳の少女に１５分で
急いで挿入しようとすると裂けて死んでしまう可能性があるため、
店側は通常幼女を展示しない。かつての日本の揚屋と同じく、幼女
のうちは客を喜ばせるための修行をしたり、小間使いとして働くこ
とが多い。　アルバザードにはロリコンが少ないので、通常客を取
るのはソーンの年１５～２８歳である。ただし、実際には１２歳ご
ろから展示されるようになる。　＜彼女の反応＞　息抜きの場とし
て彼女持ちの男もいくが、それは女が許した場合のみ。そしてたい
ていのアルバザード人の女は言えば許すが、極めて不機嫌になる。
そこで男はたいてい黙っていくが、バカ正直な国民が多いため、バ
レる確率は高い。　風俗が破局の原因になることはアルバザードで
はまずないが、彼女に喚き散らされ、鉄拳制裁は必至。慣例として、
女は物を投げることと武器を使うことは制限されるが、素手なら最
大骨折に至るまで殴って構わない。男は反撃の権利がない。アルバ
ザード人の女はユベールが必修科目だが、よくある用途がこれ。　
男が風俗にいったことを原因に女は男を捨てることが慣例としてで
きない。そこで女が男を捨てたいと思った際は、しこたま男をフル
ボッコにし、もうこんな恐ろしい女とは付き合えないと思わせ、別
れさせる。　なお、女用の風俗もあるが、一部の人間しかいかない。
３０～４０代の利用者が多い。女はソープよりも女用の yuyuka（ホ
ストクラブ）にハマりやすい。この場合、男は恋人ないし妻を捨て
ることができる。
imprengin  ［名詞］水商売、風俗業　［類義語］dimiyugin　［レベル］５　
rd;/　24　［語法］　dimiyugin
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impi  ［動物］蜂、ハチ　［レベル］２　tm;imel/pi　lakta:黄色 /針
impikant  ［名詞］養蜂　［レベル］６　23

impis  ［政治］政党、政治政党　［レベル］４　19:impi:蜂のように群がっ
ていることから
impisef  ［サッカー］スルーパス　vl;/「蜂が刺すようにパスする」　23

impimoot  ［名詞］蜜蝋　［レベル］６　tm;impi/moot　22　［文化］　moot

impira  ［名詞］蜂の巣　［レベル］３　13:制 :ハチの住い　【成句】　mag impi
ra 薮蛇だ、藪蛇だ、やぶ蛇だ、やぶへびだ、藪をつついて蛇を出す
impiasl  ［化学］蟻酸、ギ酸　［レベル］５　19:ridia　［文化］　rd前期、化学
的に大量にショ糖を生成することができなかったため、主な甘味料
のひとつに蜂蜜があった。そのため、養蜂家がレイユより身近だった。
リュウは蜜蜂の毒が蟻酸であることを発見し、impiaslと名付けた。
impo  ［動物］キリン、きりん、麒麟　［レベル］２　lakta:黄色くて首が長い
　［擬声］　moo（鳴き声）
impoifa  ［地球の星座］［ユマナ］きりん座　24　［文化］　ifa

impen  ［名詞］好奇心、興味　［レベル］３　19:impra/na　【用例】　la til{si} 
impen. 彼は好奇心が強い {少ない }。　［言葉遊び］tee, tio an til imp
en alen impren. いや、単に売春街に興味があるだけだって：多分こ
の後彼女に殴られる２秒前の台詞。　anestol. ya, an felat seta e myue 
o self t'insa, see, an til impen alen renal dinim. よろしくお願いし
ます。えぇ、イスラムの歴史と中国文学を勉強しました。様々な言
語に興味があります。
impel  ［名詞］オタク、インペル　［類義語］lulian　［レベル］３　古 :impraと
同じ語源だが詳細は不明。インプラがニムラの中で省かれていた過
去があるのか、或いはおそらくこちらが有力だが、インプラが好奇
心が強いためであろう。　［語法］［文化］　→ luli　対象が何であれ、あ
ることばかりに夢中になってまともな社会生活や人間関係を作れな
い人のことをいい、あまり歓迎されない。だがそれが学問などの高
尚なものだとしばしば歓迎される。というのも学問はしばしばそう
いった人材から生まれた天才によって進められると考えられている
からである。　 
impeld  ［名詞］インペルド、童貞夢、処女夢　［レベル］４　古 :impel/dia
から　［語法］　→ beelenvi　思春期や童貞・処女時代に異性に対して
持つ幻想のこと。日本で言われてきたのは「キスはレモンの味」な
どだが、アルバザードでの俗説は「キスは桃の味」「女性器は蜜が出る」
「女に腋毛は生えない」「イケメンは髭が生えない」「好きなもの同士
のセックスは挿入するとすぐ逝く」「行為中に女が逝くと愛液で精子
が殺されて妊娠しない」「女は毛深くないので陰核以下には毛が生え
ない」「陰唇の色が暗いと遊び人」「処女膜は歯になっていて、嫌い
な相手に入れられると痙攣して陰茎を潰すようにできている」「女は
逝くと漏らす」「処女は必ず血が出る」「結婚式でキスをすることで
子供ができる」「精子は空気やお湯の中ですぐ全滅する」「排卵時の
白い粘液は卵子」「精子を飲むとヴィルが増える（アトラスでは事実）」
など。　【用例】　an en na em impeld man til em tian. カノジョを持つ
ようになって、インペルドを感じなくなったよ。
imyu  ［形容詞］珍しい、レアな　［反意語］nie　［文頭純詞］めずらしいこと
に　［レベル］２　f　赤 :imyuは「目にない」が原義。
imyubel  ［料理］珍味　［レベル］４　21

ima  ［形容詞］元気な、快活な、ハキハキした　［反意語］ani　［レベル］２　＠ 19
　【用例】　xiv ima 元気な声
ima,f  om, im　e

iman  ［名詞］ひし形、菱型、菱形、ひし型、ダイヤ形　［レベル］３　
fv;↓　14:制 :古 :imain（幻字の i（目）の形をしたもの）　imain:im
ain:lu skipia
iman(2)  ［植物］榊、サカキ、椏　［レベル］３　sm;<alt<amin.k　21　［文化］　
→ hinata　手に入りやすいのと、振るのに非常に適しているため、陽
命の神事に用いられるようになった。
imanzel  ［地名］イマンゼル、イマンゼル県　［レベル］３　21:ridia:「菱形
の」　［文化］　カレン北、カテージュ西の県。南部にヴェスペリア山脈
がある。
imap  ［植物］ヒシ、ひし、菱　［レベル］５　16:制 :iman/pind

imai,f  kip　「時を見る」
imin  ［普通動名詞］観光、ツアー　［動詞］yulを観光する、観光する　［レベ
ル］３　19:珍しいものを見る
imo  ［植物］レモン　［レベル］２　lakta:すっぱい黄色の意。muimか imoで
よい。
imomavi  ［化学］ビタミンＣ、アスコルビン酸　［レベル］３　nd;/　23　［文
化］　mavi

imol  ［格詞］下から　［レベル］２　20:melidia xier

imoli  ［企業］イモリ　alt　［レベル］３　21　［文化］　トヨタ、ホンダ、日産、
スズキ、いすゞ、マツダなどに相当する企業。
imolen  ［接続詞］imol　［レベル］３　21

imoe  ［美容］リンス　［レベル］２　rd;imo/er「レモン水」　23　［文化］　
rdでフルミネアの長い髪を綺麗に維持するためにリュウが開発した。
当時のシャンプーがアルカリ性であったことから、それを中和する
目的でクエン酸がリンスとして使用された。そのため語源がレモン
水となっている。
ime  ［医療］コンタクトレンズ　［レベル］３　19:insmep　【用例】　sab ime 
コンタクトをつける
imet  ［名詞］版、エディション、バージョン、ｖｅｒ　［レベル］３　19:ri
dia:arbaxelt:imen（～のときの）　【用例】　imet lam 初版
imen  ［接続詞］im。～のときの。　［レベル］２　20:kalie　【成句】　imen tur 

現在の、もはや
imer  ［植物］スイカ、西瓜、ウォーターメロン　［レベル］２　13:制 :古 :imera
（スイカ（黄色 /水 /赤））
imel  ［色］黄色、イメル　［形容詞］黄色い　［レベル］１　meltia 0:meltia;ins 
e meltia　古 :メルの目。目に映った月の色という逸話から　jur:im
pra, imel:la gelte:uria,alt
imelstent  ［地球の国名］スウェーデン　［レベル］５　19:国旗が黄色い十字
imelnia  ［生物］金髪、ブロンド　［レベル］３　22

imelvijon  ［動物］キセキレイ　tm;/　23　［文化］　vijon

imelviet  ［地球の国名］グルジア　［レベル］６　19:国章に黄色いライオン
imelfaal  ［地球の国名］キリバス　19:国旗に黄色い太陽
imelmem  ［地球の国名］パラオ　19:国旗が黄色い丸
imeldia  ［植物］山吹、ヤマブキ　［レベル］５　sm;var altia「黄色コスモス」
　22
imeldol  ［地学］アダム鉱　19

imelgaax  ［名詞］歓声　［レベル］４　21:黄色は賑やかで好奇心旺盛なとい
う意味。
imelpam  ［名詞］白熱灯、白熱球　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

imelbecs  ［経済］経済的に恵まれた環境　［レベル］５　［反意語］diiabecs　
21
imelhara  ［医療］黄疸　［レベル］５　19:黄色い痣風のもの
imelhops  ［生物］黄色骨髄　rt;/　24

imelliifa  ［地球の国名］ベトナム　［レベル］６　19:国旗に黄色い星
imelakon  ［植物］黄色土　19:ridia　［語法］　メテなど、温暖な土地に見
られる土壌。
imelan  ［名詞］黄色人種　［レベル］３　19:imel/an　［語法］［文化］　インサール
からアルバザードに移住してきた人種。アルバザード人の混血の元
となっている。背が低く、筋肉が弱く、鼻が低い。顔が大きく、肌
の質はいい。顔が幼い。平面顔。一重の人がいる。下戸の人がいる。
乳頭不帯の人がいる。不安になりやすい。繁殖しやすい。
imelia  ［名詞］イメリア　［ユマナ］ギネスブック、ギネス　［レベル］４　vl;i
moli　22　［文化］　vlでイモリ社が車の売り上げを伸ばすために作った
世界記録の本。世界記録があればそこに行って現物を見てみたいと
思わせることができるため、車の売り上げに繋がる。それゆえ車メー
カーがギネスブックに相当するものを創り上げた。
imeletek  ［料理］黄茶　rd;/　23

imea  ［エルト］イメア　［レベル］５　fulmiia:古 :古の imeaフルミネアの
造語。語源は imeria（黄色い水）で、水は滝状の髪の毛を表わし、
黄色はそれがメルのものであることを示すそうだ。フルミネアは一
時メルの目や髪を淫らを表わすとして禁忌していたが、それからの
脱却といえる。数を司る設定はキリスト教の神が髪の毛を数えると
いう神話から来ているのではなく、恐らくメルからの類推。イメア
のモデルがメルで、メルが数学の類に秀でていたことが原因だと思
われる。　［文化］　髪の毛、数、統計、確率を司るエルト。
imul  ［人名］イムル　［組み数字］７/１５　［レベル］４　kk:im/al「時の人」　
kako:古アルカでの意味は ｢時 ｣。　［文化］　メテの第７使徒。イムル暦
の創始者。
imulsalt  ［歳時記］年度　［レベル］４　rd;/　24　［文化］　イムル暦における
年度のこと。グレゴリオ暦でいう１月１日ごろから始まる。日本の
年度の場合４月１日から始まる。
imulpalt  ［歴史］イムル暦　［レベル］４　20　［文化］　→ palt　歴史などの
分野では年号だけメル暦でなくイムル暦を使う→ melpalt　　西暦
４００年１月１日がちょうどイムル０年１月１日に当たる暦。地球
にない暦だが、天文学的な経緯を経て紀元が偶然グレゴリオ暦と同
じ１月１日になっているため、rdの日付を記すのに非常に便利。　
英雄アルシェのミスで、イムル０年は存在しないことになり、イム
ル暦は１年からスタートした。イムル１年はユーマ８０８０年に等
しい。後にイムルは便宜上１年の元旦から３６６日戻した日付をイ
ムル０年とした。イムル０年の大半はユーマ８０７９年であるから、
ユーマ暦はイムル暦に１年食われる形で８０７９年間続いたことに
なる。　＜グレゴリオ－イムル対照表＞　グレゴリオ暦とイムル暦
は年始の日付が同じで、年号のずれも 400年であるため、イムル 0
～ 1600年までは下記の単純な表で対照できる。　月の日数が異なる
ため、グレゴリオ暦と同じではない。　閏日の入る位置が異なるため、
平年と閏年で表が 2枚必要になる。　年始日が重なるのは天文学的な
理由で、偶然である。詳しくは幻日 paltを参照。　なお、メル暦は年
始も異なるため、こうした単純な表にはできない。

平年 閏年 平年 閏年
グレゴリ

オ
イム
ル

グレゴリ
オ

イム
ル

グレゴリ
オ

イム
ル

グレゴリ
オ

イム
ル

1月 1日 1/1 1月 1日 1/1 7月 3日 7/2 7月 2日 7/2

1月 2日 1/2 1月 2日 1/2 7月 4日 7/3 7月 3日 7/3

1月 3日 1/3 1月 3日 1/3 7月 5日 7/4 7月 4日 7/4

1月 4日 1/4 1月 4日 1/4 7月 6日 7/5 7月 5日 7/5

1月 5日 1/5 1月 5日 1/5 7月 7日 7/6 7月 6日 7/6

1月 6日 1/6 1月 6日 1/6 7月 8日 7/7 7月 7日 7/7

1月 7日 1/7 1月 7日 1/7 7月 9日 7/8 7月 8日 7/8

1月 8日 1/8 1月 8日 1/8 7月 10日 7/9 7月 9日 7/9

1月 9日 1/9 1月 9日 1/9 7月 11日 7/10 7月 10日 7/10
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1月 10日 1/10 1月 10日 1/10 7月 12日 7/11 7月 11日 7/11

1月 11日 1/11 1月 11日 1/11 7月 13日 7/12 7月 12日 7/12

1月 12日 1/12 1月 12日 1/12 7月 14日 7/13 7月 13日 7/13

1月 13日 1/13 1月 13日 1/13 7月 15日 7/14 7月 14日 7/14

1月 14日 1/14 1月 14日 1/14 7月 16日 7/15 7月 15日 7/15

1月 15日 1/15 1月 15日 1/15 7月 17日 7/16 7月 16日 7/16

1月 16日 1/16 1月 16日 1/16 7月 18日 7/17 7月 17日 7/17

1月 17日 1/17 1月 17日 1/17 7月 19日 7/18 7月 18日 7/18

1月 18日 1/18 1月 18日 1/18 7月 20日 7/19 7月 19日 7/19

1月 19日 1/19 1月 19日 1/19 7月 21日 7/20 7月 20日 7/20

1月 20日 1/20 1月 20日 1/20 7月 22日 7/21 7月 21日 7/21

1月 21日 1/21 1月 21日 1/21 7月 23日 7/22 7月 22日 7/22

1月 22日 1/22 1月 22日 1/22 7月 24日 7/23 7月 23日 7/23

1月 23日 1/23 1月 23日 1/23 7月 25日 7/24 7月 24日 7/24

1月 24日 1/24 1月 24日 1/24 7月 26日 7/25 7月 25日 7/25

1月 25日 1/25 1月 25日 1/25 7月 27日 7/26 7月 26日 7/26

1月 26日 1/26 1月 26日 1/26 7月 28日 7/27 7月 27日 7/27

1月 27日 1/27 1月 27日 1/27 7月 29日 7/28 7月 28日 7/28

1月 28日 1/28 1月 28日 1/28 7月 30日 7/29 7月 29日 7/29

1月 29日 1/29 1月 29日 1/29 7月 31日 7/30 7月 30日 7/30

1月 30日 1/30 1月 30日 1/30 8月 1日 7/31 7月 31日 7/31

1月 31日 2/1 1月 31日 2/1 8月 2日 8/1 8月 1日 8/1

2月 1日 2/2 2月 1日 2/2 8月 3日 8/2 8月 2日 8/2

2月 2日 2/3 2月 2日 2/3 8月 4日 8/3 8月 3日 8/3

2月 3日 2/4 2月 3日 2/4 8月 5日 8/4 8月 4日 8/4

2月 4日 2/5 2月 4日 2/5 8月 6日 8/5 8月 5日 8/5

2月 5日 2/6 2月 5日 2/6 8月 7日 8/6 8月 6日 8/6

2月 6日 2/7 2月 6日 2/7 8月 8日 8/7 8月 7日 8/7

2月 7日 2/8 2月 7日 2/8 8月 9日 8/8 8月 8日 8/8

2月 8日 2/9 2月 8日 2/9 8月 10日 8/9 8月 9日 8/9

2月 9日 2/10 2月 9日 2/10 8月 11日 8/10 8月 10日 8/10

2月 10日 2/11 2月 10日 2/11 8月 12日 8/11 8月 11日 8/11

2月 11日 2/12 2月 11日 2/12 8月 13日 8/12 8月 12日 8/12

2月 12日 2/13 2月 12日 2/13 8月 14日 8/13 8月 13日 8/13

2月 13日 2/14 2月 13日 2/14 8月 15日 8/14 8月 14日 8/14

2月 14日 2/15 2月 14日 2/15 8月 16日 8/15 8月 15日 8/15

2月 15日 2/16 2月 15日 2/16 8月 17日 8/16 8月 16日 8/16

2月 16日 2/17 2月 16日 2/17 8月 18日 8/17 8月 17日 8/17

2月 17日 2/18 2月 17日 2/18 8月 19日 8/18 8月 18日 8/18

2月 18日 2/19 2月 18日 2/19 8月 20日 8/19 8月 19日 8/19

2月 19日 2/20 2月 19日 2/20 8月 21日 8/20 8月 20日 8/20

2月 20日 2/21 2月 20日 2/21 8月 22日 8/21 8月 21日 8/21

2月 21日 2/22 2月 21日 2/22 8月 23日 8/22 8月 22日 8/22

2月 22日 2/23 2月 22日 2/23 8月 24日 8/23 8月 23日 8/23

2月 23日 2/24 2月 23日 2/24 8月 25日 8/24 8月 24日 8/24

2月 24日 2/25 2月 24日 2/25 8月 26日 8/25 8月 25日 8/25

2月 25日 2/26 2月 25日 2/26 8月 27日 8/26 8月 26日 8/26

2月 26日 2/27 2月 26日 2/27 8月 28日 8/27 8月 27日 8/27

2月 27日 2/28 2月 27日 2/28 8月 29日 8/28 8月 28日 8/28

2月 28日 2/29 2月 28日 2/29 8月 30日 8/29 8月 29日 8/29

3月 1日 2/30 2月 29日 2/30 8月 31日 8/30 8月 30日 8/30

3月 2日 3/1 3月 1日 3/1 9月 1日 8/31 8月 31日 8/31

3月 3日 3/2 3月 2日 3/2 9月 2日 9/1 9月 1日 9/1

3月 4日 3/3 3月 3日 3/3 9月 3日 9/2 9月 2日 9/2

3月 5日 3/4 3月 4日 3/4 9月 4日 9/3 9月 3日 9/3

3月 6日 3/5 3月 5日 3/5 9月 5日 9/4 9月 4日 9/4

3月 7日 3/6 3月 6日 3/6 9月 6日 9/5 9月 5日 9/5

3月 8日 3/7 3月 7日 3/7 9月 7日 9/6 9月 6日 9/6

3月 9日 3/8 3月 8日 3/8 9月 8日 9/7 9月 7日 9/7

3月 10日 3/9 3月 9日 3/9 9月 9日 9/8 9月 8日 9/8

3月 11日 3/10 3月 10日 3/10 9月 10日 9/9 9月 9日 9/9

3月 12日 3/11 3月 11日 3/11 9月 11日 9/10 9月 10日 9/10

3月 13日 3/12 3月 12日 3/12 9月 12日 9/11 9月 11日 9/11

3月 14日 3/13 3月 13日 3/13 9月 13日 9/12 9月 12日 9/12

3月 15日 3/14 3月 14日 3/14 9月 14日 9/13 9月 13日 9/13

3月 16日 3/15 3月 15日 3/15 9月 15日 9/14 9月 14日 9/14

3月 17日 3/16 3月 16日 3/16 9月 16日 9/15 9月 15日 9/15

3月 18日 3/17 3月 17日 3/17 9月 17日 9/16 9月 16日 9/16

3月 19日 3/18 3月 18日 3/18 9月 18日 9/17 9月 17日 9/17

3月 20日 3/19 3月 19日 3/19 9月 19日 9/18 9月 18日 9/18

3月 21日 3/20 3月 20日 3/20 9月 20日 9/19 9月 19日 9/19

3月 22日 3/21 3月 21日 3/21 9月 21日 9/20 9月 20日 9/20

3月 23日 3/22 3月 22日 3/22 9月 22日 9/21 9月 21日 9/21

3月 24日 3/23 3月 23日 3/23 9月 23日 9/22 9月 22日 9/22

3月 25日 3/24 3月 24日 3/24 9月 24日 9/23 9月 23日 9/23

3月 26日 3/25 3月 25日 3/25 9月 25日 9/24 9月 24日 9/24

3月 27日 3/26 3月 26日 3/26 9月 26日 9/25 9月 25日 9/25

3月 28日 3/27 3月 27日 3/27 9月 27日 9/26 9月 26日 9/26

3月 29日 3/28 3月 28日 3/28 9月 28日 9/27 9月 27日 9/27

3月 30日 3/29 3月 29日 3/29 9月 29日 9/28 9月 28日 9/28

3月 31日 3/30 3月 30日 3/30 9月 30日 9/29 9月 29日 9/29

4月 1日 4/1 3月 31日 4/1 10月 1日 9/30 9月 30日 9/30

4月 2日 4/2 4月 1日 4/2 10月 2日 9/31 10月 1日 9/31

4月 3日 4/3 4月 2日 4/3 10月 3日 10/1 10月 2日 10/1

4月 4日 4/4 4月 3日 4/4 10月 4日 10/2 10月 3日 10/2

4月 5日 4/5 4月 4日 4/5 10月 5日 10/3 10月 4日 10/3

4月 6日 4/6 4月 5日 4/6 10月 6日 10/4 10月 5日 10/4

4月 7日 4/7 4月 6日 4/7 10月 7日 10/5 10月 6日 10/5

4月 8日 4/8 4月 7日 4/8 10月 8日 10/6 10月 7日 10/6

4月 9日 4/9 4月 8日 4/9 10月 9日 10/7 10月 8日 10/7

4月 10日 4/10 4月 9日 4/10 10月 10日 10/8 10月 9日 10/8

4月 11日 4/11 4月 10日 4/11 10月 11日 10/9 10月 10日 10/9

4月 12日 4/12 4月 11日 4/12 10月 12日 10/10 10月 11日 10/10

4月 13日 4/13 4月 12日 4/13 10月 13日 10/11 10月 12日 10/11

4月 14日 4/14 4月 13日 4/14 10月 14日 10/12 10月 13日 10/12

4月 15日 4/15 4月 14日 4/15 10月 15日 10/13 10月 14日 10/13

4月 16日 4/16 4月 15日 4/16 10月 16日 10/14 10月 15日 10/14

4月 17日 4/17 4月 16日 4/17 10月 17日 10/15 10月 16日 10/15

4月 18日 4/18 4月 17日 4/18 10月 18日 10/16 10月 17日 10/16

4月 19日 4/19 4月 18日 4/19 10月 19日 10/17 10月 18日 10/17

4月 20日 4/20 4月 19日 4/20 10月 20日 10/18 10月 19日 10/18

4月 21日 4/21 4月 20日 4/21 10月 21日 10/19 10月 20日 10/19

4月 22日 4/22 4月 21日 4/22 10月 22日 10/20 10月 21日 10/20

4月 23日 4/23 4月 22日 4/23 10月 23日 10/21 10月 22日 10/21

4月 24日 4/24 4月 23日 4/24 10月 24日 10/22 10月 23日 10/22

4月 25日 4/25 4月 24日 4/25 10月 25日 10/23 10月 24日 10/23

4月 26日 4/26 4月 25日 4/26 10月 26日 10/24 10月 25日 10/24

4月 27日 4/27 4月 26日 4/27 10月 27日 10/25 10月 26日 10/25

4月 28日 4/28 4月 27日 4/28 10月 28日 10/26 10月 27日 10/26

4月 29日 4/29 4月 28日 4/29 10月 29日 10/27 10月 28日 10/27

4月 30日 4/30 4月 29日 4/30 10月 30日 10/28 10月 29日 10/28

5月 1日 5/1 4月 30日 5/1 10月 31日 10/29 10月 30日 10/29

5月 2日 5/2 5月 1日 5/2 11月 1日 10/30 10月 31日 10/30

5月 3日 5/3 5月 2日 5/3 11月 2日 11/1 11月 1日 11/1

5月 4日 5/4 5月 3日 5/4 11月 3日 11/2 11月 2日 11/2

5月 5日 5/5 5月 4日 5/5 11月 4日 11/3 11月 3日 11/3

5月 6日 5/6 5月 5日 5/6 11月 5日 11/4 11月 4日 11/4

5月 7日 5/7 5月 6日 5/7 11月 6日 11/5 11月 5日 11/5

5月 8日 5/8 5月 7日 5/8 11月 7日 11/6 11月 6日 11/6

5月 9日 5/9 5月 8日 5/9 11月 8日 11/7 11月 7日 11/7

5月 10日 5/10 5月 9日 5/10 11月 9日 11/8 11月 8日 11/8

5月 11日 5/11 5月 10日 5/11 11月 10日 11/9 11月 9日 11/9

5月 12日 5/12 5月 11日 5/12 11月 11日 11/10 11月 10日 11/10

5月 13日 5/13 5月 12日 5/13 11月 12日 11/11 11月 11日 11/11

5月 14日 5/14 5月 13日 5/14 11月 13日 11/12 11月 12日 11/12

5月 15日 5/15 5月 14日 5/15 11月 14日 11/13 11月 13日 11/13

5月 16日 5/16 5月 15日 5/16 11月 15日 11/14 11月 14日 11/14

5月 17日 5/17 5月 16日 5/17 11月 16日 11/15 11月 15日 11/15

5月 18日 5/18 5月 17日 5/18 11月 17日 11/16 11月 16日 11/16

5月 19日 5/19 5月 18日 5/19 11月 18日 11/17 11月 17日 11/17

5月 20日 5/20 5月 19日 5/20 11月 19日 11/18 11月 18日 11/18

5月 21日 5/21 5月 20日 5/21 11月 20日 11/19 11月 19日 11/19
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5月 22日 5/22 5月 21日 5/22 11月 21日 11/20 11月 20日 11/20

5月 23日 5/23 5月 22日 5/23 11月 22日 11/21 11月 21日 11/21

5月 24日 5/24 5月 23日 5/24 11月 23日 11/22 11月 22日 11/22

5月 25日 5/25 5月 24日 5/25 11月 24日 11/23 11月 23日 11/23

5月 26日 5/26 5月 25日 5/26 11月 25日 11/24 11月 24日 11/24

5月 27日 5/27 5月 26日 5/27 11月 26日 11/25 11月 25日 11/25

5月 28日 5/28 5月 27日 5/28 11月 27日 11/26 11月 26日 11/26

5月 29日 5/29 5月 28日 5/29 11月 28日 11/27 11月 27日 11/27

5月 30日 5/30 5月 29日 5/30 11月 29日 11/28 11月 28日 11/28

5月 31日 5/31 5月 30日 5/31 11月 30日 11/29 11月 29日 11/29

6月 1日 6/1 5月 31日 6/1 12月 1日 11/30 11月 30日 11/30

6月 2日 6/2 6月 1日 6/2 12月 2日 12/1 12月 1日 12/1

6月 3日 6/3 6月 2日 6/3 12月 3日 12/2 12月 2日 12/2

6月 4日 6/4 6月 3日 6/4 12月 4日 12/3 12月 3日 12/3

6月 5日 6/5 6月 4日 6/5 12月 5日 12/4 12月 4日 12/4

6月 6日 6/6 6月 5日 6/6 12月 6日 12/5 12月 5日 12/5

6月 7日 6/7 6月 6日 6/7 12月 7日 12/6 12月 6日 12/6

6月 8日 6/8 6月 7日 6/8 12月 8日 12/7 12月 7日 12/7

6月 9日 6/9 6月 8日 6/9 12月 9日 12/8 12月 8日 12/8

6月 10日 6/10 6月 9日 6/10 12月 10日 12/9 12月 9日 12/9

6月 11日 6/11 6月 10日 6/11 12月 11日 12/10 12月 10日 12/10

6月 12日 6/12 6月 11日 6/12 12月 12日 12/11 12月 11日 12/11

6月 13日 6/13 6月 12日 6/13 12月 13日 12/12 12月 12日 12/12

6月 14日 6/14 6月 13日 6/14 12月 14日 12/13 12月 13日 12/13

6月 15日 6/15 6月 14日 6/15 12月 15日 12/14 12月 14日 12/14

6月 16日 6/16 6月 15日 6/16 12月 16日 12/15 12月 15日 12/15

6月 17日 6/17 6月 16日 6/17 12月 17日 12/16 12月 16日 12/16

6月 18日 6/18 6月 17日 6/18 12月 18日 12/17 12月 17日 12/17

6月 19日 6/19 6月 18日 6/19 12月 19日 12/18 12月 18日 12/18

6月 20日 6/20 6月 19日 6/20 12月 20日 12/19 12月 19日 12/19

6月 21日 6/21 6月 20日 6/21 12月 21日 12/20 12月 20日 12/20

6月 22日 6/22 6月 21日 6/22 12月 22日 12/21 12月 21日 12/21

6月 23日 6/23 6月 22日 6/23 12月 23日 12/22 12月 22日 12/22

6月 24日 6/24 6月 23日 6/24 12月 24日 12/23 12月 23日 12/23

6月 25日 6/25 6月 24日 6/25 12月 25日 12/24 12月 24日 12/24

6月 26日 6/26 6月 25日 6/26 12月 26日 12/25 12月 25日 12/25

6月 27日 6/27 6月 26日 6/27 12月 27日 12/26 12月 26日 12/26

6月 28日 6/28 6月 27日 6/28 12月 28日 12/27 12月 27日 12/27

6月 29日 6/29 6月 28日 6/29 12月 29日 12/28 12月 28日 12/28

6月 30日 6/30 6月 29日 6/30 12月 30日 12/29 12月 29日 12/29

7月 1日 6/31 6月 30日 6/31 12月 31日 12/30 12月 30日 12/30

7月 2日 7/1 7月 1日 7/1 12月 31日 12/31

imullil  ［化学］アメリシウム　18:制
idia  ［名詞］既視感、デジャブ、デジャヴュ、デジャヴ　［感動詞］「あ、
この場面夢で見た」　［レベル］３　古 :i/dia（見た夢）
ignast  ［人名］イグナスト　20　［文化］　(yuuma 3902:4225)神人貿易商の名
士。4137に神商会を設立。
igre  ［人名］イグレ　［組み数字］３/１３　［天文］イグレ座　［レベル］３　
先 :ano:igret　［文化］　第４期３代ソーン第３使徒。アノが付けた使徒
としてのコードネームで、本名は不明。
igres  ［人名］イグレス　［レベル］４　古　［文化］　イグレスタ共産圏を興
した人物。
igresta  ［政治］イグレスタ共産圏、共産主義レジスタンス、社会主義
レジスタンス　［政治］共産圏、共産主義　［政治］共産党　［レベル］４　古
igreel  ［アトラスの国家］イグレール　［レベル］５　20:seren:古ファベル語で
「共に分ける」。
igl  ［動詞］yulと握手する、握手する　［普通動名詞］握手　［レベル］２　14:
制 :biglasから　［語法］　faxなどと同じ格組で、姿勢動詞ではない。　
［文化］　カコで袖の中に刃物を隠し持っていないことをアピールする
ために、袖をまくって握手をしたことが発祥。その後袖をまくる習
慣は残り、現代でもビジネスや社交の場で初対面の相手に袖をまくっ
て右手を差し出す。同じ初対面でも友達づきあいやネットのオフな
どではしない。握手は女性が差し出し、男性が受ける。また、目上
が差し出し、目下が受ける。初対面以降はしない。握る力は緩めで、
腕は振らない。
iger  ［植物］クレソン　［レベル］４　古 :iger。gerから。本当は ager
のはずが、agerがあったので igerになった。
ip  ［生物］尻　［レベル］１　f;e　初代アルカ（尻＝ ip。ipは桃の実。
尻が桃の実の形に似ていることから。ちなみに桃の花は ipsen）　ip:
u:la puuyu

ipka  ［生物］会陰　［レベル］４　16:制 :ipk

ipx  ［名詞］目盛り、調節目盛り　［レベル］３　13:制 :idpax（程度の図）
ips  ［名詞］屁　［動詞］yulに屁をこかせる、屁する、屁をこく　［レベル］
１　13:制 :ipsap（尻の気体）
ipsab  ［被服］おむつ　［レベル］１　20:尻の服　［文化］　トイレは生後半年
でしつける。１歳半～２歳でおむつを取る（日本だと２～２歳半。
ただし昔はアルバザードと同じほど早かった）。欧米では日本よりお
むつを外すのが遅いが、アルバザードではむしろ日本より早い。ち
なみに欧米でもフランスは早く、アルバザードと同じ程度。　【用例】　
sam ipsab おむつを取り替える
ipsais  ［生物］臀溝、殿溝。パンツを脱いだときの尻の皺のような線の
部分。　rd;/　24
ipsen  ［エルト］イプセン　［レベル］４　fv;ip　ridia:古 :古 ipsen（桃の
花）から　［文化］　桃と寿命を支配するエルト。
ipsent  ［生物］殷門　21:坐骨神経痛などによいことから ipsen

ipsent(2)  ［被服］バッスル　sm;ipsen/te　24　［文化］　地球ではヴィクト
リア朝だが、アルバザードでは sm後期でできた。
ipsenfian  ［名詞］桃娘、イプセンフィアン　［レベル］６　zg;/　23　［文
化］　zgのシージアで作られた奴隷。少女に桃などの果実ばかりを食
べさせて育てる。するとその少女の汗や尿が甘くなり、これを舐め
ることに薬効があるとされ、妙薬とされた。だが実際には少女らは
糖分の取り過ぎで糖尿病などになることが多く、視力を失ったり早
死にしたりと散々な目にあった。無論薬効はなく、迷信にすぎない。
しかし卑劣な一部の富裕層によって現在でも犠牲者が後を絶たない。
一部の者は薬効ではなく性的な目的で少女らの体液を求めている。
ipvaik  ［生物］臀部、殿部　rd;/　24

ipvim  ［生物］大殿筋、大臀筋　［レベル］５　24<22

ipm  ［生物］肛門　［類義語］puum、faap　［レベル］２　rd;/↓　13:制 :ipmax

ipmkuta  ［医療］肛門鏡、直腸鏡　［レベル］６　rd;/　23　［文化］　最古のも
のは zgであり、現代と同じようなくちばしの形をしていた。
ipmvano  ［生物］承扶　21

ipmfeme  ［医療］肛門期　［レベル］５　22

ipmpit  ［医療］肛門科　［レベル］６　19

ippi,alt  nozl
ippin  ［植物］ウルシ、漆、うるし　［レベル］６　kk;ippin.k. alt　22

ippindilfai  ［医療］うるし灸　rd;/　24

ipzid  ［俗語］［生物］ケツアゴ　rd;/　24　［文化］　ケツアゴがあるのは不
細工というイメージがアルバザードではなされる。
ipa  ［医療］痔　［レベル］３　15:制 :ipfaiz

ipot  ［格詞］～の中から　［レベル］２　20:alis

ipoten  ［接続詞］ipot　［レベル］３　21

ipon  ［植物］チャイブ、アサツキ　［レベル］６　alakta

ib  ［遊離副詞］敢えて、あえて　［レベル］２　13:制 :古 :ibse（敢えて～す
る）　［語法］　el不要。　【用例】　an ket ib. あえて行った。
ibsool  ［名詞］確信犯、故意犯　［類義語］xanasool、ibdiret　［レベル］３　
rd;/　23　［語法］　xanasool

ibdiret  ［法律］故意犯　［類義語］ibsool　［レベル］４　rd;/　23

ibet  ［形容詞］［ネガティブ］未熟な、子供じみた、ガキくさい、幼稚な、児
戯の、子供っぽい、お子様な、おこちゃまな　［形容詞］［ネガティブ］食べ
物が未熟な、青い、若い　［類義語］lij、maebeeb　［反意語］bent　［レベル］
２　20:制 miba/te（ガキっぽい）→ mibat→ ibat（子音脱落）→ ibet
（母音を iに近付けた）。語源を古 miva/teと捉えることも可能。
ibel yunge  ［人名］イベル＝ユンゲ　20　［文化］　(imul 1331:1388)数学者。
アルナ大学の研究員。imul 1377に対数を発見。imul 1382に常用対数
表を作成。
iho,fv  kok、sain　i/ho「固く見る→確認する」　赤のエクスプローダー
iHi,fv  hoks、maz

irma  ［単位］イルマ。回路のインダクタンス。　［レベル］６　古 :irma。
元は iiremiyu（電気変化）だろう。　［語法］　電流が毎秒１イーヴァ
の割合で変化するとき１イレットの自己または相互感応による起電
力を作るような回路のインダクタンスのこと。ヘンリーと比較。
ira  ［化学］良導体　［レベル］４　13

iris  ［天文］レーザー　［レベル］３　21:ires.k

iros  ［化学］イオン　［レベル］５　17:制 :ires

irostoko  ［化学］イオン化傾向　［レベル］５　19

irossas  ［化学］イオン化列、イオン化系列　［レベル］５　19

irossalia  ［化学］イオン結晶　［レベル］５　19

irosyevsan  ［化学］イオン反応式　［レベル］５　19

iroslaba  ［化学］イオン化エネルギー　［レベル］５　19

irosark  ［化学］イオン結合　［レベル］５　19

irosem  ［化学］電離　［レベル］５　19

irosemaja  ［化学］電離度　［レベル］５　19

iret  ［単位］イレット、電圧　［レベル］３　古　［語法］　導体の２点間に１
イーヴァの定常電流が流れていて消費電力が１ルーヴであるときの
その２点間の電圧。ボルトと比較。
iretis  ［魔物］イレティス（雷竜）：第五十一天：雷の衛天　［レベル］５
　19:ridia/seren/mel:iire/fretis　［文化］　雷属性の飛竜。白い肌で、
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鱗はゴツゴツしていない。そのせいで一瞬鶴っぽく見える。一般に
知能は高く、孤高な性格。ヒュート国で飼いならされる飛竜のルー
ツはこのイレティス。　【成句】　te alx iretis sa fias 産まれぬ竜を数に
入れるな：捕らぬ狸の皮算用
irek  ［娯楽］スーパーボール　［経済］乱高下。株価がスーパーボールの
ごとく上下動することから。smまでは cateと呼ばれた。　［レベル］３
　vl;ires/gek。イレス神が角度を変えながら急速に移動することから。
　22
ires  ［サール］イレス　［魔法］召喚魔法イレス。イオン砲で敵を攻撃する。
　［レベル］５　seren:古　［文化］　青と赤の２色の球の形をしたサール。
２つの球が絡まったときに現れる金色に輝く電気の紐の間からイオ
ンを利用した大砲を放ち、敵を倒す。このイオン砲の威力は大きいが、
連続がきかない。
iref  ［天文］カストル　19:ridia/seren/mel　［文化］　faire

ireus  ［人名］イレウス　20　［文化］　(yuuma 5110:)メルテナ後期のカル
マント派教皇。
iz,f  daks
izko  ［単位］イズコ　［レベル］５　21:古 liiz/古 kove　［文化］　anko

izna  ［形容詞］革新的な、画期的な、斬新な、急進的な　［反意語］soras　［レ
ベル］３　19:izm/na

iznati  ［名詞］斬新性、斬新さ　［レベル］３　22

izm  ［政治］革命、革新　［動詞］yul（旧状態）を a（新状態）に革命する、
革命する　［レベル］４　13:制 :古 :izmiyu　izmiyu:izmiyu　【用例】　mi
rok izmat atolas. ミロクはアトラスを革命した。　tu et yet alka xel pa
rman en xakles parm et moa vern taik fia sil vein kolset izm yunen 
mirokizm da. luus en xakl sil lamiti kalt yuv vix? 一番問題なのは日
本人がこの国が既に崩壊していることに気付かず、世界がミロク革
命のような革命で良くなることにすら気付いていない点だ。痛い目
見るまで革命の大事さに気付かないのか？
izman  ［政治］革命家　［レベル］４　19:リディアの書
izmiyu,fv  izm　iz/miyu

izal  ［医療］ばいきん、バイキン、ばい菌、黴菌、雑菌　［類義語］dizia
　［レベル］２　zg;daizailai.k　23　［語法］［文化］　人間の意図に反して増殖
した微生物（特に有害な細菌や菌類）の総称。一般人はウイルスも
ここに入ると思っている。雑菌とばい菌の区別はない。　zgでは既
に liiziの魔法によってその存在が認識されていた。
izol,szd  sins　i/sols「見させる」
izem  ［政治］朝廷、朝　［レベル］４　zg;izmiyu（革命）.k　23

iji,f  6　elt;jij

iwa  ［形容詞］左右対称な、シンメトリー　［形容詞］性格がまっすぐな、
一心な、一本気の通った、真っ正直な、真正直な→ axie　［反意語］aliet
　［レベル］３　f;i/wa　古 :iwa。iは目だが、右や左といった意味があり、
waは手を意味する。これは本来は両手を意味する語で、そこから両
手を合わせて左右対称であることを示すようになった。　iwa:iwa　［語
法］　axie

iwakas  ［数学］二等辺三角形　［レベル］３　19

iwaenkleep  ［魔法］［化学］光学異性体、鏡像異性体　［レベル］６　19:左右
対称な異性体。
il  ［代詞］すべて、全員、皆、すべての　［レベル］１　f;e（常に）　古　
il:il:lu tol:　【用例】　il lei すべての本　il lunat. みんな来た。
il(2)  ［接尾辞］薬　［類義語］pita　rd;<szd「薬」　24

il,szd  a, kor　al,fv.k

il,f  il　e

il,fv  ik
ilt  ［名詞］影響　［動詞］yulという影響を aに与える、影響する　［法副詞］
～してある。影響相の副詞。　［レベル］３　13:制 :ilstot（間接有縁）　

【用例】　la mixes ilt iten laal on kuiom. 彼女は食べ方が母親の影響を受
けている。　aluutel, lu et ko lan l'iltand al an on akn. セレンさんは
間違いなく、私の考え方に影響を与えている人の一人といえる。
iltnif  ［言語］影響相　［レベル］３　20

iltvet  ［言語］縁語、ゆかり語、えん語　［レベル］４　20　［語法］　onvetの
ひとつ。eltと saalは対になるが、lanと lantseは対になる動物ではない。
lanの場合、対応するのは神なのか悪魔なのかヒトなのか、何が反対
語になるか定めづらい。しかしこれらは外見上よく似ているので連
想されることが多い。反義語ではないが関連はあるという場合にゆ
かり語とする。
iltenvi  ［名詞］影響力　［レベル］３　rd;/　23

iltul  ［代詞］すべてのもの　［レベル］２　19

iltulet  ［代詞］すべてのものの　［レベル］２　19

ilk  ［普通動名詞］冒険、探索、散策　［動詞］yul（場所）を冒険する、冒険
する　［レベル］２　13:制 :iblamike（敢えて危険を冒す）
ilk t'arxe  ［娯楽］アルシェの冒険　［レベル］２　21　［文化］　『スーパーマリ
オ』に相当するゲーム。
ilkant  ［歴史］皇帝、エンペラー、天皇、皇帝、帝、みかど、イルカント　［類
義語］dulo　［レベル］３　zg;/　20:皆が賛美を歌うような　［文化］　yuuma 
2120にシフェランがヴェルディアン帝国とともに作った称号。王の上
とされる。
ilkanthaxa  ［政治］選帝侯　sm;/　24

ilkad  ［政治］全国、万国　［形容詞］国際的な、インターナショナルな　［レ
ベル］２　19　［語法］　「国際的」に当たる言葉がアルカにはない。全国

的ないしアトラス的で国際的を指す。
ilkada  ［政治］国際連合、国連、国際連盟　［レベル］４　22:「全国旗」　［文
化］　第二次世界大戦後にできた機関。戦勝国が常任理事国を務める
システムだったが、その後敗戦国からも大国が常任理事国入りした。
地球同様、全国家が参加しているわけでない。
ilkorkuver  ［名詞］悪口雑言、罵詈雑言　［レベル］３　22:「全方向悪口」
ilkorxil  ［名詞］試行錯誤　［レベル］３　22

ilkea  ［地名］イルケア　［文字］ヴェネチアン。セリフの一種。イルケア
でよく使われた。　［レベル］３　古 :すべて行くが原義　［文化］　ルーク
スの南、ワッカの北の交通要所。アルバザードほぼ中央の少し南よ
りにある。語源の通り交通の要所で、国のへそとなっている。首都
アルナは北寄りなので、アルバザードはイルケアを中心に東西南北
を決める。重要なのは南北で、東西はさらに詳しく述べるときしか
用いない。北部はアルナ、アルシア、ドフレットなどがある。南部
はワッカ、カテージュなどがある。
ilkeas  ［被服］チュニックスーツ　21:ilkea/古 sabe

ilxam  ［名詞］満場一致　［レベル］３　22

ilxi  ［美容］オールバック　［レベル］４　21

ils  ［形容詞］直接的な　［反意語］fris　［レベル］３　古 :sornでは直接は als。
アルシェでは直接は ils。その後アルシェがソーンに譲る形で ilsを間
接に変更。ｎ対ができる前のことだから、ｎ対としてではなく。　【用
例】　ren ke felka ilsel. 直接学校に行ってくれ。
ilskev  ［言語］直喩　［レベル］５　19

ilsmane  ［生物］内分泌　［レベル］５　rt;/。導管を経由せずに直接、血液
中や体液中に分泌されることから。　24
ilsmanepant  ［生物］内分泌系　rt;/　24

ilsminal  ［政治］直接民主制、直接民主主義　［レベル］４　19

ilsdilfai  ［医療］直接灸、点灸　rd;/　24

ilsgilf  ［経済］直接金融　19

ilsyulvet  ［言語］直接目的語　［レベル］６　20

ilsalt  ［名詞］毎年　［レベル］２　19:sonohinoki　［語法］　tat saltということ
も多い。
ilset  ［生物］膏肓　［レベル］６　21:皆殺し　【成句】　il set yu im levn luna 
ilset 病が膏肓に来れば皆死ぬ：病膏肓に入る
ilser  ［企業］イルセル　［レベル］３　21　［文化］　朝日新聞、読売新聞に相
当する企業。
ilserk  ［親族］血族　［レベル］５　19:ridia:arbaxelt

ilsel  ［名詞］毎日　［レベル］２　19　［語法］　副詞句として「毎日」という
ときは、tat selということも多い。　【用例】　an na buuna man ilsel et 
kok. 毎日が同じでつまらない。　la luna ilselel{im ilsel}. 彼は毎日来
る。
ilnaxiris  ［音楽］交響曲、交響楽、シンフォニー、シンフォニア、イル
ナシリス　［レベル］４　rd:milf;il/na/ixirius「皆の心を反映する」。一
丸となってひとつの楽曲を演奏するというところからミルフがその
ように名付けた。　23
ilnian  ［名詞］［ネガティブ］無職、ニート、ＮＥＥＴ、自宅警備員　［類義語］
milab　［レベル］３　22:「毎日が日曜日」
ilva  ［悪魔］イルヴァ　［歳時記］雷曜日。週の第６日目。　［音楽］ラ　［組み
数字］６/７　［レベル］２　meltia 0:ilva;e　sorn:アルシェ形は iirlで、
iirlの元は iireal（雷の者）。iireは雷。　［文化］　ソームの６番目。
雷を操る。雷のように立った髪の毛が特徴的な男。全身に電気を帯
びている。中肉で筋肉質な裸体。お調子者。よく笑う。元気。激し
やすい性格をしている。イルヴァの発言がきっかけとなり、ヴァス
テが開戦した。
ilvamavi  ［化学］コバラミン　rt;/「コバルトのビタミン」　24

ilvagaax  ［気象］雷鳴　［レベル］３　19:イルヴァの叫び　【用例】　im durne, 
iire at sod, yan ilvagaax tan. 夜、稲妻が走り、雷鳴がとどろいた。
ilvapind  ［魔法］コバルト針　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

ilvarep  ［気象］稲光　［レベル］３　19:イルヴァの点滅　【用例】　an nat vem 
mil ilvagaax yunen sia xien ilvarep. 稲光の後のごろごろいう雷鳴を
聞いておじけづいた：この siaは太鼓のこと。
ilvalil  ［化学］コバルト　［レベル］４　18:制
ilvaesk  ［気象］激しい雷雨、サンダーストーム　［レベル］３　19:ridia:arb
axelt　【用例】　ilvaesk dot sil sod im saam tex jentporklak. 天気予報で午
後激しい雷雨があると言っていた。　an nat ilvaesk sil sod. 激しい雷
雨が降りそうな天気だった。
ilvix  ［名詞］満身創痍、ズタボロ。til。　［レベル］３　22　【用例】　an koltik 
ra ok ilvix. 満身創痍で帰宅。
ilvet  ［言語］語彙　［レベル］５　19　［語法］　日本人は語彙を単語の難しい
言い方だと思っているものが多いが、この命名だとアルカでは一目
瞭然。　【用例】　ilvet sor たくさんの語彙、大きな語彙。単語をひと
つずつ積み上げると塔のように堆くなることから。　ilvet hait 貧弱
な語彙
ilvetfel  ［言語］語彙論　［レベル］６　19

ilfa  ［医療］敗血症　［レベル］６　19:il/faiz

ilfalti  ［経済］全面高　［レベル］６　22

ilfer  ［人名］イルフェル　古 :i（右の）/lfer（ルフェル）。男は右に
立つことからこちらが父親。　［文化］　アルフレインとマルテの父親。
シオンもイルフェル自身もマルテの父親であることを知らない。妻
のエルフェルにアルフレインを設ける。
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ilfer(2)  ［経済］全面安　［レベル］６　22

ilfelis  ［名詞］完全無欠　［レベル］３　22:「十善すべて揃った」
ilm  ［名詞］全体、部分に対する全体、すべて、全て、全部、総合　［副詞］
全体的に　［反意語］vaik　［レベル］２　19:il　［語法］　ilはすべて。ilmは
部分に対する全体。　【用例】　jan at espte ilmel. 全体的に曇っていた。
ilmkami  ［名詞］総合科学　［レベル］４　rd;/　23　［語法］　物理化学生物な
どを広くしばしば浅く学ぶ学問のこと。
ilmkev  ［言語］部分から全体への提喩、シネクドキー　［レベル］５　19　［語
法］　zam lunar（足が来る）は「人が来る」の意味なので、全体を部
分で比喩している。この逆が vaikkev。
ilmxone  ［数学］標準偏差　［レベル］６　19:seren:il（すべて）でなく ilm（全
体の）
ilmnox  ［数学］母集団　［レベル］５　19

ilmnoxalx  ［数学］母数　［レベル］５　19

ilmdit  ［経済］売上高　［レベル］５　19

ilmdoal  ［経済］総資産　［レベル］５　19

ilmgab  ［経済］売上原価　［レベル］６　19

ilmpase  ［料理］全粒粉　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　pase

ilmpalm  ［政治］公共の福祉　［レベル］４　19:全体を優先　［文化］　歴史的
にアルバザードは個人主義だが、有事のときは急激に公共の福祉を
優先させる習慣がある。
ilma  ［経済］有価証券、証券。特に区別なし　［レベル］５　19:gil/mas。g
から始まるのが多いので避けた。
ilmart  ［魔法］全体魔法、全体かけ　［レベル］４　22

ilmarx  ［経済］総資本　［レベル］５　19

ilmi  ［ユマナ］イルミ　［レベル］６　古　［文化］　リーザの日記。かつてそ
の一部をリディアが親子喧嘩の際にアシェットにバラまき、リーザ
が激怒した。
ilmina  ［政治］結社　［アクセント］ilminA　szl　24

ilmirok  ［政治］イルミロク　［名詞］全知全能。すべての神というところ
から。　［レベル］３　古　［語法］　ミロク＝ユティアが創設したアルティ
ス教系政党。メル暦 310年頃創立。315年の与党勢力ミナレットと当
時野党であったアルティス教系政党の腐敗が著しくなったことによ
り、唯一のまともな政党として注目を集め、320年の選挙により与党
となる。その後野党を粛清し、選挙制度を廃して独裁政権を握った。
ilmi akinas  ［人名］イルミ＝アキナス　［レベル］６　20　［文化］　(imul 
1279:1348)ラグナロク校の卒業生で、ワゼット等の発明者。歯車式計
算機を発明するが、国家反逆の罪を着せられ処刑。
ilmus  ［名詞］イルムス　［レベル］３　19:seren:imul/seta（イムルの歴史書）
　［語法］　メル 19年にセレンが「青本」やリディアの指示を反映して
作成したアトラスの歴史書。はじめは青本の変更点を口頭で聞いて
いたが、まどろっこしくなったのでリディアが青本を元に執筆。そ
の後、セレンが修正を加える形で書きなおした。
ildi  ［動詞］yulにあこがれる、あこがれる、憧れる　［名詞］憧れ、憧憬　［類
義語］siina　［レベル］３　20:古 txil/dia（幻想を抱く）　［語法］　人に対し
ては、同性の場合尊敬を持って「彼のようになりたい」と思うこと。
異性の場合、「とても自分では釣り合わないが、恋心を抱きうる相手
だ」と思うこと。物に対しては「手に入らなそうだが欲しい」こと、
「恩恵や影響を受けたい」こと。出来事に対しては「なりそうもない
が起こってほしい」こと。　【用例】　kmiir ildi lutia. クミールはルティ
アに憧れている。
ildilaz  ［地学］［歴史］シルル紀　［レベル］６　vl;/　23　［文化］　gaavefeme

ilpasso  ［感動詞］大丈夫です、そうです、そうだ、平気　［レベル］１　fv;
il/passo「すべてそうである」　赤　［語法］　passoの強意。肯定文だと大
丈夫ですやそうですの意味。疑問文で使うと ｢～でよろしいでしょ
うか ｣という確認の意味になる。意味が強いだけでなく、soonoを so
onoyunというような丁寧さも兼ねそろえている。
ilpi  ［植物］ローズマリー　［レベル］３　lakta

ilbalt  ［物理］全反射　［レベル］４　19

ilbalttik  ［物理］臨界角　［レベル］５　19

ilhanoi  ［人名］イルハノイ　［レベル］６　21　［文化］　hac

ilrante  ［企業］イルランテ　［レベル］６　21　［文化］　三井不動産に相当す
る企業。
ilzoma  ［化学］ペルオキシ基　19

ilzomi  ［化学］ペルオキサイド　［レベル］６　19

illan  ［代詞］全員　［レベル］２　19

illant  ［代詞］全員の　［レベル］２　19

ilak  ［数学］右下がりの斜線　［反意語］alef　［レベル］３　20:i lank（左から）
ilal  ［経済］棚卸し　［レベル］５　19:il/alx（すべてを数える）
ilis  ［名詞］いたずら、悪戯　［動詞］yulにいたずらする、いたずらする、
悪戯する。pilpと同じ格組。　［レベル］２　19:ridia:liles　［語法］　pilp
より少したちが悪い。相手を困らせてやろう、そしてその反応を見
ようという意図。
ilia  ［形容詞］唯一の、たったひとつの、たった一人の、唯一無二　［類義語］
hot　［レベル］２　古 sorn　［語法］　hotは客観的に「唯一の」という意味。
iliaは「たった一人の弟」のように、やや心情が篭った言い方。　【用
例】　miva ilia 一人娘　yulian ilia 一人っ子　"ya. ladan kut fie, yul 
fie ilia l'et leiz tisee. 「そう。創造主はうそをついたんだ。たっ
たひとつの小さな嘘を。

iliamyukale  ［宗教］唯一神教　［反意語］dimyukale　［レベル］３　20

iliamirok  ［宗教］唯一神、一神　［反意語］dimirok　［レベル］３　20

ilii,f  9　elt;liij

iliire  ［エルト］イルイーレ　［魔法］召喚魔法イルイーレ（ラムウ）。雷
を起こして敵を攻撃。　［レベル］４　古 :すべての雷　［文化］　雷をつか
さどるエルト神。白いローブをまとったひげの長い仙人のような姿
をした老人。長い杖から雷を落とす。
iliiren  ［地学］藍晶石　19:iliire/ren　［文化］　イルイーレの魔石。藍
晶石、紅柱石、珪線石ともに同じ組成。
ilion  ［名詞］版面→ lei　［レベル］６　sm;ilion,szl　22

ilion,szl  eel　sika/lont

i loit  ［名詞］社説　［レベル］５　19　［文化］　アルバザードでは、新聞の「会
社より」欄のこと。ニュース記事と一緒にアンセに配信される。　【用
例】　an en kalma isk i loit. ほとんど社説を読まない。
ile  ［地名］イレ　［経済］証券取引所　［レベル］５　22:ridia:「ilvaの子」。
散々リディアもセレンも株に手を出しておいて今までアルカで決め
ていなかったということは、完全にアルカと金稼ぎを分離していた
ことの表れだろう。22によく使う株関連の用語を幻英から転記。た
だしなぜか証券取引所などがなかったため、これについてはリディ
アが創作。　［文化］　eet　　＜町＞　　中央アルナ市北東部に位置し
た町で、kkにできた。町長 ileの名から来ている。交通の便から rt
で金融街となり、現在はウォール街に相当する場所に発展している。
現在は統廃合を繰り返した結果、vlで ryusian市に吸収された。リュ
シアン市内の町名として今も残るが、現在では証券取引所の意味で
用いられることのほうが多い。　　＜取引＞　　前場は９：００か
ら１１：００。後場は１２：３０から１５：００。
ilet  ［代詞］皆の、全員の、全部の　［レベル］２　20:seren/ridia:il/te

ilestia  ［名詞］津々浦々　［レベル］４　22

ilen  ［経済］［ランドマーク］イレン証券取引所　［レベル］５　22:ile/en　［文化］
　ile　東証、東京証券取引所に相当する場所。
ilevita  ［名詞］総当り戦、グループトーナメント、リーグ戦　［レベル］５
　rd;/「全員と戦うトーナメント」　24
ilerk  ［名詞］老若男女　［レベル］３　22

ilu,alt  in　i

ii  ［言語］iの文字　［レベル］１　14:制　［語法］　第２２文字目の幻字。２
番目の母音字。
iisos  ［宗教］神官　zg;「見て行う者」　24

iina  ［サール］イーナ　［レベル］５　mel:古　［文化］　サールの少女。兄ナッ
シュを彼のフィアンセに奪われたくない一心で誘惑し、姦淫させる。
このときイーナはナッシュと永久に一緒に居続けることを願う。が、
エルトに２人は切り殺されてしまう。しかしイーナの願いが利き、
２人の切り落とされた半身は互いにくっつき、inxというサールに
なった。
iiva  ［物理］アンペア　［レベル］４　14:制 :古 :iirevivi（電気の強さ）
iifa  ［人名］イーファ　［魔法］イーファ（コメテオ）。時空を歪めて隕石
を落とす時魔法。メルは異性魔王ジール戦で習得した。　［組み数字］９
/１１　［レベル］３　古　［文化］　(yuuma 6967)　yuuma 6967 アンダント、
シルフィアとの間に息子 iifaを授かる 　メテの父親。ドゥルガの
王アンダントの息子。ルーキーテを妻とし、ヴィーネとの和解を目
指して異母兄弟のハーネを暗殺。後にルーキーテがウロに敗れると
殉死した。
iidik  ［植物］マンゴスチン　［レベル］３　16:制 :iidisから
iidis  ［エルト］イーディス　［レベル］３　meltia 52:iidis;e　ridia:古 :外
見は５歳時のメルがモデルになった　［文化］　５歳程度の幼女の姿を
したエルト。妊娠を司る。長い黄色の髪の毛で、青いフリルの着い
た可愛い洋服を着ていていつもにこにこしている。愛情で結ばれた、
子を持ちたい夫婦を見つけると、妻の腹に走りこんでいき、腹の中
に空気のようにすうっと入って消える。そうすることによって女は
妊娠する。イーディスは苺が好きなので（モデルのメルが苺が好き
だったため）、子を持ちたい妻は苺を食べることによって自分の腹の
中にイーディスを呼び込もうとするようになった。リディアが苺を
選んだのは妊婦がすっぱいものを欲しがるからというのもあるのだ
ろう。イーディスはオトギリソウからできたパルテの娘で、オルト
の助けを借りて生まれた。オルトに不敬を働いたパルテは不妊の罰
を与えられた。それを許してもらおうとオルトを探している途中で
パルテは毒蛇プティンに足を噛まれてしまう。パルテの兄カルファ
ンは彼女の足を切り落とすと、その血がオトギリソウにふりかかっ
た。パルテは足を切られたショックで死んでしまい、それにみかね
たオルトがせめて娘を持たせてやろうといい、そのオトギリソウの
根っこにイーディスを作った。
iidistifl  ［医療］流産　［レベル］３　19:妊娠中はイーディス神が宿って
いると考えているため。
iidismals  ［普通動名詞］できちゃった結婚、でき婚　［レベル］３　22

iidisin  ［植物］オトギリソウ　［レベル］４　14:制 :iidismina（イーディ
スの花）
iidel  ［人名］イーデル　［組み数字］８/１４　［レベル］４　古 :語源不詳。
本名不明　［文化］　第４期３代アルシェ第８使徒。リュウの父親の妹
といわれている。アルシェの資金調達の説明の際に必ずリュウの家
柄が出てくるが、リュウの父母はアシェットに直接関係がない。そ
こで鎹として説明されるのがこのイーデルなのだが、リディアでさ
え会ったことがない。
iidellil  ［化学］テルビウム　18:制
iihal  ［人名］イーハル　20　［文化］　(yuuma 6021:6556(6225:6556))カコ前期
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のヴェマ女王。　yuuma 6021 クリウス、娘の iihalを授かる 　yuuma 
6556 イーハル、ツェリン前線でまさかの戦死。ヴェマに衝撃が走る 
iiho,fv  sete　iho,fvの女性形　赤のエクスプローダー
iire  ［気象］雷、稲妻、雷鎚、いかづち、雷槌　［魔法］イーレ（サン
ダー）。雷の多段黒魔法。雷で敵を攻撃。　［レベル］１　f;e　先　iir
e:iire:lu bileo:avaar,rk(hy), estark,vx　【成句】　iire luko elf zom kok 
ras ta. 雷は同じ木に二度落ちない：同じ悪いことは二度ない。　【用例】
　iire lunak. 雷が鳴る。　iire lukok t. 雷が tに落ちる。
iires  ［人名］イーレス　［組み数字］６/１１　［レベル］３　古 :ridia:iire（雷）
/s← tis（人）　［文化］　アルシアの６番目。雷の魔法の大成者。男性。
iires vama  ［人名］イーレス＝ヴァマ　19:ilmus:ridia　［文化］　アルティ
ル期の建設庁長官。メル２１５年にアルバ１６世による「アルナ再
建令」が発令。インフラ事業を推進したイーレスだったが、メル
２１７年に高官の息のかかった業者ばかりに受注を取らせたことで、
メル２１９年に選挙制と民主主義を求めるミナレットに暗殺された。
iizel  ［人名］イーゼル＝ルティア、イーゼル、イーゼル大臣　［レベル］
６　古　［文化］　リーザの叔父。リュシオン王の弟。ルティアの大臣。
iijis  ［名詞］有効打、ヒット　［動詞］yulに有効打を与える、有効打を
与える　［形容詞］（anで）有効打を与えるような、非ストライクな　
［ユベール］［運動］有効、技あり。柔道や空手やユベールなどの有効や技
あり。　［野球］ヒット　［類義語］ceeg　［反意語］trema　［レベル］３　fv;ii
re/jii/so「雷で引き裂くような」　24　［語法］　クリティカルでない一
撃のこと。　転じて、好みなどにそこそこ当てはまること。
iiluu  ［人名］イールゥ　［組み数字］１０/１５　［レベル］４　kako:古アルカ
での意味は ｢正義 ｣。　［文化］　メテの第１０使徒。
iiluuto  ［地名］イールゥート　［人名］パールのアルカ姓　［レベル］４　kako
　［文化］　メテの使徒イールゥの支配地。
iiluuto(2)  ［アトラスの国家］イールゥート　［レベル］４　kako　［文化］　面積：
717375.707937 km^2
iiluutotike  ［地学］イールゥート海流　23

iiluutoifa  ［地球の星座］［ユマナ］インディアン座　24　［文化］　ifa

iiluulil  ［化学］カリホルニウム　18:制
iio  ［感動詞］どういたしまして　［レベル］２　f　14:制 :古 :iio,iion

io  ［名詞］両方、双方、両側、両面　［形容詞］両方の　［反意語］kol　［レベル］
１　fv;ie.ist　ie:io　13:制 :ie:古アルカでは ｢両方 ｣は ie。ieは
｢両目 ｣の意。　［語法］　２つあるもののうちどちらもという意味。　

【用例】　ins io 両目
iotiep  ［建築］管渠、かんきょ。開渠と暗渠の総称。　［レベル］５　rd;/
　23
ios  ［動詞］［非言語］yulに両膝を地面につきＬ字型の姿勢を取らせる、
膝立ちする、膝をつく　［レベル］２　20:melidia xier:io/mixk　【成句】　
ios yun ferden フェルデンのように膝立ちする：首を洗って待っ
ている。ルフェルに殺されるときフェルデンが泉のほとりで膝をつ
いて祈っていたことから。
iosel  ［魔法］双魂、イオセル　［レベル］５　21:io/seles　［文化］　maltiia

ion  ［感動詞］どういたしまして　［レベル］２　古　［語法］　iioより軽い。
ion(2)  ［単位］イオン　［レベル］５　21:「両方の」　［文化］　anko　2 vlanの
こと。天秤が壊れていないか調べるときに両方の皿に vlanを乗せた
ことからきている。やがて 2 vlanよりも日常生活で使い勝手の良い
重さとして（日常生活 vlanは軽すぎ、数が多くなりがち。かといっ
て byulonだと逆に重すぎるため）、古代の重さの最頻単位となった。
iovild  ［論理］［哲学］二律背反　nd;io/vild。正命題・反命題のどちら
にも証明できる矛盾の一種であることから。　［語法］　正命題、反命
題のどちらにも証明できる矛盾・パラドックスのこと。しばしば勘
違いされるが単なる矛盾・パラドックスではない。
iofrei  ［アイテム］両手剣　sm;/　24

iomozom  ［医療］両手挿管法。鍼の。　rd;/　24

iohim  ［生物］［形容詞］両性、両性体、アンドロギュヌス、アンドロギュ
ノス　［レベル］５　23

iowil  ［医療］両性愛、バイセクシャル、両刀　［レベル］４　rd;iohim/
wil　23
iol  ［音楽］全音　［レベル］５　19:io

ioalfaal  ［天文］金環皆既日食　［レベル］５　21

ioerat  ［化学］両性。酸にも塩基にも溶ける。　［レベル］５　19

ie,f  io、sanl　i/e　原義は「右目と左目」で、ioはその異形態。io
は既に fvに存在したと推論される。その論拠は単位の ionに見られ
る。語としては ieのほうが古いため、ioが先にあって kalieなどに
使われる ieが ls_arでできたというのは誤り。
iek  ［名詞］カッター　［レベル］２　13:制 :iekil（片方の刃）
iefrei  ［アイテム］バスタードソード　sm;ie,f/frei。グレア以降、鎧
が進歩して、それに対抗するためにできた片手でも両手でも用いる
ことのできるハイブリッドな剣。　24
iela  ［動物］オヒョウ、おひょう　［レベル］６　16:制 :ieli

ieli  ［動物］カレイ　［レベル］４　14:制 :古 :ieli（右目の魚）

o
o  ［接続詞］～と、～かつ～、と、かつ　［論理］連言、強連言、同階層
連言　［類義語］ont　［レベル］１　14:制 :恣意　::e, ent:o,alt　［語法］　名詞

と名詞、形容詞と形容詞、動詞と動詞、目的語名詞と目的語句など、
同じ階層の語句同士を結ぶ連言。　　t o k o xと書いて "tes ket o 
xal"と読む。oを読むのは最後だけになる。　動詞が並ぶと書き方が
少し変わる。「食べて飲んで寝た」の場合、kuit, xenat, mokatと書いて
"kuit xenat o mokat"と読む。　　語源欄などでは /を oの代わりに使
うこともあるが、本文中では稀。　特に数字の中では使わないほう
がよい。数字と組み合わせると /は割り算なので、絶対に和算のつ
もりで使わないこと。　　母音の前では ontになる。miik ont aples。
　　黙字の場合でも書記上は ontの必要があれば ontとする。　miik 
ont aples o lisikにおいて読むのは最後の oだけ。　miik o lisik ont 
aplesの場合、読むのは最後の ontだけ。
o(2)  ［数学］fokの略。数式で使う。＋記号に等しい　［レベル］２　19

o,f  myut　e

o,alt  e
otil  ［論理］内包　［反意語］donet　［レベル］５　20:ok/til（ともに持つ）
otex  ［形容詞］流暢でない、たどたどしい、ぎこちない　［反意語］ekos　［レ
ベル］３　＠ 19　［語法］　同じぎこちないでも、iksは物がつっかえたり、
心が気まずい様子。otexはつまっていなくても物の流れがガコガコ
していたり、喋りがたどたどしいこと。
ok  ［格詞］～とともに。具格、道具格。　［格詞］（装身具などを）身に着
けている　［格詞］（目や髪などを）している、持っている、有してい
る　［反意語］xed　［レベル］１　14:赤 :kokko　:::koko,alt　【用例】　la ket ok tian. 
彼は恋人と行った。　fian oken aalsab よそ行きの格好をした少女　
vik oken ins soret 青い目の男　izm oken garv 痛みを伴う改革
okt  ［動詞］yulを aに伝える、伝える、伝言する、教える、（あくびが）
うつる、告げる　［名詞］伝言、メッセージ、連絡　［物理］伝播　［レベ
ル］２　14:制 :恣意　参考 :古 :heka（手紙）　hek:hek　［語法］　＜ oktと
lexn＞　lexnは情報やデータが相互に往来する様を示す。oktは片方
からもう片方に情報やデータを送ること。　【用例】　an okt van xan a la 
xi soot. 来週彼に真実を伝えるつもりだ。
oktfesk  ［名詞］マスメディア、伝達媒体　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［語
法］　新聞、テレビ、雑誌などの総称。これらはいずれも何らかの媒
体（紙だったり電気だったり）だが、いずれも情報の伝達のため使
われる。そのため oktfeskという。
oktraopand  ［生物］ｍＲＮＡ、メッセンジャーＲＮＡ　rt;/核外のリボ
ソームに伝達することから。　24
oktar  ［物理］導電部　21

okto  ［物理］信号　［レベル］３　21:okt

okkolm  ［政治］共和、共和制、共和政治、共和国　［レベル］４　14:制 :共
に統治する
okke  ［動詞］yulに okと随伴する、随伴する　［シェルト］随伴　［レベル］４　
rd;/　23
oks  ［名詞］取り分、分け前、分担、担当分　［格詞］～につき　［レベル］３
　14:制 :恣意　【用例】　30 oks gal １００個につき３０個
okskot  ［数学］パーミル、千分率　［レベル］５　19

oksgal  ［数学］パーセント、百分率　［レベル］３　16:制　［語法］　表記は％
の文字と同じでよい。　【用例】　30 oksgal ３０％
oksgil  ［経済］配当金、配当　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt　［語法］　印税
や株の配当金などがこれに当たる。
oksgilxim  ［経済］インカムゲイン　［レベル］６　19

oksame  ［言語］具格　［類義語］konsame　［レベル］６　20

oksen  ［接続詞］oks　［レベル］３　21

okna  ［動詞］yul（内容や相手）に共感する、共感する　［普通動名詞］共感　［レ
ベル］３　14:制 :一緒の心　【用例】　an okna ti. 君に共感するよ。
oknan  ［名詞］共感者　［レベル］３　22

okyulf  ［名詞］同僚の研究員、同僚、研究員　［レベル］４　19:xion

okyulia  ［アトラスの国家］オキュリア　［レベル］４　23:ridia

okra  ［普通動名詞］同居　［動詞］yulに okと同居する、同居する。動詞を
raにしても okraにしても意味は同じ。　［反意語］xedra　［レベル］４　
rd;/　19:melidia axte
okl  ［動詞］yulを okと共有する、共有する、わかちあう、分かち合う　［普
通動名詞］共有、共通、共用、公共　［形容詞］共有の、公共の、公共物の
　［レベル］３　15:制 :oktil（共に持つ）　【用例】　an oklat esn ok hacn. 友
達と傘を一緒に使った。　an oklat lax ok hacn yul nos na nau. 喜びを
友達と分かち合いたかった。　il tilat nal vol okl fie a. il xarat fie 
sil rul im xe ol il lad onk fie sein" みんなは嘘を吐き合うことで
安心したんだ。みんなが同じ嘘を言えば、いつかその嘘が本当にな
るんじゃないかって思ったんだ」
okltrim  ［化学］共有電子対。状態でなく物質としての電子対。　［レベル］
５　19
oklkaxi  ［料理］取り箸、さえばし、菜箸、取り箸、取りばし、とり箸　［レ
ベル］３　19:ridia:arbaxelt

oklsata  ［地学］［歴史］［生物］共通祖先　vl;/　23

oklfest  ［数学］公約数　［レベル］３　19

oklhant  ［数学］公倍数　［レベル］３　19　【用例】　60 et oklhant e 12 o 5 da. 
６０は１２と５の公倍数だ。
oklyame  ［名詞］ヴェリブ、共有自転車　［レベル］３　vl;/　23

oklyameka  ［名詞］共有自転車置き場　［レベル］３　vl;/　23

oklabast  ［名詞］同僚　［レベル］３　21

oklark  ［電算］ＵＳＢ、USB、ユニバーサルシリアルバス　［化学］共有結
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合　［レベル］３　19

oklarkmal  ［電算］ＵＳＢメモリ　［レベル］４　al;/　23　【用例】　ev oklarkmal a 
sai. パソコンにＵＳＢメモリをさす。　an ke van ragnaate fremen ra 
lana tab gart t'olkarkmal im kest. 明日近居の家電量販店へ USBメモリの
値段を調べに行く。
oklem  ［音楽］伴奏　［動詞］yulを伴奏する、伴奏する　［レベル］３　14:制 :
共に演奏する。
oklerx  ［名詞］公衆風呂　［レベル］３　19:ilmus:ridia

oka  ［天文］宇宙、大宇宙　［レベル］２　f;o/ka「距離のある場所」　13:制 :
最も（広い）ところ oaka。　［文化］　palt

okakulala  ［料理］宇宙食　［レベル］４　22

okaxe  ［名詞］協会、アソシエーション　rd;/「ともに協力して作る会」
　23
okan  ［名詞］宇宙人　［レベル］３　rd;/　23

okafel  ［天文］宇宙学としての天文学、天文学　［レベル］５　16:制
okaj  ［交通］宇宙船、スペースシャトル　［レベル］３　16:制 l:oka/jamp

okinis  ［組み数字］１３/１５　［レベル］４　古 :語源不詳。『カコ』から。
小説アンクノットに記載。verjはルージュの名から後付けたもので、
現実の『カコ』に出てくる名ではない。
okinis verj  ［人名］オキニス＝ヴェルジュ　［組み数字］１３/１５　［レベル］
５　古 :語源不詳。『カコ』から。小説アンクノットに記載。verjはルー
ジュの名から後付けたもので、現実の『カコ』に出てくる名ではない。
　［文化］　メテの第１３使徒。
okinislil  ［化学］メンデレビウム　18:制
oke,f  lyu（そこ）　o（距離が）/ke（行く→離れた）
oken  ［接続詞］ok。～を伴って。　［レベル］２　21

okel  ［代詞］あんな場所、あんなところ　［副詞］あんなところで。el不要、
ka不要。　［類義語］lyu　［反意語］beke　［レベル］１　22;okela,f.k　22

okela,f  lyu　oke/la

oxta  ［生物］脾臓　［レベル］３　14:制 :oxt（きれい）から。｢綺麗にする身
体部位 ｣
oxti  ［医療］リンパ　［レベル］４　16:制 :oxtから。リンパ液が栄養を運ん
だり老廃物を運び去ることから。
oxtifibi  ［医療］リンパ系　［レベル］５　19

oxtilagal  ［生物］リンパ節　［レベル］５　19:seren

oxtilagalfaiz  ［医療］リンパ節炎　［レベル］６　19:seren

oxtilor  ［医療］リンパ管　［レベル］６　19

oxtilorfaiz  ［医療］リンパ管炎　［レベル］６　19:seren

oxtier  ［医療］リンパ液　［レベル］５　19

oxka  ［形容詞］無名な、有名でない　［反意語］esti　［レベル］３　＠ 20

ost  ［名詞］容量、内容量　［電算］容量、データ容量　［レベル］３　rd;hos/du「容
器の量」　24　【用例】　ost tin 大容量
ostir  ［アトラスの国家］オスティール　［アクセント］ostIr　［レベル］５　19:ridia:
岬
ostia jileel  ［人名］オスティア＝ジレール　［レベル］６　20　［文化］　ラグ
ナロク工科大学の設立者。ルシフェル魔法学校の卒業生で、魔動銃
の発明者。出身は mistiet。
osk  ［形容詞］清潔な、綺麗な、清浄な　［動詞］yulをきれいにする、きれ
いにする、綺麗にする、掃除する、清浄する　［類義語］eriet、vantaj
　［反意語］ext　［レベル］２　＠ 19　limi:limi:limi:kikilu,alt　［文化］　掃除
機が普及しているので手軽に行える。家族共通の部屋は誰かが掃除
するが、個室は基本的に使用者が掃除する。少なくとも週に一、二
回ほど掃除をする。日本と違って年に一回大掃除があるわけではな
い。偶々家族が多く揃った日にたまに思い出したように大掃除をす
る。タンスなど、家具をどかせたりして隅にたまった埃を除去する。
　【用例】　an solsat aruuj oskem ez. 弟に部屋の掃除をさせた。
osklor  ［名詞］上水道　［レベル］４　19:ilmus:ridia

oskaxe  ［名詞］美化委員会　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

oskar  ［名詞］掃除機　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［語法］　持つ部分は
tika。ホースは lor。パックは mesl。ヘッドは kuta。本体は main。コー
ドは solz。スイッチは pank。
oskext  ［名詞］衛生　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

osker  ［名詞］上水　［レベル］４　rd;/　23

osn  ［生物］頭　［電算］ホストコンピューター　［言語］頭文字、イニシャ
ル→ osnhac　［レベル］１　rd　14:制　lo:lo:la lont（頭と腹は中心なので
母体）　【成句】　osn e rens 開口一番　osn kai 頭でっかち　【用例】　osn 
dollo 石頭
osntantoa  ［魔法］頭殻、トップノート　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

osntij  ［言語］頭韻　［レベル］４　23

osnkert  ［約物］（、（記号、思う括弧　［反意語］kukert　［レベル］３　21

osnxezl  ［生物］頭索　19

osnsaks  ［魔法］頭行　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

osnsab  ［被服］貫頭衣　rd;/　24　［文化］　神代からあった。
osnsev  ［言語］前文　［レベル］４　21

osnvaik  ［生物］頭部　rd;/　24

osnvet  ［言語］頭語　［レベル］５　21

osnfeim  ［名詞］ヘッドホン、ヘッドフォン　［類義語］temfeim　［レベル］

３　21
osnmev  ［言語］接頭辞　［レベル］４　19

osndalt  ［政治］文官　rd;/　24

osnbad  ［武道］頭突き、ヘッドバッド　［レベル］３　rd;/　23

osnhac  ［言語］頭文字、イニシャル　［反意語］hethac　［レベル］３　22:mel

osnhacvet  ［言語］頭字語、アクロニム　［レベル］５　rd;/　23　［文化］　表
意文字の幼字を使っていた時代は頭文字を一字ずつ取るという発想
自体がなかった。表音文字を使うようになってからも言語文化の基
底に幼字が残っていたため、頭字語は流行らなかった。smでは京極
の流入もあり、余計流行らなくなった。アルカになってからも流行っ
ていない。　　・現実では　　古アルカが幼字を使っていたため、
頭字語はできにくかった。制アルカになって幻字ができてもアシェッ
トのメンバーは頭字語を嫌った。頭字語は単語を見て意味を推測で
きない。意味のないものは受け付けないという習慣が多国籍団体の
アシェットにはあったようである。また、制アルカはｎ対語のせい
で意味が逆になる単語が同じ頭文字を持つため、頭字語の作りよう
がなかったのも原因と考えられる。
osnho  ［生物］頭蓋骨、頭がい骨　［レベル］３　19:melidia alis

osnyai  ［医療］頭痛　［レベル］２　17:制 :頭痛　【用例】　an ket vil lyu mil 
osnyai. 頭痛のせいでそこに行けなかった。　an na osnyai mil kamil 
tu jent. 頭痛がするのは天気のせいだろう。　an nat garv mil onsy
ai. 頭痛で苦しんだ。
osnreit  ［言語］文頭純詞　［レベル］４　22　［語法］　一部の形容詞は副詞や
文頭純詞の用法を持つ。　例えば aalは形容詞としては「特別な」、文
頭純詞としては「特に、とりわけ、中でも」、副詞としては「特別に」 
という意味を持ち、それぞれ文法的な使い方やニュアンスが異なる。
　　sel aal 特別な日　aal, la et hax. 特に彼は優秀だ。　an ket axoka aale
l{alskolel} im fis. 今日は特別に（普段と違って）遊園地へ行った。　
　aalのような例は他にも kils, koot, ap, leim, len, monなどがある。い
ずれも文頭純詞と形容詞で少し意味が異なる。
osnrein  ［言語］［文字］アセンダーライン　21

osnzep  ［数学］暗算　［レベル］３　14:制 :頭の計算
osnjimvals  ［医療］耳鼻科、耳鼻咽喉科　［類義語］osnjimvala、tempit　［レベル］
３　22:「頭部の腔を扱うもの」
osnjimvala  ［医療］耳鼻科、耳鼻咽喉科　［類義語］osnjimvals、tempit　［レベル］
３　22:「頭部の腔を扱うもの」
osnarvij  ［約物］［、［記号　21

osnext  ［生物］ふけ、フケ　［レベル］３　14:制 :頭の汚れ
oso  ［料理］ぬか、糠、ブラン　［レベル］３　13:制 :lakta:yogsyok｢ 搗かれた皮 ｣。
同じ語源で ｢精白 ｣もある。
osoa,f  8　elt;soaj

on  ［動詞］yulを aに関係させる、巻き込む、干渉する、絡む、からむ、
関わる　［格詞］～に関係して、～に、～が、～へ、～について、～に
関して　［形容詞］関係している、有縁な、関与している　［類義語］aik　［反
意語］meil　［レベル］１　19:恣意　【用例】　rat az en rat de on. xan az en 
xan hot et on a. いいとかよくないとかの問題じゃなくて、そうなる
かならないかの問題なんだよ。　an na yai on kem. 胃が痛い。
on(2)  ［接尾辞］草木を示す　制
on(3)  ［化学］三重結合、アルキンの接尾辞。　19:ryuu

on(4)  ［単位］１０　［レベル］１　20:ソーンが０を yuuにした結果、それ
までの yurと混同を避けるために暫定的に用いた onが正規に採用さ
れたもの。onはンムトが言い出したもので、分数の unをアプラウ
トしただけのもので、ただの区切りを指したものだそうだ。　ala:to,lsk 
too,ard:an,alt
on,alt  o
ont  ［接尾辞］自然分詞。開音節では ntになる。　［レベル］２　19:恣意。
21まで再帰動名詞。　［文化］　→ iva　【用例】　tek metont 落ちる葉
ont(2)  ［接続詞］～と　［レベル］１　22　［語法］　o

ontyuo  ［言語］自然動詞、脱使役化動詞　［レベル］４　rd;/　24

onto  ［名詞］十数、十数個の　［レベル］２　21

ontel  ［接尾辞］自然動名詞を作る。開音節では ntelになる。　21:ont<19:
恣意　［文化］　iva　【用例】　metontel 落下　rigontel 故障
onk  ［動詞］yulを続ける、続ける、続く　［普通動名詞］継続　［副詞］～しつ
づける　［名詞］続き、つづき　［名詞］連続、連載、シリーズ、連続もの、
連続モノ、連続物、続き物→ onkol　［反意語］mak、daim　［レベル］２　14:
制　参考 :sorn:plie（単発）。非 kime（時を切らない）　［語法］　mak　【用
例】　lu diretan set onkel selan. この犯人は人を殺している。setandに
すると今まさに目の前で何人も殺しているというイメージ。こちら
は警察の会議室で「この犯人がここのところ何人も殺している」な
どと言っているイメージ。　la yuit laal onkel. 彼は母親を探し続けた。
　el in sen onk e tu kloa atu. この物語の続きはこちらでご覧いただ
けます。　el in sen onk e tu pir kon tof. ＣＭの続きはｗｅｂで。
　ti ser onk e tu kloa anmia? この物語の続きを知っていますか？。
「この物語のシリーズを」と言うときには onkolとして区別するのが
通常。onkでも良いが解釈が一意的でなくなる。
onknif  ［言語］継続相　［レベル］４　20　［語法］　行為動詞の・状態動詞
の一端、実行段階・事後段階の一端、内相の一端。 　「～してある、
～している」という意味。 
onkyuo  ［言語］継続動詞　［レベル］４　20　［語法］　例外動詞の別称。意味
を重視したネーミングである。
onkart  ［魔法］連続魔　［レベル］４　21　［文化］　dolmiyu

onko  ［音楽］イレブンス　21
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onkol  ［名詞］連続、連載、シリーズ、連続もの、連続モノ、連続物、続き物、
シリーズ物、ナンバリング← onk　［レベル］３　21

onna  ［文末純詞］だよなぁ、だよね。共感の文末純詞　［レベル］１　20:me
lidia xier:on/na（関わった心） 参考 :naa:18:ridia:na。naと区別できな
いため変更。　::nan:yuya,alt　［語法］　疑問文だと共感を求める言い方
になる。平叙文だと相手に共感する言い方になる。　【用例】　tu et rat 
onna? これいいだろ？
onvet  ［言語］関連語　［レベル］４　20　［語法］　類義語、反意語、ねじれ語、
縁語の総称。
onvent  ［経済］関連会社　［レベル］５　19

ondit  ［経済］営業外収益　19

ongak  ［経済］営業外費用　19

onbel  ［植物］榎、えのき、エノキ　［電算］スパム、スパムメール　［レベル］
４　kk;fgn | al;スパムは大量に受信者の意向を無視して送られるメー
ルなどのことで、それらの大量のメールが幹からたくさんの枝が生
える榎に喩えられ、榎でスパムを指すようになった。　22
onlem  ［音楽］十重奏、デクテット　rd;/　23

onen  ［接続詞］on。～に関する。　［レベル］２　20:xion　【用例】　slai onen 
eld 言語に関するＨＰ
onen(2)  ［名詞］関係者　［反意語］meilen　rd;/　23

ov  ［動詞］yulを動かす、動かす、動く　［普通動名詞］移動　［再帰動名詞］［自
然動名詞］動作、アクション　［シェルト］動かす、打つ。駒を動かすこと。
　［類義語］luul　［反意語］enov　［レベル］１　kk;ov,me.k　先 :ov。古 :luu,holo
（動かす）。初代アルカで動かす ovで、雨が ovの語源。　holo,f:luu
,frf::oma,alt　［語法］　ある物体が静止しないこと。場所を移すという意
味では luulだが、ovで luulを表すこともある。動作が ovで、移動
が luul。違いが分かりにくいが、例えば手を動かしたら ovで、家か
ら学校に行ったら luul。　　ソリは自分で動かないので jiki em ov。
ovは移動のニュアンスが薄いので、jiki em ovというと滑っていく
イメージというよりは壁にたてかけたソリが風で動いたなど、「動い
た」のイメージになる。むろん文脈があれば「滑る」にもなる。　
自動車はエンジンで動くが意思がないので amo em ov。トラックが
車を引っ張って動かしていれば運転手とのメトニミーあるいは擬人
法で kamo ov amo。　【用例】　ak el ov nos sofel 動きやすさ、動きやす
い　mir namt atu man ragna and ov. ここでは機械が動いているので
注意してください。　el frem xin al amo man tu em gald ov. 車が動
くと危ないので近寄らないように。
ov,me  esk
ovskil  ［名詞］車いす、車椅子　［レベル］３　21

ovnaf  ［名詞］エスカレーター　［レベル］２　19:lein

ovnam  ［生物］運動神経　［レベル］３　19　［語法］　「運動神経がいい」とい
うような使い方はしない。→ vavenvi
ovvext  ［地学］氷河　［レベル］３　19

ovmiyusan  ［物理］運動方程式　19

ovmirok  ［宗教］動力神　rd;/　24

ovmesayuo  ［言語］移動様態動詞　19　［語法］　luk,lef,kernのような動詞。
yulに移動経路が来る。
ovdoal  ［経済］流動資産　［レベル］６　19

ovyuo  ［言語］移動動詞　19　［語法］　ke, luna, luko, leevのような動詞。
yulには目的地が来る。
ovriif  ［経済］流動負債　［レベル］６　19

ovzelo  ［生物］小脳　［レベル］４　19:運動の脳
ovjaxlox  ［医療］移動盲腸　19:seren

ovlaba  ［物理］運動エネルギー　［レベル］４　19

ovliva  ［娯楽］アクションゲーム　［レベル］３　21

ovlevl  ［医療］運動障害　［レベル］６　19

ova  ［格詞］例えば　［名詞］例、実例、見本、凡例、例示、標本　［名詞］辞
書の用例。本辞典では【用例】タグで検索できる。アルカはアプリオ
リなので、日英語と構文や表現の異なることが当然ある。差が小さ
い場合は良いとして、差が大きい場合は注意すべきである。そこで、
日本語とも英語とも大きく構文の異なるアルカらしい文については
☆をつけた。また、構文は複雑でなくても、アンティスが深く絡む
場合は☆をつけた。☆を検索することでアルカ独特の言い回しを検
索できる。【成句】はもともとオリジナリティが高いので☆をつけなかっ
た。　［反意語］alova　［レベル］２　sorn　wo:wo:ova　［語法］　ova miik wen
のように、ovaと wenを組み合わせるのはよくある間違い。　【用例】　
an siina vank ova miik. りんごなどの果物が好きだ。
ovak  ［形容詞］武装した　［軍事］武装　［反意語］alovak　［レベル］４　rd;ok/vak「武
器を持った」　23
ovar  ［名詞］エンジン　［レベル］３　20

ovarans  ［普通動名詞］敷衍、ふえん、例解　［動詞］yul（敷衍対象）を kor（聞
き手）に向けて a（敷衍結果）に敷衍する、敷衍する、例解する　［レベル］
５　rd;/　23
ovaen  ［接続詞］ova　［レベル］３　21

ovi  ［組み数字］２/２８　［交通］オヴィ通り　［名詞］オヴィ組。アルナ大
のクラス。　［レベル］２　22

ovit  ［建築］アース　［レベル］４　制 :古 :oviから。アースと避雷針は同
じだった。
ovik  ［普通動名詞］討伐、成敗　［動詞］yulを討伐する、討伐する、成敗す
る　［レベル］４　14:制 :古 :ovi（遠くへ力をもっていく）

ovi gaavi  ［人名］オヴィ＝ガーヴィ　［組み数字］２/２８　［レベル］２　se
ren,gil,ridia:オヴィは不詳。ガーヴィは 7年。セレン、ギル、リディ
アで冠した名で、｢根性 ｣の意。ただ、オヴィの古アルカでの意味は
｢討伐 ｣になる。　［文化］　(tif 8 ral lin→ )第４期４代アルシェ第
２使徒。男性。arden/alben。１８０ｃｍ、８０ｋｇ。髪は白味がかっ
た金でツンツンしていて短く、ややくせっ毛。青の瞳。肌は白：黄＝８：
２。　【成句】　ovi, gil, zana sern sen les mel so vil オヴィとギルと
ザナでメルにも思いつかないことを思いつくことがある：三人寄れ
ば文殊の知恵
oviz  ［建築］避雷針　［レベル］４　19:ovit/zon

oviet  ［名詞］疾風迅雷、電光石火　［レベル］３　22:「オヴィのような」
ovet  ［名詞］乾電池　［レベル］３　13:制 :ovetese（乾いた電池）　【用例】　
ovet minat 持ちの悪い乾電池
ovez  ［名詞］物干し竿　［レベル］３　13:制 :ovezon

ovel  ［形容詞］［ポジティブ］大胆な、大胆不敵な、豪快な、スケールの大き
い　［反意語］elef　［レベル］３　20:ovl:13:制 :使徒 oviから　［語法］　ovel
（大胆）と elef（慎重）、sinam（軽率）と venam（臆病）のペア。　
ovelは大胆で豪快でスケールの大きいさま。人や付属物を取る。min 
ovelは豪快な女、fas ovelはスケールの大きな仕事。
ovelia  ［アトラスの国家］オヴェリア　［アクセント］ovElia　［レベル］５　23:ridia

ofel  ［動詞］［武道］yulを aに投げる、投げる　［武道］投げ技　［レベル］３　
20:melidia xier:hol/fep
om  ［文頭純詞］いつ。文中でも使える。　［レベル］１　13:制 :am（どこ）　
ima:ima　【用例】　an serat lax om ans leev. いつ出発するのか知りたかっ
た。
om(2)  ［接尾辞］方法を表す接尾辞、方法　［レベル］２　sorn:om（方法）
omtal  ［名詞］［文頭純詞］いつだろうと、いつであろうと、随時　［レベル］２
　17:制
omtalmal  ［電算］ＲＡＭ、ランダムアクセスメモリ　［レベル］５　19

omto  ［人名］オムト　［組み数字］２/１３　［天文］オムト座　［レベル］３　先 :
ano:umto　［文化］　第４期３代ソーン第２使徒。アノが付けた使徒とし
てのコードネームで、本名は不明。
omka  ［電算］ハードウェア　［レベル］４　＠ 19

omkamal  ［電算］ハードディスク、ＨＤ　［レベル］３　19

oma  ［動物］イヌ、犬　［名詞］バック。性交の体位のバックのこと。　［類
義語］beom　fv;fovet。鳴き声から。　［レベル］１　13:制 :メルの飼っ
ていた犬の名がコーマ。コーマはアルカの音象徴らしい。　oma:oma:
:bau,alt　［擬声］　anan（小型～中型犬、通常） wonwon（大型、通常） ba
ugau（怒り） ainain（悲鳴） aoon（遠吠え） nyuun（くーん、という
弱腰な声） hahhah（はっはっという息遣い）　［文化］　人気のあるのは
茶色い柴犬。キルト神のモデルに形が似ているため、好まれる。忠
実で大人しい犬が好まれる。あと、コーマが小さな白いもふもふの
猫だったため、その手の犬も人気。うるさいので狭い集合住宅では
倦厭されるが、その他では飼える。本来忠実な生き物なので、飼い
主に従うように厳しく躾ける。日本と違って甘やかしたりせず、か
なり厳しく育てる。言うことを聞かせるし、罰を与えるし、甘やか
さない。子供の育て方と似ている。大人にとっては犬を躾けること
は子供を躾ける訓練になると考えられている。だからこれから子供
を作ろうとする夫婦は手始めに犬を飼って躾けることを覚える者が
多い。犬の躾は行き届いているのでロープがなくても散歩させて安
全である。人に吠えたり噛んだりといったことはないように育てる。
散歩は必ず行う。大抵は集合住宅内の庭で行う。歩道を散歩させる
人は少ない。　　・性交の体位　　恐らく日本ほど好まれない。素
人の女性だと特にそうだが、性器や肛門の匂いが上がってきて男性
側が不快に感じることが多いため。ソープ嬢などは性器を洗い慣れ
ているのと、短期間で何度も性器を洗浄するため、バックでも匂い
が少ない。素人の恋人などはそういうことがないので、軽くシャワー
を浴びた程度では性器の匂いが取れず、バックで動かしていると結
構きつい。特に朝、起き抜けでシャワーを浴びずにやったときとか。
　【成句】　oma lav bad yu うるさい犬は叩かれる：雉も鳴かずば撃たれ
まい　yon lex oma 犬のように扱う：木で鼻をくくる。yunの後に相
手を入れる　oma ivn kalma gaax. 弱い犬はしばしば吠える：弱い犬ほ
どよく吠える。日本語と同じ感覚。まさに言い得て妙。　oma nozet 
dog las. 自分の犬が手を噛む：飼い犬に手を噛まれる、飼い犬に手
をかまれる　【用例】　non nat emt tiina mil oma le non laap leev atolas. 
愛犬が死んで、とても悲しかった。　fin tu oma gaax al an lutel, im
yul lu gaax elf im fis. この犬いつも吠えてくるのに今日は吠えてこ
ない。
oma,alt  ov
omatakt  ［名詞］犬派、イヌ派　［レベル］５　19

omayami,alt  xaleveiz　/

omaoho  ［医療］ジフテリア　［レベル］５　19:seren:犬の声のような咳が出
る
omi  ［建築］扉、戸、ドア　［格詞］～である前に、～である以前に　［シェルト］
扉駒。扉駒の行動可能なマスの軌跡が古アルカで扉を表わす homyu
（制アルカでは omi）の字形と同じであることから。　［生物］Ｘ染色体
　［類義語］alfia　［レベル］２　f;hoは「固い」。myuは「ない→見えない」。
「固くて中が見えない」 | tm;「～の扉にいる→～の前にいる」という
ところから「～である前に」というメタファーに転じた　13:制 :古 :ho
（固い）myu（見えない）「固く閉ざされていて見えない」　homyu:ho
myu　［文化］　部屋に入ってドアを閉めるときは後ろを向いて閉める。
常に前を向きながらだと相手を信用していない意思の現われとなる。
アメリカのエレガントとされる礼儀とは逆。　あらゆるドアは常に
閉めておかれる。開けるのは通過するときと空気を入れ替えるとき
のみ。個室には常に鍵がついている。　男性は女性のためにドアを
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開けて "ketta"と言う。女性は遠慮をせず会釈をして通る。目下は目
上よりも後に通るが、目上のためにドアを開けることはない。この
習慣は相手がドアの向こうから来るときも同様。なお、男性でも身
体障害などがあればこの限りではない。また、malt未満の子供もこの
限りではない。　【用例】　ans et ax milfan omi levianat. 我々は人工言
語屋である前に芸術家であるべきだ。　non et min omi laal. 私は母
親である前に女だ。
omit  ［言語］目的語← yul　［反意語］soi　［レベル］４　sm;o/myu/te「距離が
ありここに無い物との関係」　23　*:omit:omit:yukun,alt　［文化］　soi

omis  ［動詞］yulをなめす、なめす、鞣す　［レベル］５　22:hoomi/so「柔
らかくする」
omisfenk  ［名詞］なめし革、鞣し革、なめし皮、なめしがわ　［レベル］５
　22
omisal  ［化学］タンニン　［レベル］５　22:omis/古 al「なめすもの」。革を鞣
すのに使ったことから。
omivied  ［名詞］美人局、つつもたせ　［レベル］５　rd;/。ドアを蹴破っ
て部屋に入って恐喝に出るところから。　23
omie  ［言語］内項。意味上の目的語。　［反意語］soit　rd;omi/et　24

omieyuo  ［言語］非対格動詞、所動詞。主語になるものが意味上の目的
語である動詞。　［反意語］soityuo　rd;/　24

omo  ［形容詞］眠い、（omoanで）眠くさせるような　［動詞］yulを眠くさ
せる、眠くさせる　［反意語］alomo　［レベル］１　13:制 :希望 /眠る←幻日
のこの説明がよく分からないので語源不詳。　【用例】　an em omo sof
el. 私は眠たがりだ。　an na omo ol kui harx ati di. 昼ご飯をたく
さん食べると眠くなる。　xax omoan 眠い授業　nana omo 眠たがって
いる赤ん坊、眠い赤ん坊　an et omo ento net ris a. 眠くて起きた
くないな。　an et omo rak ento isk vil lei. 眠すぎて本も読めない。
　an et omo tinka ento xal vil net filel vein. 眠すぎてもう起きて
いられない。
omona  ［名詞］眠気、眠さ　［レベル］３　rd;/　23　【用例】　til omona 眠い
ome  ［単位］沙　21:oma

omuli,alt  klas　omulu

omulu,alt  homs　homyu.k

ogma  ［アトラスの国家］オグマ　［レベル］５　23:ridia

oga  ［植物］ジャガイモ、馬鈴薯、五升薯、ゴショイモ　［レベル］２　15:
制 :lakta:ogt　［文化］　大航海時代よりも早く、smで arに流入。経路は ke
vea→ midiit→ lt→ ar。　smと rdでは人口増加に一役買った。　じゃ
がいもは穀物と野菜の間と考えられ、どちらに属してもよい。じゃ
がいもをふかして塩をかけて食べるなど、じゃがいもそのものがメ
インとなっている料理の中では穀物と考えられることが多い。　　
240 ジャガイモの種枯れ病が蔓延。テスラン＝ナオンによるファベ
ル侵攻の契機となる。
ogaverdi  ［名詞］種枯れ病　［レベル］６　19:ilmus:ridia　［語法］　メル
２４０年にジャガイモに発生した病気。
ogal  ［魔物］オガル（手馬鈴薯）：第八十九天：利の風天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:oga/las　［文化］　魁族。畑にぽつんと生き埋めにさ
れた人の手のように生えている。引っこ抜こうとして触ると途端に
掴まれ、地面に引きずりこまれて食われる。オガルに勝利して引っ
こ抜くと、ジャガイモのような根がついており、これが正体と分かる。
実はまだ油断は禁物で、このジャガイモのような根が目を開く。見
てしまうと獲物は土くれ人形に変えられ、泥になってぼとぼとと落
ち、土に還る。従って抜いたら素早く根を刺し殺す。ピギィと甲高
い声で死ぬので、そうしたら安全。その根を食べるとノアが回復する。
ogalfian  ［亜魔］オガルフィアン、マンドラゴラ、マンドレイク、マン
ドレーク、マンダラゲ　［レベル］６　22

op  ［動詞］yulを aに補う、補う、おぎなう、補填する、補給する、補
充する、コードなどを延長する　［名詞］補注、注釈、脚注　［料理］添え
物、和え物。ステーキならポテト、紅茶なら砂糖。　［形容詞］付け足
しの　［類義語］ap　［レベル］２　fv;e　13:制 :語源不詳　op:op:la opet　［語
法］　opは１００％に届かないものを１００％に近づけるためのもの。
apは１００％の充足にプラスアルファを付けてやるもの。同じ付け
たしという意味であるが、まだ足りないなと思えば opで、これは蛇
足ながらと思えば apになる。アルカにはこの区別があるので日本人
は注意。　【用例】　an opat lax em vein xi axt tu hek. その手紙を書き
終えてから、もう少し書き加えたくなった。
opklia  ［アトラスの国家］オプクリア　［レベル］５　19:ridia:op/klik

opseem  ［化学］付加重合　19

opn  ［動詞］yul（乗り物や道）を運転する、運転する、操縦する　［動詞］
yul（人）を操作する、操作する、操縦する、思い通りに操る、操る
　［普通動名詞］運転、ドライブ　［レベル］２　14:制 :ovpan　［文化］　郊外の
紅葉スポットなどがオススメ。　【用例】　min fral opn vil amo on ar
bazard. アルバザード人の女はほとんど運転ができない。　☆ arte, la 
opn amo ranel ok le kaen tems. よくあんなの窓につけて走れるな：「走
る」「よく～できるな」などの訳をそのままアルカに直訳できないの
で注意。
opnan  ［名詞］運転手、ドライバー、御者　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

opnanifa  ［地球の星座］［ユマナ］ぎょしゃ座　24　［文化］　ifa

opnia  ［被服］かつら、ウィグ、鬘、づら、ヅラ、カツラ　［レベル］３　
fv;/　15:制 :補足の髪　opnia:opnia　［文化］　ごまかすことを嫌う国民
性なので、カツラはあまり付けない。禿げたら禿げたまま。ちなみ
に日本より禿げ率は高く、悩む男性は多い。カツラよりは育毛に関
心がある。　lukletiaではセレンのような虚証は禿げないとされる。
opmava  ［植物］スタッフオリーブ（詰め物をしたオリーブ）　16:制

opdap  ［美容］マスカラ　［レベル］４　21

oppa  ［被服］コッドピース　kk;.selan　24　［文化］　kkの民衆が編み出した
もので、ジッパーがない時代の産物。男性が小便をするときに開閉
する。　smになるにつれ徐々に装飾がほどこされたり金属製になっ
たりして、男性性の強調に使われた。性器を大きく見せるためにわ
ざと大きく作るなどという虚飾まで行われたが、ndで廃れた。
oppax  ［経済］注記表　［レベル］６　19　［文化］　地球同様、注記のほうがずっ
と長い。
oppel  ［音楽］ソウル　frfs;「揺れる」　21

opyev  ［化学］付加反応　19

oprens  ［名詞］注釈→ lei　［レベル］５　22

opa  ［被服］継ぎ、パッチ、つぎ布、継ぎ接ぎ、継ぎはぎ、つぎはぎ、
ツギハギ、ツギ、つぎ　［電算］パッチ　13:制 :opabe（継ぎ布）
opabe  花布→ lei　22

opi  ［電算］周辺機器　［レベル］４　19:op

opikaka  ［電算］ＰＣＩスロット　［レベル］６　19

opint  ［ユマナ］［音楽］付点、附点　［レベル］５　19

opifont  ［電算］ＰＣＩバス　［レベル］６　19

opo  ［料理］乾パン、ビスケット、クッキー、サブレ、クラッカー、ラ
スク、煎餅　［レベル］２　13:制 :ovepof（乾いたパン）　［語法］　おやつ
と保存食をかねる。
opos  ［動詞］［武道］yulを絞める、絞める、締める、固める　［普通動名詞］束縛、
拘束　［武道］関節技　［レベル］３　20:melidia xier:ora/pov/so

opofo  ［音楽］安物イヤホンや安物スピーカーからの音。乾パンみたい
に味気ないことから。　［レベル］４　18:seren

opetil  ［医療］使薬　szl;/「補う薬」　24

oba  ［動物］ツグミ、鶫　lakta ［レベル］５
obiya,alt  lejemme
obelisk  ［医療］オベリスク、懐古、懐古厨、回顧、絶望、過去への憧憬、
憧憬、想い出、思い出、郷愁　［レベル］４　rd;<obelisk,in（郷愁）.axek
　23　［文化］　中年以降の人間が少年期や青年期とりわけ学生時代を思
い出し、もう二度とあの頃には帰れないと思う絶望のこと。rdでセ
レンが提唱した。特に中年期で人並みの地位や家庭などを築けなかっ
た者ほど感じやすいとされる。　実は振り返れば過去には過去なり
の悩みがあり、想い出が勝手に美化されているだけで、実際の過去
はそんなに甘美でもなく、退屈だったり先行き不安だったり苦痛だっ
たり子供ゆえの束縛や無力感があったりする。　しかし何より若い
頃には今にはない「未来への希望」があり、そして「世の中に対す
る無知」という幸福がある。恐れを知らず未来への可能性のある人
間はそれだけで幸せであり、中年がオベリスクを感じることはあっ
てもその逆はない。　社会的地位がなければ女に見向きもされず、
セックスもできず、子供も作れない。社会的地位があったらあった
でそのステータスに女が群がり、自分自身ではなく自分のステータ
スが求愛されるようになる。地位も職歴も何もなかった素の自分を
愛してくれた学生時代の彼女のような女はもう二度と現れない。ス
テータスにたかる女が出るか、ステータスがなく一人も女ができな
いかの二択しかない。この現実に中年は苛まれ、打算なく付き合っ
てくれ自分を受け入れ愛してくれてセックスしてくれていた学生時
代の彼女を思い出し、もう二度とそんな女が現れない現実に絶望す
る。そうしてわずか３０代にして死にかけの８０代くらいの老人と
自分の間に本質的な違いがないこと、すなわち既に自分は終わった
人間、あとは坂を下るだけの人間であるということを思い知らされ、
絶望する。そして自分の人生には意味がないと嘆くようになる。　
オベリスクは中年期以降の人間が持ちがちな絶望の一種であり、罹
患すると自分の人生は無価値だ、もう黄金期は取り戻せないと悲観
にくれるようになり、犯罪率や自殺リスクが高まるとされる。　セ
レンの先見の明は alで再評価され、心理学や精神医療で見直される
こととなった。
oho  ［医療］咳　［動詞］yulを咳き込ませる、咳をする　［擬音］ごほごほ、
ゴホゴホ、こほこほ、コホコホ、ゴホン、コホン、ごほん、こほん、
えへん、エヘン、うん、ウン　［類義語］deos　［レベル］２　15:制 :古 :oh
（咳のオノマトペ）　【用例】　la ohond mil besa. 埃のせいで彼は咳き込
んだ。
ohotxie  ［生物］［医療］喘咳寒熱　rd;/　24

oyuk  ［動詞］yulを aに沈ませる、沈ませる、沈む　［化学］沈澱、沈殿、
沈澱する　［類義語］seex　［反意語］eyut　［レベル］３　＠ 19　nue:nue

oyukakm  ［化学］残査油　19

oca  ［感動詞］こら、コラ、ゴルァ　［レベル］１　14:制 :古 :ocaa,ucaa　［語法］
　非常に怒っているときの呼びかけで、uwaよりきつい。
or  ［接尾辞］行為動詞経過相の動詞語尾。開音節では r。　［動詞］yulに
なりつつある。行為動詞経過相の繋辞。　［レベル］１　rd　19:恣意　ta
n:::hazelu,alt　【用例】　lukor 歩いている　fair 点火中。燃焼中は fais　
hatiar 恋をしかけている　setor 殺そうといたぶっている　lair 見よ
うとして眼を動かしている最中　tilor 持とうとして力を入れている
ところ　ker 到着前の移動段階　kur 喋っている途中　mokor 寝よ
うとしてベッドで目を閉じているところ
ort  ［サール］オルト　［生物］月経、生理、メンス、メンストレーション　［レ
ベル］３　meltia 12:ort;ork.k　mel:古 :hooratuuno（赤い土？）土は泥？
　［文化］　女性器、特に月経を司るサール。夜は泥でできたハイエナ
の姿をし、昼になると泥はモモンガに姿を変える。但しこのモモン
ガは目に見えない。人語を解し、首を絞められたような少女の声で
話す。オルトが近くにくると女は甘いものが無性に欲しくなるとと
もに月経を引き起こす。またオルトは少女に初潮を与え、女性器を
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穢れたものに変え、女に苦しみを与える。特に恐れや不安や非日常
的な環境を抱く弱った少女の心に付け込むことが多い。メルは女性
器を不浄なものとして捉え、月経をも不浄なものと捉えた。少女に
多大な苦しみを与える月経は悪魔オルトが押し付けてくるものだと
考えた。｢昼間はモモンガ ｣というのは ｢外見の美しさに比べて陰部
の陰鬱さと醜悪さ（モモンガは夜行性）｣と ｢モモンガの手を広げた
部分から起こる大陰唇の想起 ｣を象徴し、｢夜はハイエナ ｣というの
は ｢昼間と違ってハイエナのように使われるもの ｣という揶揄であ
り、｢泥 ｣というのは女性器が常に湿り気を帯びていて汚らしいとい
うところからきている。こうしてできたのがオルトであるが、メル
のこの考えは男子よりむしろクミールらの女子に共感され、アンティ
スでは女性器は男性器以上に汚らわしいものという考えが生まれる
に至った。ただし、子宮は聖なるものと考えられている。要するに
産道たる膣と外性器が不浄とされているのである。　月経は忌みと
して嫌われる。その点では日本と同じ文化。その考え方は意外にも
女性であるメルが生み出したもの。理由はやはり視覚的に出血がお
ぞましいことと匂いが強いことが大きいようだ。また、月経時の苦
しみを考慮して、メルは月経はサール ･オルトが少女にかけた呪い
だと考えた。初潮が訪れるとオルトに呪いをかけられたといって、
その娘を少しの間他の娘に近付けないようにする。初潮は少女の女
性器を汚し、少女の肉体を汚す忌みとも捉えられているので、その
呪いを他の娘に伝染させないようにする必要があるからため。少女
の初潮は周りの人間の知るべきこととなる。日本と違って恥ずかし
いことではないが、汚いことではある。　娘は初潮を迎える前に性
教育を施される。初潮を迎えると両親に報告する。父親にも報告する。
おめでたいことではないと考えているので、おめでとうとは言わな
い。英語にいただきますがないのと同じで、日本人からすれば何か
言いたいところだが、特に決まった台詞はない。母親や姉が生理用
品を渡して説明する。父親は感慨深げに黙っている。　【用例】　non 
til ort im fis. 今日は生理なの。　non til ort fuo{dad, kin}. 生理
が重いの。
ortzon  ［名詞］タンポン　［レベル］４　21　［文化］　→ ersel　処女はタンポ
ンを使用しないという常識があるため、ナプキンを使う。なお非処
女においてもナプキンのほうが一般的である。運動時やどうしても
水に入らなければならないときなどには比較的用いられる。
ortabe  ［名詞］生理用ナプキン、ナプキン　［レベル］３　19　［文化］　ortz
on
ork  ［動物］モモンガ、ムササビ　［レベル］３　f;e　13:制 :古 :ort　［擬声］
　igii
orkea  ［医療］治りかけの傷　［メタファー］触れないほうがよいもの、放置す
べきもの　［類義語］vix　［レベル］３　rd;tu vix or kea「傷が治りつつあ
る」が単語になったもの。　22　【成句】　el nap fonl orkea 治りかけの
傷には触れるな：治りかけのキズは気になるが、触らなければ治る。
触ると悪化する。政治家や有名人の心得。荒らしなどのクズへの最
良の対処法。傷は見ないのが一番、見なければ気にならない、とい
う教え。
orfant  ［代詞］［arden］俺らの　［レベル］１　21:ovi:orfen/te

orfen  ［代詞］［arden］俺ら　［レベル］１　21:ovi:oova/n?

orm  ［動物］ハイエナ　［レベル］３　13:制 :古 :ort

ordin  ［歴史］オーディン時代、守護の御使、しゅごのみつかい　［レベル］
３　22:sordian（守護神）。アトラスの守護神アシェットの物語である
ことから＜ ardiaから変更。ilmus全体が「神の夢」なので、この時
代だけを「神の夢 (ardia)」と呼ぶのは不自然とされた。22まではオー
ディン時代のことをアルディアと呼んでいた。ordinは 22まで守護
神 sordianの意味。sordinなどでも良かったが、それだと略称が sd
になってしまう。この時代の略称はずっと rdで通してきたが、sord
inにすると略称を sdに変えねばならなくなる。しかし rdで検索を
かけると関係ない単語まで何百件と検出され、それを手作業でひと
つの洩れもなく修正するのは事実上不可能であるため、sを落として
ordinとした。なお、ordianは死神の名なので不可。ordanと迷っ
た末に、既に守護神のほうで口に馴染んでいた ordinを選択。その
背景には「守護神」の頻度が案外低かったので古形に戻してもよい
のではないかという事情もあった＜古 :ridia:arte/古 dia。　［文化］　
yuunaleska　＜概要＞　時代の名であるとともに、その時代の史記で
もある。史記としてはアシェットが主人公の寓話に等しく、アシェッ
トと悪魔の戦争を描いたものである。　１５００ごろ～１５９１　
前期　１５９１～１６１１（２２）　後期　　rd時代の人々の魔法
力については artを参照のこと。
ordian  ［死神］オーディアン　［アクセント］Ordian　［レベル］４　21:eeste　［文
化］　アトワーユの本名。アトワーユは「トワーユの者」という役職名。
ordiantaka  ［地学］［歴史］オーデアィン大陸　［ユマナ］ゴンドワナ大陸　
vl;/。アルテから分裂してできた中で最も大きい大陸なのでアトワー
ユ→オーディアンとなった。　23
org  ［植物］藻類　［レベル］４　13:制 :語源不詳
orp  ［化学］半導体　［レベル］４　19:ridia:hopl/ira

orpkoretta  ［化学］半導体ダイオード→ koretta　vl;/　23

ora  ［生物］関節　［レベル］３　14:制 :sad:hoara（骨 /繋がった部分）　［語法］
　関節、関節部。骨と骨が互いが運動できるように連結している部分。
即ち関節。
orayai  ［医療］関節痛　［レベル］５　19

oraazl  ［医療］関節結核　19:seren

oraems  ［化学］ヒアルロン酸　［レベル］５　21

ore  ［料理］干しブドウ、レーズン、カラント　［レベル］３　13:制 :overeb

oz  ［名詞］規則、法則、決まり、法、制度、原則、ルール、慣習、戒
め、公衆道徳、マナー、行儀、作法、戒律、摂理、規定　［電算］コン
ピュータのプロトコル、インターネットプロトコル→ aroz　［法律］条

令、政令　［類義語］zettel、lazom、aroz　［レベル］２　sorn　［語法］　従う
べき決まり。人為的に作られた規則や慣習マナーや子供がやる鬼ごっ
このルールなども含む。また、スープの飲み方などの行儀作法も入る。
非常に広い意味を持つ語彙。全て ｢その集団内で従うべきとされて
いること ｣という共通の意義に基づいている。但し、法律は別。
oznal  ［政治］国会　［レベル］４　rt;↓　19:oz/nalt（規則の城）　［語法］　イ
ムル２０年に kaxualizno（法務庁）ができ、法律の作成を担当した。従っ
てこれが最初の国会である。　現代の国会は rtでできた。
oznalt  ［ランドマーク］［政治］国会議事堂　rt;oznal/te　24　［文化］　rtでファ
ルシアン宮殿の北側、コノーテ＝リディア通りに立てられた。規則
を重んじるリディアに敬意を評してリディア通りに建設された。
oznalfol  ［政治］会期　［レベル］４　20

ozfel  ［名詞］法則、法則学。理科の一分野。科目名。　［レベル］２　rd
　22　［文化］　felpant

ozmelk  ［電算］クロック　［レベル］５　19

ozaxe  ［名詞］風紀委員会　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

ozet  ［名詞］ガイドライン、目安　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:oz

oj  ［動詞］yulを触る、触る、さわる、触わる、触れる、ふれる　［文末
純詞］触覚での推量。～なようだ。　［レベル］１　15:制　ryaji:ryaji　
【用例】　oj niitel 優しく触る　sant yuus an oj na tiil niitel. 貴方の
心にそっと触れさせてください。
ojnakl  ［生物］触覚　［類義語］kuni　［レベル］４　21

ojaxo  ［娯楽］鬼ごっこ　［レベル］２　15:制 :タッチしたら鬼になる遊び。
　［文化］　アルバザードでも子供に人気。
owi  ［動物］豚　［レベル］２　fv;fovet　lakta:鳴き声のオノマトペ　owi:o
wi　［文化］　食用される。ビタミンＢが多いとされる。　案外清潔な
動物だが、汚いイメージを持たれており、「デブ」などの罵倒語にも
なる。特に罵倒としては buc。　　valkotanが開発される rtまでは vi
kotanを採用しており、冬季に家畜を飼育するのが難しかった。冬場
は人間の食料を確保するだけでも大変なので、家畜を飼う余裕がな
い。そこで秋になると家畜を潰して冬場を凌いだ。　［擬声］　owi owi
（ブーブー）　buc buc（ブヒブヒ）
owimavi  ［化学］ビタミンＢ　［レベル］４　nd;/　23　［文化］　mavi

owiho  ［生物］大鼻翼軟骨　19:人の鼻を豚の鼻のように横に広げてい
る骨
owiyek  ［料理］豚肉　［レベル］２　22

owira  ［牧畜］豚小屋　［レベル］４　22

owiluwa  ［名詞］豚足、トン足　［レベル］４　rd;/　23

owen,alt  elfe
ol  ［格詞］もし～したら　［類義語］mano、silm、tea、planze　［レベル］１　
14:制　fu:fu　［語法］　im, teaは確定条件。mano, ol, silmは不確定。
imは１００％起こることが分かっていて、それが起こった際に何が
付随して起こるかを示す。re sab tu im tu em sort（寒くなったら
これを着なさい）は、寒くなることが確実な冬などに使う。　teaは
起こる確率が０％という意味で、imとは逆に確定条件。　mano, ol, 
silmはこの順番で起こる確率が下がる不確定条件。　【成句】　ol hot ～
のときのみ、～の場合のみ。逆も真となるケース→ planze　【用例】　an 
ke van ol kest sil farf. 明日晴れたら行こう。
ol(2)  ［接尾辞］～される人　［接尾辞］対格分詞を作る　［レベル］１　19:恣意
　［語法］　oで終わるものの後では lになる。　【用例】　setol 殺人の被害
者
olt  ［名詞］わっか、リング、輪　［文字］ループ　［レベル］２　sert　制？←
古 :olo,holo　holo:holo:la 'olo:kama,alt
oltpip  ［娯楽］輪投げ、輪なげ、わなげ　［レベル］３　rd;/　23

olthop  ［名詞］輪ゴム　［レベル］２　19

olta  ［格詞］たとえ～でも、よしんば～でも、～だとしても、せめて～
だけでも　［レベル］２　14:制 :ol tal（～ならしかし）　【成句】　olta aven 
最低でも、せめて　olta alka 最高でも　olta total kos どうやっても　【用
例】　an ar fal foilnet olta total em sod. 何があろうとも私は早起きし
なければならない。　olta dist total yuns, netal miyu fal tu fia, non 
lot. どんな犠牲を払ってでも、世界を変えなければならないと思った
の。　an ke fal temk e waim antes meil jent im kalzas kalzas e kest. 明
日は天気に関係なく０６：３０に�蔵へ行かねばならない。
olti  ［名詞］梃子、梃、テコ、レバー、てこ　［レベル］４　15:制 :古 :olt

oltires  ［音楽］ウィンドチャイム、オルトイレス　vl;olt/ires　イレス
神のような形の球にわっかがついたものとして開発された。　22
olte  ［名詞］ループ、繰り返し　［形容詞］ループする、繰り返す　［レベル］
４　rd;olt.k　24
oltet  ［名詞］ループ系　［レベル］５　al;olte/et　24　［語法］［文化］　alででき
たサブカルのジャンルで、主人公やヒロインが定められた期間を延々
ループするという内容。たいていはループからの脱却と幸せなエン
ディングを目指すことが目標であるが、『アルディア』のように、あ
えて幸せなループを作り、外界から自分たちを隔絶することで、幸
せな夢の中に閉じこもるという手法もある。『アルディア』のような
話では、ループから脱却せず、外界から孤立して、幸せな世界を永
遠に繰り返すことに意味を見出す。　『アルディア』のテーマは幸せ
な空想の世界への逃避と、現実の拒絶、現実との隔絶にある。ただ
し一人の人間による単なる現実の拒絶ではなく、二人の愛し合う男
女による二人きりの世界の創造、そしてそれによる現実からの隔絶
と二人の強固な孤立した世界の確立という点に力点が置かれる。
olk  ［物理］量子　［レベル］５　lakta

olkvianfel  ［物理］量子力学　［レベル］５　vl;/　23



424 eolkalx
olkalx  ［化学］量子数　［レベル］５　21

olx  ［動詞］yulを洗う、洗う　［レベル］２　14:制 :恣意　exo:exo:tanj　【成句】
　olx las 手を洗って綺麗にし、自分が汚れていないことを相手に見せ
ること。転じて自分の身が潔白であることを相手に見せつけること。
つまり、無実や正義や善や真実であることを相手に証明してみせる
こと。ただし、これは疑いがかかっているときにしか使えないので
真理や信用している相手に対しては使えない。　【用例】　an olxat eel 
kon er sort. 冷たい水で顔を洗った。　an olx eel hot im faar. 朝は
顔だけ洗う。　an olxat eel sa faax. 朝食の前に顔を洗った。　an olx 
nia tat faar. 私は毎朝髪を洗う。
olver  ［名詞］オーラ　［アクセント］olvEr　［レベル］３　20:先 ol（相手、客体）
/sornの velt（抽象物→ viid）「対象を取り囲むヴィード」→ olvelt
→olve→olver（アクセント位置変化）　［文化］　ヴィードが視認できる
ようになったもの。　【用例】　til{sabes} olver オーラがある
olf  ［名詞］場合、ケース　［レベル］３　19:olfont（もしもの道）　its:its　
【用例】　olf vaden もしもの場合　xalt olf aven 最悪の場合
olfalx  ［数学］場合の数　［レベル］４　19

olma  ［名詞］外見、見た目、容貌、外観、表面、外側、容姿、姿　［名
詞］見出し語、辞書の見出し語　［電算］［名詞］件名　［文字］字形　［反意語］
dosm　［レベル］２　古 :maは main　［語法］　dosmの反対語。moだと語義
が広すぎるため、この語を使うことがある。　【用例】　olma rat 素敵な
見た目
olmasolk  ［建築］外装　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

olmamas  ［芸術］表紙　［レベル］３　19

olmayui  ［電算］［言語］見出し語検索　［レベル］６　rd;/　20

olmaleis  ［芸術］表紙、表紙絵、表１　［レベル］３　21

olmaakon  ［地学］［植物］０層の土壌　19:ridia　［語法］　土壌の１層目。落
ち葉や枝の積った相。実質上、地面よりは上。
olg  ［動詞］［ネガティブ］yulを贅沢に使う　［形容詞］［ネガティブ］（olganで）贅
沢な　［普通動名詞］［ネガティブ］贅沢、放蕩　［類義語］yog　［反意語］enfi　［レ
ベル］３　20:古 :yolgil（金を使う）　【成句】　olg olgel 贅沢に贅沢する：
贅沢三昧
olz  ［植物］クルミ　［レベル］３　lakta:元は holzだったが、メルによって
h音が脱落した。あまり使わない語なのでメルが言い出したら誰も覚
えていなかったので訂正されずにそれが定着してしまった。尚、ho
は固いの意味。
olzzelo  ［生物］脳梁　［レベル］５　19:クルミ状の脳
olzlor  ［生物］射精管　［レベル］５　19:前立腺の（射精管のほうの）管
olax  ［動詞］yulを iから引き継ぐ、引き継ぐ、引きつぐ、継承する、
受け継ぐ　［類義語］arkal　［レベル］３　＠ 19

oliv,szd  pil
olivia  ［植物］felin　［言語］［文字］セリフ、セリフ書体。セリフのとげを
バラの棘を見立てたもの。　［組み数字］９/９　［レベル］４　szd;　21

olivia(2)  ［言語］［文字］標準ゴシック書体、標準ブラックレター、オリヴィ
ア書体、オリヴィア　［レベル］４　22:fledilans　［文化］　fledilans

olivian  ［医療］鍼　［類義語］pind　［レベル］４　szd;olivia　［文化］　鍼の元
祖はカルセールの草原地帯。薬草が取れず、金属の加工技術があり、
馬が多い地方であった。（つまり薬草が採れないので鍼でどうにかす
るしかなかったわけだ）。この地域では瀉血療法などが現在でも盛ん
で、鍼もここから生まれた。　地球で鍼灸は中国起源と思われてい
るが実は誤りで、体系化したのが中国に過ぎない。鍼はモンゴルで
起こり、薬草は東南アジアの植生が豊かな地域で起こった。当時大
国だった中国に人材や技術が流れ、体系化されたにすぎない。　そ
れと同じで当時大国だったのがルティアだったため、鍼灸はルティ
アで体系化され、lukletiaに組み込まれた。　アルバザードには smに
伝わり、一度 vlで陰ったものの、現在でも鍼灸は有効な治療法とし
て残っている。　ちなみに漢方はメディアンが起源で、やはりルティ
アで体系化された。　【用例】　ev olivian a flelgalt gimel 肩井に鍼を
浅く打つ
oliviant  ［医療］鍼灸師、鍼灸医、鍼医、針医、灸師、灸医、漢方医、
オリヴィアント　［レベル］３　szl;olivian/lantis　24　［文化］　→ vals　語
源的には鍼医だが、実際には灸師と漢方医も含まれる。日本と異な
り鍼灸医の地位は高く、精神科や内科の上に位置する。詳しくは vals
を参照。　鍼灸師の地位は日本より圧倒的に高いが、その代わりな
るのも難しく、医学部の鍼灸科で６年学ぶ必要がある。内科などと
変わらない。　また、日本と違って鍼灸師は漢方なら内服薬も処方
できる。ただし筋弛緩剤や抗炎症剤など西洋薬 (anxalia)は処方できな
い。これは伝統的に東洋医療 (lukletia)が漢方 (insalia)を処方してき
たためである。　鍼灸師はなんでも診ることができるが、骨折と脱
臼に関しては整形外科でレントゲンを撮らせる必要がある。ただし
レントゲン撮影前の応急処置は行なっても良い。
oliviansal  ［医療］鍼体、しんたい、穂　szd;/　24

olivianmoa  ［医療］鍼根、しんこん、鍼脚　szd;/　24

olivianpuxxe  ［医療］鍼尖、しんせん、穂先　szd;/　24

olivianhette  ［医療］鍼柄、しんぺい、軸、竜頭　rd;<olivianHette,szd
　24
olivianloolo  ［医療］鍼管　sm;/　24

olivie  ［伝統色］ルティアローズ。＃Ｂ６Ｂ６ＦＦ。vio dia。　［レベル］
５　sm:famii/seren;olivie,ltk.hem　21:olivia　［文化］　ルティアでバラ
というと赤でなくこの薄い紫を指す。ルティアやその影響を受けた
アルバザードでは薔薇の中で最も気品のある色とされている。smで
ルティアでできた色名だが、rdに色が細かく定められるまでは漠然

と薄紫や水色を指した。いまだにルティア語では水色などの意味で
使う。
olivie,ltk  lejemme yukl、duur　olivia

ole  ［名詞］相手、対象　［言語］対象、オブジェクト、ｏｂｊｅｃｔ　［格詞］
～を対象として　［レベル］２　16:制 :先 :ol　［語法］　行為を行う対象と
しての生き物で、主に人間を指す。共に何かする相手は日本語では ｢
相手｣と呼んで差し支えないが、それは仲間の意味なのでolではない。
olet  ［名詞］客体　［反意語］nante　［レベル］３　rd;/ole/te「相手のような」
　23
oletedo  ［経済］財団抵当　［レベル］６　rt;/　23

oat  ［動物］ガチョウ、がちょう、鵞鳥、がん、ガン、雁、グース。ガチョ
ウはガンを家禽にしたものなので同じ。　［レベル］４　lakta:鳴き声のオ
ノマトペ
oit  ［動詞］yulをドン引きさせる、ドン引きする、ドン引きさせる、引く、
引かせる、ひく　［再帰動名詞］ドン引き　［類義語］jamkorx　［レベル］３　fv
　24　［語法］　jamkorxよりくだけた言い方　【用例】　an et oit. 私は引い
た。　na oit 引く。引いた　oitan 引かせるような、引く　rens oit 
引くような言葉
ois  ［生物］手の甲、足の甲、甲、手背、足背　［反意語］wis。類音につき
注意。　［レベル］２　19:hono/wis（固い手のひら）
oiskim  ［生物］背屈　rd;/　24

oo  ［言語］oの文字　［レベル］１　14:制　［語法］　第２３文字目の幻字。３
番目の母音字。
oo(2)  ［接続詞］重文を作る。～して～するに相当。,記号で代用可能。
弱連言。　［レベル］１　15:制 :恣意　【用例】　an koltat, mokat. 私は帰って
寝た。
ook,rk  took　tooki.l

oon  ［感動詞］やぁ　［レベル］１　古　［語法］　haaiより軽い挨拶。
oova  ［アイテム］オーヴァ　［レベル］４　ridia:古 :ovivivo（オヴィの斧）
を適当に変えたもの。　［文化］　ヴァストリアの１つ。オヴィのもつ
神斧。
oor  ［言語］オール　古　［語法］　est

oes,szd  toe
ou  ［感動詞］おお、おぉ、おう、おぅ、あぁ、ああ、あっ、おっ、へぇ、
へえ、ほう、ほぅ、ほー、ほお、あらまあ、おやまあ　［レベル］１　古 :
オノマトペ
oun  ［動詞］yulをうめかせる、呻く　［再帰動名詞］呻き　［レベル］２　古 :
オノマトペ
O  ［言語］目的語→ omit　［レベル］４　sm　23

e
e  ［接続詞］～の。所有関係を表す。lei e miir（ミールの本）　［接続
詞］帰属関係を表す。amel e ridia（リディアの妹）　［接続詞］修飾関係
を表す。lei e miik（リンゴに関する本）　［接続詞］「～製の」を表す。
著作者の場合は yutでも可。材質の場合は eや konen。freaなどは
形容詞があるので eを使わないでもよい。　［レベル］１　lsd;keno.k 基
本語順がＳＶＯになった lsdで初めてできた。ＳＶＯが基本語順になっ
たにも関わらず、レスティル語では kenoのほうが優勢で、eの頻度
は低かった。これは arにも継承される。eがよく使われ出したのは
rd以降。　［レベル］１　古 :後ソーン・アルカまでは keno、メル・ア
ルカでは e　keno（eと語順が逆）:keno e,lsd:j:tu,alt　［語法］　→ t（e
と tの使い分け）　＜基本事項＞　　修飾のつなぎとなる。「～の～」
に相当。日本語とは語順が逆。「tの k」は k e tになる。　接続詞な
ので原理的には節も取れると思われる。　　t e kにおいて kが母音
から始まる語の場合、eは t'になる。hacm t'arka（アルカの幻字）の
ように。　ただし初学者に分かりやすくするために hacm e arkaとす
ることがある。また、「～の」という部分が強調されたり、句全体がゆっ
くり発音されるときも hacm e arkaになることができる。　　＜用法
＞　　１：所有：lei e miir（ミールの書）　２：部分と全体：las e 
miir（ミールの手）, zepl e zom（木の枝）　３：所属：felan t'arn
amana（アルナ大の学生）、sae e toxel（昨日の雪）。felan kaen arnamana
だと所属よりもむしろ現在地や所在地を指す。昨日という時間帯に
所属する雪なので eを使う。　４：材質：diam e{konen} frea（鉄の
像）。freaを形容詞にすれば eは不要。konenで言い換えも可能。　
５：関連性：seta t'arbazard（アルバザードの歴史）。seta onen arbaza
rdでも可能。　６：慣用：levian t'arka（アルカの人工言語→人工言
語アルカ）。直訳すると「アルカの人工言語」となり、違和感がある。
levian t'arkaの eについては、古アルカで「人工言語アルカ」に相当
する句を作る際、今の eに当たる kenoという接続詞を用いていたこ
とに起因する。　*：属性：fian t'ins soret（青い目の少女）。これ
は不可。t e kで kが tの属性を示す用法はない。fian oken ins sor
et, fian le til ins soretが正しい。fian t'ins soretだと「青い目が持っ
ている少女」という意味不明な句になる。もし意味を有するとすれ
ば、例えば ins soretが「青い目団体」などの固有名詞で、そこに所
属している少女だということなら問題ない。　*：性質：hacn e vik
（男友達）。これは不可。t e kで kが tの性質を示す用法はない。hacn 
l'et vikが正しい。hacn e vikだと「男が所有している友達」の意味
なので、「とある男の友人」という意味になる。その友人は女かもし
れない。hacn e vikを男友達と解釈すると意味が真逆になる恐れが
ある。　*：源泉：kap e miir（ミールから掛かってきた電話）。こ
れは不可。ミールの所有している電話の意味になる。kap iten miir
が正しい。　　材質が可で属性や性質が不可なのは、恐らく材質が
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両者に比べて「部分と全体」に近いためであろう。鉄の像は鉄とい
う材質が全体で、その材料の一部を使って像を作るわけだから、部
分と全体に近いものがある。結局のところ鉄も像も鉄なので、部分
と全体が成り立つ。「ミールの腕」という句において腕もミールもミー
ルだというのと同じことである。　一方、属性や性質の場合は「部
分と全体」とは言いがたい。fian t'ins soretはそもそも「全体と部分」
になっていて立場が逆転しているし、hacn e vikについては友達と
男は同一でない。なお、ins soret e fianなら「部分と全体」や「所有」
の関係になるので可であるが、これだと「青い目の少女」でなく「女
の子の青い目」になって意味が変わってしまう。　　＜ eの解釈＞
　　eは多義語なので解釈は文脈や背景知識に基づいて行う。例えば
学生にとって felkaは所属するものであり、常識という背景知識から
用法を定めることができる。同様に社長にとって loitは所有するも
のである。　ところが中にはどの意味にも取れる場合がある。leis e 
kの場合、kは描き手なのか、モデルなのか、所有者なのか、そういっ
たことは分からない。どの可能性もある。この場合、文脈で判断する。
できなければ曖昧なままとなる。もし意味を明瞭にしたい場合は、e
を使わずに表現する。描き手の場合は leis le lu ladat、モデルの場合
は leis le lu et maix onや leis onen lu、所有者の場合は leis le lu 
tilというように。　　＜ eと所有代名詞＞　　名詞には所有格（属格）
があるが、代詞の所有格ほど頻繁には使わない。まずこのことを念
頭に置いておく。　ところで、実は所有格などなくとも人工言語は
事足りる。felka tiilなど felka e tiとすればよいのだから。ところ
がアルカの代詞には所有格がある。まこと面倒くさいが、たまには
便利なときもある。　代詞の所有格は eのすべての用法を取ること
ができる。lei tiilから seta tiilまで全て可能だ。むろん leis tiilで「あ
なたの絵」という意味になる。でもこれは leis e tiではいけないの
か。　実は leis e tiもアリだ。しかし意味が変わる。leis tiilは「あ
なたが所有する絵」（所有）や「あなたが書いた絵」（所属）を意味し、
leis e tiは「あなたを描いた絵」（関連性）になる。　　このように
代詞の場合、所有格があることで所有格を使わない eを使った句と
意味を区別することができる。　所有格と所有格を使わない eを使っ
た句を比べると、所有格は上の５つの用法のうち、より１に近いほ
うを優先的に取る。両者を比べない場合はこの限りではなく、両者
とも１～５の用法を取ることができる。　なお、普通名詞でも理論
上は同じ現象が起こるはずだが、普通名詞の属格はそもそもあまり
使わないので、leis lutianと leis e lutiaのような対立は生まれない。
　多義性が生まれる leisのような名詞と属格が並んだ場合、文脈で
用法を判断するか、そうでなくば leis le lu lad on lutia（彼がルティ
ア国について描いた絵＝ルティアがモデル）のように言い回しを変
える。　　・まとめ　　leis antは「私の描いた絵」ないし「私の所
有する絵」。　leis t'anは「私を描いた絵」。　tillang e xeは「何か
の所有権」。　tillang xeetは「何かが持つ所有権」で、何かが人以外
のときは不適。　　【用例】　lei e xion 紫苑の書　an til ko lei e{lot
en} vi. 三冊の本のうちの一冊を私が持っている。
e(2)  ［数学］festの略。数式で使う。÷記号に等しい。　［レベル］２　19

e(3)  ［化学］［接頭辞］～を除いた。英語のｄｅのように使われる。減去命
名法などに用いられる。　19:制の接頭辞 e。aを選ばなかったのは、
開く接尾辞の aと重複するため。前の単語の接尾辞の aなのか、後ろ
の単語の接頭辞の aなのか、耳で分からなくなる組み合わせがでない
ともいえないので、あらかじめ芽を潰した。
e(4)  ［文末純詞］だなぁ　［レベル］１　古　:::o,alt　［語法］　aの e系列。人に
喋りかけるときに使う詠嘆。aにすると独り言のような詠嘆になる。a
を相手に使うと、やや男性的でぞんざいな感じになる。
e,f  lank　e

e,ltk  o　ent,szd.xik

et  ［動詞］solは yulである、だ、である。定義動詞。　［レベル］１　sert
　14:恣意　de:de:son　［語法］　繋辞。名詞や形容詞を yulに取る。繋
辞の時制は、時制を表す副詞を繋辞動詞としてそのまま使う。例え
ば過去時制の繋辞は at。la at kaiで「彼は大きかった」。la sil xanxaで「彼
は教師になるだろう」。
et(2)  ［接尾辞］～的な、～風な、～ふうな、～系　［レベル］１　fv:teeze
から　24:ridia:古か制か新生の初期から「～風の」という意味で -te
というのが使われていたが、閉音節の多いアルカでは -teがリムレッ
トして -(e)tになることが多く、24でようやく -(e)tをひとつの独立
した接尾辞として認めることにリディアが決めた。その少し前（23末）
に -etteという接尾辞をセレンが作ったが、それを消してのことだっ
た。セレンが -(e)tを接尾辞として導入しなかったのは、同音異義語
が増えると懸念したためである。例えばこのリディアの決定以前は
「哲学的」は aveletteで「ロッド」の aveletと区別できていたが、こ
の決定以降は両者とも aveletになってしまい、区別がつかなくなっ
てしまった。　te, et:te, et:te, et　［語法］　開音節で終わる場合は eが
落ちることがあるが、落ちるかどうかは単語の語形が言いやすいか
どうかで慣例的に定まる。
etta  ［文末純詞］返事を促す　［レベル］１　古 :etta,ketta（さぁ）から。音声
のみのアンシャンテ時にトランシーバーの ｢どーぞー ｣と同じ役割
で発達した。　［語法］　文末におき、「ここで自分の発言は終わりです。
反応をください」という意味を指す。通常、相手はこちらの発言に
対してコメントをする。ここで流されると「あれ？」と思う。失礼
なことなので、それが続くと、やられたほうは徐々にイライラして
くる。
etta(2)  ［親族］お姉ちゃん。eetaより子供っぽい響き。　［レベル］２　古　［語
法］［文化］　alser

etta(3)  ［遊女］［代詞］tyu　［レベル］４　21:etta

etta,fv  sat　ketta.k

ettan  ［遊女］［代詞］tuan　［レベル］４　21:etta

etto  ［親族］お兄ちゃん、えっと　［レベル］２　古 :mel:古アルカの eetaの対。
aletta, alettoと同じ。アプラウトした制アルカの eta, etoの対比から来

ているのではない。アシェットではメルがセレンを呼ぶときに etto
単体で使われる。　［語法］［文化］　alser　血の繋がってない年長の男子
に対して主に女が親愛の情を込めて使う。
ettoliifa  ［天文］レグルス　［レベル］６　19:mel　［文化］　黄道を通る４つの
一等星のひとつ。メル、アルヴァノ、メルティア、セレンで構成される。
厳密にはレグルスは「お兄ちゃん星」の意味で、セレンを暗示して
いるだけである。家族のないメルは縁の人物を挙げると、兄代わり
をしていたセレンを兄として含めてしまう。
ette  ［形容詞］［ポジティブ］［ネガティブ］男勝りな、活発的な、おてんばな、お
転婆、おきゃん、きゃん　［反意語］yunfi　［レベル］３　19:lein:etta。制
では yunfa　［語法］　良い意味か悪い意味かはその場の空気や本人の受
け取り方で変わる。
ets  ［物理］電波　［レベル］３　alakta

eta  ［動詞］yulを汲む、汲む、くむ、汲み上げる、くみあげる　［レベル］
３　f;e/ta「水を外に」　22　eta:eta　【用例】　eta er a pap コップに水を
くむ
etat  ［名詞］エタット、積極的で外交的な人、男役、タチ、立ち、兄役、
兄貴、兄分、姉分、姉御、姉貴、兄者、姉者、姉役　［レベル］２　古 :etat
（エタット）← etta,eeta（姉）　［文化］　性格二分法における、陽のほう。
陰のほうは liisという。ardenや mayuは etatに含まれる。
etan  ［生物］エタン、実躰、じったい　［反意語］aten　［レベル］３　19:aten
の母音を入れ替えたもの　［語法］［文化］　amat　生物のうち、アテン（神
や悪魔や死神やユーマの一族など）を除いたもの。
etik  ［農耕］くわ、クワ、鍬　［レベル］３　古
etin  ［動詞］on（金や仕事や勉強など）について yul（人や境遇）に甘える、
甘える　［普通動名詞］甘え　［反意語］hino　［レベル］２　19:制 :etn　［語法］　
アルバザードはフランスと似ていて個人主義でもあるため、甘えの
文化は日本と違ってないだろうと想像されるだろうが、実際にはア
シェットがほとんど同年代で構成される中、メルだけが初期のメン
バーで年少者で、セレンがこれを猫可愛がりしたため、甘えの文化
があった。　アルバザードは個人主義なので smまでは甘えの文化が
なかったが、smで村社会の凪人が甘えの文化や長幼の文化を持ち込
んだ。その上 rdでセレンがメルを甘やかして甘えの文化を発達させ、
それがアルカに反映されたため、sm_rd以降は甘えの文化や長幼の文
化がアルバザードにも存在するようになった。　　ただし、日本語
の甘えと一対一の対応をする概念ではなく、アルカにおいて etinは
hinoすなわち我慢の反意語である。　我慢しないで誰かに依存して
助けてもらうとか、我慢しないでストレスを吐き出すとか、そうい
う意味で etinという言葉を使う。従って、日本語で甘えといえるシー
ンで全て etinと訳せるわけではない。　【用例】　mel etinat seren on 
total. メルは何から何までセレンにおんぶに抱っこだった。
etim  ［医療］ジェンダー、ジェンダーとしての性　［レベル］４　19:etat/
him　［文化］　アルバザード人は同性愛に寛容な反面、ジェンダーと
セックスの不一致には厳しい。すなわちホモやレズは受け入れるが、
男なのに女として生きるというような価値観はあまり受け入れない。
つまり、男同士・女同士の恋愛は寛容されても、女が過度に男のよ
うに振舞ったり、男がオカマのようなへなへなした態度を取るのは
気持ち悪いとみなされる。　ホモやレズは認知されていてもやはり
レアなので、笑いやジョークのネタになる。ただし、高学歴ほど笑
わないで受け入れる傾向にある。　女装男装については嫌われる傾
向にあり、高学歴でも笑いの対象としがちである。ただし、女装男
装に関しては但し書きが必要で、非常に美しい男が女装をするのは
受け入れられる。一方、女が男装をするのはいずれの場合でも気味
悪がられる。ただしhimriusのようなたまのイベントは除く。　なお、
これらの設定はすべて現実のアシェットを反映している。　　アル
バザード人の多くの男性は（恐らく日本人の多くの男性と同じだと
思うが）、一緒に遊ぶなら女より男のほうが好きだが、女体と男体な
ら１００％女体が好きで、男体が好きというのはありえないと思う。
ふつうに人付き合いをするなら男のほうが圧倒的に付き合いやすい
し好きで、どちらかというと女はあまり話も価値観も合わないので
好きではないのだが、じゃあ男に性的魅力を感じるかと言ったらそ
れは髪の毛の先ほどもなく、逆に女体はふつうに好きである。おお
むねふつうの日本人もこんな感じではないかなぁと思う。
etiir  ［生物］黄色人種、エティール　［レベル］３　19:ridia　［文化］　lanp
it
etiirwakana  ［俗語］和物ロリータ、和炉、アジア人ロリータ、亜炉。東
洋人（黄色人）ロリ物をすべて指す。　［レベル］５　rd;/　23

etos  ［宗教］［ジョブ］エトス、僧侶　［レベル］３　古 :etaからか　［文化］　アル
ティス教の聖職者。聖職に就くことを生業としている。当然敬虔な
信者だが、エトスはプロでラティスはアマという違いがある。
etostonk  ［政治］僧侶　［レベル］４　19　［文化］　アルティス教徒が作った身
分階級。きちんと階級として認められるのは革命から。
ete  ［化学］中性、電気的に中性　［レベル］３　21:e/tes

etetta  ［遊女］［代詞］lilis　［レベル］４　23

etettan  ［遊女］［代詞］lilin　［レベル］４　23

etek  ［料理］茶、紅茶　［レベル］２　tm;eria/tek　古 :etek（茶、葉の水）　
etek:etek:etek:lette,fgn　［文化］　『ミールの書』で茶といえば紅茶を指
すように、無標は昔からずっと紅茶である。紅茶はアルカで最も普
通に飲まれる嗜好品。砂糖などを入れて飲むが、ストレートも多い。
『紫苑の書』などでも頻出する。　お茶文化はもともとヴェマやアル
ティアやメティオなどで盛んだった。各地でそれぞれ分類様式化さ
れていたが、rdでクミールによってアルバザード流の様式が確立し、
黒茶、白茶、紅茶、青茶、緑茶、黄茶の６分類ができた。　ルティ
アは早くからヴェマの影響を受けて６分類を持っていた。　【用例】　lad 
etek 紅茶を淹れる
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etektek  ［料理］茶葉　［レベル］３　tm;/　23

etekteks  ［料理］ティーカップ　［レベル］３　22

etekmesl  ［料理］ティーパック、ティーバッグ、ティーバック　［レベル］
３　22
etekhokn  ［料理］ティースプーン　［レベル］３　22

etek e miir  ［料理］フレーバーティー　［レベル］３　22:「ミールの書の
紅茶」。作中には色々な紅茶が出てくる。xistinaの場合はベリー系の
色に設定してある。
etearkvian  ［化学］ファンデルワールス力　［レベル］５　21

ekt  ［動詞］yulを aにこぼす、こぼす、零す、溢す、こぼれる、溢れる、
零れる、毀れる　［レベル］２　13:制 :古 :eketta（水が行く）　【用例】　ekt 
er e{i} pap コップの水をこぼす
ektloob  ［被服］トーク　rd;/　24　［文化］　smでできた。零れ落ちそうな
形をしていることから rdでこの再命名がなされた。ケートイアの貴
族が着始めたのが最初。
ekx  ［名詞］流れ、フロー　［動詞］yulを aに流す、流す、流れる　［類義語］
ekxrein　［レベル］２　14:制 :eke（川）　eke:eke:la eke　［語法］　水が流れ
出したら kit。流れている最中が orで、ストップしたら ikで、水が
わだかまっている状態が esで、そのわだかまりが染みこんで消えた
ら tookで、染みてぬかるんだ地面が ilt。　　川を流れる葉のことも
ekxといえるし、川を流れる水そのものも ekxといえる。後者の場合、
明言したいなら ekxreinとする。　　solには液体と気体のみを取る。
血が流れるはＯＫだが、桃が流れるとは言えない。固体の場合、副
詞にして diaik lunas ekxとするとＯＫ。液体と気体は動詞、固体は別
の動詞＋副詞で。　固体だけ別扱いなのは、桃の場合、流れている
のは桃でなくて川の水だから。水が流れることで桃が移動する。だ
から動詞は ekxでなく lenaになる。そしてその移動の様態として ekx
が副詞になる。桃の果肉が桃の中でどろどろに溶けて桃内で流れ出
すなら、diaik erxと言える。　【用例】　exk dot{tin} 激しい流れ、激
流　eri or ekx. 血が今どくどくと流れている。　eri es ekx. 血が
流れた跡があり、乾いている。
ekxfixt  ［名詞］なりゆき、成り行き、成りゆき、成行　rd;/「流れていっ
た結果」　［レベル］３　23　【用例】　haas ekxfixt 成り行きに任せる
ekxrein  ［名詞］流れ、フロー→ ekx　［レベル］４　20

ekxzet  ［経済］フロー科目　19

ekxom  ［名詞］流れ方、展開、流れ、話の流れ、話の筋、筋、ストーリー、
物語。物語の展開などの意味の展開。　［レベル］４　rd;/　24

ekxeri  ［医療］血友病　［レベル］５　19:血が止まらない様を川に見立て
ている
eks  ［言語］意味　［動詞］solは yulを意味する、意味する。定義動詞。　［レベル］
２　古 :eks（意味）リュウの無意味からの造語。一般に使われていた
apiaとは違い、意味論の成分分析における意味素性の１つ１つを指し
た言葉だった。　【用例】　til eks tinka 意味が大きい　eks han 意味が広
い
eksfel  ［言語］意味論　［レベル］６　19

ekshac  ［言語］表意文字　［レベル］５　20　［文化］　→ hac

ekshacm  ［言語］表意幻字　［反意語］fohacm　［レベル］５　21　［文化］　新生の
普及とともに徐々に使われなくなっていったが、現在でもアルミヴァ
の１２神や使徒記号など、残っている例もある。faiや kiitoなど、
簡単な幻字は看板や広告などで日常的に見られ、デザインにも見ら
れる。難しい表意幻字については学識のある人、特に文学部など古
典を読む必要性のある人であれば読める。また、アルナ大など学校
によっては受験科目に古典があるため、学歴に一般的に比例する。
eksavai  ［魔法］［言語］意味素性　［レベル］６　21　［文化］　dolmiyu

ekn  ［名詞］平行　［格詞］平行な、～に沿って　［メタファー］［格詞］［形容詞］方
向性が一緒な、馬が合う、反りが合う　［反意語］sokt　［レベル］２　14:
制 :okn:古 :sokuka　［語法］　２０１２年１２月１９日にセレンは南雅彦
（２００９　ｐ５７）『言語と文化』を参考に、意見や企画などが互
いに平行しているというメタファーはアルカで反りが合うのか合わ
ないのかどちら、つまり日本式なのか欧米式なのかを判断するため、
リディアに質問を投げかけた。ano antes et ekn a xokはどういう意味
だと思うと質問したところ、リディアは「私たちの計画は互いに同
じ方向性である」のことだと思うと答えた。　日本語で平行といえ
ば平行線のことだから、反りが合わないということだが、英語のパ
ラレルの場合意味が逆で、同じ方向性で似ているという意味になる。
この言語現象をセレンは言語相対論的に解釈した。つまり、アメリ
カ人は個人主義が発達しているため、俺は俺の道を行き、君は君の
道を行く。その道が平行ということは、方向性が一緒ということで
あり、似ているということになる。一方、村社会の日本では、和を
以て貴しと為すという精神が浸透していているため、交わって和を
成してこそ互いに馬が合うということになる。同じ平行という概念
でも日米で真逆の解釈になるのは、恐らく集団主義か個人主義かと
いう文化の違いが言語の違いに反映されたものではないかとセレン
は言語相対論的に解釈した。　そこでセレンはリディアを使って実
験し、先の例文の意義を尋ねた。するとリディアは平行していると
いうことは意見が似ていて馬が合うということではないかと答えた。
これはアルバザード人が個人主義を重んじていることを考えると、
先の言語相対論的な説明に沿う。　次にセレンはネイティブである
５歳のルシアにも同じ実験をし、彼女もまたリディアと同じ解釈を
示した。ネイティブがそのような判断をしたということで、やはり
アルバザード人の個人主義という文化的価値観が、平行の比喩的な
語義に影響を与えた結果ではないかと考えた。　続けて逆の意味の
soktでも同じような例文で文意の調査をしたが、soktの場合は意見や
企画が衝突してしまってぶつかり合ってかち合う、つまり反りが合
わないという意味で解釈された。交わることを日本人は恐らく和を

以て貴しと為すの精神で和合と捉えるが、個人主義のアルバザード
人の間では同じ表現が和合ではなく個と個の衝突からのいさかいと
いう風に受け取れたのが非常に言語学にも文化人類学的にも興味深
かった。　結局セレンは eknや soktの比喩的な語義を定める際、個
人的にワンマンで定めることができなかった。というのも、セレン
が勝手に語義を定義しても、それがネイティブらの語感に沿わない
場合は遠からず棄却されるからである。このようにして、セレンは
ネイティブの語感に頼って語義を設定していった。　ちなみにこの
ような言語設計はネイティブがおらずセレンがワンマンで作ってい
た制アルカの時代が終わってからとみに見られるようになった新生
アルカの傾向である。　【用例】　an lukat ekn erei. 川に沿って歩いた。
　☆ ano antes et ekn a xol. 私たちの計画は互いに似ていて方向性が
一緒だ。
ekn(2)  ［生物］［医療］流注　szl;eke,f.k　24

ekntiep  ［建築］側溝、そっこう　［レベル］４　rd;/　23　［語法］　道路や鉄
道敷に沿って設けられる溝であり、専ら当該道路等の滞水を防ぐた
めの排水目的で施工される。
eknrein  ［数学］平行線　［レベル］３　19

eknen  ［接続詞］ekn　［レベル］３　21

ekneev  ［物理］縦波、粗密波　［レベル］５　19:媒質の振動が波の進行方
向に対して平行
ekyulia  ［地名］エキュリア、エキュリア海　tm;aは「海」　23:以前にあっ
た語形を再利用。　［文化］　セレート島以西、ファベル以東の海。
ekyuliatike  ［地学］エキュリア海流　23

ekler  ［音楽］チェレスタ、エクレール　［レベル］５　ltk;kler.k　21　［文化］　
smでルティア人が開発。同アルバザードへ伝来。ルティア、アルバザー
ド、アルダで特に好まれる。
eka  ［地学］水たまり、水溜り、水溜まり　［レベル］２　13:制 :『すなおな
気持ちになれる風』　【用例】　an lukator amox ti kont nametes nos man okt 
vil alem mil txu. yan ti kaen eka vaisator an tiial. 恥ずかしくて気持
ちを伝えられずに、うつむいて君の隣を歩いてた。そしたら水たま
りに映った君が僕を愛おしそうに見てた。
ekaviida  ［生物］［医療］宗穴、総穴　rd;/「水たまりの経穴」　24

eki  ［名詞］機能　［レベル］２　13:制 :古 :elki（顔が変わる）。７年にメル
の持っていたヘッドを回すと顔が変わって色が変わるボールペンを
セレンは見せてもらった。顔が変わるごとに機能が変わるというそ
のボールペンが由来となり、elki｢ 顔を変える ｣が ｢機能 ｣という意
味になった。elkiといっても他の使徒には通じず、"elki ＭＥＡＮＳ 
ＦＵＮＣＴＩＯＮ ."とメタ言語に英語を使ってセレンは使徒に広め
た。
ekin  ［言語］成句、イディオム、熟語　［類義語］avat　［レベル］４　20:eki/
rens（機能する言葉）
ekinlei  ［名詞］熟語帳　［レベル］５　rd;/　23　［語法］　学生がよく英単語
帳とともに買っていく単語帳の熟語版のこと。
ekilots  ［電算］ファンクションキー　［レベル］３　20

eko  ［建築］樋、雨どい、雨樋　［レベル］３　alakta:eriaketto　［文化］　水を送
る装置で、雨どいや田畑に使う。
ekos  ［形容詞］流暢な、饒舌な　［反意語］otex　［レベル］２　13:制 :古 eke（川）
　【成句】　ekos yun ridia 立て板に水
ekol  ［代詞］［yunk］私たちの　［レベル］１　21:kmiir:e kolet（私たちの）
eke,f  erei、ekx　「水の方法→水が行く」
eket  ［名詞］才能　［レベル］３　13:制 :eketone　【用例】　til eket 有能だ、才
能がある　si eket 無能だ、才能がない
eketone  ［組み数字］２１/２８　［交通］エケトネ通り　［レベル］２　22

eketone vaana  ［人名］エケトネ＝ヴァーナ　［組み数字］２１/２８　［レベル］
３　古 :語源不詳。vaanaは ｢勇気がない ｣の意味。　［文化］　→ ketve
rant　(3→ )第４期４代ソーン第７使徒。男性。pikko。１６５ｃｍ、
４７ｋｇ。髪は金色で短く、少しくせっ毛。青の瞳。肌は白：黄＝９：
１。メルの友人。
eketoo vaana  ［人名］エケトー＝ヴァーナ　［レベル］５　古 :右の名は後付
け　［文化］　エケトー＝ヴァーナ。初代ソーンの第７使徒。異性魔王
eketeliina  ［人名］［ユマナ］エカテリーナ　先 :先代アルカの時代に生まれ
ていたので。そもそもアルカの名前でない。地球のものを音訳した
だけ。　［文化］　ルティア家専属のセラピスト。リディアらと同居し
ている。鍼灸なども打てる。リーザやリディアが若いのは美容鍼や
腎経などのトリートメントを日々行なっているからというのもある。
ekes  ［動詞］yulを a（場所や方向）にうねらせる、うねる、湾曲する　［美
容］ワインディング　［レベル］３　21:「川する」
ekesen  ［音楽］トランス　［レベル］５　21

ekel  ［経済］流通　［レベル］４　rd;eke/sool　23

ext  ［形容詞］汚い、不衛生な、汚れた、不潔な　［類義語］begoa、telas　［反
意語］osk　［形容詞］［婉曲］男に手をつけられた　sert　［レベル］２　14:制 :oxt
　eeya:eeya:eeya　［語法］　醜いという意味はない。不衛生を指す。
exttiep  ［建築］どぶ、ドブ、溝　［レベル］３　rd;/　23

extlor  ［建築］下水道　［レベル］３　19:ilmus:ridia

exter  ［名詞］下水　［レベル］４　rd;/　23

exk  ［建築］洗面所、手洗い、手洗い場、洗面台、洗面器　［レベル］２　
13:制 :eexka　［文化］　トイレの近くにある。鏡があって水道がある。上
下にタオル入れがある。日本と同じ。水で顔を洗ってタオルで拭く。
これも同じ。洗面所は大抵トイレの数だけある。　【用例】　an alsipat 
er al exk. 洗面台に水を吐き出した。



427 estexn
exn  ［名詞］フィルター、エアフィルター　［レベル］３　13:制 :綺麗にす
るもの
exm  ［名詞］たらい、盥、タライ　［レベル］２　lakta:洗うもの
exp  ［擬音］ごしごし　［レベル］２　14:制 :物を磨くオノマトペ exx

exl  ［名詞］ブラシ、筆、たわし　［類義語］henji　［レベル］２　lakta:exx（ブ
ラシ掛けするときのこする音のオノマトペ）　【用例】　an exlat nia. 髪に
ブラシをかけた。
exltxut  ［俗語］歯ブラシ舐め　［類義語］palntxut　［レベル］３　19:mel/seren:
おジャ魔女どれみの動画をメルに紹介したら爆笑して、アルバザー
ドだと歯ブラシに相当するだろうと言って設定したことから。　［語法］
　日本の笛舐めに相当。アルバザード人は学校に歯ブラシを置いて
いるので、主に男子が好きな女子のを使うことを指す。性的倒錯の
強いアルバザードだといかにもありそうだということで設定。笛と
違って血を通して病気が移るので明らかに避けるべき。女子はそれ
を知っているのでロッカーに入れておくが、ロッカーは湿気が強い
ので、使用後はよく水を切らないとすぐブラシが臭くなってしまう
のが悩みの種。　非常にキモがられる行為で、バレると学園生活が
終わる。
exlhos  ［名詞］ブラシ立て、歯ブラシ立て　［レベル］３　19　【用例】　an evat 
dioexl al exlhos xi olx dioexl. 歯ブラシを濯いでから歯ブラシ立て
に置いた。
exo,f  olx　eは水。
exon  ［動物］アライグマ、ラクーン　［レベル］３　lakta:洗う者
es  ［接尾辞］継続相を示す動詞語尾。開音節の動詞では sになる。　［動詞］
yulになっている。継続相の繋辞。　［レベル］１　19:恣意　tan:anis,ly::h
azelu,alt　【用例】　eskes （濡れた地面を見て）雨が降っていた。　skines 
座っている　vortes 死んでいる　ines 見ている　tu es eves. これ
は濡れている。
es(2)  ［文頭純詞］なぜ　［レベル］１　f;e　13:制　komo:komo　【用例】　es ti 
ket? どうして行ったの？
es,f  esk　<>eria

est  ［言語］名、名前、曲や文章や演劇などの題、題名、タイトル、題
目、表題。手紙やメールなどの「件名」は estでなく olma。　［動詞］
yulを lexと名付ける、名付ける、名づける、呼ぶ、名乗る　［レベル］
１　sert　13:制 :第一改定前アルカ eeste（名前）。制アルカは名前→
苗字の順で書く　eeste:eeste:lu erst:yuna,alt　［文化］　→ kuzest, estlang
　＜人名の構成＞　　通常、人名は名 (est)＋姓 (rast)である。「～家
の誰それ」という意味で、e語順。　人によってこの間にミドルネー
ムが来ることがある。ミドルネームは最大３つまであり、sarnu, se
tto, oorと続く。ridia sapli rsiila teo lutiaや ryuu olisia fin ti
kno hyuutoなどは最長。　ミドルネームは功績のあった人物に付
けられる rdまでの風習で、貴族や英雄などに付けられた。nd以降
は廃れたため、ミロクもミドルネームを持っていない。　　＜呼び
方＞　　人を苗字で呼ぶ場合、属格はその家の者全員を指す。その
家の特定の成員を指す場合は苗字単体にする。元は逆だったが、個
人を呼ぶ機会のほうが多いため入れ替わった。　"dain arban, mir 
luna atu"だと家族全員が呼ばれている。dain arbaだと特定の人が呼
ばれている。　前者が「田中家御一行様お越しください」だとする
なら後者が「田中様お越しください」である。　21まで苗字の使い
どころがなく苗字の存在意味が希薄だった。同年大会議後にセレン
とリディアが人の呼び方を統一した際、苗字の使い道について検討
され、このようになった。　　親密度や敬度に応じて人の呼び方は
変化する。敬称と組み合わせることが多い。ざっくり言うと親密度
は名前＞苗字で、敬度は敬称の重さの順である。　ardu arbaと yuu
ma lutiaを呼ぶ場合、大雑把に言って以下の順で丁寧な呼び方となる。
　厳密にいえば必ずしも丁寧順で並んでいるわけではなく、状況に
応じて最も相応しい呼称がある。例えば論文などで「アルバ氏」と
いう場合は rauが適切である。　同様に、san arba_arbaより dyussou 
ardu_ardu sanのほうが丁寧。丁寧だが親密度も高い。逆に arbaは丁
寧ではないが親密度が低い。面識のない同級生などに用いる。つま
り親密度と丁寧さの組み合わせでこれだけのバリエーションがある
ということになる。　　dain arba：アルバ様　rau arba：アルバ氏　
san arba：アルバさん　sou arba：アルバ君　arba：アルバ　dyussou 
ardu：アルドゥ殿、アルドゥ様、アルドゥさん　ardu dyussou：アルドゥ
さん　ardu san：アルドゥさん　ardu sou：アルドゥ君　ardu：アルドゥ
　　dain lutia：ルティア様　rau lutia：ルティア女史　san lutia：ル
ティアさん　liiz lutia：ルティアちゃん　lutia：ルティア　lua yuu
ma：ユーマ嬢　yuuma lua：ユーマさん　yuuma san：ユーマさん　yuu
ma liiz：ユーマちゃん　yuuma liij：ユーマたん　yuuma：ユーマ　
　liizや liijは yuumaより馴れ馴れしい場合もあるので注意。　　
呼び捨ては家族や恋人や親しい友達などに限られる。　　日本との
違いは、比較的苗字より名前を使うことのほうが多い点。苗字は全
体的に他人行儀な印象を与える。　同級生だと赤の他人は san arbaか
arba辺りになる。面識があると名前を用いるが、dyussouは仰々しい
のでたいてい souになる。yuulなどは面識があっても親密度を上げ
にくい傾向にあるため、苗字を使い続けることもある。ただしあま
り好まれない。　　＜その他の敬称による呼称＞　　rsiila arba：ア
ルバ先生　arba xanxa：アルバ先生　　saar ardes：サールのアルデス　
ert lfer：エルトのルフェル　deem meltia：悪魔メルティア　daiz 
mete：メテ王　adel veigan：魔族ヴェイガン　selest vangardi：死神
ヴァンガルディ　　＜人名の命名＞　　人名は親や親族が決めるの
が一般的。神や英雄の名を取ることや、草木花など自然物から取る
ことが多い。　一般的に保守的な階層ほど kuzestを避ける傾向にあ
る。　命名権や改名権については estlangを。　子供が魔物にさらわ
れないようにわざと汚い名を付けるという風習には少なくともアル
バザードには有史以来なかった。　　＜カタルの命名＞　　現実に
おいて、初代の使徒の名はカコに記されている。当時はアルカがな
い。初代アルカは花言葉を使った暗号で、人工言語を作ろうという

意思の下に作ったものではない。　使徒の名は当然彼らの本名ない
しコードネームで綴られた。メル 7年、生々しいとの理由でリーザ
が改名した。rudiaなどは ridiaに似せて作った。ridiaというのは
当時セレンが勝手に呼んでいた名で、当時はリディア本人は riidya
がふさわしいと主張していた。リーザは生々しさの少ない ridiaを
選び、さらにそれをもじって rudiaにしたわけである。　厳密に言
えばリーザが改名してできた名前は kako初出ではないのだが、初出基
準が甘かった時代に登録されているので、本辞典では kakoとなって
いる。　　他方、ソーンの初代使徒は、花言葉暗号の本家だけあっ
て全員コードネームだったため、改名の必要はなかった。そもそも、
必要があったとしてもリーザにはどうにもならなかった。　ただし、
使徒の苗字はクミールが後付けしたものである。例えばヴァルシー
ラなど。この苗字は３代の使徒にも宛がわれている。つまり、クミー
ルは使徒に苗字を作り、それを初代～現代まですべてに適応したと
いうわけである。　初代ソーンの名は古くからセレンたちにも知ら
れており、赤アンクノットには既にそれを基にした異性魔王の名が
綴られている。　　アノは３代を作ったときに、初代ソーンの名前
をもじって使徒に名前を付けた。例えばオムトはウムトから来てい
る。　クミール（？）は４代を作ったときに、やはり同じことをし
ている。ウムトナはウムトから来ている。　よって現在のソーンの
使徒は後述するアルシェの使徒と違い、純粋にコードネームで、ア
プリオリ度が高い。　　一方、ランティスの名について。アルシェ
は本名をそのままアルカの音韻に当てはめたタイプと、訳したタイ
プと、純粋にアルカのタイプがいる。　メルのように meluuと母音
を含んだものもあったが、あれは母音を後から添加したのではない
か。恐らくメルの本名は melだろう。（２０１１年追記：去年だか今
年の始めだかに送られてきたファイルのプロパティに本名を消し忘
れていて、初めて本名を知った。少なくとも melではなかったことを
記載しておく）　リディアのように親からアシェットをやっていた場
合、カコの登場人物リディアを元に名付けられることもある。　リュ
ウは、初代のヒューウェがリーザによる改名であれば、ヒューウェ
がリュウから来ていることになる。そうでないなら、初代がヒュー
ウェという恣意的なコードネームで、そこからリュウを名付けたと
いえる。　　アルカはアプリオリだが、最も弱いのは実際のメンバー
の名前だ。自然言語排他のない時代からアルカは存在するので、仮
にメンバーが本名を捨ててコードネームを名乗ったとしても、しば
しばアポステリオリになってしまう。　例えばリーザという名前は
本名を基にしたコードネームだが、恐らく本名はエリザベスであろ
うから、アポステリオリである。　アポステリオリだが、リーザと
いう人は架空の惑星アトラスではルティア国の姫であり、姫の名と
してアルカで通っている。　リディアも恐らくアポステリオリだ。7
歳のころからリディア（正確には riidya）と名乗っていたので、彼
女は恐らく本当にリディアという名前でどこかの国の役所に出され
たのだろう（セレンの考えではエストニア周囲）。ただ、セレンに会
う前にリーザが「これから自分のことを riidyaと名乗りなさい」と
指示されていた可能性も捨てきれない。　これはセレンの私見だが、
恐らくリディアの本名はエストニア語でＬｉｉｄｉａか、ｉの部分
をｕウムラウトにしたものではないか。それを元にriidyaというコー
ドネームにしたのではないか。同様にリーザについてはエストニア
語のＬｉｉｓａが元ではないか。リディアと彼女が会った（正確に
は再会）のはフィンランドなので、リディアは彼女の名前をフィン
ランド語で呼んだはずだ。Ｌｉｉｓａのフィンランド語読みはリー
サである。リーザはそのリーサという読みを少しもじって自分のコー
ドネームをリーザにしたのではないか。ただそれでは殆ど変化がな
く、コードネームに感じられない。そこで推測するに、Ｌｉｉｓａ
という名前自体が既に仇名になっていて、彼女が役所に届けている
本名はエストニア語でＥｌｉｉｓａｂｅｔやＥｌｉｉｓａやＥｌｉ
ｉｓｅなどではないだろうか。　　人名はしばしばアポステリオリ
だが、流石にこれはアポステリオリとして排他するわけにいかない。
　唯一排他できるとしたら、団体内での呼称がシフトした場合だ。
セレンが好例だろう。　セレンはもともとフランス人の名前で登録
されているので、アシェットの人間は呼びやすかった。　ところが
あだ名の「セレン」が付いてから、徐々にこちらがメジャーになっ
ていった。それで現在ではほとんど誰も戸籍名で呼ばない。恐らく
娘はセレンの戸籍名を知りもしない。　セレンになることでアポス
テリオリな戸籍名を捨てたわけだが、あだ名が戸籍名を駆逐すると
いう例はむしろ稀。　あだ名系の場合、大体はギルやザナのように、
本名が長たらしいのでアルカ風に切り詰めるといった半アポステリ
オリになる。　　なお、アプリオリを尊ぶようになってからは当然
アルカでの命名がなされるようになった。　次世代の子供たちはす
べてアルカで名付けられている。ただし、ルシアはルーシアやルチ
ア、ハイレンはエレーヌやエレインなど、アルカにも西洋語にもな
る名前が選ばれる名前が多い。　これは親の苦労から来ているよう
で、リディアは案の定Ｌｙｄｉａと間違えられることが多いそうだ。
「ゥリーデャ」という感じの音なので日本人なら間違えない（間違え
る以前に聞き取れもしないから）が、英語圏の人間は特にＬｙｄｉ
ａと間違えるらしい。　　＜名前の意味＞　　リディアの名前の意
味は ri（美しい）/dia（夢）であるが、もともとその意味で名付け
たのではなく、当時のアルカでリディアの本名を解釈するとそうい
う意味になるということを示す。　逆にセレンの名前の意味は「黙
らせる人」だが、これはアルカからできた名前なので、解釈ではない。
　アルシェの古いメンバーは解釈タイプが多い。クリスは「言葉少
ない」で、クミールは「口頭弁論」で、メルは「時」である。あま
り女の子の名前っぽくないのは、アルカで無理に解釈しているから
である。　元々アルカで名付けられた人間と比べると違いがよく分
かる。ルシアは「悟り」という意味だし、ユルトは「賢者」である。
日本語にすれば「聡子」と「賢太」といった感じか。　　＜神話と
の異動＞　　神話上はリーザが改名したことになっていない。そう
でないと話が成立しないため。　元々初代はリーズのような名前で、
それを基にむしろ各国の王たちが子供にクリスなどと名付けたとい
うことになっている。　また、神話では初代と４代の能力は同じに
なっている。現実にはレレゾナ嬢がアンティークの長い杖を持って
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いたことから、レレゾナは法陣指という設定になり、神話のレレゾ
ナが法陣指となり、そこからさかのぼって初代のレレスも法陣指で、
だからその人が建てた国は「魔法陣」を意味するヒュグノーになった。
つまり４代から初代ができて、初代から国名ができている。現実は
そうなっているが、神話でこれをやると歴史順序が真逆になってし
まう。それを防ぐため、初代の能力が４代に遺伝というか、伝わっ
たという形にした。　【成句】　til est hot 有名無実
estsian  ［言語］名無し　［レベル］３　19

estnond  ［形容詞］実名の、名入りの。匿名の反対。　［反意語］estnekt　［レ
ベル］４　rd;/「名を公開した」　23

estnekt  ［形容詞］匿名の、名無しの　［反意語］estnond　［レベル］４　rd;/「名
を隠した」　23
estflei  ［名詞］標題紙→ lei　22

estfit  ［名詞］命名　［レベル］４　rd;/　23　［文化］　estlang

estmiyu  ［普通動名詞］改名　［動詞］yulの名を aに変える、改名する　［レベル］
４　23　［文化］　estlang

estrast  ［言語］氏名、姓名　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt

estlang  ［法律］改名権、命名権　rd;/　［レベル］４　23　［文化］　命名は通
常親や親族がするものであるが、命名権については終末まで法整備
がなされなかった。慣例に基づき親や親族が命名していた。　名は
親が定めたある種の eesteだと考えられていたため、改名という行為
は神代からなされてこなかった。少なくともレステイル～アルバザー
ドにおいては改名行為は一般的ではなかった。　alになり kuzestが社
会問題となり、子供が大人になった際、就活で不利益を被ったり病
院などで名前を呼ばれて恥をかいたりするシーンが増え、凪人を中
心に改名権を主張するものが増え、alで子は成人以降一度だけ改名で
きる権利を得るようになった。　改名権自体は社会的に不利益を被
る名前は変えて良いという法律が rtからあったが、誰もが持つ普遍
的な権利ではなかった。それは DQNネームがそもそも少なかったか
らで、alまで改名権という権利が発生することはなかった。
esta  ［サール］エスタ　［動物］ほたる、蛍　［類義語］palsaa　［組み数字］１６　［レ
ベル］２　meltia 18:yuuma;esto.k「うつし身→自分の子」　古 :ridia　es
ta:esta:la esta:xtel,vx　［文化］　ユーマとヴィーネの娘。ヴィーネに惚れる
サールの少女マグラは、ヴィーネの娘を産んだユーマに嫉妬し、エ
スタを奪って逃げる。マグラはエスタに淫の呪いをかけた。エスタ
は幼女の姿をしていて、マグラに抵抗できる力をまだ持っていなかっ
た。マグラはエスタを殺そうとしたが、もし殺せばそのことはいず
れヴィーネの耳に入ると思い、止めた。そこで泉に投げ捨てた。　
呪われたエスタは成長とともに欲望が抑えられなくなっていったが、
夫がいないので苦しんだ。少女に成長したエスタは自慰を編み出し、
それによってマグラの呪いを解いた。呪いを解くとエスタの体内か
ら蜘蛛が現われた。エスタは蜘蛛を壁に投げつけると蜘蛛は死んだ。
こうして呪いは解けたが、幼女のころから刻み込まれた淫乱な性質
は体に染み付いて取れなかった。ある晩、エスタは湖でユーマを探
しにきていたアルドゥと出会う。そして兄妹と知らぬまま二人は契
る。エスタの淫乱さに誘惑されたアルドゥはエスタを娶り、ユーマ
を探すことを忘れて二人で暮らした。快楽を好むエスタは、アルドゥ
を誘惑し続け、次々と子を生んでいった。初めの子はエレスという
娘とカルファンという息子の双子であった。次はトロメキア、パルテ、
シンケという三つ子だった。三つ子は全て女だった。結局、エスタ
は計１６人の子を生んだが、子供は何故かサールでもエルトでもな
かった。　エスタの子供はヴィードが乏しく、姿を変えることも強
大な魔法を使うこともできなかった。それはサールでもエルトでも
ないユーマの血が濃すぎたためである。それで生まれてくる子供は
サールやエルトの力を失った弱い子供たちばかりであった。そんな
エスタの子供たちは無力とされ、伴侶を得ることができず、近親婚
を繰り返した。それによって更にその子孫は神性を失った。　トロ
メキアはネルメスに口説かれたが、遊びと知って断り、ネルメスを
怒らせる。後に兄のカルファンと契る。パルテは水をほしがるオル
トに水を与え、その代わりに女らしくするように頼んだ。オルトは
パルテに初潮を与えたがパルテはそれが何であるか知らず、オルト
を罵った。怒ったオルトはパルテに不妊の呪いをかけた。パルテは
兄のカルファンと契ったが、呪いのせいで妊娠しなかった。　パル
テはオルトに許しを請いに森を彷徨う途中、毒蛇のサールであるプ
ティンを踏んでしまい、怒ったプティンに噛まれる。泣くパルテを
見つけたカルファンはパルテの足を切り落としたが、パルテはその
痛みに喘いで気を失った。後にこの脚はエレスの魔法で治してもら
う。さてパルテの血は黄色い花に飛び、斑点を作った。オトギリソ
ウである。そのときオルトが現われ、オトギリソウの根に妊娠を司
るエルトのイーディスを作り、イーディスを連れて去った。　三つ
子の末女シンケは貧相な体で、背も小さく、顔も別段美しいわけで
はなかった。だから兄カルファンは彼女に対してはあまり優しくな
かった。あるとき、兄のカルファンは妹に鏡を与えた。１枚は額が
金で、華やかなパルテに与えられた。次の 1枚は銀で、しとやかなト
ロメキアに与えられた。そして最後の１枚は銅で、これがシンケに
与えられた。シンケが不当というとカルファンは、美しい者ほど美
しい鏡が必要だと答えた。これに腹を立てたシンケはパルテとトロ
メキアの鏡を割った。その夜、カルファンはバオナに襲われ、近く
にいたシンケを犯した。シンケは子を産んだが、それでも愛されな
かった。シンケはその原因を自分の容貌にあると考え、銅の鏡を割
り、破片を顔に刺してより醜くなった。それ以後、彼女は顔に布を
巻いて暮らした。彼女も後に兄弟全員の子を産むが、いずれも容姿
はよくなかった。現代、人類に容姿の悪いものがいるのは、彼女の
血脈が少しずつ皆に混じっておりそれが強く遺伝的に現れたものだ
とされる。　エレスはカルファンに犯されることがなかったが、エ
スタの１３人目の子供のコーレルによって犯される。エレスは兄弟
の仲で一番美しい少女だったが、寡黙な性格で、あまり兄弟とも付
き合いを持たなかった。しかし生まれてきた幼い弟コーレルの美し
さに魅了されると部屋に閉じこもり、彼と会うことなく過ごすよう

になっていった。そうしてコーレルが十分成長した頃まで待ち、初
めて姿を現した。コーレルは始めてみる美しい少女を姉だとは思え
ず、誘惑に負けて犯してしまう。　エレスとコーレルの間にはテス
テェルという娘が生まれた。テステェルはエレス以上に美しく成長
していった。テステェルは女しか愛さず、数々の少女と関係を持った。
テステェルは大人しく従順だったため、少女たちは自分からテステェ
ルと関係を持った。しかしテステェルは残酷王フェンゼルの求愛を
断り、怒ったフェンゼルによって無限に子を生むという罰を被った。
生まれてきた子の中にはフェンゼルとテステェルの息子もいた。フェ
ンゼルはそのエルトにヴァレスと名付けて育てた。　アルドゥとエ
スタの子は近親婚を繰り返したため、次第にアルテとしての力を失っ
ていった。そしてユーマに始まる彼らの一族をアルテはユーマの一
族と呼んで自分たちと区別するようになった。ユーマの一族は後に
起こるラヴァスが終わるとアトラスに取り残され、独自の発展を遂
げていく。これが人類である。　＜エスタとアルドゥの１６人の子
供（人類の祖先）＞　１：eres：女　２：karfan：男　３：tromekia：
女　４：parte：女　５：xinke：女　６：facet：女　７：kyuk：男　
８：deit：男　９：sever：男　１０：kap：男　１１：jimn：男　
１２：subek：男　１３：koolel：男　１４：distel：女　１５：yeev
el：女　１６：twarzel：女　＜人数について＞　古・制では２８人と
なっていたが、面倒くさかったのか、幻日には１３までしか登録さ
れなかった。　新生で登録しようとしたら「書いた紙がどこかにいっ
てしまった」とのことで分からなくなり、幻幻で調べたら、向こう
は向こうで１６までしか登録していなかった。仕方ないということ
で神話上は最初から１６人の子供だったということに設定を変えた。
　＜見た目＞　エスタはヴィーネを受け継いで黒髪茶目の東洋系美
少女。　第三世代はいずれも彼らを混ぜたもので、諸特徴が混ざり
合った。　【成句】　esta seer til fai hart 鳴かぬ蛍が身をこがす。日本
語の表現に近い。　【用例】　an inat sen esta im durne. 夜は蛍を見る
ことができた。
estan  ［単位］マイナス４０乗。最も小さい単位。　21:esta

estan,ltk  xartlil
estafap  ［名詞］紫煙、煙草の煙、タバコの煙　［レベル］３　nd;「蛍の煙」
　23
estamem  ［組み数字］エスタサークル　［レベル］５　21　［文化］　→ rapalx　普
段使わない上実在の人物でもないため、セレンも最後まで覚えなかっ
た組み数字で、ニーモニックを作った。厳密にいえば２４が最後に
覚えたものだが、これは新しいので仕方がない。　　まず eresと kar
fanが最初の２人。　tromekia, parte, xinkeは３姉妹で神話に出てく
る。　次からが頻度が低いので覚えづらい。「彼に (facet)急に (kyuk)
デートを (deit)せびる (sever)」「電話を (kap)地味に (jimn)すべき
(subek)」。　残り４人。elで終わるので「何エル」か覚えればよい。「巻
いて (koolel)捧げて (distel)波打って (yeevel)天国へ (twarzel)」。
estark  ［軍事］拳銃、けん銃、ハンドガン、ピストル、リボルバー→ gel　［レ
ベル］４　rd:ridia;vxで「雷槌」　24:ridia　［語法］　ハンドガンをピス
トルとリボルバーに下位分類する習慣はない。　［文化］　gel

esti  ［形容詞］有名な、高名な、名高い　［類義語］harfalm、hanoiest　［反意
語］oxka　［レベル］２　19:melidia alis:esttil（名のある）　［語法］　日本語の
有名より弱い。ｆａｍｏｕｓよりさらに弱い。
estislax  ［名詞］名場面、名シーン　［レベル］３　20

estia  ［名詞］名所、ランドマーク　［アクセント］Estia　［レベル］３　22:esti

estia(2)  ［アトラスの国家］エスティア　［アクセント］estiA　［レベル］５　19:ridia:
esto
esto  ［名詞］鼎、かなえ　［メトニミー］供物　［メタファー］代償、代価、代金、引換、
引き換え、対価、現身、移し身、うつしみ、うつし身、身代わり、
おとり、囮　［レベル］４　f:vangardi;eeste.k　22　［文化］　flで作られた鍋。
tmの頃には目上の物に供物を捧げる際にも用いられた。zg以降は人
類が神に供物を捧げるのによく用いられた。mtでは特に召喚士に使
われた。　メトニミーで供物の意味が生じ、そこから更にメタファー
で代償という意味になった。この比喩語義自体は tmから既に死神ヴァ
ンガルディによって使われだしている。　ヴァンガルディとの契約
を結ぶ際は、願いを叶えてもらう代わりに代償を捧げる。ヴァンガ
ルディと契約することを和訳で「鼎を交わす」という。鼎は「代償」
でもあり、同時にそれと等しい価値を持つ「望み」でもある。　こ
の「かなえ」という和訳は非常に巧くできている。気付かないだろ
うか。代償を意味する「鼎」が、望みを意味する「叶え」に通じて
いるということに。　【成句】　raven-esto 契約成立。ravenは szvだが、
ヴァンガルディも現代は成句としての raven-estoなら用いる。fvの
頃にはこの言い方がなかったので、死神もそれなりにきちんと新語
に対応していることが伺える。　【用例】　raven esto 鼎を交わす、契
約を交わす。「供物」という意味の「鼎」と、「望み」という意味の「叶え」
を、ヴァンガルディと取引することから、鼎を交わすと訳す。　dist 
esto 代償を引き渡す　re dist esto ker del. 我に契約の代償を捧げ
よ。　"dist fan esto ranel e. kaat, distes vei esto sete" 「鼎はちゃん
と払うわ。それに、一部は既に支払い済みでしょう？」
esto(2)  ［人名］エスト　?;esto　古 :語源不詳。古アルカでの意味は ｢雨
降る森 ｣だが、アトラスの語源では「うつし身→自分の子」という
意味で、estaと同根。　［文化］　実在。生没年不詳。『カコ』や『ソノ
ヒノキ』原文の著者。女性。
eston  ［植物］ヒース、エリカ　［レベル］４　古 :雨のような
estovim  ［生物］腸骨筋、腸腰筋　24<22:「鼎筋」。骨盤を鼎に見立て、
その脚を腸骨筋に見立てた物。ただし鼎は通常二脚でなく三脚なの
で、その点には注意。
estom  ［名詞］命名法、名付け方　［レベル］３　rd;/　23

estol  ［感動詞］よろしく、よろしくお願いします　［レベル］２　古 :元は
eesteloで、｢名前を知る ｣の意。初対面の相手に自分の名を覚えて
もらうことは今後の人間関係を築くための第一歩で、｢名前を知る ｣
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という意味の eesteloが ｢よろしく ｣の意味を表わした。これは元々
オヴィやクリスなどが言い出した言葉で、一番初めに使われたのは
フルミネアが仲間になったときである。オヴィかクリスのどちらか
が名を名乗った後にしきりに｢名前を覚えてくれ｣という意味で使っ
ていたのを覚えている。それが次第に estloになり、次に恐らく言い
にくいという理由でestolになって現在に至ると考えられている。　［語
法］　今年もよろしくお願いしますのように既知の間柄では使えない。
その場合は ans xal xiit memit a xok im tu salt tanのように言う。
este  ［動詞］yulを a（役職など）に指名する、指名する　［普通動名詞］指名　［レ
ベル］３　17:制 :古 :eesteji（名前を指差す）
estet  ［経済］銘柄　［レベル］５　22:est/te

esteda  ［名詞］名簿→ eda　［レベル］３　19

estel  ［エルト］エステル　［動詞］yulを aに翻訳する、翻訳する　［普通動名詞］
翻訳　［レベル］３　古 :ridia　［文化］　サール界に暮らすエルト。１０代
後半の女性の姿をしている。すべての言語を習得しており、失われ
た言語を全て訳すことができる。ただし、地球の言葉には対応でき
ない。　＜誕生の経緯＞　ハノイ人の大部分は vilhanoiに住み、主
にそこで秘術が盛んとなった。 　ハノイ人の一部はリディア人と混
血し、サヴィア北西岸に住んだ。 　その後、現イールゥートから海
へ出た一部の民族がハーディアンを通過してアルカットへ入り、ハー
ディアンの西にカルセールを築く。 　これがカルセール人であり、
彼らは移住後はハーディアン、メディアン、サルディーン、アルディ
アル、スカルディアなどと混血を進めた。 　　しかしラヴァスにな
るとカルセールにサルトが入植する。 　このときシフェル系と明ら
かに異なるマレット系の言語が神々に通じず、神々は翻訳の神エス
テルを生む。 　だが、翻訳の手間がかかり、意思疎通が面倒なため、
サルトはシフェル系の民を重用した。 　【用例】　fatoo man estelik me
lidia alis, an iskor tu im tur. 夢織 秋の翻訳お疲れ様です。今読ん
でいるところです。
estelsev  ［言語］翻訳文、訳文　［レベル］４　rd;/　24

estelvok  ［言語］翻訳文、訳文　［レベル］４　rd;/　24

estelvet  ［言語］翻訳語、訳語　［レベル］４　rd;/　24

estelvent  ［名詞］翻訳会社　［レベル］５　22

estelfixt  ［言語］訳、訳文、翻訳文　［レベル］３　23

estelgalt  ［電算］ゲートウェイ、エステルガルト　［レベル］５　vl;/「翻訳
の門」。異なるプロトコルのネットワーク間を接続することから。　
23　［文化］　コンピュータネットワークにおいて、プロトコルの異なる
ネットワークと接続するためのネットワークノード（通信機器）。
estelart  ［魔法］［言語］翻訳魔法　［レベル］５　23

esk  ［気象］雨　［動詞］yul（場所、人）に雨が降る 、降る　［名詞］［婉曲］精子、
父親　［類義語］siile　lsl;es,f.l　［レベル］２　13←古es雨 　es:esk:la siile（水
は女）:mikoli,alt ov,me　［文化］　雨が降ってきたか確認するときは手の
平を上に向けて差し出す。日本と同じ動作。ただし指は閉じ、開か
ない。つまり指同士がくっついている。簡単にいえば、パーではな
くチョップの手。　アルバザードは年中雨が定期的に降る。比較的
冬のほうが降る。クリスの月の雨は冷たくよく降るとされる。梅雨
はない。雨の季節というとクリスの月を連想する。　雨が土に降っ
て苺が育ち、その苺を食べた女の腹にイーディス神が入って妊娠す
るという言い伝えがある。　【用例】 　esk dot{vien} 激しい雨　△ an 
eskat yu→ eskat (an) sin = esk lunat (an) sin. 雨に降られた。　esk lu
nand. 雨が降っている。自然な言い方。　esk and met. 雨が降ってい
る。落下に焦点。　esk luna ilt arna. アルナに雨が降ってある（地面
などが湿っていて降った痕跡がある）　kleevel esk atolas. クレーヴェ
ル神はこの星に雨を降らせる。 　esk askel in. 今にも雨が降りそう
だ。　eskat kit im foni del an koltik. 私が帰った途端、雨が降り出
した。　jent emat farf xi esk. 雨が上がった後はよい天気になった。
　eskat sil askel in man esp luna kit jan. 雲が出てきたところを見る
と、すぐにも雨が降り出しそうだった。　esk at ar ont is repel im 
faar. 朝のうち、雨が降ったりやんだりした。　esk kit. 雨が降り始め
た。　eskat. 雨が降った。　eskat ati kal. 小雨だった。　an eskat yu. 雨
に濡れた。　eskat (an) sin. 雨に降られた。　el en pornat esk sil ati 
soa. そんなに雨が降るはずではなかった。　☆ ket eskat yu on erim 
as. 猫がずぶ濡れになった、ぐっしょり濡れた：on erim asで「心臓
までも」。心臓は最も熱い箇所とされ、そこまで雨に濡れる＝ずぶ濡
れになるというメタファーになっている。　eskatand dotel. 雨が激し
く降っていた。　eskat yun moe. 滝のように雨が降った。鉄砲雨が
降った。　tu et lam xel eskat dotel soa. こんなに雨が降ったことは今
までにない。　eskat onkel. 雨が降り続いていた。　esk emat vien. 雨
が強くなった。　eskat var sel. 雨がやむことなく一日中降り続いた。
　an en porlot esk xal ati soa. 雨がこんなに降り続くとは思わなかっ
た。　an lax esk em took. 雨がこれ以上降らなければいいのに。　en 
esk xalel fol fou xelt. 何ヶ月も雨が降ってない。　on tu flea, esk
at du leiz. 今年の夏は雨がほとんど降らなかった。　esk lunand. esk 
et lant ento an siina tu. aal, tu et alka xel esk l'el ins ipot amo o l'el 
fils frem tems. 雨が降っている。雨は綺麗で好きだ。特に車の中か
ら見る雨や窓際から眺める雨は最高だ。　［言葉遊び］"esk " eks "er t'e
sk" o "tef t'esk" tan sei? 「esk」には「雨水」や「雨滴」という意味
もあるのだろうか。
eskte  ［気象］雨の降りやすい、雨っぽい、雨じみた天候　［レベル］３　20

eskkmel  ［気象］雨の季節、梅雨　［レベル］３　19　［文化］　アルバザードに
は日本のような梅雨はない。しいていうならクリスの月前後。　【用例】
　☆ on eskkmel, non yu lesk vol til nayu mol esk sort e kliiz antis
se. 梅雨のクリスの月の冷たい雨に打たれて感傷に浸るのは乙なもの
です：言外に傘を差していることが含まれる。雨に濡れていたら安
全な位置にいないことになるので、leskと感じないため。濡れること
を愉しむ狂気の場合は、あえて leskと表現できる。下記の例　☆ "aa, 
non vinsik yu altian im fis, xom non xelk mol esk sort tatta esn kont 

yu lesk, soa nanna?"「あぁ、彼に振られてしまった私は、冷たい雨の中、
傘も差さずに歩いているの。風流よねぇ」
eskkalto  ［地学］雨林　［レベル］４　19

eskdirei  ［気象］梅雨前線、秋雨前線　［レベル］４　19　［文化］　アルバザー
ドにはこれといった雨の前線がないため、どれも同じ。
eskdu  ［気象］雨量、降水量　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

eskgel  ［軍事］掃射　［動詞］yulを掃射する、掃射する　［レベル］４　rt;/「雨
のように撃つ」　23
eskrein  ［気象］雨の線　［レベル］３　20:melidia xier　［語法］　雨は肉眼時、
線のように見える。人間の目の処理が遅いため、本来は粒でしかな
い雨の軌跡が線に見える現象である。これを eskreinといい、霧雨
のときには起きない。小雨では極めて弱いため、意識されない。eskr
einというと、弱くはない程度の雨が降り注いでいるときの雨の軌跡、
およびその状態の雨そのものを指す。
eska  ［魔法］霧泉、亜晄泉、エスカ。亜晄泉は霧泉、逢魔宮、雨宮の総
称的な訳語。　［類義語］alet　［レベル］３　fv;es/ka「雨の場所」　21　［文化］
　雨の降るときだけアレット化する場所。ヴィードの吹きだまり。
そのままでは効果が弱いので、ヴィードの流れに沿って門を建てる。
門を抜けたヴィードはその向こうにある建物に流れ、建物にいるア
テンのヴィードを癒す。建物と門を合わせて eskaという。　fvで見
つけられ、その後それぞれの国ごとに発展していった。様式ごとに
効くヴィードが異なる。　　国名：場所名：建物：門：効能　アルバザー
ド：eska（霧泉）：flanverj（風花園）：galia（風花門）：yuno　ルティア：
luksante（逢魔宮）：luksant（逢魔館）：galtea（逢魔ヶ門）：vir　アルティ
ア：yuuan（雨宮）：suilen（御社）：kalin（宿木）：noa　　flanverj：
石造りの小さな砦のような建物。yunoのおかげで植物がよく育つた
め、周りに花畑がある。風通りが良い。　galia：門自体はなく、石造
りのアーチ。外からも花畑が見え、風通りもよい。　　luksant：煉瓦
造りの薄暗い館。夜は月明かりがよく入るように高い所に窓がある。
書架があり、小さな図書館になっている。蔦が這っているのが好ま
れる。中庭は花が植えられている。司書として leistiaがいるところ
がある。　galtea：黒塗りの鉄錠門。薔薇を絡ませてあることが多い。
中が見づらくなっている。　　suilen：木造の建物で、神社や東屋に
似ている。中庭に花を植える習慣はなく、簡素な木が植えられている。
地面には白味がかった灰色の土や砂利が捲かれている。見通しが非
常に良い。建物は非常に風通しがよい。多少古びていたり苔むして
いたりするほうが雅とされる。大きいところだと yuuaや yukaliが駐
在している。　kalin：鳥居の形をした木造の門。陽命朱というアル
ティア固有の色で塗られている。　　＜歴史＞　　fvから霧泉は存
在した。それがレスティルとアルバザードではそのまま継承される。
　kkになるとルティアから逢魔宮が伝来する。ヴィルを回復する効果
が高いため、学校の近くに休憩所として建てられた。　smになると
カレン経由でアルティアから雨宮が伝来する。ノアを回復するため、
リラックス効果が最も高い。そのため一般市民の休憩所として愛さ
れ、普及した。　　亜晄泉はどこにでも作れるわけではなく、温泉
のようにヴィードの吹きだまりがあるところにしか作れない。従っ
て需要があるからといって公園のようにいくらでも作ることはでき
ない。
eskolen  ［美容］ハールバール　sm;es/kolen「雨のように滴るロール」　24
　［文化］　smでできた。貴族の女性用。
eskesp  ［気象］乱層雲、雪雲、雨雲→ kleevels（口語）　［レベル］３　19

esse  ［名詞］セックス、性交、えっち、エッチ、ペッティング、姦淫、
姦　［動詞］yulとエッチする、エッチする、セックスする　［類義語］ess
en、hipt　［レベル］３　f;e　古　［語法］　子作りを目的としないセックス。
　［文化］　meldixiv, himspat　恋人選びは慎重だが、セックスの頻度は
高め。セックスはできるだけ昼に行い、真夜中はしない。睡眠時間
を削ってするということはない。実は人間の精力は昼に最も上昇す
るので、理にかなってはいる。休日の昼や昼休みなどを利用して行
うが、さすがに昼休みだと時間が足りないので、現代では寝る前か
朝起きにさらっと行うことが多い。寝る前に軽くして、休みの昼な
どには長めにするといった形になる。生理中は女体に良くないこと
もあり、控える。　アルバザード人女性にとってセックスは愛情の
ものさしになっており、いかに自分のさりげない誘惑に相手が乗っ
てくるかで自分がどれだけ魅力的かを測る。アルバザード人の女性
は貞操が固い反面、身を許した相手には頻繁に求める。思春期にな
ると男女ともは性教育を受けるが、男子は一方的に女性にサービス
するように教育される。優しく丁寧に扱い、どうされるのが不快で
痛いかを教えられる。このことからも分かるが、アルバザードにお
いてセックスは男性による女性へのサービスという面が強く、セッ
クスを苦痛に感じるのはたいてい男性。女性は男性に優しく扱われ
ることで男性へ家庭的・精神的な奉仕を還元するという社会システ
ムになっているため、セックスの心構え（技能というより）と体力
（腰のではなく）はアルバザード人男性にとって重要な要素となって
いる。もちろん、どう扱われても痛いとか不快という女性もいるし、
体力が持たない男性もいる。あくまでこれは平均的なケースである。
なお、時間は寝る前は２時間ほど、昼の場合は３，４時間ほどかけ
る。　＜様式＞　女性は基本的にあまり動かない。日本のアダルト
ビデオのようなあえぎ声を出す文化はないため、女性はほとんど黙っ
ているか、軽く息を荒げる。服はすべて脱がず、はだけさせた状態
で行う。夏は汗だくになる。男性は性器に触れない前戯を経たのち、
前戯を行う。女性はやはり何もしないで恥ずかしそうにしている。が、
そのわりに「あ、それいい」「そこの上のほう……」などと小声で言っ
て指示を出す。その後本番になる。体位は正上位が一般的で、あと
は日本と大体同じバリエーション。いくつか体位を経る。その後は
後戯に入る。後戯は前戯と内容が異なり、髪を撫でたり腕枕したり
といったソフトなもので、愛情を囁くなど、言葉中心の内容となる。
また、ここでようやく女性も働くようになり、男性を言葉で褒める。
その後シャワーを浴びる。相手の体臭を感じられないのを嫌うため、
セックスの前にシャワーは浴びない。　【成句】　esse lax mesa vit kont 
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ris levn. 生でセックスしたいが病気は怖い：河豚は食いたし命は惜
しし、フグは食いたし命は惜しし、ふぐは食いたし命は惜しし
essesinsol  ［名詞］アダルト番組　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

essen  ［形容詞］えっちぃ感じの　［婉曲］エッチ　［名詞］お色気、ちょいエ
ロ、ソフトなエロ　［レベル］３　20:esse/指小辞　［語法］　形容詞の場合、
eselと意味は同じだが、冗談めかしている。名詞の場合、esseと直接
言いたくないのでぼかしているか、あるいは少しエッチなことを指
す。　【用例】　el bas slax essen im varzon e xelm a. 夜８時の番組にお
色気要素はいらんわ！
esseelf  ヤリ逃げ→ elf　［レベル］４　22

esn  ［気象］傘　［類義語］leeze　［レベル］２　13:制 :eszamon（雨の杖、雨
の棒）　【用例】　hom{ar} esn 傘をさす　deyu{is} esn 傘をたたむ　an 
pias esn man eskat sat. 雨が降りそうだったので傘を持ってきた：piar
だと、携帯しようとして家の中で折りたたみを探している段階のこ
と。　an en piat xir esn. 傘を持ってくる必要はなかった。　☆ an 
eskat yu on erim as kav sab man en pias esn. 傘を持ってこなかった
ので、服の下までぐっしょり濡れた。　an sit esn fin esk. 雨が降っ
ていたのに傘がなかった。　an at xina ento nos pias esn. 幸いなこ
とに傘を持っていた。　an nat atta man nos pias esn. 傘があって良かっ
たと思った。　an sakat esn ant es rig im an homik tu. 傘を開いた
ところ、壊れていた。　☆ fiol t'esn es dom. 傘の骨が折れていた。
　esn tilat max han. 傘に大きな穴が開いていた。　non milx xe meld 
esn noan. 誰か私の傘持ってきてくれないかな。　el deyu esn im 
lukok mol fi e. 何かの下に来たら傘は閉じるのよ。　　２月の晴れ
た日に、水色のかさ、持ってきた。　隣を歩く彼は、きづいてない。
あと１メルフィ近付きたくて、持ってきたってこと。　空のかみさ
まもきづいてない。あと１メルフィ近付きたくて、雨を降らせてほ
しいってこと。 　non pias esn duur im sel farf e kliiz.  　lu 
le luk mik non en xakles, yul non sos soa mil frem lan nan a lu du 1 
fein melfi. 　see kleevel tan en xakles, yul non lax la esk fan lena 
lana non frem sen nan a lu du 1 fein melfi. 　ためいきを、つい
た。そんなとき―― 　「しょうがないから入ってやるよ」 　こんな
晴れた冬の日に、両手いっぱい広げる水色のかさ。　――恋に落ちる、
音がした。 （前半 seren。後半一部初音ミク『メルト』）　non lapx. 
im tu, 　"an xa van mol esn tiil alxelfel a" 　esn duur le han nos 
enzel du jien im soa sel farf.　komo, temik hatia. 
esnhos  ［名詞］傘立て　［レベル］３　19　【用例】　enshos en tilat ko esn tis. 
傘立てには傘が一本もなかった。
esnel  ［植物］キノア　古
esm  ［政治］検閲　［レベル］４　17:制 :古 :despa（禁止）
esmit  洗剤、合成洗剤　［レベル］４　20:eex/mait（洗濯の薬）
esp  ［気象］雲　［芸術］マンガの吹き出し　［レベル］２　古 :水の気体の意　【用
例】　esp mit jan. 空が澄んでいた。　jan en tilat ko esp tis. 雲一つ
無い天気だった。　esp luna kit jan. 雲が出てきた。
espte  ［気象］くもり、曇り　［レベル］２　19　【用例】　tu at espte im fis. 
= fis at espte. 今日は曇っていた。　jent at espte. 曇っていた。　
jan at espte elsel. 空がどんより曇っていた。　jan at espte var faar. 
朝のうちはずっと曇っていた：ずっと感を出すために imでなく var。
　im kit tu at farf, tal xi tu, tu emat espte. 最初は晴れていたが、後
から曇ってきた。
espbalt  ［気象］層積雲、うね雲、まだら雲、くもり雲　［レベル］４　sorn
:eketone:曇り雲全般を「太陽を隠す雲」として、esbaltを冗談めかし
て espbaltと呼んだもの。なお、ソーンには雨雲と曇り雲とそれ以外
しかなかった。
espa  ［物理］屈折　［レベル］４　19:espafi

espafi  ［気象］虹　［メタファー］架け橋、架橋、かけはし　［名詞］寝バック、
カサブランカ　［魔法］エスパフィ。光の中位白魔法。虹の橋を架け、
一時的に谷などを通行することができる。rdまでは空が飛べたので
あまり使われなかったが、下からの風の強い谷や、集団での移動に
はこの魔法をかけたほうが楽であるため、利用価値があった。効果
が低いわりには架橋の建設という大掛かりな魔法であるため、ラン
クは中位である。　［レベル］２　fv;es/pafi　赤 :雨の橋　［文化］　・虹
の色　　アルバザードで虹は４色。赤、黄、緑、青。　　・性交の
体位　　女性が下でうつ伏せになって足を閉じて伸ばし、男性が上
に乗り、同じ姿勢で挿入する体位のこと。折り重なる様が虹のよう
に見えることから。　カサブランカという訳語はセレンが０３年当
時の恋人と池袋北口のカサブランカというラブホテルでやってみて
相手が非常に気に入ってこの体位をそのように呼んだことがきっか
けで、アシェット内でもその名前で通じるようになったことから。
　【用例】　espafi lunat xi esk. 雨の後に虹が出た。
espir  ［名詞］エスピール派　［アクセント］espIr　［レベル］５　20　［文化］　サ
ルト教の派閥のひとつ。アルテは実在でなく観念とした。
espel  ［名詞］老害　［レベル］４　rd;ltで「長く居座る官僚」を意味する
単語から。　23:「エスペラント（Ｅｓｐｅｒａｎｔｏ）」と覚えれば
いいよ。
esbalt  ［アイテム］エスバルト　［名詞］シェルター、核シェルター　［娯楽］壁
職　［経済］セーフティネット　［レベル］４　ridia:古 :baltは sornで壁の
意味。となると esは古の雨になるだろうが、恐らくいいたいところ
は ｢水の壁 ｣といった感じか。　［文化］　ヴァストリアのひとつ。エ
ケトネの持つ神壁。広範囲に渡って強固なバリアを張る。　【成句】　
yun esbalt 難攻不落
eslin  後宮、ハーレム、大奥　［レベル］４　kk;meの有名な後宮の名がエ
スリン宮殿だったことから　22
esa  ［言語］形態素　［レベル］６　19:eksab

esi  ［化学］液体、液　［名詞］水分　［動詞］yulを aに溶かす、溶かす、液

体にする、融かす、溶ける、融ける、とける　［形容詞］溶けた　rd　［レ
ベル］３　19:melidia alis:eriasip。sipは制の「液体」　【用例】　non milx 
sae en em esi. 雪が溶けなければいいのに。　sae es esi. 雪が溶け
ていた。
esixen  ［名詞］水分摂取　［レベル］４　rd;/　23　【用例】　el ar fal esixen 
tuvalel im flea. 夏は水分摂取を怠ってはならない。
esisaptulf  ［化学］蒸発熱、気化熱　［レベル］４　19

esisapka  ［化学］沸点　［レベル］４　19

esisapem  ［化学］蒸発、気化　［レベル］３　19

esisapeila  ［化学］リキッドエアロゾル　19

esiflia  ［電算］液晶　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

esidu  ［名詞］水分量　［レベル］３　rd;/　23　【用例】　esidu kax{tuval} 十分
な水分量
esip  ［医療］飲み薬　［レベル］２　19:esi/pita

esihoantulf  ［化学］凝固熱　［レベル］５　19

esihoanka  ［化学］凝固点　［レベル］４　19

esihoanem  ［化学］凝固、固化　［レベル］４　19

esil  ［形容詞］気持ちよい、心地よい、肉体的に気持ちいい　［類義語］
diite　［反意語］bekam　［名詞］快楽　［レベル］２　19:古 :esse（えっちな）
　［語法］　気持ちが良いのは esilと diite。esilは肉体的な気持ち良さ
で、diiteは精神的な気持ち良さ。　気持ちが悪いのは bekamと mel
is。bekamは肉体的な気持ち悪さで、melisは精神的な気持ち悪さ。　
esilは風が心地よいとき、風呂で気持ちが良いとき、セックスで気
持ちが良いときなどに使う。風の場合は diiteでも可。語源は性的
なものだが、現在では風呂で気持ちが良いというような意味でも使
うので、気まずい単語ではない。　diiteは子猫を見たとき、空が晴
れ渡っているとき、風が気持ちいとき、美人を見たとき、善行をし
たときなどに感じる。　bekamは胃が気持ち悪かったり、吐き気がし
たり、ふらふらしたりするときに感じる。　melisは虫を見たとき、
悪人を見たとき、不美人を見たときなどに感じる。　esil/diite、be
kam/melisのように合わせた表現も可能。　【用例】　an nat esil tin im 
fis. 今日はとても良い気分だった。
esilkaam  恍惚した表情や状態　［レベル］３　19:melidia axte:恍惚したと
きの頬の状態から　【用例】　til esilkaam 恍惚とする、うっとりする
esilet  ［形容詞］ギャグや言動やネタや行為などがちょうどかゆいとこ
ろに手の届くような　［レベル］３　22:esil/te　［文化］　vortfeme

esiems  ［化学］脂肪油、油　［レベル］４　19

eso  ［被服］合羽、レインコート、雨の服　［レベル］２　15:制 :esk　【用例】　
an piat esn ont eso fiina ket. 万一に備えて傘とレインコートを持っ
て行った。
esek  ［普通動名詞］避妊。去勢ではない。　［動詞］yul（男女いずれか）を
避妊させる、避妊する　［レベル］４　19:esse/kon（避妊具）　［語法］　水道
と同じくらい古くに国のインフラとして用意されたもの。人口統制
に歴史的にうるさいアルバザードならではの傾向。　【用例】　esek vik 
男を避妊する（コンドームを付ける）
esekkon  ［医療］避妊具　［レベル］４　19

esekmait  ［医療］ピル、経口避妊薬　［レベル］４　vl;/　23　［文化］　→ potle
ev　妊娠は避けられるが性病は避けられないため、あまり一般的で
はない。
esel  ［形容詞］［ネガティブ］淫らな、エッチな、いやらしい、ひわいな、卑猥な、
エロい　［名詞］淫ら、ひわい、卑猥、わいせつ、猥褻、淫行、エロ　［類
義語］essen、maglet　［反意語］yulte　［レベル］３　13:制 :古 :esseから
eselklel  ［俗語］厨房、中坊　［類義語］lazan　［レベル］４　al;/「エロ事典」。
エロい用語を辞書で引くようになる年頃というところから。　23　［語
法］　mamman

eseldiz  ［法律］わいせつ罪、猥褻罪　［レベル］４　vl;/　23　［文化］　猥褻
罪自体は神代からあったが、強姦や悪戯などといった表現で表され
ていた。vlになり、ようやく猥褻罪という名の罪ができた。　ljで
セレンは「猥褻罪で捕まった男を男がバカだと言うのは許せるが、
女が考えなしにバカだと言うのは許せない」と述べた。「女は男がど
れだけ女体の誘惑に苦しめられているか、どれだけ手を出さないよ
うに我慢しているか、その苦しみを知らない。にもかかわらず、苦
しみを知らない苦労知らずが手を染めた男をバカと一笑に付すのは
言語道断だ」と述べた。
eselliva  ［娯楽］エロゲーム、エロゲ、エロゲー　［レベル］４　19　【成句】　
tu et wel eselliva? それなんてエロゲ？、ｓｎｅｇ？、ソレナンテ・
エ・ロゲ。alでできた慣用句。現実の事態がまるでエロゲのように好
都合であることを揶揄したもの。
esee,f  7　elt;seej

en  ［形容詞］［法副詞］否定の形副詞　［レベル］１　rd;en,kt < den,f　
19:sorn:恣意かと思ったが、古アルカの否定の denからだと分かった。
　den:den　［語法］　前置する。否定、命令、依頼は意味を逆に取られ
てはいけないので、動詞よりも先に述べる必要がある。この用法は
古アルカにあったものと同じ。　動詞が先に聞こえると、頭はまず
その動詞が肯定されたものだと思う。その次の瞬間に否定が来ると、
真理値をひっくり返さなければならず、一瞬の迷いが生じる。命令
や禁止も同じ。これら強い意味を持つ語は、先入観を与えないよう、
先に禁止であるとか否定であると宣言しておいた方が分かりやすい。
日本語はこういう言語でないから実感が湧かないかもしれない。　【用
例】　en ke 行かない　en fian 少女でない
en(2)  ［接尾辞］格詞から接続詞を作る　［レベル］１　15:seren:klel:sid:keno
（～の）。接尾辞なのは kenoが eと逆の順序で使われたことに由来す
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る。hacma noanは古で non keno hacmaだった。古アルカがＳＯＶだっ
たころの産物である。kenoでなく eを参考にすればこれは接頭辞に
なっていた。　［語法］　an inat ket sa galtと an inat ket saen galtの比較。
saenは接続詞なので、ketと galtを繋ぐ。よってネコが門前にいるの
が後者。前者は私が門前にいる。
en(3)  ［接尾辞］名詞ないし形容詞から属格を作る。　［レベル］１　21:keno
　［文化］　名詞から「～のもの」という意味を作るときは属格にする。
英語のＭａｒｙ 'ｓやｃａｔ 'ｓなどに当たる。　属格は接尾辞 (e)n
を付けて作る。feelenで「フェールのもの」、xianで「紫亞のもの」
を意味する。　las e xiaで「紫亞の手」。xianで漠然と「紫亞のもの」。
　代詞の場合、属格は屈折するので、anなら anenではなく antにな
る。　　・用例　mark t'avelant et avelanten. 死神の鎌は死神のもの
だ。 　tu et xian. これは紫亞のよ。 　kaam e xia. 紫亞のほっぺ。 
　te let flayu e miiko. ねこのしっぽ引っ張っちゃだめよ。 　tu et 
noan. これは私の。 　tu et amon noan, yultan. ゆーちゃん、これは
私のぶーぶよ。 　　●形容名詞　　形容詞を属格化することで、「～
なもの」という名詞にできる。　これを形容名詞と呼ぶとする。　
　kai（大きい） → kain（大きいの）　fil（長い）　→　filen（長いの）
　　tu et kai（これは大きい）　tu et kain（これは大きいのだ）　　
形容詞と形容名詞のおかげで意味の違いを出せる。　　an siina kai（大
きいものが好きだ）：漠然と　an siina kain（大きいほうがほしい）：
大きいのと小さいのを選んでいるときなど　　特に形容詞と形容名
詞が明確な訳語の違いを持つ場合において、形容名詞は非常に有用
に感じられる。　　avix（具合の悪い）　avixen（患者）　　形容名詞
はふたつのものを比較して「長いほう」というときに filenとして
使うことができる。　また、なんだかよく分からない長い物質を見
たときに、その名詞が何だか分からずとも filen（長いの）というこ
とができる。　名詞が何か分かっていても言及しない場合や省略す
る場合に形容名詞を使うことができる。例えば「太った人」という
代わりに「太いの」ということができる。wei, ti sorenで「おい、
そこの背の高いの」という意味になる。　ほかに、xivel xaiや xipi 
xaiなどの甘いものを総称して xainということもできる。つまり形容
名詞には総称用法もある。　用法がいくつかあるが、根底には les et 
xai, les et filなどがある。　　制までのアルカは単語単体が存在す
る場合、形容詞と名詞の区別が付かなかった。　形容名詞は 20年末
にリディアが最初に用いたもので、感覚的に受け入れやすかったこ
とと、文意の違いを表現できることから、20年末から 21年初頭にか
けて速やかに受け入れられた。　初心者としては属格の頻度が増え
ることで、辞書に載っていないと感じる単語が体感的に増えること
となり、これは短所といえるだろう。　　●形容名詞と受動名詞　
　fil（長い）、filen（長いの）、filol（長くされたもの）の違いに
ついて。　　まず、filは形容詞なので明らかに異なる。　では形容
名詞と受動名詞の違いは何か。　　例えばここにセーターがあると
する。　引っ張って袖を伸ばした場合、これは長くされたものであ
り、長くするという動詞 filないし filemから来ていることになる。
　動詞から来ているので受動名詞 filolを使う。　　一方、例えばこ
こにセーターが 2枚あって、袖の長いのと短いのがあったとする。　
この場合、長いほうを filenという。filolではない。　これは nims 
filから来て filenになっているためである。　　このように、受動
名詞は動詞語義が生きており、形容名詞は形容詞語義が生きている
という違いがある。　なお形容詞の場合、受動名詞の頻度は少ない。
つまり filolの出番は少ない。　　●擬古形容詞　　属格を名詞の前
に置くと、擬古形容詞として使うことができる。　これは古語の特
徴を残した言い方で、文学的な表現や広告などに用いられる。　日
本語に訳す際は「～い」でなく「～き」とする。　　haren xelt 紅
き月　filen seer 長き沈黙　　●動詞を名詞化する属格　　例と
して fokenや hantenを挙げる。　形容詞を名詞化する例と違い、意
味が規則的に演繹できない。　その語に合った適切な語義が名詞と
して付与されるほうが合理的だからである。　　foken　［数学］和　
21:fok属格　［語法］　数学の和、差、積、商はそれぞれ foken, fiden, 
hanten, festenで、いずれも四則を属格化したもの。　vi hant valの
場合、hantは接続詞で、viがかけられる数で、valがかける数。ket xa 
hal elenの場合、上つまり halになっているのは elenでなく ket。ket 
halen elenでも同様。このようにアルカでは格詞や接続詞の意味はそ
の格詞や接続詞の目的語でないほうにかかる。そのため、valでなく
viが「かけられる数」になる。逆に取りやすいので注意。　viが ha
ntolで valが hantanになる。その結果の積は hantan, hantolを使用して
いるのでどちらも使えず、属格の hantenで示されるようになった。
動詞にかかる属格なので「～の」という意味はなく、意味を変化さ
せつつ名詞化している。そしてこの属格の用法は和、差、商などに
も及ぶ。
en,f  sen　elt;e

ent  ［形容詞］ゆっくり、緩慢、のんびり　［反意語］vax　［レベル］２　rd　
14:制　txixi:txixi:ent　【用例】　an sit mel len xal ent. のんびりしてい
る時間はなかった：miktは良い意味に使うのでここでは不可。
ent,szd  o
entkekl  ［名詞］スロー再生、スロー　［レベル］２　21

entlef  ［運動］ランニング、ジョギング　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　
［文化］　ジョギングはウォーキングに比べて危険なスポーツとされる。
ジョギングは心肺機能を高めるが、逆に心臓発作などを起こして死
ぬことも多い。だからアルバザードではウォーキングのほうが人気
がある。ジョギングは比較的若い人に行われる。特に格闘技のよう
にスタミナを要するスポーツをやっている人は、スタミナをつける
ために行うことが多い。場所はウォーキングと同じである。毎朝あ
るいは毎夕、カルテに行くと誰かしら人が走っている。　【用例】　an ar 
entlef tat faar. 私は毎朝ジョギングする。
enta  ［形容詞］固有の、特有の、共有しない、個別の、独自の、オリジ
ナルの、独特の　［反意語］okl　［レベル］３　19:entil　【用例】　eld enta 固
有の言語

entatrim  ［化学］不対電子　［レベル］６　19

enti  ［電算］ソフトウェア、ソフト← akre　［レベル］３　14:制 :古 :entリュ
ウの造語？
ento  ［格詞］～なほど、～するくらい、～して～する　［レベル］１　14:
制　［語法］　まだしていないが、そろそろしそうな場合、将然相を取る。
　【用例】　la et lant ento an feelik la. 一目ぼれするほど彼女は美しい。
enk  ［形容詞］異なる、異なった、ちがう、違う、違った　［格詞］～とは
異なって　［反意語］myul　［接続詞］tと kは同じほど～ではない　［レベル］
１　19:enkok（同じでない）。赤では nyu（ちがった）。　nyu:nyu　［語法］
　kok　【用例】　［メタファー］enk yun faal o xelt 太陽と月のように異なった。
月とすっぽん。　et enk i{a} ～と異なっている
enktuuno  ［親族］異母兄弟、腹違い　［レベル］４　19:ilmus:ridia:異なる
土
enksan  ［数学］不等式　［レベル］４　19

enkvet  ［言語］ねじれ語　［レベル］５　20　［語法］　tuの類義語が le、tuの
反義語が lu。すると tu, le, lu, laは４つ組なのに laだけ辞書の類義語
欄に載らなくなってしまう。この４つは４つで１組なので載せたほ
うが親切で、この tuから見た laの位置をねじれと呼ぶ。kootvetと区
別すること。
enklisi  ［化学］同位体、アイソトープ　［レベル］５　19:中性子の数が異
なる
enklooz  ［地学］異極鉱、カラミン　19

enkleep  ［魔法］［化学］異性体　［レベル］５　19

enkapa  ［数学］不等号　［レベル］４　19

enkab  ［被服］別布　rd;/　24

enkokka  ［形容詞］釣り合わない、不釣り合いな、バランスの悪い　［レベル］
３　20
enkesk  ［親族］異父兄弟　［レベル］４　19:異なる雨。雨は精子の意味。種
違いという意味。　［文化］　異父兄弟は相性が良く、異母兄弟は相性
が悪いというのがアルバザードにおけるイメージ。神話的にはイー
ファとハーネなどが根拠になっている。社会的には男の浮気や一夫
多妻の寛容への現れ。
enken  ［接続詞］～と異なった　［レベル］３　19

enken(2)  ［名詞］別人　［レベル］３　rd;/　24　【用例】　les lu setat lax et moa 
enken ento lu si les nos set fal da. 殺したかった相手が別人になっ
てしまい、もう殺す相手がいなくなってしまった（seren arbazard）
enkem  ［言語］異化　19

enkui  ［名詞］断食　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

enx  ［名詞］間違い、間違え、まちがい、まちがえ、虚偽、偽り、間違っ
ていること　［形容詞］間違った、間違いの、偽りの、虚偽の、誤った、
あやまった　［反意語］xan　［レベル］２　19:制 :enxan（ありえない）　myu:
　［語法］　嘘という意味ではなく、客観的に真実でないこと。　【用例】
　tu et enx xel faal mes atolas. 太陽が地球の周りを回るというのは間
違っている。
enxsid  ［形容詞］擬古的な　［名詞］擬古　［レベル］５　22:「偽の古さ」
enxsidayua  ［言語］擬古形容詞　［レベル］５　22　［語法］　属格を名詞の前に
置くと、擬古形容詞として使うことができる。　これは古語の特徴
を残した言い方で、文学的な表現や広告などに用いられる。　日本
語に訳す際は「～い」でなく「～き」とする。　　haren xelt 紅き
月　filen seer 長き沈黙　lamen yuli 始まりの仔、嚆矢の御子
enxmiir  ［論理］虚偽論　［レベル］６　19:ridia:arbaxelt

enxmez  ［名詞］デマ、デマゴギー、流言、俗説、風説、流説、流言飛語、
流言蜚語　［類義語］kalzaskuver、fiemez　［レベル］４　rd;/　24　［語法］　
fiemez
enxa  ［感動詞］［俗語］ねーよｗ、ありえねーｗ　［レベル］２　21:mel:enxan

enxan  ［感動詞］ありえない、ありえねー、バカな　［反意語］senxan　［レベル］
２　13:制 :en（不可能）/xan（真実）。かなり日常的に使い、感動詞化
していたので、制アルカ由来の感動詞として残した。新アルカでも
en xan（真実でない）という意味なので、たまたま意味が通る。
enxe  ［文末純詞］［mayu］eyo　［レベル］１　21:kliiz:enx/el

enxest  ［名詞］偽名　［類義語］sinkest　［反意語］xanest　［レベル］３　21

ens  ［名詞］拒否　［動詞］yulを断る、断る　［レベル］２　13:制 :enso（でき
ない）　［文化］　xiyu

enslang  ［政治］拒否権　［レベル］４　19

ensa  ［名詞］芸能人、芸人、コメディアン、タレント、アイドル、スター、
有名人　［類義語］liifa、dialiifa、kyoan　［レベル］２　14:制 :恣意　［語法］
　アイドルからお笑い芸人まで広く指す。
ensip  ［医療］無呼吸　［レベル］４　19:息を吸わない。al不要。
ensono  ［形容詞］実行されない、口だけの　［レベル］３　22:en/sono

ensolsame  ［言語］斜格　rd;/。主格以外の格というところから。　24

enna  ［組み数字］２２/２８　［交通］エンナ通り　［レベル］２　22

enna(2)  ［アイテム］鞘　［レベル］３　古
enna vajo  ［人名］エンナ＝ヴァジョ　［組み数字］２２/２８　［レベル］３　
古 :語源不詳。vajoは ｢怒らない ｣。　［文化］　（2→）第４期４代ソー
ン第８使徒。女性。milia。１４５ｃｍ、３６ｋｇ。髪は茶色で肩ま
で届き、直毛で、結かない。黒の大きな瞳。肌は白：黄＝８：２。
　メルの友人。『幻想話集アティーリ』においてはティーテルとネブ
ラの娘。即ち神の子。エンナはやがてソーンの使徒になる。ティー
テルはエンナなら自分の持つ剣であるティーナを使えると思って託
したが、エンナもまた剣を使えず、託すべき人を探した。やがてエ
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ンナはアシェットのクミールこそ撰ばれた霊人だと思い、剣を託し、
自らは鞘の役目を負った。
ennou vajo  ［人名］エンノウ＝ヴァジョ　［レベル］５　古 :右の名は後付
け　［文化］　エンノウ＝ヴァジョ。初代ソーンの第８使徒。異性魔王。
envalapita  ［医療］市販品、市販薬　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

envi  ［名詞］能力、アビリティ、力　［類義語］vian　［レベル］２　f:elt;en/
vi「可能な力」　古 :envi（能力）。en（可能）/vi（力）。｢可能な力
｣が原義。　envi:envi::vi,alt　［語法］　vian　【用例】　envi vien{tin} 
高い能力　til envi on dolme 囲碁がうまい　an lot nos vano sen il 
ok xei tu envi. その力があれば、すべてを守れると思った。
envort  ［形容詞］不死の、不死身の　20　［語法］　形容詞として使う。　【用
例】　avelant envort 不死身の死神。avelant en vort（死神は死なない）
とはイントネーションで区別。
envelen  ［魔法］ステータス、ステイタス　［レベル］４　20:envielen（能
力を書いた表）。この elenは表を置いた机のメトニミー。　［語法］　
ユノやヴィルなどの戦闘力や、習得している魔法や弱点などを書い
たリスト。　＜ステータスリスト＞　――――　ヴィードの内訳　
yuno：霊力。攻撃および防御に使う。男性に豊富。一丸にユノが強
いと言っても、オヴィのように攻霊力が強いものもいれば、フルミ
ネアのように防霊力が強いものもいる。　 hanon：攻霊力。相手の
体力を削る力。ユノをどれだけ武器として使えるかという力。男性
に豊富。　 tilma：防霊力。相手の攻霊力に対する抵抗力のこと。ユ
ノをどれだけ防具として使えるかという力。攻霊力に比べれば女性
も比較的保有している。フルミネアのように先天的に多すぎる異常
を持って生まれるレアケースもある。　 milxe：体力。reevを守る
のに使う。ユノ・ヴィル・ノアのいずれを食らってもこれが減少す
る。いわゆるＨＰのこと。これがなくなるとハノンとティルマは優
先的にミルシェに変換され、それもなくなるとヴィード死になる。
ミルシェがなくなった段階や、ミルシェを解いているときに攻撃を
食らうとレーヴが減少する。男性に豊富。　vir：魔力。魔法に使う。
女性に豊富。　 caspel:魔動力。魔法の威力を決定する。黒魔法なら
攻撃力、白魔法なら回復力、補助魔法なら効力を決定する。　 pial
es:魔抗力。敵の魔法に対する防御力を示す。いかに敵の魔法を受け
付けず、いかに味方の魔法を受け入れるかを決定する抗体のような
ヴィード。　 nalfe:魔法力。魔法をどれだけたくさん使うことがで
きるかという力。いわゆるＭＰ。いくら攻撃力が高くても魔法力が
切れたら撃てない。　noa：気力。格闘技の威力や身体能力に関わる。
　 bcain:気功力。格闘技の威力を上げる。素肌ないしグローブや爪
越しに直接敵に触れたときに発動する。素肌から数ｃｍ離れるだけ
で激減するため、これを使いたいなら爪や手の内に仕込んだナイフ
しか装備できない。　 klenas:気動力。動きがしなやかになり、素早
くなる。　arma:アルマ。ヴィードのトリニティ。白いオーラで、放
射すれば最強の攻撃力となり、張れば最強のバリアとなる。攻防で
単語を分けない。同じ盾を使って相手を殴るか自分を守るかの違い
に似ている。　galeem:ガレーム。透晄。　――――　動物としての
能力　reev：生命力。これがなくなると肉体的に死亡する。　vim：
筋力。動物としての筋肉の強さで、腕力および敏捷性を示すもの。
格闘ゲームでは体の細い女キャラのほうが早いことになっているが、
現実には筋力のあるほうが素早い。剣道の面打ちで分かるが、細い
腕だと素早く触れない。　kolo：精神力。集中力や精神力のことで、
魔法の強さに関わる。　falef：敏捷性。いわゆる機敏さ。いくらヴィー
ドが優れていても運動神経が悪いと戦力は低下する。　――――　
その他特徴　avai：特性。どの属性に弱いかという弱点、どの属性に
強いかという性質、どの属性を吸収するという性質など。　ern：種
族。人間の場合 yuuma。神は ert,saarなどが表示される。　tonto：ジョ
ブ。剣士や召喚士などのジョブ。　lenv：習得技能。覚えている魔
法や技のリスト。　＜補足＞　攻撃力は多義語で、霊力単体の場合
は攻霊力＊筋力に等しいが、格闘技の場合は攻霊力＊気功力＊筋力
で、魔法の場合は魔道力＊精神力に等しい。（実際の計算式はより複
雑）　防御力は多義語で、霊力単体の場合は防霊力＊筋力に等しいが、
格闘技の場合は防霊力＊気功力＊筋力で、魔法の場合は魔抗力＊精
神力に等しい。（実際の計算式はより複雑）　素早さは複合概念で、
気動力＊（筋力＋敏捷性）で求める。
envelenito  ［娯楽］ステータスポイント　22

enfrex  ［形容詞］汚らわしい、けがらわしい　［類義語］begoa　［レベル］３
　rt;en/frexxe「若い男にそぐわない」rt>「ふさわしい行ないでない」
vl>「汚らわしい」al　22:ridia　［語法］　分かりやすく言えばこういう
こと。begoaはブスの握ったおにぎりが汚く感じられる気持ちのこと。
enfrexは清楚な女の子が言う「いやっ、○○君たら不潔よ！」的な
気持ちのこと。主に女性言葉。
enfi  ［動詞］yulをケチる、ケチる　［形容詞］（enfianで）ケチな　［類義語］
yed　［反意語］olg　［レベル］３　19:en/fit（あげない）　［語法］　悪い意味
の yed。
enmav  ［名詞］未成年　［反意語］mav　［レベル］３　rd;/　23　［文化］　mav

enmavelos  ［名詞］児童ポルノ、児ポ、未成年ポルノ　［レベル］４　al;/　23　［文
化］　alで問題となり、主にフェミニストらによって法規制されたポル
ノ。語源的に未成年ポルノなので、２０歳未満全てが含まれる。日
本では１８歳はＯＫだが、アルバザードでは１８歳は未成年なので
不可。　歴史的にアルバザードは相手が同意さえしていればポルノ
でも売春でも性交でもして良いという「本人の意思」を尊重する国
家で、１２歳未満は和姦でも強姦と言った考え方はなかった。１０
歳未満の子供には手を出さないという慣例はあったが、人の趣味は
それぞれということでペドフィリアも認められていた。vlのミロク
もこの点は革命しなかった。本人がＯＫとすれば、ポルノも売春も
性交も合法であった。たとえ赤ん坊であっても本人が嫌がって泣い
たりしなければ合意とみなした。　しかし alになるとフェミニスト
らが次々とこれらを規制しだした。更に児童ポルノのアップロード
はおろか単純所持も禁止となり、少女型の vormも発売禁止となった。
最終的には二次元の少女も規制され、非実在青少年についても規制

されるようになった。　しかし ljのミロク革命で、セレンは社会を
vlのミロクの価値観に戻した。セレンの目的は複数あった。ひとつ
は行き過ぎたフェミニズムを是正すること。だが最大の目的は性犯
罪率を減らすことだった。というのも、alの歴史を見ると、フェミニ
ストらが規制を強化するたびに性犯罪率が高まったためである。今
まで犯罪でなかったものが犯罪になったので検挙率が上がったとい
うのも無論あるが、その見かけ上の増加分を差し引いてもまだなお
性犯罪率の増加率が高まっていた。つまり規制のせいでかえって犯
罪が増えたのである。児童を守るどころか、むしろ犯罪者を地下に
潜り込ませて手口を陰湿で凄惨なものにしてしまった。今までなら
合法で児童とセックスできていたものが違法となったので、強姦し、
事件が明るみに出ないように口封じで殺してしまうというような事
件が相次ぎ、かえって強姦致死の件数などが増加した。だがフェミ
ニストらは自分らに都合の悪い現実という統計データを無視しつづ
けた。　ljでセレンは「人の性癖はそれぞれ。法によって縛ることで、
かえって児童が手を出してはいけない禁断の果実に見え、価値が高
まってしまう。その結果、合法時代だったら別にそこまで執着しな
かったような連中が、『やってはいけない』と言われたことで過剰に
手を出したがるようになってしまった。規制したことでかえって児
童とのセックスの価値が高まり、禁断の果実にすることで余計手を
出したくなってしまった。それまでは合法的に金銭で買えたりして
いたものが買えなくなったので、闇商売をしたり、あるいは無理に
連れ去ったりレイプしたり悪戯したりといった犯罪が増えてしまっ
た。これは規制をかけすぎたせいだ。児童ポルノを規制しても犯罪
者は闇に潜るだけで、結局被害児童の数は減らなかった。それどこ
ろか被害はかえって深刻化して増えただけで、まったく児童は守ら
れなかった。結局誰も得しないルーズルーズな規制でしかなかった」
と主張。そして vlのミロクの水準まで価値観を戻し、児童ポルノを
解禁した。また、少女の売春を合法とした。するとにあえて少女を
レイプしようとするような輩は減り（もはや犯罪をわざわざする必
要がないので）、少女を禁断の果実とみなす輩も減り、強姦率などは
減少した。　アメリカの禁酒法と同じく、規制するほど状況がひど
くなるということはままある。児ポ法に関しても同様で、規制する
ほど悪は地下に潜り、レイプなどの犯罪件数も増えるだけで、何一
つ良いことはなかった。セレンは合理主義なので、規制を緩めても
かえってそれで治安が良くなるならそうすべきだと計算づくで考え、
規制を緩めた。
enmavelosvant  ［法律］児童ポルノ法、児ポ法、アグネス法　［レベル］５　
al;/　23　［文化］　enmavelos

enmiyu  ［形容詞］不動の、不変の、確固たる、揺らぎない、揺らがない　［レ
ベル］３　rd;/　23:ridia

enmemsex  ［言語］非円唇　［レベル］６　19

end,szd  名詞を作る接尾辞のひとつ
enda  ［名詞］６０歳以上の女　［反意語］alenda　［レベル］２　14:制
endantier  ［地学］中深層。海の垂直区分。　［レベル］６　vl;/　24　［語法］
　tier
endal  ［生物］老人　rd;enda/al　［レベル］２　19:ilmus:ridia

endi  ［名詞］差、違い、異なり、差異、落差　［レベル］２　21:end.l:19:ri
dia:arbaxelt:enk/du（異なり量）　［語法］　asikは不公平という心情が入る。
spatは区別の意味が入る。両者の間の違いを純粋に指す語がendi。　【用
例】　endi tin 差が大きい　ti loki sen endi soven loki o yuta anm
ia? 理解と受容の違いが分かりますか。
endisas  ［数学］階差数列。等差数列と区別するように。　［レベル］５　19

endilvix  ［医療］健常者　［レベル］３　19

endemil  ［人名］エンデミル　［レベル］６　古　［文化］　600ごろ。男性。
２期のルシーラ。毒を盛られて死ぬ。
eng  ［経済］利子、利息　［レベル］４　14:制 :ong　［文化］　利子の授受は違法。
　→ gilf
engimtier  ［地学］深海層、深海。海の垂直区分。　［レベル］４　vl;/　24　［語
法］　tier

engimeli  ［動物］深海魚　［レベル］４　vl;engimtier/eli　24

engilil  ［化学］非金属元素　［レベル］４　19

enge  ［色］ベージュ　［レベル］３　kliiz:lakta:語源不詳
enyuul  ［形容詞］貪欲な　［類義語］fanten　［反意語］alyuul　［レベル］３　
20:en/alyuul
enraksan  ［音楽］ノンダイアトニック　21

enreinpamo  ［数学］非線形性　19

enz  ［形容詞］［副詞］できる限り、できるだけ、できうる限り、可能な限
り、精一杯、せいいっぱい、全力で、ひたすら、只管、出来る限り
のことをして、できる全てのことをして、最善をつくして、努力して、
一生懸命、一所懸命、はりきって、張り切って、必死に、真摯に、切実、
痛切な、切に、最大限　［名詞］誠心誠意、最善、ベストエフォート　［レ
ベル］２　14:制 :古 :so enso（できることをする）　［語法］　実際にはほ
とんど副詞で使われる。　【用例】　an lefat enzel. 必死で走った。精一
杯走った。　lan di enz 一人でも多くの人
enzaim  ［色］不透明　［レベル］３　19:melidia alis

enzel  ［アトラスの国家］エンゼル　［レベル］５　19:ridia:褐色の
enj  ［動詞］yulを弄る、弄る、いじる、弄ぶ、もてあそぶ、凌辱する、
せめる、責める　［レベル］２　19:melidia axte:esse/ji

enl  ［名詞］芸、技、技能、特殊能力、アビリティ　［アビリティ］技　［類義
語］lenv　［レベル］３　13:制 :古 :ensoできることが原義　［語法］　envel
en　　・enlと lenv　　enlも lenvもともに先天的に持っているか、
あるいは後天的に身に着けた技能を指す。lenvは enlより規模が細
かく器用な場合に用いる。例えば手品などは手先が器用な技術なの
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で lenvとなる。基板のハンダ付けなども器用さがいる細かい作業な
ので lenvである。有機物の合成も細かい知識を複雑に組み合わせる
ので器用さが必要で、lenvである。　enlは lenvより大胆で大規模
な場合に使い、手先の器用さや技術の精密さなどはあまり問題にし
ない。必殺技やプロレスの技や格闘技の技や超能力や魔法などは enl
を使う。
enlsinsol  ［娯楽］サーカス、見世物小屋　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

enlpant  ［名詞］実技科目　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:lenvpantのほうが
しっくりくるが、lenspantと聞き違えるため
enloitlab  ［名詞］在宅勤務　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

ena  ［名詞］涙　［動詞］yulを泣かす、泣かす、泣く、泣かせる　［レベル］
１　f;eria/na　古 :ena（心の水）　ena:ena:lu reila　【用例】　ena ktol 嘘
泣きする、うそなきする、嘘なきする、嘘泣き、嘘なき、うそなき
　non enat mil na nau. 嬉しくて泣いた。＝うれし泣きをした。　
→ pur　☆ non enat ento tifl ena. 涙が枯れるほど泣いた。＝胸が
裂けるほど泣いた。　tef t'ena 涙の一滴　erka t'ena 眼に浮かべた涙
　nana enar gaaxel 赤ん坊がぎゃあぎゃあ泣いている。　yolx ena 涙
が枯れる、涙を枯らす、泣きはらす
enat  ［代詞］［yunte］自分の、自分自身の　［類義語］nozet　［レベル］１　
20:enna:e nan→ e nante（「自分の」をぼかした奥ゆかしい表現）
→ enant→ enat（脱落）　【用例】　la xenat pof enat tisse. 彼が食べたの
は自分のパンよ。　"yan mirok oktat lond enat a selan tisse" 「それで、
神さまは自分の夢を人に喋ったのよ」
enaxiv  ［名詞］泣き声　［レベル］２　21

enasia  ［生物］角膜　［レベル］４　19:常に涙をたたえているため。
enan  ［名詞］泣かせる人　20:melidia xier

enamesl  ［生物］涙のう、涙嚢　19

enadoer  ［料理］軟水　［レベル］４　19　［文化］　アルバザードの水は軟水。
軟水に向いた和食に相当する料理もあり、おひたしや蕎麦やうどん
も存在する。
enaren  ［地学］アクアマリン　［組み数字］６/１０　［レベル］４　19:涙の宝
石　［文化］　水の魔石。
enaj  ［経済］利子率、利息率、金利　［レベル］４　19:eng/aja

enal  ［音楽］バラード　［レベル］５　21:「涙の曲」
enalt  ［俗語］ノーチェンジ。風俗（デリヘルなど）やネットスラングな
どで使う。　［レベル］４　rd;/　23　【用例】　enalt da, beema. ノーチェン
ジだババア。年齢のわりに若かったり美しかったり見える女性を斜
に構えて賛辞した言葉。
enalor  ［生物］鼻涙管　19

enaerka  ［名詞］眼に浮かべた涙、半泣き、半なき、半べそ、半ベソ、半
ベ　［レベル］２　21

enaelet  ［生物］泣き顔　［レベル］２　19:melidia alis

enim  ［色］無色　［レベル］３　20:e/nim

eniik  ［地名］エニーク　［レベル］４　15:制 :enna/piik（鞘、剣）を切り
詰めたもの。　［文化］　ソーンの使徒ヴァジョの支配地。
eniik(2)  ［アトラスの国家］エニーク　［レベル］４　制　［文化］　面積：
2072346.569348 km^2
eno  ［形容詞］不便な、役に立たない　［反意語］yoa　［名詞］役立たず　［レベル］
２　19:制 :enyol（使えない）　【用例】　baz et eno merel! お前ほんと
使えねー！
enov  ［動詞］yulを不動にする、不動にする、動かなくする　［形容詞］動
かない、不動の　［反意語］ov　［レベル］３　rd;/　24

enovyame  ［運動］エアロバイク　［レベル］４　vl;/　24　［文化］　lukaks

ene  ［名詞］可能性　［反意語］alene　［レベル］２　15:制 :eno（能力可能）
enefia  ［論理］可能世界　［レベル］５　22

enegaia  ［アトラスの国家］エネガイア　［レベル］５　19:ridia:憤る土地（火
山が多い）
enegaian  ［音楽］ショーロ　21:enegaia

enegaiafang  ［植物］カトレア、カトレヤ　［レベル］４　nd;/　23　［文化］　
エネガイア原産で ndで流入。
ev  ［動詞］yulを aに置く、置く、設置する、取り付ける、皿などを並べる、
水などをかける、浸す、挟む、入力する、チャージする、課す　［電算］
インストール　［料理］盛り付ける　［経済］年金や保険などを掛ける、預
金を建てる　［経済］～建て、建て　［シェルト］張る、貼る。テームスにコ
マを張ること。　［反意語］sed　［レベル］１　14:制 :ovn（動かす）　jiji:
jiji　【用例】　an evat luwa al er. 水に足を浸した。　ev gil a kart カー
ドにお金をチャージする　kont eves mark a flel luut, vangardi asmik. 
鎌をリーザの首に架けたままの状態で、ヴァンガルディは問う。
evgil  ［経済］掛け金　［レベル］５　19

evrenx,szd  xen　原義は「薬を飲む」
evrens  ［名詞］メッセージ、伝言　［レベル］２　20:xion:置かれた言葉
eva,szd  sae　< sa/e(eria).l

evan  ［医療］伝染病　［レベル］３　sert　15:制 :ekovil（伝染病）　gongyu
:gongyu
evansil  ［気象］冷たい雨、氷雨、ひさめ、雨、エヴァンシル　［類義語］esk　［レ
ベル］４　szl;eva/siile 「雪のように冷たい雨」
evansilf  ［歳時記］雪精祭　21:雪精　［文化］　elfiine

evanvesk  ［魔法］アルヴェスクの雪、エヴァンヴェスク　［レベル］５　rd;
eva/alvesk　24　［文化］　falxiika

evanj  ［人名］エヴァンジュ　［レベル］６　20　［文化］　(imul 1200:) rdの
アルバザード王。
evanjlan  ［料理］エヴァンジュラン、白雪ワイン　［ユマナ］ボジョレー
ヌーボー、ボージョレーヌーボー　sm;<>evanjlin,szk。例年このワイ
ンの解禁日からそのしばし後にかけて初雪が降ることから、白雪の
槍にかけてこのように命名された。　23　［文化］　smで作られたワイン
の品種。地球のボジョレーヌーボーに相当する。　アシェルフィ地
方の名産で、毎年ルージュの月の使徒週の変わり目辺りに解禁され
る。　その年の新鮮なワインで、日本と違って高価なイメージはない。
むしろ収穫を祝うためのお祭り的な意味で飲まれる一般的なワイン
というイメージである。　もともとすぐ飲みきってしまうために作
られるため、タンニンが少なく、ふつうの赤ワインと違ってそう何
年も持たない。
evanjel  ［軍事］エヴァンジェル、筐堺司　［レベル］５　rd;evanjelin　22
　［文化］　kalkovel

evanjelin  ［アイテム］エヴァンジェリン、白雪の槍　［レベル］５　szk;eva,
szd/jelin,szk　21　［文化］　天馬騎士の持つ槍。目立たないよう、天馬
の色に合わせて白く塗装してある。戦地は雪山が多かったため、白
が敵の目を惑わせた。柄はヒノキやヒイラギなど、リーゼルに自生
し硬度のあるものを用いる。　長さはサヴァンジェが 2 eluaで、そ
れ以外が 1.5 eluaである。戦乙女の平均身長が約 160cmであり、槍の
適切な長さは身長からその倍であるため、やや短目である。これは
天馬が急降下して攻撃するため、一瞬で相手の懐に入れることから
来ている。　騎手は馬が敵にぶつからないよう、右前に槍を放つ。
この際槍が長ければ命中度が上がるように見えるが、実際はそうで
ない。天馬騎士は乙女なので腕力に欠ける。長いと重くなるので取
り回しづらくなり、かえって精度が落ちる。また、槍が重いと馬の
体力も無駄に奪われる。短さは馬の急降下でカバーし　ており、む
しろ短目の槍を使うことで速度を上げている。　柄の断面は円で、
突き刺しに適している。太さは細く、軽い。
evanjelin liizel  ［人名］エヴァンジェリン＝リーゼル　［レベル］５　21
　［文化］　リーファ隊ミルギの本名。
evaz  ［地学］湿地　［レベル］４　16:制 :eva（湿った）
eval  ［名詞］置き場所　［レベル］３　rd;/　23

evi  ［形容詞］乾いた、乾燥した　［動詞］yulを乾かす、乾かす、乾く、
乾燥させる、除湿する　［反意語］eves　［レベル］２　15:制 :eva:古 :eves
（湿った）　【用例】　an evi lax sab kon parp. 服を日光で乾かしたい。　
jent evi at onk fol fil. 長い間、乾燥した天気が続いた。　tu mols
at 10 fei xel an evi nia. 髪を乾かすのに１０分かかった。　an arat 
eviar a nia. ドライヤーで髪を乾かした。　？ eexol es evi ka janl. 
ベランダの洗濯物が乾いている。アルバザードはベランダに干さな
いので不自然。
evit  ［形容詞］間違った、誤った、違う、ちがう、違った、あやまった、
不正な、不正解、はずれ、ハズレ、誤答、正しくない　［類義語］teomi
ir、teona　［反意語］tia　［レベル］１　rd;kt<evide.k　19:evide　evide:ev
ide
evitter  ［普通動名詞］聞き間違い、聞き間違え　［動詞］yulを聞き間違える、
聞き間違える　［レベル］３　rd;/　23　［語法］　fix temと区別→ fix

evitkaxu  ［政治］違憲　［レベル］４　19

evitku  ［普通動名詞］言い間違い、言い間違え、言いまつがい　［動詞］tel（正
しいセリフ）に対して yul（間違ったセリフ）を言う、間違えて yul
と言う、言い間違える　［類義語］evitfoz　［レベル］３　rd;/　23　［語法］
　fix kuoと区別→ fix　【用例】　non nat txu tin mil evitkuk papa tel 
xanxa. 先生って言おうとしてパパって言い間違えて、とても恥ずかし
かった。
evitxen  ［医療］誤嚥　［レベル］５　19

evitvet  ［言語］スペルミス、書き間違えた単語　［レベル］３　19:melidia 
alis
evitfoz  ［動詞］セリフを噛んで yulと言ってしまう、噛む、かむ、言
う　［類義語］evitku　rd;/　［レベル］３　23　【用例】　ensa arik evitfoz im 
volxen. 大事なところで芸人がセリフを噛んだ。
evitdiz  ［法律］冤罪、えん罪　［レベル］４　rd;/　23　【用例】　til{yuv} ev
itdiz on set 殺人の冤罪を受ける
evitlo  ［動詞］yulを aと誤解する、誤解する、勘違いする　［普通動名詞］誤解、
勘違い　［レベル］３　19:melidia axte　［文化］　誤解は聞き手と喋り手の
どちらか、或いは両方の責任で起こる。どちらの責任であるか追及
すべきところはするが、まずは何が誤解であるかを説明するのが先
である。追求は後で行う。誤解をしている以上、どこかで別の理解
をしているはずである。ゆえに両者が交互に一つずつ情報を最初か
ら言っていけばそのうち誤解が見つかる。自分が言ったことに対し
て相手が「それは違う」といったり、その逆が起これば、それが誤
解している点である。まずはこうして誤解している点を見つけ、誤
解を解く。その上でなぜその誤解が起こったのかを考える。誰が原
因で何が原因か分かれば次回同じ間違いをしにくくなる。その上で
責任を問いたければ問うがいい。誤解を解く際に自分が間違ってい
るのではと心配して協調的に誤解を解き合わないのは良くない。日
本人はこういう解きあいをしないが、アルバザードではこの解きあ
いは日常的である。
evitloki  ［動詞］yulを aと誤解する、誤解する　［普通動名詞］誤解、勘違
い　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　evitlo

evita  ［名詞］トーナメント、大会、競技会　［レベル］４　rd;eiv/ita「決
闘会」　24　［文化］　神代から行われていた競技会のこと。元は神々が
強さを競い合うために余興として行った遊びで、勝ち残り式トーナ
メントで優勝者を決めるというものであった。　それが人類にも伝
わり、smでは貴族の間で槍を使った馬上試合などが行われるように
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なった。　現在でも部活動や試合などで勝者を決める際に行われる。
　【用例】　im evita t'alis, ans jig sen gekvav le fe ar, tal so velant po
nsgek im tu t'axte. 秋の大会ではそれぞれどの球技をするのか選べる
が、春の大会ではバレーボール一択なのである。
evitin  ［普通動名詞］見間違え、見間違い　［動詞］yulを aと見間違える、
見間違える　［レベル］３　19:melidia alis　［語法］　fix insと区別→ fix

evikuo  ［医療］口腔乾燥症　［レベル］６　19:seren

evis  ［名詞］見立て　［動詞］yulを aだと見立てる、見立てる　［普通動名詞］
見立てること、見立て　［レベル］４　rd;kev/ins「喩える目」が音変化
していったもの。　24
evisaaz  ［医療］シェーグレン症候群　［レベル］６　19:ridia:「乾いたおば
さん」。４０～６０の中年女性に多く、涙や唾液の分泌に障害が出る
病気であることから
evin  ［動詞］yulの悪いところを見る　［反意語］paak　［レベル］３　20:evi
de/in（悪を見る）　【用例】　min alxa evin fi le lu sin. 女は嫌いな相
手の悪いところばかり見る生き物だ。
evide  ［名詞］悪、悪事　［形容詞］悪の　［形容詞］からかい半分で「悪いお
人」などというときの「悪い」　［反意語］propaata　［レベル］２　f;viの
部分は vel（闇）？　赤　evide:evide　［語法］　propaata　【用例】　t...til 
naki txa. こ、困りんす。　myun xinx tyu ken mian tyan txa? __ dyu
xxou, txia te evide vik yanna.　わっちにも見せてくれんかや？――
ヌシさまは悪いお人。　（『狼と香辛料』賢狼ホロ）
evipol  ［地学］乾燥帯　［レベル］４　19

evil  ［医療］膏薬、貼り薬、はり薬　rd;/「置く薬」　24

eviar  ［名詞］乾燥機、除湿機、ドライヤー　［レベル］２　19:xion

eviins  ［医療］ドライアイ　［レベル］５　19

eviems  ［化学］乾性油　19

evo  ［動詞］yul（場所など）を警備する、警備する、警邏する、警戒する、
巡回する、パトロールする、見張る、見回りする、見回る　［普通動名詞］
警備、見回り、警邏、警戒、パトロール、見張り　［類義語］kets　［レベル］
３　15:制 :eve:15:制 :古 :homyuvas門番
evokad  ［政治］夜警国家、消極国家　［レベル］４　19　［文化］　アズゲルか
らカコまで採用されていた主義。国民一人一人が強力なヴィードを
使えていたため、国家は最低限の管理しか要求されなかった。セル
メルで崩壊。絶対王政に変わっていく。
evom  ［名詞］置き方、並べ方、配列、配置　［娯楽］［軍事］布陣　［レベル］３
　22　【用例】　evom ivn 脆弱な兵士の配置
evoan  ［名詞］警備員、守衛　［レベル］３　19:melidia alis　［文化］　守衛所
は駅員室と変わらない。改札を見張る環境と、来訪者を取り次ぐ環
境のある部屋である。彼らは不審者が入ってくるのを防ぐという重
要な役割を担っている。常に二人はいる。片方が誰かの相手をして
いるときに別の誰かが忍び込まないようにである。だから仮に二人
一度に守衛室に来ても、必ず一人しか客に対応しない。二人いるか
ら独りずつ対応するというわけにはいかない。それが罠かもしれな
いからである。二人が対応すればその間改札は誰も見張らない。こ
れは危険である。守衛はその役割からしても、客を待たせてでも住
民の安全を守らなければならない。だから二人客が来ても一人しか
対応しない。これは規則である。
evooma  ［動物］番犬、門番　［レベル］３　22

evoez  ［名詞］守衛室　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt

evet  ［物理］起電力　［レベル］５　19:atevtev（電流を起こすための電圧）
eves  ［形容詞］濡れた　［類義語］giikket、serip　［反意語］evi　［レベル］２
　古　［語法］　evesは濡れている。seripは湿気を帯びているだけで、
ぐちょっという感じではない。　【用例】　an emat eves ati kal man keklat 
hacn amol esn ant. 友達と傘を一緒に使っていたら少し濡れてしまっ
た。
evem  ［名詞］設定、シチュエーション　［レベル］３　19:seren:evmesa:19
:ridia:arbaxelt:置かれた環境　【成句】　☆ (fit) evem del ～というこ
とにする、～ということにして　【用例】　an fitat evem del an til efa 
im fis. 今日は風邪ということにした。　tu et evem del vaik e my
uul xa mol tier. ミュール大陸は部分的に海の底ということになって
いる。
evel amanze  ［人名］エヴェル＝アマンゼ　21　［文化］　ファミイ＝クル
ノースの夫。
eft  ［動詞］yul（物）を i（人）から盗む、yul（人）から on（物）を
盗む、盗む、盗る　［普通動名詞］盗み、物取り、物盗り、窃盗、盗難　［レ
ベル］２　15:制 :oft（奪う）　［語法］　壁塗り構文と同じく、yulの種類
によってyul以下の格が変化する。　【成句】　kalma eft 手癖が悪い　【用例】
　☆ an eftat yu on gils sin = gils eftat yu it an = xe eftat an on 
gils = xe eftat gils ant = xe eftat gils it an 財布を盗まれた：内容
的に迷惑なのは明らかなので sinはあってもなくてもよい。ただア
ルカに間接受身はないので、yuの有無によって迷惑感の有無は変わ
らない。迷惑感は sinで示す。とはいえ、この文の場合は sinがな
くても文意から明らかに迷惑なので sinを省いても構わない。なお、
一番自然なのは an eftat yu on gils sinか xe eftat gils ant sinであ
る。前者の場合、盗まれた自分の惨状に目が行っている。後者の場合、
盗んだ犯人めコノヤローという視点になっている。
eftan  ［法律］泥棒、空き巣　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　セキュ
リティがしっかりしていることと、大家族なので常に誰かが家にい
ることと、そもそもアルバザードに貧困者が少ないことから、泥棒
はまず入らない。泥棒が入れば警察に通報し、捜査してもらう。盗
まれたものの代金は犯人が見つかれば犯人に払わせる。もし見つか
らなければ保険会社に払わせる。だから当然警察は自作自演の泥棒

でないかの疑いを家族にかけ、慎重に捜査する。レインは一人暮ら
しの少女だったため、あっさりネブラに侵入された。ネブラが侵入
できたのは彼も特殊な地位にいたからである。さらにレインは紫苑
のことを隠していたので警察に連絡できなかった。
efa  ［医療］風邪、かぜ、カゼ、感冒　［レベル］２　13:制 :ef（寒い）　【成
句】　efa e ryuu 医者の不養生　【用例】　aa, an til em efa aluutel man ar 
oho. 咳が出るので風邪を引いたに違いない。　an tilat sat efa. 風邪
を引きそうだった。
efagalt  ［生物］風池→ fongar　［レベル］６　21

efalfia  ［生物］風府　21:efa/alfia

efaaxte  ［気象］花冷え　［レベル］４　19:風邪を引いた女神　［語法］　春先に
急に寒くなること。アシュテが風邪を引いたせいで起こる。　【用例】
　efaaxte sil sod im tu soot tex porklak. 今週は花冷えが予想される。
　☆ tu et daz a miina em mans, tal efaaxte et dot. 花の咲く季節だが、
花冷えが厳しかった。　im tu faar, non leinat sab e xier mil na 
efaaxte. 朝、花冷えがしたので冬の服を羽織った。
efo  ［生物］海綿　［レベル］５　13:制 :古 :efuto(水を取る )

efop  ［動詞］yulを凍らせる、凍る　［普通動名詞］冷凍　［レベル］２　16:
制 :ef/sop（固体）　【用例】　an efopat melik ka sorttemk lana kui tu im 
xier. 冬にイチゴを食べようと思って冷凍庫で凍らせておいた。　tu 
at sort efopel. 凍てつく寒さだった。　an vortat sat man tu et sort 
yun an efop yu. あまりに寒くて凍え死にそうだった。　tu at xep 
o kin xel an sed sae man sae es efop. 雪が凍ってしまって、雪かき
が大変だった。
efopbel  ［料理］冷凍食品　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　アルバ
ザード人は好まない。
efe  ［名詞］スポンジ　［レベル］２　13:制 :efo

efeifa  ［生物］海綿動物門　［レベル］６　22:スポンジのような動物門
em  ［動詞］yulになる、なる、成る。et miyuと同じ。　［接尾辞］複合語
に使い、「～化」の意味。　［法副詞］～になって。変化を指す。　［動詞］
連動詞として使い、変化の段階を示す。　［レベル］１　18:mel:et ma。ア
ルカには元々ナル動詞がなく、ナルを示すには et maというように繋
辞 /変化の副詞で表していた。emは et maが短縮されたもので、口
語から生まれた新たな動詞。　:::milu,alt　［語法］　仮に etと聞き違え
ても、そこまで意味に大差がないので、通常、問題は起きない。　
　＜変化の段階を示す用法＞　el stent vil le font（あの道は渡れ
ない）　el stent vil em le font（あの道は渡れなくなった）　el em 
sat stent vil le font（あの道は渡れなくなりそうだ）　el em kit ste
nt vil le font（あの道は渡れなくなりはじめた）　el emar stent vil 
le font（あの道は渡れなくなっているところだ）　el emik stent vil 
le font（あの道は渡れなくなった）　el emes stent vil le font（あ
の道は渡れなくなっている）　miyuの場合、emikと emesの両方を指
す。　＜派生語＞　形容詞→動詞　接尾辞 em。ただし省略するのが
通常。 　「～化」という名詞用法にしたい場合は emは省略できない。 
　kaiem（大きくする） 　この emは省略できるが、「巨大化」という
名詞用法の場合は emを外せない。 
em(2)  ［接尾辞］行為無相を示す。開音節には m。　［レベル］２　19　［語法］
　yuonif
emt  ［形容詞］悲しい　［反意語］nau　［レベル］２　14:制　namo:namo　［文化］
　悲しみの表現は日本人から見ればやや大げさである。泣いたり声
を出したりする。手で顔を覆ってうなだれたりする。アルバザード
では悲しいことが起こると一人で引きこもる。少し自分一人で気持
ちの整理をつける必要があるからである。そのうち家族や友人や恋
人が見舞いにいき、愚痴を聞いてやる。日本では引きこもる人をす
ぐ追いかけることがあるが、アルバザードではとりあえず一人にす
ることが多い。但し、このままどこかへ消えてしまいそうな神経の
細い人の場合、恋人などは決して一人にさせないで付いていくこと
が多い。　一通り嘆き悲しんだらぱっと気持ちを切り替えて客観的
な反省を始める。負の感情をエネルギッシュに出し切ったら今度は
冷静に何がまずかったのかを考える。こうして反省して次回の教訓
にすることで、悲しみを利益にリサイクルする。アルバザードはこ
うしたただでは転ばぬ精神を培っている。　【成句】　emt e leyu 愛別
離苦　【用例】　im fis, an nat emt alka lot lfis ant. 今日が人生で一番悲
しい日だ。　☆ an sit mel len na emt. 悲しみに暮れている場合で
はなかった。　la et emt yun. 彼は悲しそうだ。　☆ la nektates nos 
na emt in. 彼は人知れず悲しみを抱えているようだった。　non nat 
emt ento ena kit. あまりに悲しくて泣きだしてしまった。　an nat 
emt kont na nau im kok. 喜びと悲しみが入り混じった気持だった。
emtkyo  ［名詞］悲劇。メタファーとして使う場合は emtkloaのほうを使う。
　［類義語］emtkloa　［レベル］５　rd;/　24

emtkloa  ［名詞］悲劇。メタファーとしての悲劇。　［類義語］emtkyo、
verdi　［レベル］４　rd;/　24

emk  ［動詞］yulを aに洩らす、洩らす、洩れる、もれる、漏れる　［動
詞］yulを aにバラす、バラす、暴露する、バレる、秘密を漏らす、情
報を漏らす、秘密を洩らす、洩らす、漏らす　［レベル］２　13:制 :古 :e
mok　［語法］　こぼれるではなく、もれる。塞いでいたものが出て行く
ことを指す。穴が開いて水が漏れるなど。　【用例】　er es emk i siaj. 
天井から水がもれている。　emk rens{vet} 言葉を漏らす、無意識に
言う　esk and emk apot yameka fremen lopn ati di fuo. 駅の駐輪場
の雨漏りが酷い。
ems  ［名詞］油、脂肪、オイル　［名詞］［形容詞］余計な、邪魔な、余分な：
ems alen fapxの略　［レベル］２　13:制 :古 :emyu（油）　emyu:emyu　【成
句】　ems a(len) fai 火に油　ems ont eria 油に水。日本語の成句と同
じ意味。　【用例】　fit{ev} ems 給油する、油を差す
emssedmas  ［美容］油取り紙　［レベル］４　21



435 eganemsmas
emsmas  ［美容］油紙　［レベル］５　21

emspitm  ［医療］脂肪肝　［レベル］５　19:英語のような jaxではいけない。
肝臓自体が膨れてないといけなくなる。
emsron  ［物理］油圧　［レベル］５　rd;/　24

emsliti  ［生物］脂腺　21

emsleis  ［芸術］油絵　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

emsa  ［地球の国名］サウジアラビア　［レベル］５　古 :油の国
emn  ［化学］ビニール。日常的にはポリ塩化ビニルおよび軟質プラスチッ
クを指す。　［レベル］２　lakta:｢ 色のない油 ｣　［語法］　英語はビニールを
プラスチックと称することが多いが ,アルカはビニールはビニールな
ので日本語に近い
emna  ［化学］ビニル基　19

emnesn  ［名詞］ビニール傘、ビニ傘　［レベル］２　vl;/　23　［文化］　ビニ傘
は日本では一般的だが、世界的にはそうではない。アルバザードで
は公共傘として道端に設置されているものがビニール傘になってい
る。
emf  ［料理］［動詞］yulを炒める　［レベル］２　14:制 :古 :emyufai（油で焼く）
emb  ［サール］エンブ　［軍事］要塞　［レベル］３　gil:古　［文化］　生きてい
る要塞。サールであり、自動で外敵を排除するシステムを持っている。
emyu  ［化学］脂質　rd;emyu,fv.axek　24

emyu,fv  ems
emyutahank  ［化学］脂質二重層　rt;/　24

ema  ［代詞］［amma］アタシ、あたい　［レベル］１　21:kliiz:mama

ema(2)  ［言語］篇、アルハノンの篇　［反意語］ema　［レベル］５　20:e（左）/
main（体）
emak  ［化学］パラフィン　［レベル］６　19:ryuu:en/mako（親和しない）
emalzir  ［名詞］神仏混合、エマルジール　［アクセント］emalzIr　［レベル］６
　20:古レスティル「よく混ぜた」　［文化］　yuuma 5576 先の戦いで戦
功があったのは主に召喚士で、召喚士の地位が高まっていき、宗派
を越えて召喚士そのものの地位が高まっていった。召喚士同士の横
の繋がりのほうが宗派よりも重要視されるようになり、ほとんどの
人間は各宗派の違いよりも職業の違いを意識するようになった。こ
の状態を受け、関白メリウセルは日本でいう神仏混合（エマルジール）
を行い、アルテもサルトも漠然と崇める対象と広く定義し、アルテ
の存在を認めない神商会に対しては「このアルテは原初に存在して
分裂したアルテのことで、概念でも唯一神でもない」と説明し、飲
ませた。神商会としてはエマルジールを行うことで富国強兵になり、
体よくサルト教とアルテ教を吸収できると考えた。この時代は昔ほ
ど宗派の違いが重要でなく、召喚士や魔導師といった階級のほうが
重要視されたため、メリウセルは新しい風潮に合わせて宗教理念を
柔軟に解釈した 
emi  ［形容詞］～の野郎、～のやつめ　［文末純詞］～しやがる　［レベル］１
　古 :emi,emii（野卑のエクスプローダー）　［語法］　卑称の一つ。制
アルカは呼び捨てが中立的なので、呼び捨ては嫌いな相手を罵る言
葉にはならない。従って必然的に卑称が生まれるが、そのような卑
称は呼び捨てが罵りになる日本語には訳せない。emiは卑称であり、
名前の後ろに付く。あえて日本語にするなら ｢～のやつ ｣とか ｢～
のやろう ｣に当たる。
emit  ［生物］ドメイン、超界、域　［言語］語族　［レベル］５　19:amatの母音
を変化
emik  ［動詞］yulを aにたなびかせる、たなびかせる、翻る、たなびく、
漂う、なびく、靡く、なびかせる、靡かせる、そよぐ　［レベル］２　16:
制 :emiir/ke　【用例】　la lefat kont nia laat and emik. 彼女は髪の毛をな
びかせながら走った。　nia emik なびく髪
emiko  ［料理］豆乳　［レベル］２　rd;henmiko,alt.xik「大豆の水」　22　［文化］
　rdで伝わった。南部ほどよく飲まれる。vlで linxen yuuanが広め、
現在では北部でも飲まれる。
emix  ［植物］杉、ヒマラヤスギ、セイヨウスギ　［レベル］３　古
emis  ［サール］エミス　［形容詞］わがままな、自己中な、自己中心的な、
利己的な、思いやりがない、傍若無人な、勝手な、身勝手な、都合
のいい　［反意語］yufi　［美容］おだんご頭、おだんごの髪型　［魔法］エ
ミス。闇の低位黒魔法。術者の目を見ると身動きが取れなくなって
しまう。術者が対象から目を逸らすと解除される。ちなみに、術に
かかっている方は、瞬きができないので目が痛い。　［人名］ルシアの
悪口 :20:mel　［レベル］３　ridia:古。歯音がなくなったので同じ語に統
合された。　［文化］　昔の中国の貴族のような格好をした幼女のサー
ル。袖の長い赤いチャイナドレスを着て、長い黒髪を頭のてっぺん
でお団子のように左右２つ結っている。ややつり目で気が強そうに
みえ、眉は細いがりりしく、口元はきゅっと締まっている。漆黒の
瞳で睨むと相手は途端に身動きが取れなくなる。見た目は７歳程度。
性格はとてもわがまま。　【成句】　emis xal emis エミスは何年生きて
も自己中なまま：三つ子の魂百まで　【用例】　an at emis man kut gaato 
ok vandol namo a la. あんなふうに彼女に向かって話すなんて私は思
いやりがなかった。
emis(2)  ［人名］エミス　［組み数字］７/１４　［レベル］４　古 :emiSで、語
源不詳。　［文化］　第４期３代アルシェ第７使徒。
emisklos  ［普通動名詞］自己主張。ネガティブに使う。　［レベル］３　22

emisnia  ［美容］おだんご頭　［レベル］２　19

emisvand  ［普通動名詞］八つ当たり、やつあたり　［レベル］２　19:エミス
のようにわがままに人を攻撃する　【用例】　an emisvandat lax fi. 誰か
に八つ当たりしたかった。
emislil  ［化学］ガドリニウム　18:制

emina  ［植物］しだ、シダ　［レベル］４　16:e/mina（al/miina)。花の咲かな
い植物の一種
emir  ［魔法］エミール、妖術　［レベル］４　19:ridia:emiil　［文化］　アル
トの一種。妖精族が編み出した独特な魔法体系。基本的に錯乱させ
たり混乱させたりといった、惑わす系の魔法が多い。操る魔法もある。
人間に悪戯をする矮小な魔法から、人を騙す悪質なものまである。
emiran  ［魔法］妖術師　［レベル］４　19:ridia

emil  ［代詞］［amma］アタシの、あたいの　［レベル］１　21:kliiz:emma。触媒と
交替。
emilio  ［死神］エミリオ　［レベル］４　meltia 291:luno;e　20:ridia　［文化］
　死神族の少年。双子の妹ミスティと常に行動している。二人合わ
せて四天王と同じ程度の強さ。合わせ鏡から生まれただけあって、
妹と容姿がまるで同じである。どちらも髪は黄色く、長さはセミロ
ングで、ツンツンはねている。セーラー服を着て生まれてきた。鎌
を持たず、エミリオは金の、ミスティは銀の横笛を持っている。　
彼らのセーラー服は上が白のブレザーで、水色い菱形のネクタイが
付いている。下はスカートで、こちらも色はネクタイと同じ水色で
ある。
emii  ［rente］［文末純詞］よくも～したわね　［レベル］１　古 :emi,emii（野
卑のエクスプローダーの女性形）　［語法］　野卑の文末純詞。seerと逆
の意味。感謝どころか怒っていたり恨んでいたりすることを表わす。
emiiria  ［地名］エミーリア海　［レベル］４　20:ridia:妖精の水　［文化］　
フィーリアの東の海。アルダ南西、エルトア西。
emiil  妖精　19:ridia/seren/mel:er/miil（水に浮かんだリボンのよ
うに舞う）　［文化］　妖族と人間の交配種。エルトア発祥で、精霊同様
エルトアの森にひっそり暮らしている。踊りが好きで、好奇心が強く、
性格はのんびりしていて明るい。髪は透き通るような黄色で、薄く、
縮れている。服はやはり薄布をまとっている。アシェットではミル
フが妖精の一族の出。
emo  ［名詞］源、ソース、元、もと、元凶、源泉　［数学］根、ルート　［格詞］
～のおごりで、～のソースを利用して、～にちなんで、因んで、ち
なむ、～することによって、～を根拠として、～の結果　［格詞］～を
親として　［反意語］keet　［レベル］２　古 :emo（低いところにある水）　［語
法］　＜～することによって＞　「～することによって」は manと vol
の間のような語義。volと違って動詞句と vol句がイコールではない
が、emo格が man格の成立要件であることは確か。逆に manと違って
emo格は動詞句の原因ではない。　el vaxt sen yuu emo na pesにお
いて、まず、volでは意味が通らない。manにしてしまうと「悩めば
ゼロを解決できる」＝「悩むから何も解決できない」という意味に
なり、悩むことが確定条件になってしまう。olだと条件ぽくなって
しまう。そこで emo。　＜ルート＞　ルート２の三乗根は viemo ta。
３ルート２は vi emo ta。発音に注意。
emovoxn  ［医療］ｉＰＳ細胞、人工多能性幹細胞　［レベル］５　20:源泉細
胞
emovent  ［経済］源泉企業　19　［文化］　→ vent

emoz  ［動詞］yulを煎って aにする、煎る、スクランブル、いる　［レベル］
３　19:制 :ems/loz
emoen  ［接続詞］emo　［レベル］３　21

emet  ［電算］ソース、ソースコード、コード、原始プログラム　［レベル］
４　rd:ryuu;emo/te　23
emel  ［化学］触媒　［レベル］４　21:kliiz<emil:13:制 :elis

emelvelf  ［医療］心嚢水　19

edmelvi  ［経済］弱肉老食　［レベル］６　al;flaiavomをもじって edgard/me
lvigardから作ったもの　23　［文化］　alでは老人が国民の資産の過半数
以上を保有しており、中高年の雇用を守るために若年層が犠牲になっ
てきた。その上少子高齢化で若者の社会保障の負担は増えるばかり
であった。その事態を皮肉って弱肉老食という言葉が生まれた。
edgard  ［軍事］新兵、リクルート、エドガルド、エドガード　［レベル］４
　mt;'ett/gard　22　【成句】　edgard sake melvigard. 新兵が老兵を先導
する：負うた子に教えられて浅瀬を渡る
eda  ［名詞］リスト、表、メニュー、名簿、目録　［料理］献立　［類義語］
elen　［反意語］zet　［レベル］２　古
edat  ［親族］祖母、おばあさん、おばあちゃん　［レベル］２　19:enda/eeta

edaslez  ［電算］２ｃｈ型掲示板、憩いの場型掲示板、掲示板　［レベル］４
　19:ridia:arbaxelt
edan  ［親族］おばあちゃん　［レベル］２　19:ridia:edat

edis  ［動詞］yulをずらす、ずらす、はだける、はだけさせる　rd;en
di/so　23
edinbala  ［植物］菩提樹、リンデン　［レベル］５　me

edial  ［地名］エディアル　［芸術］グロテスク　［レベル］５　zg | sm;エディ
アル地方で発達した芸術技法であることから。　23　［語法］　グロいと
いう意味はない。　［文化］　イルケア南部の都市。
edion  ［地学］エディオン大陸　［ユマナ］パンゲア大陸　［レベル］５　古 :
制までは大陸の名だったが、新生では定義されなかったので、パン
ゲアとして利用することにした。
edo  ［経済］財団　［レベル］４　rt;se/doa　23

ede,alt  jen　edel,f.l

edel,f  jen　f;e

eg  ［感動詞］しくしく、えぐえぐ、えぐっ、うぐっ　［レベル］２　古 :ag
の仲間で、嗚咽に使われた
egxiv  ［名詞］嗚咽　［レベル］３　22

egan  ［動物］カモメ、鴎　［レベル］３　lakta
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ego  ［化学］石灰　［レベル］３　meltia 8:gilius;e　16:対の意識が弱いので
残した。
egodol  ［地学］鍾乳石　［レベル］３　19

egowam  ［地学］鍾乳洞　［レベル］３　19　［文化］　ベルフェ南西部のカサン
テ鍾乳洞が有名。
egoado  ［地学］方解石、石灰石　［レベル］３　meltia 8:gilius;/　19

ege  ［地学］大理石、マーブル　［レベル］３　古 :ege（水の円＝水玉）　［文
化］　日常的には、高級な壁やテーブルなどに用いられる。
egeg  eg
epn  ［建築］廊下　［レベル］２　14:制 :ezpon（部屋と部屋を繋ぐ道）　［文化］
　部屋と部屋を繋ぐ床で、日本と変わらない。フローリングが基本
である。学校の廊下は幅広く、ぶつかる心配がない。かといって走
るのは禁止である。廊下には各地に消火栓がある。また、廊下と教
室の境には上方にプレートがあり、何番の教室か分かる仕組みになっ
ている。日本と同じである。つまり、教室のドアの上のところに何
年何組と書いてあるのと同じである。教室のドアはスライドドアで
はなく、押して入るドアである。出るときは引く。生徒の往来が激
しい休み時間中はドアを開放しておく。開閉があると廊下から入っ
てきた人によって出ようとした人がドアに吹き飛ばされて怪我をす
るからである。それでも冬などの寒い時期はドアを閉めておきたい。
そのほうが寒くないし暖房代もかからないからである。そこで大抵
のドアは透明で、中が透けて見える。しかし、外から見えるという
ことはドア側の生徒がいつも誰かに見られるような不快感を覚える
ことにも繋がる。教室内のプライバシー保護の点もあり、教室のド
アは休み時間は透明だが、授業中になると自動で曇りガラスに変化
するようになっている。
epi  ［被服］ピン、留めピン、留め具、留め金、止めピン、割りピン、
画鋲　［電算］フラグ。チェックする必要がある場合は作業工程表に目
印としてピンを刺しておいたことから、それが電算の世界に転じて
使われるようになった。　［レベル］２　14:制 :sad:evpin（留める針）　［文
化］　日本に見られる金色で扁平な画鋲は存在しない。１００均で売っ
ているようなピン。ただし針は丸でなく、Ｌ字型をしている。これ
は刺した後にグラグラしないためと、壁に開いてしまう穴の面積を
狭くするための工夫。取ったときに壁が汚くならないように配慮さ
れている。　【用例】　ev epi フラグを立てる　epi es ev danel = (tu) 
epi et dan フラグピンコ立ち、フラグ立ちまくり
epitesi  ［名詞］ピンマイク　［レベル］５　vl:/　23　［語法］　胸元や襟裳に
装着する小型マイクロホンのこと。
epiklap  ［美容］シングルピン　21

epidolk  ［被服］ブローチ　［レベル］３　14:制 :ピンの飾り
epo  ［植物］ニレ、楡　［レベル］４　古
epet  リベット　21:epi/te

ebcanz  ［軍事］格闘兵、エブランズ　［名詞］格闘家　［レベル］３　zg;vm　
21　［文化］　ノアを駆使する兵科。主にヴェマのものが有名。
eba  ［動物］水牛、スイギュウ、バッファロー　［レベル］４　13:制 :古 :ebak
（水辺の牛）
ebi  ［名詞］バケツ、桶、おけ　［レベル］２　15:制 :古 :ebuusa（桶）
ebisoft  ［普通動名詞］バケツリレー　［レベル］３　rd;/　24　【用例】　lizlan 
sein arat ebisoft a faivatai. 村人たちは火事に向かってバケツリレー
をした。
ebiloho  ［アイテム］バレルヘルム、グレートヘルム　rd;/「バケツ状の兜」
　24　［文化］　smで作られた。
ebe  ［形容詞］そのままの、未加工の　［形容詞］無修正の　［料理］［形容詞］生の、
生　［料理］漠然と刺身料理← ebeeli, ebeyek　［レベル］２　20:制 :ebel（未
調理）
ebeyek  ［料理］肉の刺身→ ebe　［レベル］３　20

ebeeli  ［料理］刺身→ ebe　［レベル］３　20　［文化］　アルバザード人が
生で食べるのはマグロのカルパッチョのみ。ルティア人は醤油にわ
さびで色々魚を食べる。　【用例】　dunex et beska fai ont ebeeli im 
fis ter. 今日の夕飯はうなぎの蒲焼きと刺身らしい。
eha  ［料理］ビュッフェ、スナックバー、軽食用カウンター　［レベル］３
　古 :eha（台）　［文化］　ホテルや長距離列車などにある。
eho  ［医療］血栓　［レベル］４　19:erihoho　［文化］　心臓病と連想される。
eheh  ［感動詞］えへへ　［レベル］２　21

eyo  ［文末純詞］［milia］～かなぁ　［レベル］１　古 :eyo。リディアが使いは
じめた文末の疑問辞。　:::mayen,alt　［語法］　その文の真偽に対して不
確定であるというムードを表わす。　　・丁寧語　　eyoは miliaは
anneyoで yunkは anxii。
eyon  ［文末純詞］［rente］eyo　［レベル］２　18

eyoo  ［文末純詞］［rente］eyo　［レベル］２　18

eyut  ［化学］うわばみ、上ばみ、上澄み、うわずみ　［動詞］yulを aに
浮かせる、浮かせる、浮く　［類義語］mont　［反意語］oyuk　［レベル］３　
19:ridia:eryulo。最後に tが来ているのは、沈澱を作るときにメルテー
ブルに乗せやすくするため。
eyuttaf  ［化学］デカンテーション　19

eyunte  ［名詞］エユンテ。ユンテ以外の位相を指す　［レベル］２　20

er  ［名詞］水、湯　［類義語］fler、axer、alir、xiria、eria　rd;<vx　［レベ
ル］１　19:古 eria。l,rの音がセレンにとって異音であったころ、セ
レンの影響を受けて使徒は合成語中で e,elと省略していたが、単体
では常に eriaであった。eriaの語源は不詳。　eria:eria:la reila（火
の対）:miko,alt maim,md er,vx　［語法］　水もお湯も erになりうるので

注意。温度で分ける場合は flerなどを使う。erは総称としての水。
語形が短すぎるので口語では eriaを使うこともある。　［文化］　水は
無色透明ないし青と思われている。水自体は無色透明であることが
認識されているが、海や湖などは光の関係で青く見え、水を象徴す
る色として青が採用されている。　【用例】　pot er 水中で
er,fv  kit　ker.k

ert  ［名詞］エルトの一族、白幻神　［生物］エルト属、白幻神属　［形容詞］
エルトの～。敬称。　［レベル］２　fv;elt.k　17:制 :古　elt:elt:lu alies→
alies,szd　［語法］　→ apt, est　○名（前置）　×姓　○男女　○単体使用
/名詞用法
ertsel  ［歳時記］エルトの日　［レベル］３　21　［文化］　ful ket。エルトの女
王ルフェルの誕生日で、休日。
ertan  ［魔法］エルト召喚士　［レベル］４　19:ilmus:ridia

ertesl  ［名詞］水力発電　［レベル］４　rt;/　24　［文化］　水力を動力として
利用したものは神代からあるが、発電に用いたのは rtになってから。
erteslka  ［名詞］水力発電所　［レベル］４　rt;/　24

ertel  ［化学］［形容詞］疎水、疎水性　［化学］疎水基　rd;/　24

erk  ［名詞］タイプ、系、系譜、系図、類型　［レベル］３　14:制 :古 :eri（血）
から。血液型がタイプという意味に変わっていった
erkfel  ［言語］類型論　［レベル］６　19

erka  ［名詞］井戸　［名詞］水飲み場　［レベル］３　古 :erka← eriakal（水の場所）
　【用例】　erka et moa evi merel. 井戸はもうすっかり枯れてしまった。
erkaxa  ［名詞］海図、航海図、水路図、チャート　［レベル］５　rd;/「水の
地図」　23
erkamala  ［料理］もんじゃ焼き　［レベル］３　nd;/「水のお好み焼き」　23　［文
化］　日本とは逆でお好み焼きの後に開発された料理。流入はお好み
焼きと同じく nd。
erkotan  ［農耕］たんぼ、田圃、田んぼ、圃　［レベル］２　19　［語法］　水を張っ
て稲を作る畑のこと。アルバザードだと稲は主要な作物でないため、
たんぼは単純語にならない。
erke  ［地学］大河　［形容詞］～河。前置。　［類義語］erei、reis　［レベル］
２　19:erke（水が行く）
erkekad  ［地球の国名］パラグアイ　19:グアラニー語で「大きな川」らし
い
erx  ［建築］風呂、バス、バスタブ、風呂釜、浴槽、浴そう、浴室　［動詞］
yulを風呂に入れる、風呂に入れる、風呂にはいる、風呂に入る　［レベル］
２　13:制 :古 :eruxilo（水の家）　［文化］　アルバザードは大家族が多く、
長風呂を好むため、一緒に入ることが多い。風呂は浅く、広い。温
めで半身浴をする。シャワーはあまり好まない。大家族が多いので
水がもったいない。また歴史的にもカノイがイムル２２年に公衆浴
場を作った名残があるため、風呂が人気。一緒に入れるのは血族のみ。
婚族は不可。つまり父が娘と入るのはＯＫだが、弟の嫁とは入れない。
ただし、娘と入るのもせいぜい１０才まで。さらに言えば父親は娘
に男女の体の違いを指摘されるのを嫌うため、息子と入ることを好
む。兄と妹など、兄弟もＯＫ。だがやはり１０才くらいまで。逆に
７歳未満の子供を一人で入らせるのはとても危険。これは嫌だろう
が面倒だろうが親兄弟が責任を以って入れるべきとされる。　【用例】
　ol el ev er a main ka erx, son den ev tu i lank, man tu vand sen 
erim. お風呂で水をかけるときには左からかけてはいけない。心臓
によくないから。　an ket erx askel xi net. 起きてすぐ浴室へ行った。
　xe xat erx. 浴室に誰かいた。　an gonat omi t'erx kont vier lu 
leev atu vadel. 彼に浴室から早く出るよう言いながらドアを叩いた。
　an tilat diina ka erx oken er di kax miktel man an et ani tinka. と
ても疲れていたのでお湯をいっぱいはった風呂でゆっくりした。　an 
erxat ok er hart. 熱いお風呂に入った。
erxflos  ［被服］バスローブ　［レベル］３　21

erxmait  ［名詞］バスクリン、バスソルト　［レベル］２　19　［文化］　入れる
人と入れない人が半々程度に分かれている。塩で済ませる人もいる。
化学物質を嫌う人は入れない。
erxhia  ［名詞］バスソルト　［レベル］２　19

erxrob  ［名詞］風呂の蓋　［レベル］２　22

erst,szd  est　eeste

ersipt  ［化学］水蒸気→ sipt　［レベル］３　20

ersiptsisp  ［化学］水蒸気蒸留　［レベル］４　20

ersenti  ［料理］ざる、ザル、笊　［レベル］２　19

ersel  ［名詞］水の日　［レベル］４　21　【成句】　min aaj ersel 女が水の日を
選ぶ：生理のため、カップルなどは水関連のスケジュールは女性に
合わせるというマナー。団体行動では鑑みない。特に恋愛前の男女
ではよく意識される。アルバザード人は恋愛に至るまでに長く友人
として付き合い、若い女性の大半は処女である。そして処女はタン
ポンを使用しない。タンポンを使用すれば水に入れないこともない
が、処女は使わないのでどうしても erselを選ぶ必要がある。　［文化］
　この単語自体に特に意味があるわけでなく、単に水にまつわる日
を指す。たとえば温泉に行く日や海に行く日など。
erseer  ［形容詞］［ポジティブ］ありふれて安定した、無難な　［反意語］knoos、
yumil　［レベル］３　20:水のような静けさ　［語法］　良い意味で変哲のな
いこと。目立った特徴がなく平均的で、それゆえ無難なもの。食器
や洋服などを選んでいるときに使うことが多い。　【用例】　ya, tau xiit 
tu hat mil tu et erseer. このお皿にしましょ、無難だわ。
ern  ［名詞］親戚、親類、親族、血縁関係者、血の繋がった、血縁の、血族、
一族　［天文］宇宙の～系　［生物］科　［言語］地方方言　［レベル］３　13:制 :
古 :erilan（血の人）　［語法］　envelen
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ernasa  ［言語］親族名詞　［レベル］５　19　［語法］　「標準（laal系）」「愛称（maal
系）」「低俗系（bemma系）」がある。　標準というのは対外的な意味
で、ふつう家の中では愛称を使う。標準は対外的なイメージがある。
また、ユンクなどでは家の中でも標準を使うことがある。本人に向
かって娘が kaanと言えば、「お父様」と訳したほうがいいだろう。同
様に息子が言うなら「父上」といったところか。ただ、人に「うち
の父は」というときは標準を使うのがふつうなので、kaan noanといっ
ても「お父様が」と訳すのは考え物。キャラの個性を見て訳し分け
るべき。　低俗はいわゆる「オフクロ」「オヤジ」系。低俗といっても、
悪い意味とは限らない。日本語の「親父」のように、愛着を感じて
いる言い方でもある。愛称が気恥ずかしいので低俗が家の中ではふ
つうという家庭もあるが、概ね学歴が低い家に限られる。　もちろ
んユンクは低俗系を避けるが、怒ったときなどにポロっと出ること
もある。
ern e yuuma  ［歴史］ユーマの一族　［レベル］２　制　［語法］　わざわざア
ルバザード人が lanでなく ern e yuumaというときは、ユーマの一族
そのものを歴史的な意味で指す場合と、「われわれ人類は」という排
他的なニュアンスで述べている場合とがある。　［文化］　ユーマ→ア
ルドゥ・エスタ→１６人の子供……と続く一族で、人類のこと。神
から徐々に神性を失いつつ分派した一族で、厳密には１６人の子供
からが人類である。世代を重ねるごとに短命で無力になっていくが、
その代わり一族全体の数は増えるという特徴がある。　しかしその
数に物を言わせて、非常に低確率ながらも突然変異の能力者を輩出
することがある。神々や悪魔を凌駕する救世主リディア＝ルティア
もユーマの一族であるし、世界中を革命の嵐に巻き込んだ英雄ミロ
ク＝ユティアもまたユーマの一族である。　＜ユーマの一族の寿命・
生殖・人口＞　・第一世代　ユーマのみ。不老不死。meltia 18にテー
ムスに吸収される。　・第二世代　アルドゥ（エルト）とエスタ（サー
ル）のみ。不老不死。ヴァステでヴァルテに襲われる。アルドゥが
必死にエスタを守るのに心を打たれたヴァルテは命を取らず、彼ら
をガルヴェーユの泉に封印した。　その後も気付かれず、ラヴァス
の終わりにユルグが見つけ、封印を解く。しかし同時に彼らは別々
のアルフィに引き裂かれてしまう。　rdの終わりに神々が和解する
とようやく再会できた。　・第三世代　エスタの１６人の子供たち。
meltia 35～ 50の間に生まれた。寿命がある。寿命はおよそ８５万年
で短命。　第三世代は男女が８人ずつで、兄弟全員が互いに交わっ
てそれぞれ子を作った。従って女一人が８人ずつ子供を産んだので、
第四世代は計６４人となる。　・第四世代　第三世代同士の子供た
ち。ただし testeelは除く（彼女だけ第三世代に性質が近いため）。こ
のころになると不老ですらなくなる。寿命は僅かに２万年で、性的
に成熟するまで１万年かかった。１万年で人間でいう１５歳ほどで、
１．６万年ほどの間２０代の青年の姿で、１．８万年ほど中年の姿で、
残りの２千年で急激に老いて死ぬ。このため、１万年ごとに新世代
が生まれることになる。　６４人の第四世代は男女が３２人ずつで、
やはり親と同じくすべての兄弟と関係を持って子を成した。３２人
の女が３２人ずつ子供を産んだので、１０２４人となる。　第五世
代は第四世代がメルティア二桁代に生まれたとすると、１万年後の
meltia 1'0000ごろに生まれたことになる。もう１万年後には第四世
代が死に、第六世代が生まれる。　なお、valesのように testeelの子
でもサルトの血が入った者は不老不死になることがある。　・第五
世代　寿命等は親世代と同じ。やはり５１２人ずつ男女がおり、そ
れぞれに子供を作って２６万２１４４人の子ができる。しかしあま
りに子供の数が多いため、親の持つ神性さが分散され、第六世代か
らは生殖能力が激減する。　・第六世代　寿命は同じく２万年だが、
女は生涯に２人しか子供を産めず、逆に不妊や流産もない。まだ半
分神なので、自然環境や動物に襲われるといった小さなことでは死
なない。子供の男女比はきっかり１：１である。　ここからは人口
が増えずに一定なので、ユーマの一族の人口はおよそ２６万人のま
ま何十万年も世代交代を繰り返していく。　・meltia 85'0000　ユー
マの一族（人類）は世代を重ねるごとに viidが弱くなっており、神
性が失われていった。このため神々からより蔑まれるようになった。
　一方神々はこのころフィーリアで暮らしていたが、寒いフィーリ
アには食材が乏しいため、フィーリアよりも温暖なガルヴェーユや
アルヴァノスやルカリアに食材を求めてくるようになった。　meltia 
85'0000を記念して神々はフィーリアを離れた。ガルヴェーユには主
にサールが、ルカリアには主にエルトが向かった。しかしガルヴェー
ユに着いたサールは人類があまりに多いことに驚き、これでは自分
たちの食料を確保できないと考え、彼らを追い出すことにした。　
当時人類は２つの魔法体系を使うようになっていた。ひとつは魔法
陣を描き、そこから強力な魔法を放つ集団で、ひとつは言葉を呪文
として用いて素早く魔法を放つ集団である。言い換えれば文字に依
存した魔法と言葉に依存した魔法であり、いずれにせよ言語に依存
している。　彼らは魔法を狩りや生活に使っていたため、魔法の違
いは決定的な生活様式の違いを生んだ。生活様式の似たもの同士が
同じ場所に住むため、集落が形成されていった。神々に追い立てら
れた際、前者はサヴィアに移り住み、後者はファベルに移り住み、
完全に袂を分かった。そして彼らは自らをマレット、シフェルと呼
び出した。　・第八十九世代　当時人類が抵抗もなく追い出された
のは、ちょうどこのころ大きな力を持った第三世代が寿命を迎えた
ためである。彼らは神に近いので、神といえど争いたい相手ではな
かった。しかし彼らが天寿を全うしたため、神々は区切りのいい年
号を以って侵略に向かったというわけである。　なお、第三世代の
恩恵を失った人類は急激に衰えた。その影響は次の世代に現れた。
meltia 85'0000といえば、第八十九世代が生まれたころである。同
時に第八十七世代が死ぬころでもある。　そしてこの八十九世代は
寿命が極めて短くなり、わずか２０００年であった。viidは圧倒的
に弱くなり、北極などの土地では到底暮らせないほど軟弱になった。
　寿命が短くなったのは実は進化ともいえる。マレットにせよシフェ
ルにせよ、今までとまったく違う風土で生きることになった上、自
然環境を制圧するだけの強力な viidを持たない。そこで環境の変化
に対応するよう、遺伝子のサイクルを早め、進化を早めたのである。
　ただ、このころはまだ神性が残っており、生まれてくる子供の中

には前世代と同じような強力な viidを持ったものや、寿命の極めて
長いものもいた。その比率はおよそ４：６だから、人間離れしたも
のが６割もいた計算になる。なお、力の差は漸次的なもので、非常
に力のあるものは数人しかおらず、その次は１割程度、そこそこの
戦士が２割、やや強い人が３割、残り４割が脆弱といったものであっ
た。脆弱になるほど寿命が短いが、遺伝サイクルが早いため、いち
早く環境に適応した。　こうして強いものと弱いものを分け、そこ
に遺伝サイクルの遅早を設けたことで、人類は分業を利用した効率
のよい発展を遂げたことになる。　・ホモ・サピエンスとの出会い
　meltia 85'0000ごろにはファベルでホモ・サピエンスが出現してい
た。ユーマの一族は自分たちに比較的似た知能の高い動物がいるこ
とに驚いたが、彼らは空も飛べず魔法も使えない無力な存在だった。
また、生活レベルも低く、容姿は醜かった。彼らは言語を操る能力
があったが、その能力は地球の現代人と比類ないものである。当然
ユーマの一族から見ても劣悪なもので、ユーマの一族は彼らの言語
を複雑な鳴き声程度にしか解していなかった。ユーマの一族とヒト
（ホモ・サピエンス）は交配できないが、姿かたちはよく似ていて、
遺伝子もよく似ている。免疫システムも類似しており、ユーマの一
族がかかるものはたいていヒトもかかる。メルティア８５万年ごろ
に両者が接触し、ユーマの一族からヒトへ天然痘などの病原菌が次々
と感染。免疫も魔法も持たないヒトからヒトに飛び火し、絶滅。ネ
アンデルタールも既にホモ・サピエンスの手にかかっていたため、
人型の生き物はアテンのみとなった。　・meltia 86'0000ごろ　第
八十八世代が死亡。２万年生きる長寿の人類がアトラス上から消え
る。　・meltia 95'0000ごろ　シフェルの民が食料と土地を求め、ファ
ベルからアンシャル、サヴィアからインサールに入る。神がいるの
で西勢はフィーリア、ガルヴェーユ、ルカリアには住まず、この後
９万年ほどかけてファルファニア、レスティル、魔方、東方、メティ
オに徐々に広がっていく。　東勢のマレットは同じ時間をかけて西
はメティオ以北と以東まで、南はケヴェアに散布していく。　・melt
ia 999,872　神々がさらに食料を求めてガルヴェーユとアルヴァノス
とルカリアを捨てる。世界中を飛び回ってどの土地がいいか品定め
しつつ、大陸に名前を付けていく。しかし結局近場に引っ越すのが
環境の変化も少なくて気楽だということで、ルカリア南部にレスティ
ルを建国。　神がレスティルに入ったため、レスティルにいた人類
は追い出された。ファルファニアなどにいた人類は何もされずその
まま残った。レスティル人は故郷を離れ、周辺に住むようになる。
しかしシフェルの一族は神の周囲に住むことで文化的に大きな影響
を受けるようになり、強大な力を持つ神への畏敬を深めていく。　・
meltia 100'0000　ヴァステ開戦。人類は神と悪魔の戦いの煽りを受
けて次々と死んでいった。ところが数が多いので、巻き添えで大勢
が死んでも絶滅はしなかった。　悪魔だけでなく不定期でアデルも
降ってくるため、これの応戦もしなければならなかった。このころ
は主にシフェルが被害者となった。マレットはアデルの応戦をして
いただけである。シフェルは疎開するようにレスティルやミュール
の周りを避けて生活した。　・アデル　ヴァステでテームスは封印
されたが、封印を解こうとするテームスの体からこけらが落ち、ア
デルとなってアトラスを襲い続けた。　・ラヴァス　ラヴァスが開
戦したときも人類はまったく同じスタンスを取った。戦乱に巻き込
まれたおかげでかえってシフェルは鍛えられ、魔法も戦闘にも長け
るようになっていった。このころの経験が後の azgerでの勝利を決
定したといってもよいだろう。　・アズゲル（meltia 104'0000:yuuma 
0）　神々がアルフィへ去り、人類の時代が到来。シフェルはレスティ
ルを中心に我が物顔をするように。　マレットも神が去ったことを
知るや、勢力拡大のためメティオを襲撃。メティオでの領地争いが
きっかけで、東西戦争アズゲルが始まる。　このときのリーダーは
西がシフェランで、東がマレティス。彼らは神性を残しており、こ
の時代の人間としては極めて長寿であった。　・メルテナ　メルテ
ナになると、シフェランないしマレティスの祝福を受けた人間だけ
が長寿で、あとは現代人と同じで１００歳程度の寿命しかなかった。
力あるものとそうでないものの格差が広がり、中間層が激減した。
　力あるものは神と結託し、さらに力を蓄え、結果的に召喚士が生
まれた。力の有無が明白になり、力あるものが力なき者を支配する
政治の形ができあがった。こうして力を持った召喚士たちが次々と
王になり、各地に国を建国していった。　とはいえ、このころの「弱
き者」は rdの時代の民間人よりもまだずっと強く、アデルでいう
なら否天程度は倒せる使い手であった。　・カコ　力の格差社会は
より深刻になり、民はどんどん力を失っていった。このころの民は
衛天を倒せる程度に弱くなっていた。　召喚士は上弦と下弦で派閥
を分け、月戦争カコが始まる。寿命が長いものは王族など、ほんの
一握りである。　・セルメル　カコでラシェットがテームスの封印
を強めたことで、アデルが降ってこないようになった。人々は魔物
との戦いを失ったことで急激に弱くなっていった。また、人類同士
の戦いも激減して太平の世の中になったため、人類の力はますます
弱くなった。　このころの実力を仮に測るならば、陽天を倒せたく
らいである。魔法をまったく使えず空すら飛べないという人間も数
割見られた。　女は家の中に押し込められ、綺麗で賢くあるものと
位置づけられ、魔導師が急激に衰退した。　寿命は王族のみが長く、
一般人は１００歳程度。しかし実際には５０～８０歳で死んだ。　
王族については ilmus参照。　・rd　rdでテームスの封印が解けだし、
アデルがふたたび降ってくるようになると、人類は一時力を取り戻
した。とはいえ、寿命についてはセルメルと同じ。　このころは民
でも空天が倒せる程度に持ち直した。　・ナディア～アレイユ　テー
ムスが死んだことで、太平の世の中が訪れ、人類は急速に力を失った。
　魔法を失い、空も飛べなくなった。仮にアデルがいたら、武器を使っ
て炎天を倒すのが精一杯だろう。　ただし、シオン＝アマンゼやミ
ロク＝ユティアのような魔導師が存在するように、隔世遺伝的に能
力を持って生まれるものも存在する。
erv  ［生物］本能　［レベル］３　13:制 :古 :erivi　【用例】　tel erv 本能に
逆らう
erva  ［悪魔］エルヴァ　［歳時記］水曜日。週の第２日目。　［名詞］水害　［音楽］
レ　［組み数字］２/７　［レベル］２　meltia 0:erva;e　sorn:アルシェ形は
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erias。erは水。　［文化］　ソームの２番目。プライドの高い美人。水
と氷を操る。水の羽衣を着ているので実質ほぼ全裸。水の羽衣を纏っ
た女。裸に見える。冷たい。我侭。自信過剰。自己中心的。だが美しい。
ervafreadol  ［地学］チタン鉄鉱　19

ervalil  ［化学］チタン　［レベル］４　18:制　*:temp:temp

ervael  ［名詞］水瓶、水差し　［レベル］５　rd;/　24

ervaelifa  ［地球の星座］［ユマナ］みずがめ座　24　［文化］　ifa

ervian  ［名詞］水力　［レベル］４　rd;/　24

erveig  ［魔物］エルヴェイグ（水妖、水ゴブリン、河童、かっぱ、カッパ）：
第十二天：水の幻天　［ユマナ］［卑語］日本人 :12:mel　［レベル］５　19:eria/
veigan　［文化］　小型の妖精。顔は vemeltのように醜く恐ろしい。主
に水辺で人を襲う。
erveigloob  ［被服］フリジア帽　sm;/　24　［文化］　smで erveigがよく
身に着けていた。
erfan  ［天文］impraliifa　［組み数字］５/８　［レベル］４　lsd;erfi ベテル
ギウスが金に見えることから、その近くにある白のリゲルが銀とし
て呼ばれた　21
erfi  ［地学］銀　［形容詞］銀の　［組み数字］２/４　［レベル］２　meltia 28:gi
lius;eria/frei　19:eriafrei。銀は鉄を聖水で清めたものと考えられ
たことから。神話では古からある。　::la anje:kaled,vx　［文化］　神聖な
金属で、魔法の伝導率が最も高い。zgで銀の精製技術が一般化する
まで金より高価だった。というのも自然界にそのままの形で存在す
るのは金のほうが多かったため。
erfisel  ［歳時記］銀の日　［レベル］３　21　［文化］　fantsel

erfin  ［形容詞］理性的な、理知的な　［レベル］３　19:銀の心。銀は清ら
かで聖なる金属で、落ち着いた色を指すことから
erfimel  ［名詞］銀色時代　［レベル］４　rd;/　23　［語法］［文化］　duurmel

erfigar  ［電算］ＣＤ　［レベル］３　19:melidia axte:銀の円盤
erfilil  ［化学］銀→ erfi　［レベル］４　19

erfilia  ［地学］［魔法］銀水晶、エルフィリア石　［レベル］５　20　［文化］　
銀と水晶から精錬するアディスト。銀色半透明の物質。ヴィルを遮
断する性質があるため、アディストの容器として使われる。銀と水
晶にカストルを加える。　不純物が混ざると緑がかった色になる。
erfont  ［建築］水路　［レベル］５　rd;/　23

ermes  ［軍事］［ジョブ］騎士、軽装騎士、ナイト、騎兵、軽騎兵　［類義
語］pav　［レベル］３　sm;nermes.k　19:ridia:al/nermes→ anermes（脱落）
→ ermes（脱落）。「ネルメス神のような」。この alは被修飾語のペア
を作る接頭辞。　［文化］　位を持たない貴族。通常貴族に含まれない。
　馬に乗って剣や槍で戦う。セルメルで竜兵が廃れ、一躍人気となっ
た。ほかのジョブは～ anで、兵科は～ vantisなのに、騎士だけは単
純語扱い。　ほかの語はジョブと兵科の違いがあるが、騎士は国家
に忠誠を尽くすものとされたため、個人の騎士が基本的にはおらず、
そのためジョブとしての騎士という単語は必要なく、ジョブと兵科
が等しい。それゆえ、騎士は封建制の象徴とも言われる。　　＜歴
史＞　　地球で最初に騎兵を編成したのはアッシリアであるが、ア
トラスでは高速で空を飛ぶことができたため、わざわざ馬を飼って
まで移動する必要がなかった。　最初に動物が戦争に登場したのは
yuuma 146年にハクシウス軍が飛竜兵を指揮してギルケートに侵攻し
たときのことである。　また、最初に動物が兵科として登場したの
はシフェランの竜騎兵で、yuuma 3612年にバルマーユ人の中から竜
族を飼いならした竜騎兵を編成したときのことである。　馬は空を
飛べないのでアドバンテージがなく、最初に編成されたのは地球よ
り遥かに遅いカコである。竜騎兵の弱点は、数が少ないことと、集
団戦法が苦手なことと、対空砲に弱いことである。馬のほうが大量
生産でき、混戦にも強い。騎兵を編成して槍を持たせて突っ込めば、
絶大な破壊力を得られる。しかし竜騎兵にはこれができない。竜は
タカが獲物を狩るように、一度地上に降りてまた空に舞い上がると
いう動作をするため、馬の大群のようにどっと走り抜けることがで
きず、敵陣を崩しづらい。　そこで魔力がアズゲルやメルテナより
弱まったカコになってようやく騎兵が評価され、兵科となった。セ
ルメルではむしろ人気の兵科となる。
ermesfrei  ［アイテム］ロングソード　sm;/「騎士剣」。騎士が馬上で地上
の歩兵を攻撃するよう長くできていることから。　24
ermeslasl  ［被服］バックルレザーシューズ　rd;/　24　［文化］　smででき
た。男性用。元は軽騎兵用の靴だったが、後に一般化した。
ermesavel  ［政治］騎士道　sm;/　24

ermel  ［医療］心嚢　［レベル］５　21:kliiz<emel:19:erim/mesl

ermelk  ［名詞］水時計　rd;/　24　［文化］　tmで神々が発明した。この際
サイフォンの原理が知られた。
erdo  ［地学］沸石　［レベル］５　21:古 eria/dol「水石」水分を多く含む
ことから。
erde  ［名詞］イケメン、ハンサム、かっこいい男性　［類義語］varma、
farm　［レベル］２　古　［語法］［文化］　顔が重視される言葉だが、顔だけ
よくて体型が惨めだとやや erdeとは言いがたくなる。純粋な黄色
人や白人よりも、luxianや yultanのほうが人気が高く、イケメンにな
りやすい。体型は典型的にはやせマッチョが期待され、あまり大柄
で筋肉質でも erdeから外れてしまう。アルバザード人の女は美し
い物好きなので、イケメンに弱い。ルティア人のほうが、頭ではイ
ケメンだと思っていても、あまり態度に出さない。　【用例】　les siina 
erde 面食い、メンクイ、めんくい、面くい、めん食い、イケメン好
き
ergalt  ［名詞］水門　［生物］水分　［レベル］５　21

erger  ［植物］わさび、山葵、ワサビ　［レベル］３　20:水辺の大根。大

根というのはそれっぽい形をしているというだけの意味。　参考 :制 :
tisyopxger（小さいワサビダイコン）　［文化］　アルティア原産。マグ
ロを除いて魚を生で食べる習慣のないアルバザード人には vlまで伝
わらなかった。ルティア人のように魚をよく食べる人々は早くから
輸入し、日本と同じように醤油とワサビで食べる。
erb  ［名詞］血糊、血のり　［レベル］４　13:制 :eri

erhaas  ［化学］［形容詞］親水、親水性　［化学］親水基　rd;/　24

eryulo  ［名詞］水面　［レベル］２　19

erz  ［植物］ごぼうの草、ごぼう、ゴボウ、牛蒡　［レベル］３　14:制 :古（心
臓の草）　［語法］　ごぼうという植物のことだが、ふつう食用にする根
のほうを指す。
erlat  ［化学］水和　［レベル］５　19:水に入る
erlor  ［名詞］水道　［レベル］３　19

erleis  ［芸術］水彩画　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

erat  ［化学］溶ける、融かす、溶解、とける、溶かす、解ける、とかす
　［レベル］２　19:ridia:er/lat　［語法］　esiは日常的ないい加減な言い方。
砂糖を溶かす場合、液体に溶かすなら eratが正しい。本来砂糖を esi
するというのは、熱してどろっとした砂糖の液体にすることであっ
て、水に溶かすことではない。
erattulf  ［化学］溶解熱　19

eratlat  ［化学］溶媒和　19:水和からの類推。
eratan  ［化学］溶媒、溶剤　［レベル］４　19

eratol  ［化学］溶質　［レベル］４　19

eratesi  ［化学］溶液　［レベル］４　19

eratenvi  ［化学］溶解度　［レベル］５　19

eram  ［名詞］午前　［形容詞］午前の　［反意語］saam　［レベル］２　19:melidia ali
s:eltfaaram（エルト神の正午）このエルトは組み数字　【用例】　var eram 
午前中ずっと　fenzel eram 午前１０時
eri  ［生物］血、血液　［レベル］１　f;eria/livro　古 :eri（命の水）　er
i:eri:la san（ルクティアで血は女性）:jun,alt　【成句】　eri si nim pot 
elfe 一滴の血は泉の中で色を失う：朱に交われば赤くなる　eri et 
nea nod eria 血は水よりも濃い。言葉遊びなのに日本語と同じ訳に
なるのが面白い。　【用例】　osn tifl eri. = tifl eri on{it} osn. 血
の気が失せる　twen eri 献血する
erit  ［動物］蝙蝠、こうもり　［レベル］３　14:制 :lakta:erik,erikuto（血の鳥）
から。つまりこのころは鳥の一種と認知されていたことになる。
eritwen  ［医療］献血　［レベル］３　22　【用例】　tet labast yukit non mil 
non et dim al eritwen emo vilt. しかし診察の結果、献血に不適
合だと分かったため、スタッフに断られた。　eritwen et kilm ilia 
del an del been em sen sokt al alin on eri da. ブサイクな俺の血が 
美少女と交わる唯一のチャンス。 #献血したくなるコピー（seren 
arbazard） 
eritis  ［魔物］エリティス（水竜）：第十五天：水の衛天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:eria/fretis　［文化］　水属性の飛竜。水色の肌、水
晶のように尖った鱗をしている。鉤爪が鋭く、華麗に舞う、美しい竜。
erik  ［名詞］系統、血統、品種、家系　［名詞］系図→ erikpax　［言語］系統、
言語系統　［レベル］４　13:制 :古 :erikaxu

eriktasm  ［名詞］血統書　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

erikpax  ［名詞］系図、家系図　［レベル］４　22　【用例】　lut na erikpax et 
volx im xook al edat. 祖母と話していると、いつも家系図の重要性を
感じる。　en lad siia erikpax mil tu et dab. olta hom ixm lana lad tu, 
hel vil dosm kils e kul laat au. 今までめんどくさくて作っていない。
なぜなら、いざ作ろうとノートを開くと、話の細かい内容を思い出
せないのだ。
erikzepl  ［地学］系統樹　vl;/　23

erika  ［形容詞］血の繋がった　［反意語］teton　［レベル］４　fv;eri/arka「血
で繋がった」　24　erika:erika
erikaama  ［アトラスの国家］エリカーマ　［レベル］５　23:ridia

erikekt  ［医療］血流　［レベル］３　rd　23

erix  ［医療］出血　［魔法］エリッシュ。水の禁呪魔法。対象は全身の毛
穴から血がにじみ出て、やがて噴水のように出血し、出血多量で死ぬ。
全身の毛穴から「ぷつぷつ」と血が漏れる様が気持ち悪く、小さな
血球が鳥肌のようにプツプツ湧き起こる。　［レベル］３　16:制 :eri

erixtulf  ［医療］出血熱。総称として　［レベル］５　19

erixanovoxn  ［生物］造血幹細胞　rt;/　24

erixiim  ［医療］血糖　［医療］血糖値　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt

eris  ［動詞］yulを aに相続する、相続する、後に遺す、残す、引き継
がせる、後世に託す、相伝する、継承する　［名詞］遺産、遺品、形見、
遺物　［レベル］４　16:制 :eras:eri

erisfel  ［歴史］考古学　［レベル］４　21:（人類の）遺物に関する学問
erisfelan  ［歴史］考古学者　［レベル］４　21

erisdaig  ［経済］［法律］相続税　［レベル］４　21　［文化］　ヴェレイ末期の相
続税の控除額は日本円にして７００万程度 (mel21)と少なかった。そ
のため、arktwenはより功を奏した。　革命後も控除額は維持された。
ただしデノミがあるので額面上は減った。
erispekl  ［名詞］一子相伝　［レベル］４　22

erisyudia  ［名詞］遺児　［レベル］４　19:ilmus:ridia

erisrens  ［名詞］遺言　［レベル］３　19:xion

erin  ［人名］エリン　［組み数字］２/１１　［レベル］３　古 :ridia:eri← eria



439 ezerin
（水）/n（指小辞）　［文化］　アルシアの２番目。水の魔法の大成者。女性。
erin(2)  ［人名］エリン　20　［文化］　(yuuma 6145:6602)カコ前期のヴェマ
の宰相。　yuuma 6557 宰相 erinと diomante姫の派閥に分かれ、ヴェ
マ連合国（ヴェマ及び沙方からなる連合国）で政治戦争が起こる 　
yuuma 6573 diomante派が宰相派を政治的に倒し、宰相派は暗方に封
じられる 
erint  ［天文］エリント、冥王星、氷天　［組み数字］９/９　［レベル］３　
古 :erint← eritn← eria（寒い）/tuuno（土地（といっても実際は氷））
erina  ［医療］エリナ　［レベル］６　21:古 eria/na　［文化］　kamelia

eriv  ［医療］血圧　［レベル］３　16:制 :eri　【用例】　eriv tin{vien} 高血
圧
eriva  ［植物］ヘーゼルナッツ　［レベル］３　古 :eri

eriviro  ［医療］［化学］ヘモグロビン　［レベル］４　19

erivoxn  ［生物］血球、血液細胞　［レベル］５　rt　19

erif  ［美容］うるおい、潤い　［動詞］yulを潤わせる、潤う　［レベル］３
　21
erim  ［生物］心臓　［音楽］ユーロビート　［レベル］２　13:制 :erimai（血 /
体内器官）　［語法］　約束することを示すジェスチャーをすることも表
わす。約束は古アルカから pinaと言い、心臓（命）を貫くという意
味だった。これは約束を破れば命を奪われてもかまわないという意
味。｢約束したぞ｣とか｢ゆびきりげんまん｣を意味するジェスチャー
として、心臓（勿論実際は胸の部分）に主に右手の手のひらをパー
の形で当てるというものがある。欧米では女性が自分を指す場合に
良く行われるジェスチャー。そして erimはそのジェスチャーをする
ことを示す。　【成句】　goa sat erim 心臓を吐き出すほど急激に強く驚
く　til erim t'eketone エケトネの心臓を持つ：怖がりだ、恐がりだ
erimsia  ［生物］心膜　［レベル］６　19:seren

erimvano  ［生物］膻中　21

erimvim  ［生物］心筋　［レベル］５　24<19

erimvimfaiz  ［医療］心筋炎　24<19:seren

erimjior  ［生物］心兪、心愈　21

erimepn  ［生物］心房　［レベル］４　19:血液は心室に入る前に心房を通
るので、心房は廊下とみなされた。
erimez  ［生物］心室　［レベル］４　19

erip  ［動物］ダニ　［レベル］３　lakta:erikp,erikuupo（血の虫）
eripoa  ［医療］白血病　［レベル］３　19:白血球以外にも増えうるので、
白血球は使わない。血液の腫瘍というのは抽象的だが、造血細胞の
悪性腫瘍だと長すぎる。
erib  ［動物］ノミ、のみ、蚤　［メタファー］山の高みが分からない者、小者、
苦労知らず　［レベル］３　lakta:元は eribekuupoだったものが『制定語
彙』によってそれ以降変わった。血を吸ういやな虫の意味。beはく
さいという意味だが、嫌なという感情を表わす強調としての意味で
しかない。守銭奴とか売国奴の ｢奴 ｣のようなもの。　【成句】　erib 
en ser sorit e wal. 蚤は山の高みが分からない：井の中の蛙大海を
知らず。小者ほど偉人の凄さが分からず、そればかりか偉人を恐れ
多くも上から目線で非難する。それはまるで小さなノミが自分の狭
い世界でのジャンプ力を誇り、自分の跳躍力が何よりも高いと誤解
するのと同じである。ノミは山があまりに高すぎて、自分がいくら
跳ぼうと山の高さすら知ることができないということに気付いてい
ない愚か者である。koxevanaとニュアンスが異なる。
eririst  ［生物］［医療］止血　rd;/　24

eriristleep  ［生物］止血機序　rt;/　24

eriros  ［化学］水和イオン　［レベル］５　19

erirob  ［生物］血小板　［レベル］４　19:出血を止めることから
eril  ［料理］ケチャップ　［レベル］２　lakta:｢ 血の色の水 ｣。制アルカでは
ケチャップは即トマトケチャップを指した
erilept  ［医療］血便の混じった下痢、下痢。病気の赤痢とはまったく別。
　［レベル］３　19

eria  ［名詞］聖水　［名詞］飲み水、飲水、真水、飲料水← xener　［名詞］
水→ er　［アイテム］エリア、エーテルドライ、エーテルターボ：ヴィ
ルを大きく回復する水。アルフィの泉から得るため、巫女のみが得
られる。アルドゥ神を通じて巫女の両掌に落つ。　［類義語］er　［レベル］
２　f;e　赤 :単に水　eria:eria:la reila（火の対）:miko,alt maim,md
eriatikno  ［名前］エリアティクノ。フルミネアの試練に出てきた水の龍。
　［レベル］６　18

eria ineaato  ［人名］エリア＝イネアート　al　21　［文化］　→ alia ineaato、
dimitoria　アリアの妹。『紫苑の書』の登場人物でもある。アリア
と違って髪の色が明るく、くせっ毛。いたずら好きで早口で無駄口
ばかり叩く。占いの能力は極めて高いが、むやみに占いに頼ること
は良くないと考えている。姉と違って身長が低く、胸が小さい。
erio  ［生物］血管　［レベル］３　13:制 :eriloo

eriodilt  ［植物］フダンソウ、不断草、スイスチャード　［レベル］６　16:
制 :葉っぱに血管のような赤い筋が浮き上がるホウレンソウ。実際の
血管は赤く見えないが。
erioyuk  ［生物］血餅　19

eriol  ［名詞］親友、ベストフレンド　［類義語］hacn　［レベル］３　20:xion:
eri/okl（血を共有する（ほど仲の良い））
erie  ［サール］エリエ　［名詞］吸血鬼、吸血鬼、ヴァンパイア、バンパ
イア　［類義語］riil　［レベル］４　mel:古 :小さい頃、最低だと６歳のと
きに作ったと思う。eriは血。後ろの eは水だろうが、ひょっとし
たら水という名詞の転用動詞で ｢飲む ｣という意味かもしれない。

飲むなら erieは血を飲むという意味になり、意味が通じやすい。そ
もそもこのキャラは吸血鬼のコスプレを写真を見てセレンと吸血鬼
の話をしていたときに彼女が即興で作り出したのが馴れ初め。　［文化］
　人の血を吸い、その者の能力をコピーするという特殊能力を持っ
たサール。ただし美少女の血しか吸わない。吸う血は少量で、彼女
達は死を免れる。なお、美少女以外は単に血を吸い抜かれて殺される。
顔は蝙蝠と人間のキメラで、耳は蝙蝠の羽の形をしている。　【成句】　
min le setat yu erie エリエに殺された女。直訳するとそういう意
味だが、要するにブスと言いたい。
eriet  ［形容詞］精神的に綺麗　［類義語］vantaj　［反意語］begoa　［レベル］３
　22:ridia:eria/te「水のような」　［語法］　begoa

erien  ［地学］ブラッドストーン　［レベル］６　19:eri/ren　［文化］　サー
ルのエリエの魔石。また、魔族エリエールを誘い込む力がある。水
にこの魔石を投げ込むと、エリエールはしばらく石に集中するので、
その間に逃げる。
erieyut  ［生物］血清　［レベル］５　19

erier  ［生物］血漿　［レベル］５　19

erierk  ［医療］血液型　［レベル］３　19　［語法］［文化］　日本と同じくＡＢ
Ｏ式を使い、世界的にも少数派な日本と同じく性格に関連すると考
えられている。血液型は４種。アルシエルの名を使う。アルバザー
ドで人口の多い順に名付ける。Ａが axte、Ｂが flea、Ｏが alis、ＡＢ
が xier。アルバザードでは血液型と性格に関連があるとされている。
Ａは神経質で几帳面。Ｂは自己中。Ｏは原始的で元気。ＡＢは変人。
　【用例】　ti til ne eri? 血液型はなんですか。　an til axteeri Ａ型
です。
erierviro  ［生物］血漿蛋白質、血漿タンパク質。アルブミン、グロ
ブリン、フィブリノゲンなどいくつかのタンパク質からなる。　rt;/
　24
eriel  ［魔物］エリエル（血魚）：第十三天：風の空天　［アクセント］eriEl
　［レベル］５　19:ridia/seren/mel:eri/eli　［文化］　獰猛なピラニアのよ
うな魚の魔物。淡水にも海水にも生息できる。また、水辺の外にジャ
ンプして獲物に噛みつき、また飛んで戻ることもある。群れで暮らし、
非常に獰猛。獲物を骨になるまで食い尽くす。
erielor  ［生物］ハバース管　rt;/「吸血鬼の管」。血管が通っているこ
とから。　24
ero  ［名詞］グリース、グリス　［レベル］３　13:制 :ems/rio

ere  ［植物］ひょうたん、ヒョウタン、瓢箪　［レベル］３　16:制 :古 :erialoolo
から
eret  ［単位］涅槃寂静　21:erit

erek  ［動詞］yulを伝って aに行く、つたう、伝う　［レベル］３　20:meli
dia xier:eria/ke　【用例】　ena erekat kaam a wis. 涙が頬を伝って掌に零
れた。
eres  ［人名］エレス　［組み数字］１/１６　［レベル］４　meltia 35:ardu/esta;e
　14:制 :古では erst　［文化］　esta　エスタの第１子。女。
erepof  ［料理］ナン　［レベル］４　16:制　［文化］　魔方から伝わり、南方
に定着した。北方ではそこまで有名ではないが、偶に食べられる。
カテージュだと、屋台で色々なソースをつけたものが売っている。
ererio  ［地学］水脈、地脈（地下水の通路）　［レベル］４　rd;/「水の血管」
　23
erea  ［地学］川原、河原、川辺　［レベル］３　20:ridia:mirok:erei/axea

erei  ［地学］川、河　［形容詞］～川。前置。　［類義語］reis、erke　［レベル］
２　19:eria　eke:eke:la eke　［語法］　一般的な川。　　＜なぜ「太い川」
と言えないのか＞　　認知言語学的な話になるが、日本語で「細い
川」、「小さい川」、「細川」、「小川」はあっても、太い川とは言わない。
大きな川か広い川になる。これは川を線と見なすかどうかで決まる。
　広い川の岸に立つと視界の奥のほうまで水がある。そして左右の
視野にも水が見える。この視界の映像だけでは水が流れていない限
り川には見えずむしろ池や湖に近い形状をしている。人間の目はこ
の視界に対し、川を線では捉えず面で捉える。となれば当然太いは
使えない。　一方、細い川の前に立つと奥行きが少なくそれでいて
左右にも水があるため、線と認識できる。そのため細い川とは言え
る。　このように、語法は人間の認知に大きく影響を受けるので、
どの国の言語でもある程度同じになることがある。　どの言語でも
川を細いと表現する場合はあっても、太いとは表現しないことが多
い。　　一方、英語やアルカのように幅広いや幅狭いという形容詞
を持つ場合は、互いに反対語であるこれらを川に適応することがで
きることが多い。ｒｉｖｅｒはｂｒｏａｄやｗｉｄｅとも共起する
し、ｎａｒｒｏｗとも共起する。アルカも同様で、get, dokともに使
える。　このように、語法は人間の認知能力に端を発するものもあり、
その辺りは文化以前に人類全体にある程度共通する部分があるので、
アプリオリの場合はそういった事案を根掘り葉掘り探さねばならな
い。　【成句】　eria t'erei 諸行無常、有為転変
ereik  ［植物］アボカド、アボガド　［レベル］３　16:制 :erevankひょうた
んのような形だから　［文化］　あまりなじみがない。果物に分類され
る。
ereier  ［地学］河川水　［レベル］５　19

ereej  ［丁寧］［親族］弟君、弟殿、エレージュ　［レベル］２　21:l.aruuj　［文
化］　laala

ez  ［建築］部屋　［交通］個室。電車などの個室のこと。　［レベル］２　古 :sorn
　ez:ez:lu xalet:koko.alt　［文化］　日本と同じく、四角い部屋である。部
屋には出入り口がある。日本と違って必ず鍵がある。一人ひとりに
部屋が割り当てられるのがふつうである。部屋の広さは日本より広
い。何をどう配置するかは決まりがない。効率を考えて自分の好き
なように置く。　　・部屋の広さの測り方　　sm以降、alt経由で畳
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が入ってからは、部屋の広さを畳数で示すようになった。rd後も縦
横何メルフィという言い方より分かりやすいため、部屋の広さは畳
数で表現する。　【用例】　ez han{kai} 広い部屋。kaiの場合、空間的な
大きさを指す。少なくとも天井が低くないことを含意する。ez han
だと天井が低くても床が広ければ言える。だからez han ont en kai（広
いけど大きくない部屋）ということも可能。　non rikat vil it ez 
mil na adin tinka. 私はあまりに恥ずかしくて部屋から出ることがで
きなかった。　ez le til 6 myuz ６畳間
ezbesa  ［医療］ハウスダスト、室内塵　［レベル］４　al;/　23

ezak  ［料理］［動詞］yulを漉す、漉す、濾す、こす　［料理］漉し器、ストレイナー
　［レベル］３　制
ezakar  ［料理］ストレイナー、漉し器　［レベル］３　19

ezit  ［名詞］ややあって。１５分～１時間弱。　［副詞］ややあって　［レベル］
２　20:ez/skin/te（部屋で座って待つような）　［語法］　fikdu

ezo  ［地学］木立、林　［レベル］３　13:制 :sezom（強複数 /木）。制では森。
ezon  ［名詞］水筒　［レベル］２　16:制
ezomrao  ［生物］デオキシリボース。xiimはなくてもよい。分かるので。
　［レベル］４　19

ezomraopand  ［生物］デオキシリボ核酸、ＤＮＡ　［レベル］４　19

ej  ［名詞］感触、触り心地、タッチ　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt:oj:舌
での知覚は「味」で単純語になっている。肌での知覚の触覚が単純
語でないと平行的でない。
ejan  ［名詞］ラップ、サランラップ　［レベル］２　alakta

el  ［代詞］４人称代詞　［レベル］１　19:恣意　［語法］　フランス語のＯＮの
ように、誰とは意識されない不特定の誰かのこと。総称のＹＯＵな
どに等しい。格言だけではなく、日常的な言葉にも使う。tu et kaz. 
el yol tu im axt hac（これはペンです。文字を書くのに使います）と
いうような文に使う。ここで elを anにするのは不自然。私だけが文
字を書くときに使うのではないため。
el(2)  ［接尾辞］副詞を作る　［レベル］１　21:kmiir　［語法］　freyu

el(3)  ［文末純詞］～だった、～だっけ？、そうだ～だぁ。気付き、再確
認、思い出しの純詞　［レベル］１　19:ridia:helから　［語法］　ap, soa xa
は「あっ、そうだ」という現在の気づき。いま初めて思いついた場合。
ap, soa elは「あっ、そうだった」という思い出し。忘れてたのを思
い出したとき。ya ya, tu ra xa atu elは「あぁ、そうだ、この家はこ
こにあったんだっけ」という思い出しの意味。elでなく xaだったら、
いま初めて知って気付いたという意味になる。
el,f  eel　<ieal（右と左のもの→右目と左目が見える部位→顔の前面
→顔）
elt  ［エルト］エルト　［音楽］表拍　［名詞］上巻　［組み数字］１/２、前者　［レベル］
２　selt 0:saal;e　古　［文化］　→ selt　世界の均衡を保っていた最初の
神の１人。サールを妻とするが、サールが子を作らないという約束
を破ってユーマを設けたために悲嘆し、サールを捨てる。だがその
後サールを許すようになる。しかし時すでに遅く、サールは死んで
いた。エルトは悲しむと天空までそびえ立つ塔を築き、その上で死
んだ。　エルトは白い肌に白人系の彫りの深い顔をしていた。金髪
碧眼で体格は華奢。
elttifa  ［名詞］前半　［反意語］saaltifa　［レベル］２　20:前半分
eltkard  ［動物］アダピス類　al;/。オモミス類に対して eltと saalで命名さ
れた。　23
eltsel  ［ユマナ］土曜日　［レベル］２　19　【用例】　im faar t'eltsel 土曜の朝に
eltvej  ［弓道］甲矢、早矢、はや　［レベル］６　20:一発目の矢
eltdio  ［生物］乳歯、子供の歯　［レベル］２　19:一番目の歯　［文化］　抜け
た乳歯は取っておき、死後は死体と一緒に棺桶に入れる。子供のこ
ろの純粋さを死神やアトワーユにアピールし、なるべくトワーユに
連れて行ってもらうための慣わし。
eltho  ［生物］撓骨　［レベル］５　22:尺骨の対で、より太いほうなので男
性のエルト。同じく脛骨と腓骨の対は、太い脛骨のほうが ardesで、
細い腓骨のほうが lfer。
eltlil  ［化学］セレン　［レベル］５　18:制
eltlox  ［生物］空腸　［レベル］６　19　［語法］　小腸で、十二指腸の後に空腸
と回腸が続く。このうち両者をそれぞれ elt, saalと呼ぶ。
eltia  ［アイテム］エルティア　［レベル］４　古 :ridia:elttiia（エルトの愛）　［文
化］　ヴァストリアの１つ。リディアのもつ神装。ルフェルから賜っ
たもの。
eltoa  ［地名］エルトア。メテの使徒エルフの支配地。　［人名］ミルフの
アルカ姓　［アクセント］eltoA　［レベル］５　kako

eltoa(2)  ［アトラスの国家］エルトア、妖国　［アクセント］eltoA　［レベル］３　kako　
［文化］　面積：1124800.309571 km^2

eltoazona  ［音楽］マリンバ　［レベル］４　21

eltoaloob  ［被服］スイスキャップ、ドレスキャップ。rdでミルフが着
ていた。　rd;/　24
elte  ［被服］エルテ、巫服。　［レベル］４　古 :elte,erte← eria teebe（水
のテーベ）かつてフルミネアが着ていた裾の長い服を元に色々構想
を加えたもの。　［文化］　巫女の服。テーベよりもさらに長く薄い服。
下には何も身に付けず、必ずみそいでから着る。日常生活では着ない。
eltelil  ［化学］ゲルマニウム　［レベル］５　18:制
elk  ［動詞］yul（狙った魚）について釣りをする、yulを釣る、釣る　［普
通動名詞］釣り　［レベル］２　14:制 :eli　［文化］　釣りは日本ほど盛んでは
ない。アルナには海がないからである。釣るなら川や湖で釣るしか
ない。ただ、釣り自体は良い趣味とされている。自然の良い環境の

中に入って行うからである。空気は綺麗だし、食べる分しか捕らな
いので、環境にも優しい。川の流れを見ながらぼーっと思慮にふけ
るのはリフレッシュにはもってこいである。尚、好きな人は海まで
わざわざ出向いて釣りにいく。
elke  ［農耕］かんがい、灌漑　［レベル］４　13:制 :水の移動
elx  ［料理］流し、流し台、シンク、台所の洗い場　［医療］歯医者のうが
い台　［レベル］２　lakta

elxii  ［宗教］エルシー派　［レベル］５　20:fulmiia:「雨霧」　［文化］　アリ
スカンテ教の一派。処女性と純潔性を尊び、禁欲的な生活を行う派閥。
フルミネアなどが属していた。
elxelt  ［魔法］エルシェルト、ルナパネル　［レベル］５　meltia 444:bert;el
fe/xelt　20:elfe/xelt（泉の月）　［文化］　tmでベルトが張ったアンシャ
ンテの魔法を映す泉の湖面。魔法機械 (ragna)の一種。動力は魔力だ
が、泉なので夜になると月の光で自動的に魔力が供給される。ソー
ラーパネルにちなんでルナパネルと訳した。　　meltia 444　［言語］［魔
法］ベルトが elxeltを開発し、各地に設置→ elxelt

els  ［エルト］エルス　［形容詞］鬱な、落ち込む、落ち込んだ、意気消沈し
た、憂鬱な、憂うつな、ふさぎこんだ、ふさぎこんでいる、ノイロー
ゼな、浮かない　［医療］うつ病、鬱病、うつ、鬱、欝　［反意語］ruufai
　［レベル］３　古 :mel　［文化］　足を水にからめとられて動けなくなって
しまったエルトの女性。死にはしないが足止めされ続けているため、
非常に鬱になっている。エルスの鬱は水を伝って人へ伝染する。そ
れによって人は鬱になる。　【用例】　arban kalma na els ati kal. アルバザー
ド人は大体いつもちょっと鬱っぽい。　an nat els mil jent yam. 悪天
候のせいで鬱になった。　jent at els. 陰鬱な天気だった。どんより
していた。　non lut na els mil{im} sel esk. 雨の日はいつも鬱になる。
　an nat els im fis. 今日は憂鬱な気分だった＝今日は元気がなかっ
た。　an nat els man vade tas. 試験に落ちて憂鬱だった。　an nat els 
mil esk. 雨で憂鬱だった。　an na els na. ノイローゼ気味だ。　☆ an 
leevat lax els. 沈んだ気分から抜け出したかった。　☆ ai, an lukok els 
sin. あぁ、鬱になってしまった。　la tilat elet els var sel. 彼は一日
中浮かない顔をしていた。　la xal els i rsiil laat vortat. 彼は両親を
亡くしてからずっと元気がない。
els(2)  ［接尾辞］普通動名詞を作る。開音節では lsになる。　［レベル］１　
21:el<19:恣意　［語法］　→ iva　通常省略される。eivelsなら eivのよ
うに。　【用例】　eivels 決闘　artesels 召喚　malsels 結婚　vasels 戦争
　hatials 恋愛
elskoplet  ［音楽］マイナーコード　［レベル］６　21

elsfand  ［音楽］ハウス　［レベル］５　vl;「鬱に盛り上がる」　21

elsfoona  ［音楽］短調、マイナー　［レベル］４　21

elsi,szd  eeta, alser　<> eeta

elsen  ［サール］エルセン　［名詞］エルセンの不平等、不平等、不公平：
一見平等で不平等なことを指す。例えばライオンとウサギに同じ量
のキャベツを平等に与えるというような「不平等」のこと。　［レベル］
４　古 :mel　［文化］　戦場の残酷な平等者。赤ん坊を背中に抱いた若く
美しい母親の姿をしているサール。灰色でぼろぼろのローブをまと
い、悪路を杖をついて歩く。前線の兵士を呪い、戦死を招く。　彼
女は元は戦場で夫を亡くした人間だった。アズゲルの時代、戦場に
夫の死体を確認しにいった彼女は無惨に殺された夫の死骸を見つけ、
気が狂ってしまう。夫の死骸に泣きつくと ｢苦しかったね、苦しかっ
たね ｣と労をねぎらった。それがエルセンの持っていた最後の心で
あった。それ以後エルセンは ｢戦場を平等にするため ｣に戦争に関
与する全ての者に夫が受けた苦しみを味合わせようと誓い、サール
に祈り続けた。類稀なエルセンの呪力を感知したメロウは面白半分
でエルセンに力を与える。するとエルセンは恐ろしい力で ｢戦場を
平等に｣していった。エルセンは戦場で多くの兵士を殺したと同時に、
戦地の女を兵士に犯させるよう兵士に呪いををかけた。戦場を平等
にするためには男だけが苦しむのでは平等とはいえないと考えたエ
ルセンは、女にも男と同じ苦しみを味合わせた。エルセンの呪いを
受けた兵士は戦地の市民を襲うと、男を尽く殺し、女は少女は勿論、
幼女に至るまで犯して回った。犯された女は惨殺され、ときには食
材とされて調理された。生き残った女は自分を犯した誰だかも分か
らない男に作らされた子供を産むことを余儀なくされた。こうした
エルセンによる戦場の平等化によって戦死者が増え、怒ったルフェ
ルがエルセンの討伐を行ったが、エルセンの深い恨みはとても強く、
適わなかった。が、エルセンのせいで戦争がつまらなくなったと思
い始めたメロウがエルセンの討伐をアルデスに進言。エルセンはメ
ロウに裏切られ、殺された。しかしエルセンのセレスはアトラスに
留まり、それ以後も戦場に呪いを与え続けた。　【用例】　resta et elsen 
da. 共産主義は一見平等で実は不平等だ。
elna  ［形容詞］悲観的な、陰気な、ネガティブな、ペシミスティックな　［反
意語］meldin　［レベル］３　19:els/na　［文化］　アルバザード人は比較的性
格が暗いが、アルティス教が悲観を悪徳としているため、できるだ
けポジティブにあろうとする。ただ、それでも元来の物静かな性格
はあまり変わらない。
elva  ［建築］ダム　［レベル］３　16:制 :el/vaen（水溜め）
elf  ［動詞］yul（人や場所）から逃げる、逃げる　［法副詞］～しようとし
ない、やる気が起きない。意思否定の副詞 :19　［動詞］yul（物）を万
引きする、食い逃げする　［俗語］［動詞］yul（女）をやり逃げする、ヤ
リ逃げする　［動詞］yul（人や電柱など）をひき逃げする、ひき逃げする、
轢き逃げする、引き逃げする、引きにげする、当て逃げする、あて
逃げする、当てにげする　［動詞］yul（薬など）を断つ、断つ、止める
　［普通動名詞］逃走、逃避、逃亡、万引き、食い逃げ、食いにげ、ヤリ
逃げ、やり逃げ、引き逃げ、轢き逃げ、引きにげ、当て逃げ、当て
にげ　［反意語］kei　［レベル］１　14:制　kelyu:kelyu　【成句】　elf, see ti 
xim kilm alt 逃げろ、しからばあらたに機会を得よう：三十六計逃げ



441 eldelf
るに如かず　【用例】　laas elfat im foni del laas sakik xeltes. 彼らはシェ
ルテスを見つけた途端、逃げ出した。　la elfat le belka. 彼はあのレ
ストランで食い逃げした。　la fosat yu man elfat popek. 彼はステー
キを食い逃げして捕まった。
elf(2)  ［人名］エルフ　［組み数字］１１/１５　［レベル］４　kako　［文化］　メテ
の第１１使徒。
elfreis  ［名詞］エルフレイスの大樹　［レベル］５　古 :elfreis← elfrein/
zamo　［文化］　エルフレインの村にある、世界一大きな大樹。
elfreiskad  ［地球の国名］レバノン　［レベル］６　19:国旗に大樹
elfrein  ［エルト］エルフレインの姉妹　［地名］エルフレインの村。ヒュー
ト国領。　［レベル］４　milf/ridia:古　［文化］　エルトの女王ルフェル
の腹心であるフレイヤとミレットが住んでいた村の名前。エルフレ
インの姉妹といえばこの２人を指す。ふつう elfreinというと村の
名前より彼女らを指す。エルフレインの村はヒュート南西部、フレ
イリア近辺にある。　【成句】　lana elfrein sa lfer 将を射んとせばま
ず馬を射よ。これはアルデスの言葉ではなく、神人貿易をしていた
商人の言葉。
elflil  ［化学］アインスタイニウム　18:制
elfi  ［アイテム］エルフィ　［レベル］４　古 :ridia:eltpafi｢ エルトの橋 ｣
からだそうだ　［文化］　ヴァストリアのひとつ。リディアのもつ髪飾
り。リーファスも参照。エルフィは２個の美しい玉からなる髪飾り
で、玉同士は美しい紐で結ばれている。２つの玉はエルトとサール
を示すもので、紐は両者の橋渡しを意味する。エルフィは元はリ
ディアの育ての親のナルムの形見となったただの綺麗な髪飾りだっ
た。リディアがテームス殲滅を公言するころに、エルトのルフェル
は何かサールと協力することに対する証を持てないかと考えた。そ
こでルフェルはアルデスに呼びかけ、自分たちの力を封じたものを
リディアにプレゼントしようと考えた。彼らはナルムの形見に目を
付け、それに力を封じ込めた。その髪飾りはエルトとサール、そし
て両者の橋渡しを象徴
するのに相応しいアイ
テムだった。力を与え
られた髪飾りはとても
強力で、それさえあれ
ば今までの半分以下の
魔力で神を召喚できる
ばかりでなく、神自身
をもより強力にさせ
た。ルフェルはそれに
エルフィと名付け、リ
ディアは喜んで身に付
け、より一層召喚する
ようになった。　画像
は aiosによるもの。
elfin  ［名詞］(na)見ていて恥ずかしい、恥ずかしい、かたはらいたい、
かたはらいたし、傍ら痛い、片腹痛い、痛い、いたい、イタイ、イ
タい　［類義語］txu　［レベル］３　20:elf/in（逃げる目）　［語法］　自分が恥
ずかしいのではなく、痛い他人を見ていてこっちまで気恥ずかしく
なる気持ち。思わず目をそらしたくなること。「俺のパンチは世界一
やで」とか、そういうのを見たときに感じる気持ち。あちゃーな感じ。
elfia  ［電算］ＯＳ、オペレーションシステム　［レベル］３　19:elfian

elfian  ［電算］［人名］エルフィアン　19:水の少女。erではなく。　［文化］
　→ tit
elfiine  ［ランドマーク］エルフィーネ童女院　［レベル］５　21:lusian：水の精
霊　［文化］　中央アルナ tiitel mel区に作られた女学校。現在は同通り
にある。語学、芸術に造詣の深い学校。白クリーム色のふわふわし
たケープとラーサ、同色のベレー帽、スカートがシンボルで、生徒
は雪の精とも呼ばれる。　smに小学校ができ、rdで中学校ができた。
vlで高校ができ、現在でも高校までしかない。アルナ大文系学部へ
の進学率が高いお嬢様学校。年次文化祭は「雪精祭」(evansilf)で、
このときのみ男子も入ることが許される。　smで作られた当初は白
魔道士育成学校で、看護と白魔法を中心としていた。現在でもここ
の看護科から看護や介護に行く生徒は多い。（アルバザードでは看護
介護職は高級職）　校則は緩いが風紀の徹底は厳しく、生徒の素行は
極めて良好。エルフィーネと比べるとアルナ中の女子はアグレッシ
ブなのが多い。
elfo  ［生物］ピノソーム、パイノソーム、飲小胞、飲作用小胞　rt;el
fe.k　24
elfe  ［地学］泉　f;e（水）　［レベル］２　13:制 :『すなおな気持ちになれる風』
　elfe:elfe::owen,alt
elfe,szd  koxe
elfekad  ［地球の国名］ジャマイカ　［レベル］６　19:アラワク族の言葉ハマ
イカが泉の国の意味
elfeviida  ［生物］［医療］郄穴、げきけつ、げっけつ　rd;/　24　［文化］　
正経１２脈と奇経４脈にあるので１６穴ある。急性疾患に用いる。
elfer  ［人名］エルフェル　古 :e（左の）/lfer（ルフェル）。女は左に
立つことから。　［文化］　アルフレインの母親。イルフェルの妻。
elfer(2)  ［魔法］エルフェール、古代魔法　［アクセント］elfEr　［レベル］５　
19:ridia:elfe/art（泉の魔法）。泉はアルシアのこと。アズゲルとカコ
の時代の魔法であることから。　［文化］　→ dolmiyu　rudisの一種。
アズゲルとカコに使われた強力な魔法で、rdでは既に失われてしまっ
たもののこと。ミルフが遣い手。和訳時はエルフェールとし、人名
エルフェルと区別。　すべてが強力とは限らず、luteのように単に
ノウハウが失われてしまったものもある。　 
elfert  ［魔法］古代魔術師　［レベル］４　20:ridia:elferan:19:ridia

elm  ［生物］臓器、モツ、もつ、器官、オーガン、体の組織、体のシステム、

体の一部分、体のパーツ　［レベル］３　13:制 :elkmai（機能体）
elmpant  ［生物］器官系　rt;/　24

elma  ［エルト］エルマ　［名詞］記念、記念品、みやげ、土産、おみやげ、
お土産、モニュメント、モニュマン、記念碑　［動詞］yulを記念とする、
yul（数字）周年である。　［レベル］２　古 :ridia　［文化］　アマリスの
双子の妹。姉のアマリスが思い出を司るのに対しエルマは記念を司
る。
elmataka  ［地学］［歴史］エルマ大陸　［ユマナ］コロンビア大陸、ハドソンラン
ド　vl;/。amalisに対して付けられた。　23
elmet  ［哲学］属性　［電算］属性（エクセルなどの）　［反意語］minet　［レベル］
３　20:elm/te
elmettantoa  ［魔法］属殻　［レベル］５　21　［文化］　dolmiyu

elmetpalet  ［魔法］属性値　［レベル］４　21　［語法］　すべて～ teから来てお
り、すべて～ etで終わる。　弱点：ivnet　克性：baltet　異性：xoke
tet　相性：hazelet　半減：vienet　無効：seket　吸収：koitet　［文化］
　dolmiyu
eld  ［言語］言葉、ことば、言語　［類義語］renal、kokko　sert　［レベル］２
　17:制 :ertから。古アルカで言葉が kukuliで、言語コミュニケーショ
ンは alkute。alkuは「ku,ku（口と口）/te（関係）」から来ている。アル
カ ･エ ･ソーンでは alが意味を失うため変遷が起こり、alkuteで kuku
liの意味を指した。　kukuli:kukuli:kuluwa　［語法］　「～語」は ren。「～
方言」は lei。具体的な言語名や方言名以外は eld。　arbaren（アル
バザード語）、tiaren（ルティア語）　arbalei（アルバザード方言のア
ルカ）　xifereld（シフェル語）、lideld（人工言語）　［文化］　→ yun
is　＜言葉の歴史＞　　・セルト　　セルト０年、アルテがエルトと
サールに分裂。エルトは白い球、サールは黒い球。　彼らは自らの
住処としてアトラスを選んだ。アトラスの環境に合わせるため、彼
らはルサージュを行い、人の形を選んだ。詳しくは lsaj参照。　エル
トがフィーリアを選択し、サールを連れて草原に降り立つ。エルト
はサールを指差して「サール」と言い、サールはエルトを指差して「エ
ルト」と言った（最初の命名）。　　彼らはある物質や概念が持つ本
来的な名前を聞く能力を持っていた。エルトはエルトという名を定
められるべく生まれた存在で、サールも然りである。ゆえに彼らは
相手に自分の名を言われた際、それが確からしいと感じた。　エル
トは次に空を指して jinaと言った。サールはそれを確からしいと感
じた。　サールは地を指して kalと言った。エルトはそれを確からし
いと感じた。　彼らは同様にして身の回りの概念の名前を確認して
いった（最初の語彙の獲得）。　　彼らは物だけでなく概念や行為や
状態の名前も知っていた。　例えば愛するという行為は tiiaという
名前を持っていることを知っていた。　上下のような概念や、大き
いのような状態も適切な名前を知っていた。　概念の名前を彼らは
eesteと呼んだ。（名詞以外の獲得）。　　また、彼らは高等な知能を
基に、自らの認知に基づいた命名も行った。　サールは草原に kalmo（下
の場所）と名を付けた（人間の認知に基づく造語）。　　エルトはサー
ルを抱こうとした。しかしサールは浮かない顔をしている。エルト
は戸惑う。サールは悲しげな顔で近くにあった aspil（チョウノスケ
ソウ）を手に取ると、エルトは彼女は花がほしいのだと察し、アルカッ
トまで飛んでいき、花を観察してフィーリアに戻り、造形術 (→ kulul）
を用いて花畑を作った。そしてこの地に minakalmoと名付けた。　サー
ルは喜んで花畑に寝転び、紫苑を取った。エルトはそれを見て saalmi
naと名付けた。　　エルトがサールを寝せ、覆いかぶさろうとする
と、サールはおなかを押さえて泣き出した。空腹である。　エルト
は辺りを散策し、木の実、魚、動物の肉を持ってきて、サールに与え、
自分も食べた（食事の提供）。　　エルトがサールを見ると、サール
はとたんに恥ずかしそうな顔をして、体を隠した。　裸を見られる
のを恥ずかしいと感じたためである（恥の獲得）。　エルトはミナカ
ルモに咲くコットンを手に取ると、中から綿を取り出した。　これ
は使えると考えたエルトは造形術で服を作り、サールに着せ、自分
も纏った。　上下を覆う筒状の服で、手足のところに穴が開いてお
り、首からかぶるように着る粗末な服だったが、白くて清潔で上質
だった（衣服の提供）。　　サールが喜ぶと、エルトはふたたびサー
ルを寝かせた。　性交に集中するために温度調節の魔法を切ったと
ころ、サールが寒さで震えた。　エルトは石を切り出し、造形術で
イグルーを建てた（住居の提供）。　サールを入れると、エルトは中
で火をたいて暖めた（火の使用）。　　満足したサールはまず自分を
指差し、次にエルトを指差し、"non dyussou tiia"と言った（最初の
文）。　指差しの順番で文が構成され、ＳＯＶ語順ができた。　こう
して神々は結ばれた。　　コミュニケーションの手段に肺臓気流を
利用する姿にルサージュしたため、サールはエルトを誘惑しようと
して、自らの息に芳香を乗せた。芳香は桃の香り（主成分蟻酸エチル）
であった。　エルトは感銘を受け、サールに共感して自らの息に薄
荷の香りを乗せた（言葉で求愛することの重要性を強調）。　　エル
トは kalを動詞「場所を占める」として使った。　"del ruxilo kal kulala 
kui"は重文で「私は家を場所として食べ物を食べる」の意味。　こ
の kalが文法化し、「～で」を意味する後置詞になった（格明示法の獲
得）。　与格は alと kerで示され、着点含意は前者、方向性は後者が
担った。　また、状態を指す言葉は前置された（形容詞の獲得）。　
　彼らは１年後に再会することを約束した。来年から神の逢瀬が始
まることとなる。 　　　ここで彼らが作った言語が fで、最初の言
語である。　　・アルテムとユーマの一族　　ユーマが生まれると、
彼女は生まれながらにして fを習得していた。　同時に、歪みから
生まれたテームスも fを習得していた。　ただしテームス自体は喋
るのが得意ではなく、知能は高くなく、言語運用能力は貧弱だった。
　テームスから生まれた悪魔メルティアやベルトらも fを習得して
いた。　アルミヴァもまた fを習得して生まれた。　この時代はほ
ぼ分裂に等しい産み方なので、知識を共有している。　最初にアル
カを学んだのはアトワーユとルノである。　　神々も人類もひとつ
の言語を使っていたが、離れて住みだしたため、言語が長い時間を
経て分裂する可能性が出てきた。　そこで悪魔ベルトが世界各地に
アンシャンテという魔法装置を作った。　泉の湖面に魔法をかけ、
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これをテレビのようにして使う通信装置である。　泉はエルシェル
トというルナパネルを用いている (→ elxelt)　　各大陸に分裂した人
類もアンシャンテのおかげで同一の言語を使うことができた。　ま
た、アズゲルまでは人間も長生きだったため、言語変化自体が地球
のヒトと比べて遥かに緩慢だった。　しかし音韻変化やその地域に
しかない名詞の獲得などは、アンシャンテをもってしても防げなかっ
た。　ゆえにアズゲル開戦までに音韻レベルおよび語彙レベルでの
変化はあった。　しかしそれはイギリス英語とアメリカ英語程度の
距離でしかなかったため、この時代はまだ fが通じていた。　　なお、
音韻変化したものは fではなく「リュディア語」のようにその人種
の名前を取って命名する。　ただ、上述のとおり、リュディア語と f
の差はほとんどない。　　・ラヴァスとバベルの塔　　ヴァステで
の言語状況はアルテムと変わらない。　一方、ラヴァス後期になると、
神々が情報漏洩を防ぐために各地のアンシャンテを破壊して周った。
　破壊されたアンシャンテは修理されることのないままラヴァスが
終わり、神々はアルフィへ去った。　残された人類はアンシャンテ
を失い、寿命も短くなっていたため、ここから地球のヒト同様、言
語の変化が起こることになる。　いわばラヴァス後期がバベルの塔
の崩壊であり、ユーマの一族はそれから１万年ほどかけてアルカを
変化させていく。　　ただ、同じアルカ語族である点が地球と異なる。
　言ってみれば地球上すべてが印欧語でできているようなものなの
で、語彙の根本的な部分などはこの世に一通りしかないことになる。
　　アズゲルの時代には北半球はすべて、南半球も大部分は人類が
到達していた。　この時点でほぼ同じ fvを話していたため、その後
の言語の変化といってもタカが知れている。　【成句】　eld et lein laft 
alka. 言葉は最も上品な衣服である。どんなに身なりが良くても言葉遣
いが悪い人間は下品に見えるという意味のことわざ。
eldtats  ［言語］語派　［レベル］６　19

eldseta  ［言語］言語史　［レベル］４　22　［文化］　→ yunis　■概要　　●カ
ルディアでは言語の起源はひとつ　　カルディアの言語はすべて f
に端を発する。アトラスと言わなかったのは、悪魔は太陽系の惑星で、
神はアルフィで言語を使うためである。　ちなみに vsでは宇宙で悪
魔が話しているシーンがある。宇宙に空気がないのに言語が伝播す
るのはおかしい。恐らくどこかの星の大気圏内で話していたのでは
ないか。いずれにせよ神話なので真偽の程は定かでない。　なお、
地球同様ヒトも発生したが、atenがもたらした病原菌により死滅し
ており、ヒトの残した言語はアトラスには存在していない。　　●
言語系統　　＜系統＞　　生物学に使う分類法を利用する。rumaを
参照のこと。　生物学で「亜門」に当たる xeltemは比較言語学では「語
派」を意味する。　カルディアにおける比較言語学的な系統は下記
の通りである。　　超語族＞語族＞亜語族＞超語派＞語派＞語群＞
語＞地方方言＞州方言＞地域方言　amat > emit > fiam > ifal > xelt
em > talk > kard > ern > tats > xite　　なお、同じないし近い場所で
使用されるものの、系統的には異なる言語群のことを諸語という。se
erensを参照のこと。　　＜ aten超語族＞　　最初に言語を作った
eltと saalは aten > mirok > lans > sart（神科）に属する。従って fは
lans語族 sart超語派である。　しかし fは全ての atenの言語の起源な
ので、すべての言語は aten超語族に含まれる。　なお、aten超語族
とだけ書いてあったらそれは自動的に fのことである。fの正確な
系統はアテン超語族ランス語族サルト超語派であるが、アテン超語
族とだけ書いてある場合はあらゆる言語の祖というニュアンスで
使っている。　　＜ lans語族＞　　aten > mirok > lansの語族。　　・
sart超語派　　上記のとおり、代表的なものは f。　次いで fから
ertと saarの一族が発展させた fvが含まれる。　　cvでは ert語派
と saar語派に分かれたが、主な違いは語彙である。風土が異なるとこ
ろに住んでいたので、語彙に差が生まれた。　ただし高速で空を飛
んだり魔法で通信を行ったりといった能力があったため、差異は軽
微である。　よって言語学では通常 ert語派も saar語派を分けて区別
して考えるべきケースは少なく、どちらも fvとしてまとめることが
多い。　　cv以降は fvから rfに名が変わるが、実質的な変化はな
い。　rf以降、語彙については神人貿易を通じて lsや arなどの単語
を借入する機会が増えた。たいていはロゼットを通じて単語を借入
する。　ロゼットはともかく神は寿命がなく成員に変化がないため、
統語論や意味論的な保守性は強い。　　zgから人間の時代になる。
人間が神々から受け継いだ言語は fvである。従って rfは人間の言
語の系図には含まれない。　　・selest超語派　　死神の言語。vanga
rdiや lunoは eltや saalより前に生まれているが、言葉は編み出さな
かった。　言語は fから借りた。fが fvに発展すると、そのまま受
け入れた。　死神は下位を除けば最も成員が少なく、言語の保守性
はあらゆる atenの中で最も高い。　　新語を取り入れる意欲は rfに
比べて消極的で、造語をすることにも消極的である。　というのも
死神はアトラスの各地で仕事をすることが多いので、自分たちの言
語を変えていくよりは現地語を適宜覚えたほうが効率が良いためで
ある。　　中位以上の死神は fvを話すが、アトラスにいる主に下位
の死神は居住地の言語を使うのがふつう。　中位以上の死神が fv以
外を話せるかは、個体によって異なる。例えば夢織の紗枝は ltや aを
解する。　　＜ lins語族＞　　・lins超語派　　linsは deemと adel
に分かれる。最初の linsである deemsは yuumaの対として生まれた。
yuumaの親は eltと saalで、彼らは fを使った。　従って deeemsの言
語は fである。ただし deemsは知性が低く、言語を喋ることができ
ない。よって初めて言語を獲得した悪魔は meltia, bert, acmaなどで
ある。　　meltiaらが生まれてわずか４年後に fが fvに推移してい
るため、事実上 linsの言語は fvである。　vsで使用した言語も fv
である。　deemは成員が少ないため、保守性が強い。　selestと同
じく、ソームなどアトラスで暮らした経験のある悪魔たちは現地語
を使うのが一般的である。　　・adel超語派　　adelは yuuma 440に
初めてテージュを通って現ミュール大陸上に現れた。　このときの
adelは知性が低い種で構成されていたため、言語の使用履歴はない。
　　yuuma 3529 テームスが再び蠱動を開始。アデルが maltiiaされ、
空間に穴があく。テージュは神々が強固に塞いだため、別の弱い空
間だったスカルディア西南部の地方バルマーユ上空に穴が空き、ア
デルがふたたび降り出した。この穴はバルマージュと呼ばれるよう

になった。　このとき降ってきたアデルは竜族のような強力なもの
や精霊族のような知能の高いものの比率が多かったため、後者が社
会を形成し、人類と対立した。スカルディアは人類の支配が確立し
ているため、魔族の村を作る程度が限界であった。　魔族はスカル
ディアを中心に拡散。総じて言えば分布は南北より東西のほうが速
やかかつ広大であった。北への移動は気候の変化を伴い、つらい。
南への移動はそもそも陸がない。これに比べて東西はアルカット大
陸が東西に伸びた陸塊であることからも容易であった。　とはいえ
個々の種については身体性の違いにより、それぞれ得意な気候があっ
たため、逆に南北に早く分布したものもいる。精霊族や妖精族は寒
冷地を好むため、北への移動がほかの魔物に比べて速やかであった。
　ここで拡散した魔族は後に belgandや velxionを建国したり、anje
のような海賊になったりした。　　おおむね adel超語派は北の vx語
派と南の bg語派に分かれる。　バルマージュに降り立った魔族のう
ち知能の高いものは linsと同じく fvを話したが、徐々にスカルディ
アの言葉も習得していった。　魔族は拡散するとともに fvをベース
に各地の言語と融和していった。　やがて北は vx語派、南は bg語
派を形成する。そこで彼らは定住をしたため、vxと bgは風土に合っ
た独特の変化を遂げる。　従って vxと bgは fvというベースを元に、
定住までに通った各地の言語の影響を受けつつ、定住先で発展した
言語といえる。　　＜ yuuma語族＞　　yuumaは fを 4年間だけ saal
から教わった。その後 fが fvになると、fvを継承した。　　ユー
マの息子の arduと娘の estaは１６人の子供を作る。これが ern e 
yuumaの直接の祖先となる。　この頃はまだ fvを使っていた。第三
世代まではガルヴェーユで fvを使っていた。　meltia 85'0000にユー
マの一族はガルヴェーユから追放され、ここから人類の言語が世界
へ拡散していくことになる。　　追放後、アルファエル川流域で far
fania語ができ、セーレル川流域で siizia語ができる。　同時期にホ
モ・サピエンスが発生しているが、atenの病原菌により絶滅している。
　　meltia 95'0000ごろ。メルティア 95万年ごろ、ファルファニア
人の一部が食料と土地を求めてファベルからアンシャルへ入る。リュ
ディア人はハーディレイ川流域で文明を築く。一方マレット人の一
部はサヴィアからインサールとケヴェアに入る。前者は zgまでに
ハーディアン、カルセール、メディアンを作る。後者は zgまでにフッ
カ、ジュヴァルノ、メルモアを作る。　シフェル人の間で内戦が起き、
ファルファニア人とリュディア人が争い、前者が勝利する。これを
記念してファルファニア人はリュディア中心部周辺をファルファニ
ア (falfania)と改名。リュディア人はリュディア国辺境、すなわち現
アルバザードへ追いやられる。リュディアの一部は奪われてファル
ファニアと改名されたため、リュディア人は残った国土をレスティ
ルと改名した。彼らは神がいるのでフィーリア、ガルヴェーユ、ル
カリアには原則として住めなかった。この後元リュディア人の一部
がアルディアルとスカルディアを作る。少数ながら神の土地に入り
込んで住んでいた部族もいる。　　◆シフェル亜語族（単にシフェ
ル語族とも）　　fv > frf　この亜語族はリュディア超語派とファ
ルファニア超語派に分かれる。地球で言うとヨーロッパの言語とア
フリカの言語に分かれるようなものである。　　・リュディア超語
派　　fv > frf > ly　ls, rk, sk, ardなどを含むアンシャル地方に存
在する超語派。　　リュディア人のうち、ルカリア地方に散った人々
は、ルカリアが神に支配されていたため不毛な土地でひっそりと暮
らしていた。　従ってルカリアには神ルカリア語と人ルカリア語が
ある。rkというと通常後者を指す。　rkは後のヒュート語やフレディ
スク語の前身である。　　-レスティル語派　　fv > frf > ly > ls
　ls(後の ar）, kt, hyなどを含む西アンシャルの語派。　aはこのう
ちの arをベースに作られているため、現在世界で最も広まった語派
といえる。　神との繋がりが強いため、保守性は一般に高い。特に ls
や arなど神のお膝元ではなおさらである。　　アルバレン：fv > 
frf > ly > ls > ar　ケートイア語：fv > frf > ly > ls > kt(it imul 
10)　ヒュート語：fv > frf > ly > rk > hy　アルカ：fv > frf > 
ly > ls > ar > a(it imul 1591)　　:西レスティル語群　　ar, kt, hyな
どの語群。　アルカの比較言語学的な分類は下記の通りである。　
　アルカ：アテン超語族ユーマ語族シフェル亜語族リュディア超語
派レスティル語派西レスティル語群アルバザード語北方方言地竜州
方言幻京方言を主な参照源とするアポステリオリ国際補助語　arka:ve
ktarklevian emoen atenamat, yuumaemit, xiferfiam, lyudiaifal, lestilxel
tem, alaslestiltalk, arbazardkard, xiarern, tooltats, arnaxite　　:東レス
ティル語群　　diminion, arxeliaなどの語群。　　-スカルディア
語派　　現ラズディア語、メルディア語などの語派。ただしこれら
の言語は境方語派の影響を強く受けている。　eniik南部などはそこ
まで境方語派からの影響を受けていない。　　-アルディアル語派　
　現アルダ語などの祖。　　・ファルファニア超語派　　fv > frf
　主にケヴェアで使われる超語派。　　◆マレット亜語族（単にマ
レット語族とも）　　現 ltの直接の祖先。fvから分化した。altなども
大きな分類ではここに属する。　この亜語族はサヴィア超語派、イ
ンサール超語派、ケヴェア超語派に分かれる。　　・サヴィア超語
派　　ガルヴェーユからサヴィアへ渡った人々のうち、サヴィアに
残った民族の超語派。　lzや ltなどが含まれる。　　-シージア語
派　　lzや ltなど。　　:ルティア語群　　ltなど。　ルティア語：
アテン超語族ユーマ語族マレット亜語族サヴィア超語派シージア語
派ルティア語群　　:リーゼル語群　　lzなど。　　-リディア語派
　　現ミディート語など。　　・インサール超語派　　ガルヴェー
ユからサヴィアへ渡った人々のうち、インサールへ渡った民族の超
語派。　altが含まれる。　　-ハーディアン語派　　現 alt周辺の地
域で使われた言語。アクオリアも入る。　　:ハーディアン語群　　
アルティア語（凪霧）：アテン超語族ユーマ語族マレット亜語族イン
サール超語派ハーディアン語派ハーディアン語群　　:アクオリア語
群　　-サルディーン語派　　ハーディアンに渡った民族が西に移動
したもので、もとはハーディアン語派と同じ。　　-カルセール語派
　　ハーディアンに渡った民族が南西に移動したもので、もとはハー
ディアン語派と同じ。　　-メディアン語派　　カルセールに渡った
民族が南西に移動した民族の言語。加えてスカルディアから東に渡っ
てきたシフェルの民も含む。　現 meなどを含む語派。　　:境方語
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群　　メティオ語：アテン超語族ユーマ語族マレット亜語族インサー
ル超語派メディアン語派境方語群　　・ケヴェア超語派　　ガル
ヴェーユからサヴィアへ渡った人々のうち、インサールへ渡った民
族の超語派。　　-ジュヴァルノ語派　　現サフィール語や西エネガ
イア語など。　　-フッカ語派　　現ユタタ語など。　　■舞台裏　
　＜現実と神話のアルカ史＞　　・古アルカを古語にリサイクルし
よう　　古アルカは現実では１９００年代に作られた言語である。
一方アトラスではアディアが imul 1500年代に作った言語である。前
者はアプリオリとアポステリオリの混じった人工言語で、後者は ar
（アルバレン）を元にしたアポステリオリ人工言語である。　現実の
古アルカは徐々にアポステリオリ性を排他していったので、最終的
に 2001年の段階ではほぼアプリオリだった。現在の新生から見て古
アルカはだいぶ変わっている。文法的にも語彙的にも。　古アルカ
は地球ではもはや使われていないが、このまま捨ておくのももった
いない。そこでアトラスに出てくる古語の材料としてリサイクルし
ようという案が００年代後半に浮上した。とはいえ現実の古アルカ
が持っていたアポステリオリな面は使えない。だからそこはトリミ
ングして、アプリオリな部分のみをアトラスの古語を作るのに使う。
　　・そもそもアトラスの古語って何を指すの？　　アトラスの古
語は f（フィーリア語）に始まり ar（アルバレン）に終わる一連の
言語派である。時代としては fl（フィアル）から rd（オーディン）
までである。従って a（アルカ）は古語には含まれず、古アルカといっ
ても古語には含まれない。　　・リサイクルする際の注意点は？　
　古アルカを古語の材料に使うにはいくつか乗り越えなければなら
ないハードルがある。まず前期古アルカと中期古アルカ時代に大量
に含んだ自然言語の語彙を排他する必要がある。また、もともと古
アルカは子供の作った言語なので、言語学的にしっかり見直さない
と古語として使うに耐えない。さらに、古アルカの語彙はアトラス
の歴史を反映していないので、アトラスにおける語源を一語一語作
る必要がある。　　・アルカのレーゾンデートル　　古アルカの語
彙がアトラスの歴史を反映していないのは当然だ。そもそもリアル
ファンタジー用の言語として開発されたものではないからである。
　アルカのレーゾンデートルは時代ごとに異なる。古アルカでは「意
思疎通と機密保持」。リーザ先生やリュウがお金の絡むことに古アル
カを暗号として使っていたので機密保持の意味合いがあった。制ア
ルカでは「帰属意識の向上」。これは効果があったと思う。新生アル
カでは単に「意思疎通」に限定している。　これだけなら事情はま
だ飲み込みやすい。だがここに神話という要素が入るとややこしく
なる。古アルカの時代にリディアが構想した『幻想話集アティーリ』
の中でアルカが使われた。これがすべての元凶だ。この作品がやが
て人工世界カルディアに発展していく。　　０９年にアシェットが
解体されると、使徒同士は表向きには公的な繋がりでなく個人的な
繋がりになった。それから２年経つが、解体の影響はそれほど感じ
ていない。もともと０３年にセレンが日本人の女性を選んだことで
リディアをはじめ使徒と疎遠になってしまい、その頃から徐々に彼
らとの結びつきは弱くなっていた。０６年にリディアやメルとは再
度親密になるが、ほかの使徒からは距離を置かれたままになってい
た。なので０９年にアシェットが解体してもそんなに改めて距離感
が変わった感じはしない。　　１１年現在セレンがアルカを使う相
手は主にリディア、メル、ルシア、ユルト、それにネットユーザー
に限られている。だがセレンは「日本語できるなら日本語でいいだろ」
という考えなので、子供以外には積極的にアルカで話しかけようと
しない。ましてセレンは子供にアルカを教えるのがあまり好きでは
ない。少なくとも母語として教えるべきではないと考えている。な
ので本来子供にアルカを喋るのも好まない。ただアルカ以外ロクに
通じないので仕方なく使っている。となるとセレンが自発的にアル
カを使いたがる相手は誰もいないことになる。現実のアルカはほと
んど滅んでいるといっていいだろう。　ただそれはセレンの視点で
しかない。リディアはアルカを積極的に使いたがっており、実際日
常的に彼女の家で使わせている。一番熱心なのはもはや彼女だ。なお、
旧アシェットの使徒もまだ新語を作って報告してきたりするので、
一応使っている分には使っているようだ。そういう意味では現実で
もまだアルカは滅んでいないようである。　　ただ、もはやアルカ
のレーゾンデートルは「アシェットが使う言葉」よりも「世界初の
リアルファンタジー用のアプリオリ人工言語」にあるとセレンは考
えている。後者の価値観自体はリディアも認めている。彼女くらい
だろう、現実にも架空にも旺盛にアルカを使いたがるのは。　少な
くともセレンはもはやアルカを「世界初のリアルファンタジー用の
アプリオリ人工言語」と考えている。現実面はわりとどうでもいい。
　　・アトラスの語源と地球の語源　　古語に古アルカを使うのは
いい。だが単語の語源は地球でのものだ。９０年代の地球を反映し
ている。例えばスーツは maikesabe（ふつうの服）というが、これは
地球の９０年代の感覚である。アトラスで「ふつうの服」なわけが
なかろう。だからアトラス用に別の語源をでっち上げねばならない。
あるいはアトラスの歴史でもスーツは普及したんですよという設定
を作らねばならない。要するに語源を変えるか歴史を変えるかの二
択である。　　たいていの場合は語源を弄る。特に語源ができた年
代を弄る。　例えば salは長という意味である。現実には中期制アル
カでできたとあるから、０３～０５年頃にできた単語である。　sal
の語源は書いてないので分からないが、恐らく rsiilaが元だろう。
というわけで神話では rsiilaを kalmiyuしてできたということにする。
　salという単語は少なくとも tm（アルテム時代）で竜王ティクノがサー
ルの長になった段階で必要だから、salは現実では制アルカであって
も、神話的には fv（フィルヴェーユ語）にしなければ辻褄が合わない。
これが「語源ができた年代を弄る」というやつだ。　　・長生きな
神様の言語は保存性がとても良い　　このように、古語は古アルカ
ないし制アルカなどを元に作る。　だが問題がある。初代や先代を
除けばアルカは９１年から始まっているので、まだ２０年しか経っ
ていない。一方古語は神の時代から始まるから何千万年という期間
がある。２０年分の言語変化で何千万年分の言語変化をまかなえる
のか。無理だろう、ふつうに考えて。はじめはそう思った。　とこ
ろが神というのは死なないので、成員が変わらなければ言語の変化

もほとんどないではないかということに気付いた。神は３００人程
度しかいないし寿命もない。なら何年経とうと新語が人類からもた
らされるくらいで、基本語は変わらないだろうなと考えた。　　と
ころが人間は百年もせずに死んでしまう。アトラスでは人間は神の
子孫なので、smまでは寿命が長い。従って smまでは言語の変化の速
度を緩めていい。だが、sm中期以降は地球の言語と同じ速度で変化
を計算しなければならない。ここが面倒くさい。　ところでアルバ
ザードは神の国アルフィが宗主国で、神との結びつきが強い。神の
言語は変化せず、その神との結びつきが強い。ということは arに限っ
ては ltや altなどに比べ保存性を高めても良いことになる。　どうせ
神話の中では ltや altは外国語としてしか使わないから保存性が低く
てもどうでもいい。一番作業量が多いのは f_ar_a間の変遷の記述だ。
arさえ保存性が強ければ自分が生きてる間に実現できる。アルフィ
がアルバザードの宗主国であったことが幸いした。　　・案外短い
時間の壁　　数千万年といったが、そのほとんどは f_fvの期間であ
る。fvは fを拡張しただけで、期間が長いわりに実質的な内容的は
大差ない。これは話者が少なすぎたからである。　fvから数えると
現代まで百万年程度の時間しか経っていない。しかも人類がアトラ
スの主人公になった zgから見ればまだ一万年ほどしか経っていな
い。しかも smまでの人類は長生きだ。smから現在まではまだたった
２０００年だ。しかも sm中期まで人類の寿命は長かった。現在の寿
命水準になってからはまだ５００～１０００年程度しか時間が流れ
ていない。　実は時間の壁は案外短い。数千万年といっても実質現
代人の寿命に置き換えればもっと短い。zgから現在までの一万年も、
現在の人間の寿命水準で見ればほんの２０００年程度である。つま
り zgで使っていた lsが古代ローマのラテン語だとすると、現在のア
ルカがイタリア語に当たる。要するにラテン語とイタリア語くらい
の距離感を出せればＯＫということになる。　しかも ly, ls, arは fv
との繋がりが強く、保存性が良い。ということはラテン語とイタリ
ア語の差すらない。ぶっちゃけ古英語と現代英語くらいの差で十分
である。　　・面倒くさいのは実は nd_vl　　寿命の長さや神との繋
がりのおかげで fv_ly_arは保存性がいい。ところがアルカができて
以降、nd_vlまでは神との繋がりが弱いし寿命も短い。その上魔法文
明が廃れて科学文明へと移行し、新語がバンバンできている。空も
飛べなくなり、異国との情報の共有も遅くなった。　となると nd_vl
のアルカの変遷は地球の自然言語並みなはずである。この期間が約
３００年だから、現在の日本語と江戸時代くらいの開きがある。だ
がせっかく rdで作ったアルカをそうやすやすと変えてほしくない。
歴史小説を書く際などに面倒だからだ。　　・原理主義者ミロクと
方言　　ミロクは敬虔なアルティス教徒としてアルカの原理主義運
動を行った。rd当時のアルカを使おうという運動で、ヘブライ語を
復古させたイェフダーに近い。イェフダーと違って独裁者だったの
が幸いし、運動は成功した。　とはいえリアリティを考えると国内
に遍く rd時代のアルカを広めるのは不可能だろう。巧く教育できた
のは都市部の人間と若者だけと考えるのが妥当だ。農村部では rdか
ら３００年経って訳の分からないくらい変化したアルカが使われて
いるはずだ。　だが小説では主に都心部を書くし、田舎の連中も多
くはテレビなどで標準語を話せるようになっているだろうから、書
き手が困ることは特になかろう。むしろたまに方言を入れることで
スパイスになるのではないか。　　＜音韻＞　　現実の古アルカの
音韻は多かった。アシェットが２８カ国の子供たちからできていた
ので当然だろう。　f_fvの登場人物はすべて同じ arte神から生まれ
た兄弟のようなものだから、現実の古アルカほど音韻が豊富なわけ
がない。　そこで f_fvでは適宜音韻を減らす。こうすると古アルカ
では使っていたのに f_fvでは使われない音が出てくる。それは ltな
ど、アルカ系以外の言語でリサイクルすればよい。入破音などはファ
ルファニア辺りに回せばよかろう。地球でもあの辺りの地域で見ら
れる音だし、違和感はない。　　fv_ar間の音韻は保存性がよいので
概ね同じでいい。aは世界に広まった言語なので、arより音韻数が減っ
ている。　aはアトラスでは arをベースに使徒の母語を混ぜてできた
アポステリオリである。こういう言語を作るときに使う音韻は最大
公約数的なものである。要するに多くの使徒が聞き取れる音韻を使っ
ていこうぜというもので、そんなことをしていれば最終的に arより
音韻が減るのは当然だ。　まして aはその後世界へ広まっていったの
で、なおさら音韻が少ないことは義務的だ。　　＜諸言語＞　　諸
言語については各言語の文化欄を参照すること。　とりあえず f, 
fv, ly, ls, ar, sz, lt, altが分かっていればいい。　meの系統は歴史的
にあまりアルバザードと絡みがないので、jiorなど単語レベルで
知っていれば良い。　ktや hyは地理的には近いがアルバザードのほ
うが力が上なので、me系統と同じく単語レベルで入ってくるものだ
けを知っていれば良い。　rfは実質 fvに人間側（主にアルバザー
ド人）の単語を貸してあげただけなので、fvが分かっていれば特に
問題ない。　　そもそも rd以降神も悪魔も aを学んでいるので、古
語はアトラスの語源欄を書くときにしか使わないのではないかとい
うきらいがある。　小説の中で外国語が出てくるとするなら、ltと alt
だろうと思う。稀に古風に arや fvや rfを出すくらいだろう。もっ
とも、こちらがそうやってしっかり作ったところで、流石に細部ま
で理解できる読者はいるとは思えないのだが。
eldfo  ［言語］言語音。音声と音韻の総称　［類義語］reif　［レベル］３　
19:lein
eldfel  ［言語］言語学　［レベル］５　19　［文化］　言語学はカコにおいて
アルシアの１１魔将が魔法学を起こしたことに起因する。　魔力の
弱くなった人類は、より強い呪文を使うべく、言葉により魔力を増
幅させようとした。その研究が魔法学である。　魔法学では正確な
アルカとは何かが問題とされたため、文法論と語彙論のみが発展し
た。　　一方、神の時代から脈々と続く史学の中で、通時言語学は
存在し続けた。　しかしそれもアズゲル以降の人類による文献学と
ほぼ同一視されていた。　　近代言語学は rdでセレンによって起こ
された。　制アルカの制定にともない、セレンは世界の言語を研究
し、共時言語学を作り上げた。　セレンはその時代の言語を研究す
ることでアルカを作ろうとしたため、通時論には興味を示さなかっ
た。　　同じ時期、リュウが魔導船シェルタージュを復活させるた
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め、文献学を派生させて比較言語学を興す。　並びに古代魔法の使
い手であるミルフが協力し、リュウに古代の文献を解読させた。こ
れにはリディアも協力した。　　従って、言語学のほとんどの術語
はアシェットによって作られた。　統語論、形態論、語彙論はカコ
の時代の学問を参考に改訂した。　制アルカで作られた術語も、後
にセレンによって新生に修正されている。　　セレンは最初、音の
研究から始め、音声学と音韻論を作り上げた。　後に制アルカのた
めに普遍文法を探究した。その過程でまず類型論を作り、さらには
生成文法を作り上げた。　生成文法は後にリュウが魔法駆動式アン
ドロイドのエルフィアンを作る際の人工知能の礎のひとつとなった。
　　また、セレンはそれまで研究の盛んでなかった意味論も作り上
げた。　　メル 14年ごろ、セレンは文化と言語が切り離せないとい
う結論に達し、生成文法を捨て、認知革命を起こした。→ nakleldfel
　また、中期制アルカの終りに、セレンは人工言語学を作り上げた。
　　新生アルカ作成後、セレンは語用論を重視した。　一方、リュ
ウとリディアは経済言語学を作成した。　また、ユルト・ルシア誕
生後、セレンとリディアとメルは子供の言語習得についても研究し、
応用言語学を作成した。
eldhons  ［ネガティブ］言葉の鎧　［レベル］４　17:制 :古 :kukuliyaho（言葉の
鎧）の訳　［語法］　主に難しい言葉を使って、自分がなりたいけれど
なれない人格を装うこと。悪い意味で使う。消極的な人間が普段使
わない積極的な言葉を使って明るく見せようとするのもこれにあた
る。　【用例】　la sabes eldhons. 彼は言葉の鎧をまとっている。
eldyulfan  ［言語］言語学者　［レベル］５　19:xion

eldenvi  ［言語］言語能力　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［語法］　何カ国
語喋れますといった能力が eltenviで、言葉を上手に操れますという
能力が arkaenvi。
eldem  ［言語］声調　［レベル］５　19:eld/lem（言葉の音楽）
eldemafi  ［言語］超分節音素　19

eldern  ［言語］語族　［レベル］６　19　［文化］　→ yunis　語族と言語の年
代区分　　言語名と時代あるいは国家の名前は必ずしも一致せず、
ズレがある。　同じフィルヴェーユ語でもどの民族かによって使わ
れた長さが異なる。　ここで述べるのはあくまでアルバザード人に
とっての区分である。　　・語族　　先に語族について。　いずれ
もアルテ語族から分派しているが、アルテ語族というのは最上位概
念であって、通常は語族というと以下の３種。　　ミロク語族：エ
ルトとサール、および彼らから生まれたアルミヴァ、および彼らの
一族の言語。話者が少なくかつ死なないため、言語の変化が極めて
少なく、語派間の差異も極めて小さいことが特徴。fv以降は人間の
言語から多くの外来語を得る。　――エルト語派：artemまでは下記
サール語派と異同なし。レスティル在住までは同じ言語。ヴェマと
ヒュートに vasteで本拠地を分けてから語彙に少し変化が出る。が、
連絡が互いにあったため、外来語として結局相手の語彙が取り入れ
られた。話者はエルトの一族とその眷属のロゼット。　――サール
語派：同上　――リンス語派：悪魔たちの言語。言葉を持たなかっ
た悪魔がベルトの助けを得てサルトの言語を使用したため、言語の
内容は同じ。宇宙在住なため、特殊な単語を有する。　――セレス
ト語派：死神などの言語。やはりサルトの言葉を借りたもの。　　
シフェル語族：ガルヴェーユ追放されてファベルに移った民族の
言語。アルバザード語はここに入る。語派は多数。アルバザード語
を例に取ると……　――リュディア語派　――――レスティル語群
　――――――アルバザード語　　マレット語族：ガルヴェーユ追
放されてサヴィアなどに移った民族の言語。語派は多数。ルティア
語が含まれる。　　・年代区分　　フィーリア語 f：selt 0～ selt 
63,938,964(fl)：エルトとサールの 2人が話した言語。歴史は長いが文
法は単純で語彙も少ない。2人がツーカーで意思疎通がそこまで必
要なかったことと、年一回しかアトラスに来なかったため。　フィ
ルヴェーユ語 fv：meltia 0～ meltia 1,040,000(tm～ cv)：神の言語
だが、シフェル語族も tmでは fvを話した。徐々にファベルとアン
シャル西部で独特の語彙を獲得したが、少数のオリジナル語彙以外
は神の fvと同じ。ly建国後も fvが使われ、meltia 95万に lyが滅ん
で lsになっても fvが使われた。　リュディア語 ly：yuuma 0～ yuu
ma 4000(zg)：リュディア国の言語ではない。この言語になったころ
にはとっくに lyは滅んで lsになっている。ここで表しているのは国
ではなく、リュディア人の末裔の言語という意味。アズゲルから人
間の時代になり、言語も fvから lyになる。fvから lyの変化は cv
で漸次的に起こっていたが、zgになったころには lyが確立してい
た。神の代わりに国を支配したことから人間の支配力が強まり、そ
の結果文献も残されるようになった。人類にとって細かく記録の残っ
ている有史はここからになる。約 4000年使われた。　レスティル語
ls：yuuma 4001～ yuuma 8080（mt～ kk）：同じく約 4000年使われた。
zg後期で徐々に変化し、mtごろに確立。リュディア語のときと同じ
く国家名がレスティルなので、このときの言語名は国名に合わせて
レスティル語になっている。　アルバザード語 a：sm～ rd：1600年
ほど使われた。smからユーマの一族の寿命が地球の人間程度になり、
言語の変化の速度が早まったため、言語の寿命も短くなった。　ア
ルカ：nd～ lj：400年ほど使われた。社会の安定と通信技術の発達
と lemirの言語政策と artis的な倫理観が発達したことにより、大き
な文法の変化はなかったものの、科学の進歩によって語彙は大幅に
増えた。結果、400年の間に大きく変化してしまった。
elg  ［名詞］バッジ、メダル、記章　［レベル］３　13:制 :elmagi（記念の金属）
　［語法］　エーステはバッジの下位概念。　【成句】　elg e faal 太陽のバッ
ジ。警察官に配布されるバッジ。正義の神クレーヴェルをモチーフに、
パパルラの幻字をデザイン化したもの。中央の円の中に官位を示す
文字がデザインされている。nelteの場合、neの文字をデザイン化し
たものが書き込まれている。バッジ自体は elgだが、官位を示すと
いう側面については dalhaという。リディアが案出した。
elgi  ［名詞］水銀　［レベル］４　23再登録
elgilil  ［化学］水銀→ elgi　19

elges  ［植物］ズッキーニ　［レベル］３　古
elp  ［植物］メロン　［レベル］２　lakta:膨らんだ水　［文化］　マスクメロンを
メインで指すが、実際に出回っているのは模様の薄いもの。線の濃
いマスクメロンはあの独特の線を綺麗に出すのに極めて手間がかか
るため、高価。そのため、メロンはアルバザードでは高価な果物と
いう印象がある。
elp(2)  ［化学］ピリジン。tezspelの慣用名。　［レベル］６　19:elispel。魚
臭がすることから。
elpan  ［動物］サギ、鷺　［レベル］４　tm;「水の白の」　23

elpi  ［化学］ピリジン派生物。ピリジンが開いたもの。ニコチンなどを
作る。　19
elpis  ［植物］クミン　［レベル］６　古
elpina  ［人名］エルピナ　［組み数字］１１/１３　［天文］エルピナ座　［レベル］
３　rd;elpan　先 :ano:pino　［文化］　第４期３代ソーン第１１使徒。ア
ノが付けた使徒としてのコードネームで、本名は不明。
elb  ［被服］顔を覆う頭巾、フード、ずきん、頭巾　［レベル］２　13:制 :
恣意　［文化］　冬には帽子代わりによく使う。ヒュート以北ではフー
ドの端にファーがついており、汗による凍傷を防ぐものが多い。ア
ルバザードのフードにつくファーは飾りが多く、質が良くない。エ
ルトア産が高品質。
elbvim  ［生物］僧帽筋　［レベル］５　24<22:脱いだフードの背中のような
形をしていることから
elyundite  ［軍事］天馬の眼、エリュンディテ　［アクセント］elyundIte　［レベル］
５　zg:elsi,szd/yundite　21　［文化］　lyusiel

elle  ［遊女］［代詞］tyu　［レベル］４　21:limel

ellen  ［遊女］［代詞］tuan　［レベル］４　21:elle

ela  ［普通動名詞］報告、通報　［動詞］yulを aに報告する、報告する、通報
する　［レベル］２　13:制　［文化］　rans　報告は発表と違って相手にその
行為が求められていることを前提とする。報告は求められた調査結
果の説明ともいえる。ゆえに説明の一種である。　【用例】　ela kils 詳
細な報告　「子供ってなんでも口に入れるよな。ひらめいたんだが」
　「通報した」　"yuli alxa ev total a kuo kok? see an meplik--"　"elak 
a nain a"
elak  ［名詞］台座　［化学］台座。顕微鏡の。　［レベル］３　rd;ele/ako「台と
なる地面のようなもの」　23
elakdilfai  ［医療］温筒灸　rd;/。台座を使用する灸。　24

elapia  ［言語］四人称　［レベル］４　19:xion

eli  ［名詞］魚　［生物］魚類　f;eria/livro「水の命」　［レベル］１　古 :eli（水
の命）　［語法］　用法が広く、海の生物全般を指す。典型的にはマグロ
のようないかにも魚っぽい形のものだが、エビやクジラなども指す。
ただし貝やヒトデなどは eliの仲間とは見なされない。　プロトタイ
プは鮪、鯛、鮭。ただし鮭はテージュ海ではなくアルダなど北国か
ら入ってくる品が有名。
elik  ［動物］鵜　［レベル］４　alakta:elikuto（魚の鳥）
elika  ［名詞］水族館、アクアリウム　［レベル］３　13:制 :魚の場所　［文化］
　芸術性が高いと評価され、アルバザードではランスケルンの西部
にカレリア水族館がある。南区でない点で、アルバザードにおける
水族館の評価が知れる。
elis  ［エルト］エリス　［普通動名詞］伝達、コミュニケーション、意思疎通
　［動詞］yulを aに伝達する、aとコミュニケーションをとる、伝達する、
交信する、通信する　［レベル］３　meltia 430:elis;e　mel:古 :メルがは
じめに作ったエルトで、元の名は melis（メルの）という意味だった
が、定着する前にメルが elisと名を変えた。当時、メルは５～６歳
程度。　［文化］　青白いうす布をまとった成人女性の姿をしたエルト。
長い水色の髪の毛を自由に伸ばすことができ、その髪に触れた者に
意志を伝達することができる。髪を伸ばして遠くにいる相手とコミュ
ニケーションができる。つまり、生きた有線電話のようなものである。
　【成句】　til elis a ～とコミュニケーションを取る
elist  ［魔法］［ジョブ］とりなし、取り成し、とりつぎ、取り次ぎ、取次、
エリスト、神結　［レベル］５　mt;elis/te「伝達の神エリスのような」　
23　［語法］　「tという偉大な神」と「kという聖人」がいるとする。tに
お願いをしたいとする。自分で直接 tにお願いするよりも、tに願い
を叶えてもらえるよう kに依頼するほうが成功率が高い。というのも
kのほうが自分より tと近しい間柄にあるためであり、神とのコネク
ションが強いためである。このとき、この kのことをとりなしという。
とりなしは mtのころ、召喚士の台頭とともに興った。
elista  ［企業］［人名］エリスタ、神結、かみゆい　［レベル］５　mt;/elist.k　23　［文
化］　mtでできた極めて歴史の長い企業。smまでは神と人間の間の貿
易を行なっていたが、sm以降人間の間の貿易業に力を入れ、ndでは
造船業も買収し、現在では世界最大の貿易会社になっている。神と
の関わりを失った現在でも陰ながら神人貿易部門では取引を続けて
いる。神と人を結ぶというところから神結という。
elisnakea  ［企業］エリスナケア　［レベル］４　21　［文化］　ＮＴＴ、日本電信
電話公社、ドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクに相当する企業。
elisixm  ［名詞］連絡帳、連絡ノート　［レベル］３　rd;/　23　［語法］　学校
の連絡帳だけでなく、会社や様々な場所で使われる連絡帳も指す。
eliset  ［形容詞］ツーカーな、つーかーな、ツーカー、つーかー、つう
かあ　［レベル］３　zg;elis/te　23　【用例】　an et eliset a la. 私と彼はツー
カーの仲だ。
elif  ［経済］漁業　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt:eli/tafl

elig  ［地学］潟、干潟、ラグーン　［レベル］４　lakta

elibel  ［料理］魚料理　［レベル］３　19　［文化］　マグロが最も一般的に食
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べられる。ほかにも北方から輸入した鮭などが食べられる。
elir  ［単位］ゼタ　21:felier

eliz  ［電算］クラウド　［レベル］３　al;elis.k。エリス神が髪を伸ばし、自
分を中心に遠隔地にデータを送信してコミュニケーションすること
から。　23
elizian  ［歳時記］小寒　［名詞］２３時　［組み数字］２３／２４　［レベル］３　
20:→ anxian　［文化］　anxian

elijion  ［アトラスの国家］エリジオン　［レベル］４　23:ridia

elilor  ［料理］ちくわ、竹輪、チクワ　［レベル］３　19:魚の筒　［文化］　あ
まり食べられない。南区の東洋料理専門店では入手できる。
elia  ［料理］マリネ　［レベル］３　16:制 :eli

elian  ［魔物］エリアン（半魚人）：第四十八天：雷の幻天　［レベル］５　
19:ridia/seren/mel:eli/an　［文化］　魚族。半魚人の姿をしている。体
はうろこがあり、手はカエルのようで、皮膚はぬめり、顔は醜く、
声が汚く、くさい息を吐く。魚族だから雷が弱点だと思って攻撃す
ると吸収される。吸収した雷を使って数倍返しにしてくるので注意。
得意魔法は雷。　【成句】　elian livl elian hot 蛙の子は蛙、瓜のつる
に茄子はならぬ
eliifa  ［地球の星座］［ユマナ］うお座　24　［文化］　ifa

eliize  ［名詞］［ネガティブ］小娘　［類義語］min　［反意語］halman　［レベル］３　
rd;liiz/teに語頭音 eが添加されたもの。　23
eliizel  ［地名］エリーゼル　［レベル］５　20:e（左→ここでは対という意
味）/liizel。「リーゼルの向こう側の」　［文化］　ルティア国中央北部
の市。リーゼルとの国境線にほど近いところにある。ルティア市か
ら見て北西にある。イスフィリア錬金術舎があることで有名。非常
に川が多い。
elo  ［名詞］オール、パドル、櫂　［動詞］yul（水や乗り物など）を a（場所）
までオールで掻く、掻く、水をかく、漕ぐ　［レベル］３　13:制 :古 :eluu
　:::yuli,alt　【用例】　elo apl 船を漕ぐ：yulが乗り物のときは水と乗り
物の間にメトニミーが働いている。
elos  ［名詞］ポルノ、エロ本、ポルノグラフィー、春画、エロファイル、
エロ動画　［レベル］３　al;esel/lei。もともと eselleiと言っていたのだ
が、技術の進化とともに画像ファイルや動画などができたことから al
でesellei seinが .kしてelesとなったが、elesという語は四人称とバッ
ティングしたため更に .lしてアプラウトし、elosとなった。　23<esel
lei:13:制 :淫らな本
elon  ［被服］ショール　［レベル］４　lakta　［文化］　女性服。ユンクに好まれ
る。薄い色が好まれる。色はピンク、紫、緑、青系が多い。香を纏
わせるため、クローゼットにいれず、部屋に置いておくことが多い。
　【成句】　elon tis til franse. ショールにすら魔香が宿る：あばたも
えくぼ。好ましい女性のものならショールの残り香にすら魔力的な
芳香が感じられるということから。
elol  ［動物］海蛇、ウミヘビ、水蛇、ミズヘビ　rd;er/lolo　24

elolifa  ［地球の星座］［ユマナ］みずへび座　24　［文化］　ifa

ele  ［名詞］台、踏み台、パレット　［数学］台形　［シェルト］盤　［化学］ステー
ジ。顕微鏡の。　［レベル］２　lakta:　参考 :sorn:eha,daha（乗る、登る）　
［語法］　一般に何かを載せるもの。燭台なども含む。
elet  ［生物］表情、顔つき、顔色　［レベル］２　13:制 :古 el（顔）から　
［語法］　表情だけでなく顔色も入る。ただし、顔色の場合は eel harの
ように eelを使うのも可。赤は怒りは恥、白は恐怖や病気、青は真
剣な怒り。　【用例】　isk elet{eel} 顔を読む、表情を読む　la tilat em 
elet{eel} fir mil tu vert. 彼はその知らせを聞いて顔面蒼白になっ
た（顔が青くなった）。　yan lu sinsik elet reia romel. すると彼女
はつと寂しげな表情を見せた。　ok elet rana 神妙な面持ちで　sins 
elet nik romel 血相を変える
eletis  ［宗教］エレティス　［レベル］５　古 :elt/letisから　［語法］　レティ
スのうち、エルト派のもの。
elek  ［植物］［建築］たな、棚、つる棚、パーゴラ、藤棚、植物などを這
わせる棚　［レベル］４　16:制 :elen/kib（机、棚）
eles  ［代詞］４人称所有格、誰々のもの　［レベル］１　19:elに tiilesなど
の類推から esをつけたもの
elen  ［名詞］テーブル、卓、机、デスク、卓上、作業台、食卓、何かを
するための作業台　［名詞］表→ eda　［類義語］eda　［レベル］２　13:制 :恣
意　【用例】　zam t'elen 机の脚
elenskil  ［名詞］机の椅子　［レベル］３　20

elengek  ［運動］卓球　［レベル］３　19:ridia:arbaxelt　［文化］　diiagek

elenoi  ［エルト］エレノイ　［レベル］４　古 :lakta　［文化］　白い大鳥で、乗物
や交通を司る。走るのも早く、空も飛べる。召喚士が呼び出して乗
ることもできた。ＦＦのチョコボみたいなもの。
elevi  ［人名］エレヴィ　［組み数字］３/１４　［レベル］４　古 :語源不詳　［文
化］　第４期３代アルシェ第３使徒。オヴィの実父。名前が多い人で、
いくつか呼び名があったが、アルカで付けたとリーザが後に言うこ
の名を正式採用した。一時期アシェットの引率をした。
elevilil  ［化学］ネオジム　［レベル］６　18:制
elef  ［形容詞］［ポジティブ］慎重な、用心深い、注意深い　［反意語］ovel　［レベル］
２　20:entlef（ゆっくり走るような）
elem  ［エルト］エレム　［普通動名詞］審判、審議、審査、審理　［名詞］審判、
アンパイア　［動詞］yulを onについて審判する、審議する、審査する、
審理する　［レベル］３　古 :paal:elms　［語法］　日本語の「審判」と異なり、
個人が強く判断するという意味でも使う。　［文化］　善悪を司り、審
判をするエルト。半身男で半身女の姿をしている。　【用例】　an elemik 

la si tans xalt jokom. 怒り方を見て、彼には人徳がないなと判断した。
elemmirok  ［宗教］判定神　rd;/　24

eleman  ［名詞］審判　［レベル］３　22　【成句】　eleman ser 傍目八目、岡目
八目
elez  ［名詞］万年筆　［レベル］３　19:elfe/kaz

elelle  ［遊女］［代詞］lilis　［レベル］４　23

elellen  ［遊女］［代詞］lilin　［レベル］４　23

elelixk  ［植物］ヒラタケ、シメジ　［レベル］３　19　［語法］　日本で通例シ
メジと呼ばれているもの。シメジとヒラタケはまったく別物だが、
日本人はヒラタケのことを通例シメジと呼んでいる。
elein  ［植物］スイセン、水仙　［花言葉］あなたはきよらかです。　［レベル］
３　古 :水の花
eleina  ［形容詞］［ポジティブ］いい意味で不器用な、不器用だが実直な　［類
義語］demlas　［反意語］aalo　［レベル］３　20:elein/na　［語法］　高倉健の「自分、
不器用ですから」の不器用に当たる概念だが、不器用と違って elei
naはもともと褒め言葉なので、自分には言えない。人に言ってあげ
る言葉。　［文化］　ティクノがポエンを怒らせたとき、口下手なティ
クノは巧く機嫌を取れず、代わりに黙って水仙をプレゼントしたこ
とから、不器用だが実直なという意味になった。
elua  ［単位］エルア。約１０７．２ｃｍ　［類義語］yudis　［レベル］４　20:se
ren/ridia:ker lua（足まで）頭から足までの距離＝身長のこと　［文化］
　yudis
eal  ［名詞］面子、メンツ、めんつ　［言語］フェイス　［レベル］６　al;eel.k　
23　［文化］　言語タグとしては、社会言語学などで用いられる用語。コ
ミュニケーションにおいて、他者に対して示そうとする自分の肯定
的なイメージや印象のこと。一般に、ポジティブフェイスとネガティ
ブフェイスに分けて理解される。　相手に認められたい、受け入れ
てほしいという欲求のポジティブ・フェイスと、相手に傷つけられ
たくないという欲求のネガティブ・フェイスがある。
ealis  ［地名］エアリス湖　［経済］５０００ソルト札　［レベル］２　21:ri
dia:<>eria　［文化］　→ anfan　alhadirにある国内最大の湖。　面積
2759.449493 km^2。　高度２４３.１ｍ。　深度１５１.２ｍ。
eiv  ［サール］エイヴ　［普通動名詞］決闘、一騎討ち、タイマン、抗争。何
かの決着を付けるために行う戦い。　［動詞］yul（相手）と決闘する、
決闘する、一騎打ちする、タイマンを張る、抗争する　［レベル］３　
古 :ovi:ザナがミルフと結婚する前に、中学のときケンカで勝てな
かったセレンに決闘を申し込み、渋谷の小さな公園でやったことか
ら、怨みの私闘だけでなく、何か大切な物事のけじめをつけるため
に行う文化が作られた。　［語法］　日時と場所を決めて行う tovのこと。
あらかじめ勝った場合の内容を決めておく。→ tov　一対一でも多対
多でも eiv。ただし、主に一対一。　［文化］　決闘を司るサール。ヴァ
ルファントとカルザスの決闘の日に生まれた。もともと地名。両者
はメティオのエイヴに来た。彼らがここに着いたとき、海風と槌が
混ざり、戦たる決闘の司サールのエイヴが生まれた。そしてエイヴ
は彼らの決闘を監督した。　＜決闘について＞　→ luup　決闘は何
かの決着を付けるため、男性間で行われる。男性間の決闘のみ合法
である。ただし rdなど、女性が力を持っていた時代では男女間の決
闘も行われた。　命をかけるか単に勝敗を付けるかは予め当事者間
で約束をしておく。前者の場合、相手が死んでも罪には問われない。
後者の場合、相手が事故で頭をぶつけるなどして死んでしまった場
合、罪には問われるものの、通常の殺人罪よりは軽い。　決闘は名
誉を守るため、女性を獲得するため、金品をかけて行うなど、さま
ざまな目的の下で行われる。ギャンブルではないので金をかけても
構わない。女性をかける場合、女性本人が勝者に身を委ねる約束を
決闘直前に民衆に向かって行わねばならない。約束をしない場合、
その決闘は合法にならない。　武器を使用するか否か、使用するな
ら何を使うか、場所や日時はどうかなど、細かい設定も予め決めて
おく。各陣営に最低１人ずつ付添い人が必要である。当日は衆人環
視の中行われ、不正があれば卑怯者は民衆によって罰せられる。　
勝敗がついたと思ったら民衆は勝敗を宣言し、戦いを止める。決闘
後は、まず勝者がその場を去る。　＜申し込み＞　自分より強い相
手か同程度の相手にしか決闘を申し込めない。受ける側は拒否する
こともできるが、笑いものにされる。ただし、決闘の理由が言いが
かりで下らないものであれば、断っても申し込んだほうが嘲笑され
る。　＜無血決闘＞　現代では拳による決闘だけでなく、頭を使っ
た決闘も行われている。試験の成績で競うとか、チェスの腕前で競
うなどといった決闘である。無血決闘のみ、女性でも合法とされる。
　＜即時決闘＞　条件をその場で決めてその場で行う決闘。付添い
人がいないケースがあり、民衆がいないケースもあるため、どうし
てもその場で行わなければならない事情があるとき以外は行わない。
　　●舞台裏　　↓語源欄に記載されていた決闘の件だが、関連し
た日記が見つかったので転記しておく。これにより、細かい時期が
わかる。なお、文中でセレンはリディアと結婚したといっているが、
これも内輪によるもので、籍は入れていない。セレンが初めて籍を
入れるのはその後別の女性とのこと。　　2002/09/10　　＜ザナ夫妻
結婚＞　　　9/8にザナとミルフから連絡があった。どうやら結婚す
るらしい。ミルフから「結婚を申し込みたいのだけど、男の人は怖がっ
て逃げてしまわないだろうか」と相談され、「あいつは君のことが真
剣に好きだし、そういう人の傷つけ方をするやつじゃないよ。安心
して申し込んだらいい」と答えたのはもう２月ほど前のことだろう
か。　　つい何日か前に「俺とお前とどっちが強いか勝負しようぜ」
と挑戦された。実はミクちゃんに格好つけるためにそういったのだ
といっていたが、なるほどそういう経緯か。　　使徒の中で付き合っ
た最初はオヴィとクリスだったが、結局は俺とリディアが一番に結
婚し、その次はザナか。面白いもんだな、人生は。あいつらと会っ
たときはまだ中坊だったもんな。それがいまや結婚か。うちのカッ
プルは遠距離恋愛が多いのに感心するほどよく続くが、それだけ魅
力的なやつらだからだろうな。　　例によって式は挙げずに内輪だ
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けで祝うそうだ。祝いはやはり集まれないからアンシャンテでって
ことになるみたいだ。今のところ日程は決まっていないし、やはり
俺が承認するんだろうな。　　中坊の頃は暴れん坊だった武器マニ
アのザナは随分丸くなったよな。ミクちゃんの影響だな。ミクちゃ
んの方も慰霊旅歌以降すっかり付き合いやすくなったし、どちらも
ずっと成長した。　　あいつらならきっとうまくやれると思う。幸
い、うちの使徒をやるだけあってフランスだのドイツだのといった
下らない馬鹿げた歴史に病むような愚か者ではないから、国籍を超
えることはたやすいだろう。　ガキの頃から涙が出るほど微笑まし
い仲の良いカップルだったもんな。本当にあいつらには幸せになっ
て欲しい。　　大丈夫だろう。あいつらなら絶対幸せにやっていける。
　　ザナ、ミクちゃん。どうか幸せに。　【成句】　serj xi(en) eiv 雨
降って地固まる：決闘の後のセルジュ。
eil  ［形容詞］軸から遠い、外側の　［名詞］道路や道の端側、サイド、外側、
ガイソク、がいほう　［反意語］rov　［レベル］２　19:制 :ie　［語法］　rov

eiltrim  ［化学］価電子　［レベル］５　19

eiltantoa  ［化学］最外殻　［レベル］６　19

eiltomvim  ［生物］外腹斜筋　［レベル］５　rd;「外側の腹部の筋肉」。肋
骨から始まるので覆うのは腹部だけではない。　24<23
eiltem  ［生物］外耳　［レベル］５　19

eiltemfaiz  ［医療］外耳炎　［レベル］５　19

eilkami  ［生物］委陽　21

eilsir  ［生物］表皮　［レベル］５　21

eilsia  ［生物］硬膜　［レベル］６　19

eilsex  ［生物］大陰唇　［レベル］４　19

eilnif  ［言語］外相　［レベル］６　20　［語法］　内相以外の区間。すべて副
詞で示される。内相に比べ、頻度が低い相である。
eilflel  ［生物］天髎　21

eilfo  ［言語］側面音、流音の一部　［レベル］６　19

eilmixk  ［生物］外膝眼　21

eilgot  ［生物］外側顆　rd;/　24

eilpom  ［生物］外くるぶし、外踝、外果　rd;/　24

eilpomwax  ［生物］外踝尖、外果尖　rd;/　24

eillil  ［化学］典型元素　［レベル］６　19:周期表から　［文化］　rdでリュウ
は周期表を魔法顕微鏡などによって速やかに作成したため、典型元
素を周期表のデザインに基づいてこのようにネーミングした。
eillobo  ［電算］［工学］被覆→ fartanx　vl;/　23

eila  ［化学］ゾル　［レベル］５　19:古 :eriaailai。古は長すぎたため
eilen  ［接続詞］eil　［被服］アウターウェア　［レベル］３　21

eilems  ［美容］皮下脂肪、セルライト　［レベル］５　21

eo  ［感動詞］え？、えぅー？　［レベル］２　19:melidia alis

eo,f  wilt
eos  ［気象］霜　［レベル］２　13:制 :古 :eehosa（氷の粉）　【用例】　eos at 
sod. = eos lunat. 霜が降りた。　font at fir merel mil eos e toxel. 
昨日降りた霜で地面が真っ白だった。
ee  ［言語］eの文字　［レベル］１　14:制　［語法］　第２４文字目の幻字。
４番目の母音字。
eet  ［経済］株、株式　［レベル］４　古 :ryuu:恣意　［文化］　smで制度が作
られ、vlで隆盛した。不確定な予想しか付かないことから、天気に
なぞらえられることが多い。
eettxant  ［経済］株主優待　［レベル］６　22

eettil  ［経済］持ち株会社　［レベル］６　19

eettilvant  ［経済］持分法　19

eetvent  ［経済］株式会社　［レベル］４　19　［文化］　vlで隆盛した。
eetmas  ［経済］株券　［レベル］６　19

eetdae  ［経済］キャピタルロス　［レベル］６　19

eetgart  ［経済］株価　［レベル］５　19　【用例】　eetgart em falti. 株価が高
くなる。
eetgio  ［経済］キャピタルゲイン　［レベル］６　19

eeta  ［親族］姉　［反意語］amel　［レベル］２　古 :eeta、etta（姉）。語源不詳。
リディアはメルによる日本語の「お姉ちゃん」の発音が語源とするが、
oneetxanから etta、eetaは考えづらいため、非アポステリオリと断定。
採用に至る。　::la elsi:mamma,alt
eetan  ［経済］株主　［レベル］５　19

eetanarx  ［経済］株主資本　［レベル］６　19

eetanarxmiyupax  ［経済］株主資本等変動計算書　19

eetanita  ［経済］株主総会　［レベル］５　19

eetanoks  ［経済］持ち分、持分　19

eetaneda  ［経済］株主名簿　19

eetel  ［丁寧］［親族］お姉さま、お姉様、おねえさま、エーテル　［レベル］
２　21:l.eeta　［文化］　laala　［語法］［文化］　alser

eek  ［動詞］yul（水など）を a（容器、場所など）に注ぐ、注ぐ、酌を
する　［普通動名詞］酌　［レベル］２　古 :eek（水を川のように）　tae:tae　
［文化］　・酒を注ぐ　　日本のようになくなりそうになるのを見計らっ
て酌をするのはＮＧ。そもそもアルバザード人は頼まれない限り他
人に酌をしない。相手の飲みたいペースを相手の好きなように保っ
てあげるのがアルバザードにおける親切。
eekviida  ［生物］［医療］兪穴。五兪穴の兪穴。　rd;/「経脈の注ぐ穴」　
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eex  ［動詞］yulを洗濯する、洗って濯ぐ。濯ぐが含まれている。　［動詞］
yulをゆすぐ、ゆすぐ、すすぐ、漱ぐ、濯ぐ　［受動名詞］洗濯物　［レベル］
２　13:制 :古 :eexo。e/exo（水洗い）　［文化］　日本と同じ。ある程度
溜めておいて家族全員分をまとめて洗う。風呂と違って誰が誰のを
洗っても良い。裸はともかく下着はそこらで見てしまうものなので
誰も意識しない。洗濯機は全自動の優れたものが備わっている。洗い、
濯ぎ、脱水までを行い、更に乾燥機で乾燥をかける。ふつう服をど
こかで乾かすことはない。美観を損ねるので、ベランダには干さない。
集合住宅の場合、地下に干し場があるのでそこを利用できる。また、
家の中に干す場合、部屋干しをする。総じて乾燥機にかけることが
多いので干すことは滅多にないが、干さざるを得ないものもある。
乾燥機にかけられない布団類やカーペットなどである。これらは地
下の干し場や部屋で干すことがある。　【用例】　☆ an eexat kuo kon er 
kal. 水を少し口に含んで中をゆすいだ。　fitl eexol 洗濯物を取り込
む、とりこむ
eexka  ［建築］洗面所（洗濯の場としての）　［レベル］２　19:melidia axte

eexar  ［名詞］洗濯機　［レベル］２　19:ridia:arbaxelt　［文化］　洗濯機は縦
型とドラム式がある。軟水が多い土地では洗剤の泡立ちが良いため、
こすり洗いをする縦型が適している。硬水が多い土地では洗剤の泡
立ちが良くないため、叩き洗いをするドラム式が適している。　洗
濯機は rtのアルバザードで開発された。アルバザードはフランス
と異なり軟水が多いため、縦型であった。その後硬水の土地に適し
たドラム型が作られた。　アルバザードでは縦型が普及している。
１２年ごろの日本ではドラム式も普及してきたが、これはデザイン
上の理由が主である。アルバザードではそのような理由でドラム式
は普及していない。　なお、フランスは温度を調節してぬるま湯や
お湯で洗う洗濯機が一般的だが、アルバザードでは軟水が多く汚れ
も洗剤で十分に落ちるため、お湯は使わない。
eexi  ［料理］アイスクリーム　［レベル］２　13:制 :古 :eehoxi（甘い氷、
アイスクリーム）　【用例】　den kui eexi rakel veil ti til tomyai. ア
イスを食べ過ぎるな、おなかを壊すぞ。
ees  ［法律］戸籍、籍　［レベル］３　古 :ees｢ 名前 eeste｣ に関連　［文化］　
→ ramas　地球には日中など、あまり例を見ない文化だが、アルバザー
ドにはある。zgで徴税目的に作られたのが初めて。神は人数が少な
かった上、構成員に変化がないため、戸籍を必要としなかった。た
だし神もロゼットの数や身元は管理していた節があり、戸籍の前身
のようなものは神代に既に見られた。
eest  ［言語］イニシャル　［レベル］３　14:制 :古 :eeste（名前）　［語法］　
アルカでイニシャルというと頭文字一文字の場合もあるが、名前の
中心となる幻字１文字を取る場合が多い。例えば ridiaなら dia。
serenなら ser。このあたりは『ミールの書』に出てくるが、古アル
カの知識がないとイニシャルを抽出できないだろう。　【用例】　"lu et 
ne?"　"qm, son an ku eest hot lana nekt. totomiir lua"　"tu nekt yuu 
a (axte"　「それ、誰のこと？」　「んー、じゃあイニシャルトークって
ことで。○ミールさん」　「てゆうか何も隠せてないしｗ」
eeste  ［言語］エーステ。主要な幻字。　［言語］エーステ。ある概念が持
つ本来的な名前のこと。名前の意味と区別がつかないので、こちら
の sの音は serの音とする→ ranslot　［被服］エーステ。アクセサリー。
　［魔法］エーステ　［芸術］絵画に入れるサイン　［アクセント］eestE　［レベル］
２　f;e　古 :eeste(名前 )　［文化］　→ fiaswain, jip　［言語］　複数の幻
字からなる概念において、最も主要な働きをする幻字のことをエー
ステという。古では名前そのものを意味した。制以降は名前の中核
を指す。古では中核を共有することを「エーステが呼応する」といっ
た。ミールとクミールはどちらもエーステがミールであり、エース
テが呼応している。ミールのようにひとつのエーステからなる概念
は、その字がエーステになる。　また、自分の名前のエーステを象っ
た銀などのアクセサリーのことをエーステといい、アルティス教徒
はfiaswainの日に与えられる。神聖な金属である銀で作られていたが、
銀はよく錆びるので、手入れが必要。なくすと非常にショックを受
けるので、携帯しないものもいる。　現実的には、20年現在リーザ
はユルト、ルシア、アマヴェル、ハイレンに手作りの銀製のエース
テを贈っている。　　［魔法］　→ ranslot　万物にはそれが指し示され
るべき音声がある。すなわち概念は固有の音を持つ。　その音声を
fや fvの音韻で表したものがエーステであり、エルトやサールなど
高位の神々がその音声を知ることができた。　　エーステはその概
念そのものを指し示すため、呪文学においては概念を直接指示する
ものとして重宝された。　古語ほどエーステを含む割合が高いため、
呪文学ではエーステとともに古語が珍重された。　　呪文学再考後
はアルカなどの言語で唱えることに違和感が覚えられなくなった。
　　地球と比した際、エーステの存在はこの世界の言語から恣意性
を一定の割合で奪うという意味において重要である。　この一意性
により、アテンの間に変えがたい存在としての fや fv観を生じ、結
果として言語の変化の速度を緩めた。　アトラスでも地球同様言語
は変化するが、時代によりその速度は異なる。また、エーステは特
に維持されるケースが多かった。　エーステは古語を遡る際に重要
な目安となっている。具体的に言えば、エーステを辿ると語源不詳
になりにくく、遡りやすい。　　・重複エーステ (youeeste)　　no,
f(noz)と no,f(mia)のように、同じ音韻で異なるエーステを示すこと
がある。これはエーステが音声の近似値でしかないために起こる現
象である。　　【成句】　ev eeste a leis 画竜点睛
eeste,f  est　e

eestemiir  ［言語］エーステ理論　［レベル］５　f;/　23

eesest  ［言語］［法律］戸籍名　［レベル］３　rd;/　23

eev  ［名詞］波、寄せ波　［物理］波、波動　［レベル］２　古 :sorn:eev（波）
　【用例】　eev ik sod. 波立つ、波だった
eevtems  ［建築］鎧戸　［レベル］５　19
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eevka  ［物理］波源　19

eevxaka  ［物理］位相　［レベル］５　21

eevsorit  ［物理］振幅　［レベル］５　19

eevnen  ［名詞］波紋　［レベル］４　15:制 :波の跡ではなく模様。跡だと
足跡のように既にそこにいなくなくなってないといけないが、波紋
は波そのものが作るので跡にはならない。波がある場所及びその周
りに波紋ができるので、まだなくなっていないから跡にはならない。
　【用例】　eevnen em sod. 波紋が起こる。
eevvian  ［名詞］波力　［レベル］６　rd;/　24

eevfili  ［物理］波長　［レベル］４　19

eevfet  ［名詞］波及効果　［レベル］５　22

eevdil  ［建築］防波堤　［レベル］３　rd;/「波を防ぐ」　23

eevyulo  ［物理］波面　［レベル］５　19:eryuloからの類推
eeva  ［物理］ヘルツ、サイクル　［レベル］４　14:制 :古 :eev（波）
eevadis  ［法律］波刑　19　［文化］　死刑囚を柱にさかさまにくくりつけ、
満ち潮と同時に溺死させる。人を船から突き落とすなど、海での悪
事に適応される。
eem  ［名詞］ダンボール　［レベル］２　14:制 :eev（波）
eedel,szd  jen　ede,fv.l

eeho,f  vext　「固い水」
eeyo  ［遊女］［文末純詞］eyo　［レベル］４　21:eyo

eere  ［植物］スイレン、睡蓮、水連、水蓮　［レベル］３　frf;「水の」　
23
eeren  xivaren　meltia 10:ludo;eria/ren

eez  ［気象］つらら、氷柱、ツララ　［魔法］エーズ（ブリザド）。水の低
位黒魔法。氷柱で相手を貫く。少女時代のリディアの得意魔法。　［レ
ベル］３　19:melidia axte

eel  ［生物］顔　［動詞］yulの顔を aに向かせる、向く、顔を向ける、振り向く、
振り返る　［動詞］yulの指向性を aに向けて持たせる、指向する　［数学］
面積→ eeldu　［名詞］見開きページ→ lei　sert　［レベル］１　13:制 :古 :e
l(顔 )　el:el:lu ilion（頭が女性なのでその対）　［語法］　額から顎の先
端までの領域。首は含まない。頬など、顔の側面も eelに含むが耳
は含まない。　顔のパーツは目、鼻、口であるが、美醜を判断する
際の顔という意味においては耳を含むこともある。　日本語だと「顔
が綺麗」というと美人やイケメンの意味になりがちだが、アルカだ
とふつうこのような場合 la et lantといい、la til eel lantとは言わない。
後者の場合、顔は良いが体型がとか年齢がといった含意を仄めかす
可能性がある。無論言葉通り顔の美しさを強調する場合もある。　【用
例】　eel xep 悩ましげな顔、難しい顔　eel han 大きな顔　eel noan 
em har im na txu. 恥ずかしいと顔が赤くなる。　eel lant 美しい顔
eelkaxa  ［地学］正積図法　［レベル］５　19

eeldu  ［数学］面積→ eel　［レベル］３　19:顔の量（表面の量という意味）
eelpasso  ［運動］顔面セーフ　［レベル］２　22:mel:「顔は大丈夫」。紫亞と
ユルトがボール遊びをしていた際、顔面を狙うことを避けさせよう
としてメルら大人が作ったルールが「顔面セーフ」。顔に当たった場
合は得点にならないという救済措置のこと。　【用例】　"lu vadek!"　
"tee, tu et eelpasso da"　「アウトだろ」　「いや、顔面セーフだよ」　
　im kit, an lot tu et benda tal el jinsat tu et eelpasso. 最初アウト
かと思ったが、顔面セーフということになった。
eellang  ［法律］肖像権　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［語法］　当然のこと
ながら、顔以外なら無許可で撮っていいという意味ではない。
eeli  ［動物］ヒラメ　［レベル］３　古 :eeli（左目の魚）
eelit  ［名詞］指向　［電算］指向性　［言語］指向性　［レベル］４　20　［語法］　
動詞の無相が暗黙の了解で何相を指すかを示すもの。 　経過・完了・
継続相のみに指向性が観察される。 　状態動詞は常に継続相に指
向性を持つ。 　行為動詞は経過・完了のいずれかに指向性を持つ。 
　指向性はアナログで漸次的であり、瞬間動詞のように強く完了相
に指向性を持つものもあれば、「殺す」のようにやや指向性を持つも
のもある。 　変化動詞「殺す」は不変化動詞「叩く」より完了相へ
の指向性が強い。 　心理動詞 vatのような動詞は経過相への指向性
が強い。
eelin  ［美容］輪郭、フェイスライン　［レベル］３　21:eel/rein

eelet  ［名詞］代表、総代、顔　［類義語］sal　［レベル］３　rd;eel/te　23

eu  ［擬音］えう　［レベル］１　古 :古では「うげっ」という嫌悪感が強かっ
たが、音が可愛いので薄れた。　［語法］　戸惑いや悲しみを表す。冗
語であり、本気で悲しんでいるわけではない。
eu(2)  ［rente］［文末純詞］dec　［レベル］１　21:decの d脱落、c弱化

u
u,frf  ip　?

ukad  ［地球の国名］ナミビア　19:国名が「何もない」
un  ［数学］［接続詞］分数の「分の」に当たる言葉。文法的には接続詞。
　［レベル］３　sm;unlu,alt　前期か中期制アルカあるいは古アルカにも
あったかもしれない。元は分子と分母の間に挟んだ「うん」という
ポーズ音。　［語法］［文化］　・分数の書き方と読み方　　３分の２は 2/3
と表記される。両者の和でなく比という意味で /を使っている。　ar
になるまでは英語のように分子分母の順番で読んでいたが、凪紗が
持ち込んだ unの影響で、分数は分母分子の順番で読むことになった。
従って文字上は 2/3と書いても読みは逆から vi un taとなる。ややこ

しいが、日本人には容易なはずである。　なお、2/3をそのままの語
順で読むと、「２割る３」と読むのと何ら変わりない。これでは分数
ではなく四則演算のひとつに聞こえ、分数という概念を作る意味を
感じられない。分数というひとつのまとまった項だということを明
確にするためにも unは好都合である。　　・分数と unの歴史　　
もともと分数自体は神の時代から存在した。frf人も再発見してお
り、ly人にも継承されている。ly_lsでは分母を属格にし、分子をそ
のまま数字で呼んだ。例えば２分の１は「２の１」、すなわち「２が持っ
ている１」と表現した。　これは喩えを使えばすぐ理解できるだろう。
「２人が持っている１つのケーキ」と考えれば、１人当たりの分量が
「半分」、すなわち「２分の１」だということが分かる。このように、
属格を使って彼らは分数を示していた。　ところが arで属格そのも
のが無くなると、分母だけ属格にするというやり方に綻びが出てき
た。一方この頃 kalensiaは非常に勢力が大きかったため、大学や宮殿
には大勢のアルティア人学者がいた。この結果 unが取り入れられ、
それが定着して現在に至る。
un,ltf  男性不定冠詞、vikfikvante　lun,ltk.xik

unlu,alt  mat
uni  ［擬声］にゃーん　［幼児］［動物］猫、ネコ、ねこ、ねこちゃん、にゃー
にゃー、子猫　［類義語］ket、miiko　［レベル］１　fv;fovet　ridia:古
unilei  ［ユマナ］［娯楽］ねこにっき　古 :ridia:もとはかつてリディアが
書こうとしていた本の名前。その後セレンによる漫画の名として採
用された。この時点では紫苑の書のパロディだった。メル 19年にセ
レンが「あずまんが」のフィンランド語版を読んでいた際、「アル
カを読めない人間の目には、このように映っているのだろうな」と
感じたことからできた企画。　［文化］　原作セレンによる４コマ漫画。
アルナ大に通う４人の少女の日常を描いたもの。主人公はしあ、みー
ふぁ、ゆーれ、ふぇーるの４人。主題はなく、ストーリー性もない。
ゆるい空気とまったりしたユーモアを提供するための漫画。
unialp  ［企業］ウニアルプ　21　［文化］　クロネコヤマトに相当する企業。
uniom  ［動物］ポメラニアン　［レベル］６　21:猫犬
unus  ［普通動名詞］死刑、斬首　［動詞］yulを死刑にする、斬首する、首
を切る　［類義語］jio　［レベル］３　fv　赤　［語法］　赤では alunusでお家
断絶の意味。unus単体は斬首と死刑の意味。　［文化］　adis

umtona  ［組み数字］１６/２８　［交通］ウムトナ通り　［レベル］２　22

umtona vates  ［人名］ウムトナ＝ヴァテス　［組み数字］１６/２８　［レベル］
２　古 :語源不詳 :vatesは ｢電気が嫌い ｣の意。　［文化］　(2→ )第４
期４代ソーン第２使徒。女性。amma/gano。１７０ｃｍ、５８ｋｇ。
髪は亜麻色で背中まで届き、少しくせっ毛。三つ編みを二本にして
いることが多い。茶色の瞳。肌は白：黄＝６：４。
umto vates  ［人名］ウムト＝ヴァテス　［レベル］５　古 :右の名は後付け　
［文化］　初代ソーンの第２使徒。異性魔王。
umi  ［名前］うみ　21　［文化］　『ねこの郵便屋さん』の登場人物。「うみぃ」
と鳴くので「うみ」とこよりが名付けた。
umi del alpan  『ねこの郵便屋さん』　21　［文化］　セレンによる小説。
セレンは自分のあらゆる作品の中で最もこれを好んだ。　　カテー
ジュに住む少女こよりは、ある日一匹の猫と出会う。こよりはその
猫に「うみ」と名付ける。　こよりがブラッシングして帰してやると、
別の日にうみがまたやってくる。首輪には飼い主からの手紙が下げ
てあった。　「きれいにブラッシングしてくれてありがとう。ウチで
はこの子をモモンと呼んでいます」　ひなたという少女の手紙にこよ
りは返事を書き、うみの首輪に取り付ける。こうして少女たちの奇
妙な文通が始まった。　　言語は敷居が高いが架空の世界には興味
があるという読者のために、日本語でアルバザードの文化を読める
小説としてメル 19年に作られた。
ug  ［動詞］yulをうならせる、唸る、うなる　［再帰動名詞］うなり、唸り、
唸り声、うなり声　［レベル］３　19:seren:melidia。オノマトペから。
ural  ［地球の国名］台湾、タイワン　［レベル］５　21:古 u ral ralは恐らくこ
こを指したと思われる。国名扱いとする。
u ralral  ［地名］ウ・ラルラル　［レベル］４　古　［文化］　アルティアの南側
にある自治区。オタク産業の中心地。神なる二次元の国。ここのア
ルティア人は lと rの区別をするため、lalでなく ralという。　古で
は日本のようなＩＴ技術国を指した。
urika  ［料理］きなこ、きな粉　［レベル］３　sm;urika,alt＜ uria,alt/ka/alt「黄
色い粉」　22　［文化］　smに流入。vlの健康ブームで全土に広まる。料
理に加えたり砂糖を加えたり牛乳に入れたりする。
uria,alt  imel　jur,f/ia.xik

uz  ［サール］ウズ　［レベル］５　古 :seren:lakta　［文化］　狼の化身。狼の姿
をしている点ではシェルテスと同じ。狼を司る。茶色の毛で全身が
覆われているが、戦意を表わすと毛が赤くなる。赤のうちはまだい
いが、完全に戦意が沸ききると毛が青味がかって総毛立ち、目も青
くなる。こうなると獰猛で手が付けられなくなる。
uwa  ［感動詞］こら　［類義語］oca　［レベル］１　古 :こらっ！　［語法］　怒っ
ているときの呼びかけ。ocaよりは怒っていない。「うわ」というよ
り「わっ」に近い発音。
uwe  ［植物］スミレ、菫、すみれ　［レベル］３　13:制 :lakta:ryuuwe。使徒リュ
ウが髪を少し紫に染めていたことがあったことから。
ul  ［接続詞］～か～、か、や　［論理］弱選言　［反意語］az　［レベル］１　20:az
のメルテーブルで ij。これが 20年まで。ijがソーンで弱化して iw
になり、iuになり、yuに。受動態とぶつかるため、メルを通じてセ
レンに相談が来て、空いていた yaを選んだ。同日夜中にソーンから
否決され、アノの提案で空いていた uになった。22に oと uが似す
ぎて区別が付かないことが問題になり、uは通常 untを使うことにし
たが、これが oの ontと似すぎるため、セレンが u/unt自体を取りや
めて ulに一本化した。　［語法］　t ul kは、tか kあるいはそのどちらも。
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t az kは、tか kどちらか片方のみ。　　ulは等位接続詞なので t ul k
が過去の内容だと、tも kも過去形になる。an lukat ul lefat（私は歩い
たり走ったりした）。　　・黙字について→ o
ul(2)  ［化学］［接尾辞］～化物を作る　19:tul　［語法］　開音節では l。　ｏｘ
ｉｄｅの－ｉｄｅなどと同様。ただし、具体的な化合物中では使え
ない。化合する相手が分かっていない場合の総称。hanulで「塩化物」
一般を指すが、塩化ナトリウム中では tithanとなる。英語はＳｏｄ
ｉｕｍ Ｃｈｌｏｒｉｄｅになるが、英語とは異なるので注意。
ulanska  ［名詞］ウランスカ、安楽死場　［レベル］３　20:ulanse/ka　［文化］　ula
nse　・古代　　古代に病人や兵士のために施設された安楽死のため
の機関。魔法ウランセにより、苦痛のない眠るような死を迎えるこ
とができた。死体は氷の魔法で氷棺に安置された。　後に人口が増
えると墓場の敷地の問題で火葬となり、氷棺は葬式までの風習となっ
た。　　・現代　　→ vortlang　魔法が衰退してからは麻酔の吸入と
化学物質の注射等による安楽死に移行した。lj以降のアルバザード
では安楽死が認められており、福利厚生として国民は享受する権利
を有する。国民のための施設であるため、外国人および未登録の人
間は享受できない。
ulanse  ［医療］安楽死　［動詞］yulを安楽死させる　［魔法］ウランセ。害
の高位白魔法。苦痛のない速やかな死をもたらす。　［組み数字］１０
/１１　［レベル］３　fv　古 :ulanse（ウランセという架空の物質または
安楽死させる物質や方法の総称）　［文化］　ulanska　アルバザードでは認
可されており、公的機関で薬物等を使った安楽死が行われる。安楽
死の自由があり、理由や年齢などを問わず受けることができる。ウ
ランセが発達しているため、自殺率が少ない。ウランセも入れると
多くはなるが。
ulanset  ［魔物］ウランセット（安死鬼）：第十八天：水の氷天　［レベル］
５　19:ridia/seren/mel:ulanseと setの混成。「安楽殺」の意。　［文化］
　皮をすべて剥がされ、血管と神経がすべて剥き出しになっている
魔物。大剣を持ち、怒号を上げて暴れる。「いたい、いたい、くるしい、
くるしい。お前にもこの痛みを……」と啼きながら襲いかかってくる。
剣に切られるとウランセットと同じ状態になり、肉がむき出しになっ
て地獄の苦しみを味わって死ぬ。また、水の禁呪魔法の使い手でも
あり、凶悪さではアデルの中でも最高クラス。そのため仲間が犠牲
者になったら苦しまないうちにすぐ刺し殺してやる。そのことから
この名がついた。
ulala  ［音楽］ラララ、ｌａｌａｌａ、ウララ　［類義語］ulalan　［レベル］３　
f;fovet　古 :ridia　［文化］　音楽などで特に歌詞がない部分を埋め合
わせるために使う言葉。ulalalalaといくらでも laを伸ばせるが、最後は
laか lanで終わらせる。
ulalan  ［音楽］ラララ、ｌａｌａｌａ、ウララン　［類義語］ulala　［レベル］３
　f;fovet　古 :ridia　［文化］　ulala

uliel  ［アトラスの国家］ウリエル　［レベル］５　23:ridia

ulo  ［人名］ウロ　［魔法］ウロ（フレア）。火の高位白魔法。核爆発を起
こす魔法。　kako:語源不詳。古アルカでの意味はなし。　［組み数字］５
/１１　［レベル］３　［文化］　(yuuma 6984)　yuuma 6984 イクスタン、ト
リステとの間に息子 uloを授かる。強力な魔力を持って生まれたウロ
に王は喜び、旧アルティリアの高官たちは暗殺を企てる 　【成句】　te{
den} on al ulo naes 不機嫌なウロに関わるな：触らぬ神に祟りなし
　ulo reiyet 気紛れな皇帝：朝令暮改
ulos  ［政治］ファシズム　［レベル］５　13:制 :ulo

ulosan  ［政治］ファシスト　［レベル］５　13:制 :ファシズムの者
ulua  ［被服］ピアネッレ、高下駄、オーバーシューズ、ショピン、チョピー
ン　sm;hyu/luas　24
uil  ［名詞］谷、渓谷　［物理］波の谷　［反意語］wal　［レベル］３　f;e　古 :wal
の語源となった語　uil:uil　【用例】　uil dan 深い谷　an ket uil ok 
xite. 家族で渓谷に行った。
uilteeze  ［気象］谷風　［レベル］４　fv;/　23

uilrein  ［数学］上向きの放物線　［レベル］４　19

uilzekt  ［名詞］谷底　［レベル］３　rd;/　24

uilov  ［文化］上向きの放物運動　［レベル］４　19

uu  ［言語］uの文字　［レベル］１　14:制　［語法］　第２５文字目の幻字。
最後の母音字。
uude  ［感動詞］ご愁傷様です、残念です、かわいそうに、我慢して、残
念　［レベル］１　f;e　古 :｢ がまんして ｣｢ 残念です ｣。｢我慢する ｣と
いう意味もそのまま残っていた。　uude:uude:uude
uudegil  ［名詞］慰謝料、見舞金　［レベル］４　19:ridia:arbaxelt　［文化］　
犯罪被害者はそれが自作自演の場合を除いて、加害者から慰謝料を
もらえる。また、加害者に財産がない場合、税金から賄われる。無
駄な道路に金は使うくせに、被害者の慰謝料を払ってやる気などな
い日本とは根本的に違う。　離婚や別居の場合、過失があるほうが
支払う。
uug  ［感動詞］ううー、うぅー　［レベル］１　f;fovet　23

uuzen  ［物理］ハウリング　［レベル］５　21:「ウズの」

q
qtta  ［南方］［接尾辞］副詞を作る　［レベル］３　21:te

'

'  ［約物］selet　［レベル］１
'yuk,szl  mod、nek　hyu,f/ke,f

'yukl,szl  axti　'yuk,szl/al,f "kor le faal em nek it"

'yuxat  haxt
'ort,szd  hart　hort,fv.l

'orett,szd  miik　heren/teeze「リンゴのような」。cv末期のシージ
アで栽培されたリンゴに緑のものが多く、赤の herenに対して緑の
ほうを herenettと呼んだ。それがやがてリンゴ全体を指すようにな
るとともに、語形も時を経るごとに 'orettに変化していった。
'olo,szd  holo　holoo,fv.l

'ett,sz  lif

alt
[  ［約物］osnarvij　［レベル］２
\  ［約物］alkilp　［レベル］４
]  ［約物］hetarvij　［レベル］２
_  ［約物］moren, sika　［レベル］２
{  osnmaam
|  hasrein, kil
}  hetmaam/  ［約物］kilp, fest, o, un　［レベル］１　［語法］　tif

!  ［約物］tempera　［レベル］１
"  ［約物］norm, kukert　［レベル］２
!!  ［約物］altempera　［レベル］２　22

!?  ［約物］temperakuuno　［レベル］２　22

%  ［約物］oksgal　［レベル］１
(  ［約物］kert, osnkert　［レベル］１
(tv  ［天秤詞］(tuvan　［レベル］２　22

(tvdr  ［天秤詞］(tuvanduurga　［レベル］３　22

(tvl  ［天秤詞］(tuvanalis　［レベル］３　22

(tva  ［天秤詞］(tuvanaxte　［レベル］３　22

(tm  ［天秤詞］(teems　［レベル］２　制
(teems  ［天秤詞］恐怖、畏怖、畏敬、驚き　［レベル］２　制
(tuvan  ［天秤詞］汗、緊張、ぷるぷる、ふるふる、プルプル、フルフル　［レ
ベル］２　22

(tuvanduurga  ［天秤詞］緊張、動悸　［レベル］３　22

(tuvanaxte  ［天秤詞］苦笑、動揺して汗をかくような笑い　［レベル］３　22

(tuvanalis  ［天秤詞］苦笑、汗をかくような不安　［レベル］３　22

(x  ［天秤詞］(xier　［レベル］２　制
(xt  ［天秤詞］(axet　［レベル］２　22

(xn  ［天秤詞］(xante　［レベル］１　制
(xna  ［天秤詞］(xanteaxte　［レベル］４　22

(xante  ［天秤詞］喜、♪、楽、上機嫌、気楽、のんびり、ほのぼの　［レベル］
１　制　［文化］　arwant

(xanteaxte  ［天秤詞］上機嫌な笑い、爆笑、大爆笑　［レベル］４　22

(xier  ［天秤詞］悲、哀　［レベル］２　制
(sl  ［天秤詞］(selest　［レベル］２　22

(sla  ［天秤詞］(selestaxte　［レベル］４　22

(selest  ［天秤詞］困惑、困る、当惑　［天秤詞］混乱、困惑。?(selestの形で。
　［レベル］２　22

(selestaxte  ［天秤詞］困ったような笑い、戸惑った笑い、ごまかし笑い、
当惑笑い、困って誤魔化すようにあるいは自然と出る笑み　［レベル］４
　22
(nj  ［天秤詞］(inje　［レベル］２　22

(vn  ［天秤詞］(viine　［レベル］２　制
(vna  ［天秤詞］(viineaxte　［レベル］４　22

(viine  ［天秤詞］沈静、鎮静、テンション低い、ローテンション、がっ
かり、元気ない、しょんぼり、ショボン　［レベル］２　制
(viineaxte  ［天秤詞］呆れ笑い　［レベル］４　22

(f  ［天秤詞］(flea　［レベル］２　制
(ftm  ［天秤詞］(fleateems　［レベル］４　22

(fhz  ［天秤詞］(fleahaizen　［レベル］４　22

(flea  ［天秤詞］怒　［レベル］２　制
(fleateems  ［天秤詞］怒りや興奮の篭った驚きや恐怖　［レベル］４　22

(fleahaizen  ［天秤詞］激怒、激高、激昂、弾劾　［レベル］４　22

(mx  ［天秤詞］(myuxet　［レベル］２　22

(my  ［天秤詞］(myuxa　［レベル］２　制
(myuxa  ［天秤詞］不快、つまらない、不愉快、不機嫌　［レベル］２　制 :制
のときは「無関心」だったが、これは sikaで表現できるので変更。
(myuxet  ［天秤詞］愛、恋、ハート、はぁと、ハートマーク　［レベル］２　
22
(dr  ［天秤詞］(duurga　［レベル］２　制
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(dra  ［天秤詞］(duurgaaxte　［レベル］３　22

(duurga  ［天秤詞］興奮、テンション高い、ハイテンション、元気、やる気、
ハツラツ　［レベル］２　制
(duurgaaxte  ［天秤詞］爆笑、大爆笑　［レベル］３　22

(hz  ［天秤詞］(haizen　［レベル］２　22

(hza  ［天秤詞］(haizenaxte　［レベル］３　22

(haizen  ［天秤詞］弾劾、叱咤、訴求、追及、叱責　［レベル］２　22

(haizenaxte  ［天秤詞］からかい笑い、苦笑、ツッコミ、つっこみ　［レベル］
３　22
(rt  ［天秤詞］(arte　［レベル］２　22

(l  ［天秤詞］(alis　［レベル］２　制
(ltv  ［天秤詞］(alistuvan　［レベル］４　22

(ls  ［天秤詞］(alies　［レベル］２　22

(lv  ［天秤詞］(leeve　［レベル］２　22

(lvdr  ［天秤詞］(leeveduurga　［レベル］４　22

(lj  ［天秤詞］(alj　［レベル］２　22

(la  ［天秤詞］(alisaxte　［レベル］３　22

(leeve  ［天秤詞］泣、涙　［レベル］２　22

(leeveduurga  ［天秤詞］泣きそうなほど興奮、「あぁもう泣いちゃうく
らいですよ」というハイテンション　［レベル］４　22

(a  ［天秤詞］(axte　［レベル］１　制
(axte  ［天秤詞］笑、ｗ　［レベル］１　制
(axtehaizen  ［天秤詞］怒りきれない訴え、ツッコミ的な怒り、若干笑い
のある弾劾　［レベル］４　22

(axet  ［天秤詞］感謝、ありがとう、助かったよ　［レベル］２　22

(ahz  ［天秤詞］(axtehaizen　［レベル］３　22

(arte  ［天秤詞］祈り、お願い、依頼、よろしく　［レベル］２　22

(alj  ［天秤詞］恥、照　［レベル］２　22

(alis  ［天秤詞］不安、心配、緊張　［レベル］２　制
(alistuvan  ［天秤詞］冷や汗、不安の汗　［レベル］３　22

(alisaxte  ［天秤詞］不安な笑い、不安を隠すような笑い、戸惑った笑い、
戸惑いのあるツッコミ　［レベル］４　22

(alies  ［天秤詞］自虐、爆、自爆　［レベル］３　22

(inje  ［天秤詞］謝罪、ごめんなさい、すみません、サーセン　［レベル］
２　22
)  ［約物］kert, hetkert　［レベル］１
*  ［約物］sowaka, hant　［レベル］１　［語法］　tif

+  ［約物］pok　［レベル］１　古　［語法］　tif

,  ［約物］tsunk　［レベル］１
,!  ［約物］moztempera　［レベル］２
,!!  ［約物］mozaltempera　［レベル］２　22

,!?  ［約物］moztemperakuuno　［レベル］２　22

,?  ［約物］mozkuuno　［レベル］２
,?!  ［約物］mozkim　［レベル］２
,??  ［約物］mozmileej　［レベル］２
,_  ［約物］mozsika　［レベル］２
,|  ［約物］mozkil　［レベル］２
-  ［約物］tif, serei　［レベル］１　13　［語法］　tif

--  ［約物］mil　［レベル］２
.  ［約物］gain　［レベル］１
...  ［約物］viint　［レベル］１
0  ［名詞］yuu　［レベル］１
1  ［名詞］ko　［レベル］１
10  ［名詞］on　［レベル］１
100  ［名詞］gal　［レベル］１
1000  ［名詞］kot　［レベル］２
10000  ［名詞］sen　［レベル］２
2  ［名詞］ta　［レベル］１
3  ［名詞］vi　［レベル］１
4  ［名詞］val　［レベル］１
5  ［名詞］lin　［レベル］１
6  ［名詞］kis　［レベル］１
7  ［名詞］nol　［レベル］１
8  ［名詞］ten　［レベル］１
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総論
アルカはほかの人工言語とどう違うのか

1:アプリオリな人工言語を持っている

新生アルカは古アルカや制アルカをベースにできている。 
これらはどちらもアプリオリである。簡単にいえば、英語などの自然言語をパクっていないという意味であ
る。 
ただし、完全に自然言語を排他してアプリオリになりきったのは中期～後期制アルカ以降である。

2:アプリオリな人工文化を持っている

アルカは独特の人工文化アンティスを持っている。 
avom（狼）は軍隊と兵士の象徴で、獰猛、残忍というマイナスイメージより勇猛果敢というイメージがある。

これは文化設定を持たない言語では決定できない。文化設定がないと狼のイメージを定義できない。 
文化がなくても狼という生物の種としての名前は定義できるが、象徴やイメージは設定できない。

3:アプリオリな人工風土を持っている

アルカは独特の人工風土アトラスを持っている。アトラスは架空の地球にあたる。 
アルカがメインで使われる国家アルバザードは地球でいう南仏に相当する。 
小麦が主食なので、pof（パン）や koka（スライス）などが単純語として分化している。逆に、米と稲は同
じ単語 past になる。 
風土設定がなければ、世界をどのように切り分けるかが定義できない。

なお、人工文化アンティスと人工風土アトラスを足したものを人工世界カルディアという。 
人工言語アルカと人工世界カルディアを足したものを幻奏という。

4:言語・文化・風土ともにアプリオリで、しかもここまで作り込まれているのは幻奏だけ

言語・文化・風土ともにアプリオリで、しかもここまで作り込まれているのは幻奏以外に存在しない。（2010
年） 
また、実際にネットや現実で使われているアプリオリ言語という点でも非常に特徴的である。（同年） 

（一般に、アポステリオリ人工言語のほうが実用されやすい。アプリオリの実用は難易度が高い）

エスペラントなど、有名なものはアポステリオリである。 
アポステリオリというのはいわゆる自然言語をパクった言語のことである。 
アプリオリと比較するとアポステリオリは手間がかからないのですぐ作れる。

まとめ

アプリオリと何度も繰り返しているとおり、オリジナリティや作り込みがアルカの特長である。 
オリジナルの語彙、独特の架空の文化など、「何にも依存しない、純粋な空想の世界」を紡ぐところに重点
を置いている。芸術的要素に特化している。

アルカの人工言語学的な意義

言語と文化と風土がすべてオリジナルであるという点。そしてそれらを詳細に創り込んでいるという点。 
この組み合わせが人類史上初の試みであり、そこに学問的・芸術的な意義がある。

古アルカは自然言語が流入していたし、制アルカは機械的で人間の言語とは言えなかった。つまり作り込み
が足りない。 
新生アルカは純粋に「架空の自然な言語の制作」であり、どこまで作り込めるか試すことに学問的および芸
術的な意義がある。

これは最も国際補助語とかけ離れた方針である。エスペラントの場合、いかに普及できるかということが念
頭にある。 
言語の普及は社会活動であり、言語活動とは別物である。エスペラントと違ってアルカの作者の専攻は言語
学だったこともあり、社会的な活動よりも言語的な活動のほうに興味がある。アルカの作者がむやみにアル
カを広めようとしないのもここに理由がある。

現行の人工言語の世界はエスペラントを中心とする国際補助語の独擅場である。 
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エスペラントが価値観の尺度であり、パラダイムですらある。価値観が国際補助語だけに偏っている。 
アルカの存在は新たな価値観を提案する。この意味で、アルカは人工言語史上の意義がある。

ファンタジー論

※本説は講座「はじめてのアルカ」に採用された会話形式で書かれています。

レイン：今回はファンタジー論についての座談会なのですが、とても難しいお話しなので、読み通すには根
気がいると思います。

●幻奏とリアルファンタジー

アリア：まずは用語の導入から。 
人工言語アルカと人工世界カルディア。この２つを合わせたものを arxidia（幻奏）というの。

紫苑：言語は世界の一部だから、アルカはカルディアに含まれるんじゃないの？ 
なのに２つ足してようやく幻奏っていうのはおかしくない？

アルシェ：言語を作る労力があまりにも大きすぎて、世界を作る労力と同じくらいになってしまったから、
この２つを同等のものとみなしているんだよ。だから２つ足して幻奏って呼んでいるんだ。

紫苑：なるほど。 
この HP のタイトルは『人工言語アルカ』だけど、人工世界カルディアについても説明しているから、実際
には「幻奏」が HP のテーマなんですね。 
幻奏って、「幻を奏でる」って意味ですよね。要するにファンタジーの一種ってことですか？

アルシェ：あぁ、そうだよ。 
ところでファンタジーっていっても色々あるよな。ものすごく詳細に作り込まれたリアルなやつとか、子供
が書いたような荒唐無稽なやつとか。 
また、作品の舞台が現実の世界か架空の世界かいう分類もある。

レイン：現実を舞台にしたものはローファンタジーというの。 
架空の世界を舞台にしたものはハイファンタジーっていうんだよ。 
ウチの幻奏の場合、ハイファンタジーに属することになるね。惑星アトラスや人工世界カルディアは異世界
のお話しだから。

アリア：一方、詳細に創り込まれた世界観を持つ作品のことを、ハードファンタジーというのよ。トールキ
ンの『指輪物語』などがそうね。 
対して、そこまで世界観を創り込んでいない作品は、ライトファンタジーと呼ばれるわ。事実上、ラノベは
これに分類されることが多いわね。幻奏はハードファンタジーに属するわ。従って幻奏はハイファンタジー
かつハードファンタジーに分類されるというわけ。

紫苑：なんかラノベがライトって言われると、ちょっと心外な感じね。確かに名前通りなんだけど、なんか
軽んじられている感じがするわ。 
私、けっこうラノベ好きなんだけど。面白いし感動できるものがたくさんあるよ。

レイン：うん。ラノベ、面白いよね。アルバザードでもよく売れてるよ。 
ライトとかローっていうのは単なる分類だから、凄いとか凄くないの話じゃないよ。 
ハード＆ハイファンタジーは世界設定を理解するのが難しいから、読者が気楽に読めないでしょ？ 
だからとっつきやすいライトのほうが良いって人はたくさんいるよ。

アルシェ：実際よく売れるのはハードよりライトのほうだしな。 
肩身が狭いのはむしろ幻奏のほうだ。

アリア：とはいえ、制作にかかる労力という観点で見れば、ハード＆ハイファンタジーが最もしんどいって
いうのは事実だけどね。 
ラノベ業界の場合、年に何本も出版しないといけないから、締切りの関係で作者にハード＆ハイファンタジー
を書かせる余裕がないという事情もあるわ。

紫苑：ふーん。ともあれ、幻奏（＝アルカ＋カルディア）はハード＆ハイファンタジーに分類されるのね。 
ところでアルカ関係のサイトを見ていて、「リアルファンタジー小説」っていうキャッチコピーを見るんだ
けど、あれは何かな。 
ほら、『紫苑の書』のキャッチにも書いてあったでしょ。

レイン：ハード＆ハイファンタジーの中でもさらに極限までリアリティを高めたファンタジーを指す言葉で、
アルカの作者さんが提唱しているみたいだね。

紫苑：極限までリアリティを高める、かぁ。 
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つまり、現実の一歩手前ってことね。

● 0.999...9 = リアルファンタジー！？

アルシェ：ここから難しいファンタジー論に入る。 
アルカの作者はリアルファンタジーを次のように定義している。 
0.999...9 = リアルファンタジー

紫苑：唐突に分からなくなりましたｗ 
なぜ数式ｗｗ

アリア：ですよねーｗ 
ところで紫苑は、0.9 と 1 ならどっちが大きいと思う？

紫苑：1 に決まってるでしょがｗ

アルシェ：じゃあ 0.999... と 1 なら？

紫苑：0.999... っていうのは 0.999 の後に 9 が永遠に続くっていう意味ですよね。 
そりゃ微かに 0.999... のほうが小さいから、やっぱり 1 のほうが大きいですよ。

レイン：紫苑、実は 0.999... は 1 と同じなの。 
0.999... = 1

紫苑：へ、どうして？

レイン：0.999... はどこまでも 9 が続いて行ってるよね。 
この数は一体どんな数に近付こうとしているのかな？

紫苑：そりゃ 1 に近付いてるんでしょうよ。 
いうなれば 1 が 0.999... の目的地なわけでしょ。

アルシェ：そう。そして数学においては、その目的地のことをイコールで表すことができるんだ。 
地球ではこれを lim という極限の記号で表現するようだな。

紫苑：目的地をイコールで表していいっていうのは数学ぽくないっていうか、いい加減な感じがしますね。 
私は猜疑心が強いので、まだ納得できません。

レイン：えっとね、じゃあこういうのはどう？ 
まず、0.999... を c とするね。つまり、「c = 0.999...」ってこと。 
次にこの両辺を 10 倍するとどうなるかな。

紫苑：「10c = 9.999...」になるわね。

レイン：今度は両辺から c を引いてみて。 
「10c - c = 9.999... - c」になるよね。つまり「9c = 9.999... - c」。 
c は 0.999... だから、右辺の「9.999... - c」は「9.999... - 0.999...」と書き換えられる。 

「9.999... - 0.999...」はちょうど 9 です。つまり右辺は 9。 
ところで、左辺はなんだったっけ？

紫苑：左辺は 9c だったわね。一方、右辺は 9 だから、「9c = 9」。従って「c = 1」。

レイン：確か最初に「c = 0.999...」って定義したんだったよね。 
そして「c = 1」ということは、つまり？

紫苑：「1 = 0.999...」か！ 
うわ、ほんとだ！さすがレイン、わかりやすっ！

紫苑：――って、なに数学の授業してんのよｗファンタジー論でしょうが。 
恐らくほとんどの読者がブラウザの戻るを押したと思うんだけど ( 汗 
一体これの何がファンタジー論なのかとアルカの作者さんに問いたい。

アリア：気持ちは分かるわよ。でもあとひとつ我慢して。 
0.999...9 と 1 だとどちらが大きいと思う？

紫苑：0.999...9っていうのは9がたくさん続くけど、結局最後は9で終わるんだよね。ということは1とイコー
ルにはならない。 
だから 0.999...9 は 1 よりすこーしだけ小さい。……当たり？

レイン：うん、正解。理解力いいなぁ。 
0.999...9 は 1 に極めて近いけど、1 ではないんだね。

アルシェ：さて、ここで現実（リアル）の値を 1 と仮定しよう。 
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反対に、全く荒唐無稽なファンタジーを 0 と仮定する。 
また、ファンタジーが持つリアリティを x とする。すると x の変域は 0<=x<1 となる。付いてこれてるか？

紫苑：なんとか。 
ただ疑問なのは、どうしてファンタジーを数式で考えたいのかってことなんですけど。

アルシェ：「よく練られたハイファンタジー」、「詳細に作り込まれたリアルな異世界」、「手の込んだファン
タジー」、「ご都合主義な物語」、「造りが雑な作品」。 
こういった曖昧な表現では、万言を尽くしてもファンタジーの精度を具体的に捉えることができないだろ。

紫苑：あー、なるほど。ようやく主旨が分かりました。言葉じゃ曖昧だから、数量的にファンタジーを扱い
たいんですね。 
要するに、x=0.5 くらいの作品をライトファンタジーって呼んで、x=0.8 くらいの作品をハードファンタ
ジーって呼びたいわけですね。

アリア：そんな感じね。そしてリアルファンタジーはハードの中でもさらに 1（現実）に極めて近いものを
指すの。 
よって上の式「0.999...9 = リアルファンタジー」が成り立つわけ。

紫苑：なるほどね、ようやく冒頭の意味不明な式が理解できたよ。 
やっぱり 3 人ともアルナ大出身なだけあって、頭良いね。

アルシェ：ちょっと補足をしよう。今しがた紫苑は「言葉は曖昧。数量的にファンタジーを扱いたい。だか
ら数式を用いて説明した」と考えたね。 
それも確かに正しい。ただ、俺は数学は言葉だと思っている。人類に最も普及している人工言語だよ。 
数学語は物事を論理的に捉える機能に特化している。だからこそファンタジー論を組み立てるのに使用した
んだ。

紫苑：数学語を使ったのはきちんとした意図があってのことだったんですね。 
数式であるかのように見せかけて、実は論理的な人工言語で説明していたんですね。

●ファンタジー要素δを最小化せよ

アルシェ：幻奏はリアルファンタジーだから、「0.999...9」に相当する。そしてそれは 1 より少しだけ小さい。 
現実 1 と上記 x との差分をδとすると、δは作品におけるファンタジー要素を意味する。 
このδが小さいほど、そのファンタジーはリアリティがあるということになる。

紫苑：……幻奏におけるδは何を意味するのかしら。 
幻奏のδは 1 と 0.999...9 の差分のことですよね。そしてそれは極めて小さい数ですよね。

アリア：幻奏におけるδは viid よ。 
私たちの世界にはヴィードという地球にはないエネルギーがあるの。 
それは魔法の力になったり、悪魔や死神といった存在を演繹するエネルギーなの。

紫苑：演繹……。 
えぇと、要するに「ヴィードってエネルギーがウチの世界にはありますよ。でもそれ以外の部分に関しては
地球（現実）と同じですよ」っていう意味？

アルシェ：そう。そしてこの場合、δはファンタジーにおける公理と言い換えてもいい。

レイン：ちなみに公理っていうのは、「この件についてはとりあえず正しいと仮定しておこうね」っていう「前
提」みたいなもののことだよ。

紫苑：証明もしないでとりあえず正しいと仮定するって、ずいぶんと乱暴ね。 
公理って存在自体がご都合主義な感じがするわ。

アリア：鋭い指摘ね。だからこそこう思わない？ 
そんなご都合主義を徹底的に排他したら、ものすごくよくできたリアルなファンタジーになるんじゃないか、 
まるでその架空の世界が実在すると錯覚させるかのような――って。

紫苑：――あ！ 
そうか……それがすべての原動力だったのね。

アルシェ：幻奏におけるδは「ヴィードの実在」というただ一点。たったひとつの公理しか採用しない。 
だからこそ、幻奏は 0.999...9 と呼ぶにふさわしいリアルファンタジーなんだよ。

紫苑：なるほど……。数学的に理論展開した意味が今わかりました。 
ん？……ところで、もし公理をひとつも採用せず、δをゼロにした場合はどうなるんですか？ 
そのほうがもっとリアルになるような気がしますけど。

アリア：それは単なる x=1 の「現実」じゃないの。ファンタジーの変域を越えてるわ。
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紫苑：あ、そかそか。 
うあー！てゆうか、作者さんって絶対変人でしょ！ファンタジーを数式で考えるとか、訳わかんない。

アルシェ：返す言葉もないなｗ

●幻奏士の指は最初のドミノをもてあそぶ

紫苑：ともあれ、ヴィードのおかげで幻奏には神様もいるし、魔法もある。悪魔もいるし、死神もいる。 
確かレインたちも神様から分化した一族だったよね。地球の人類とは似て非なるものってことか。 
最初にヴィードひとつを仮定しただけで、惑星アトラスはだいぶ地球と異なる星になってしまったのね。

アリア：万物は因果律に支配されているからね。 
最初の「因」が変化すれば、そこからドミノ倒しのように続いていく因果の連続も当然変化する。結果、ア
トラスは地球とは異なったものになったの。ドミノの一番最初の牌の倒れる角度がほんの少し違っただけで、
2 つの世界はそれぞれ少しずつ異なる道へ進んでいったのよ。

アルシェ：この世界の創造主がしたことはただひとつ、最初のドミノを弄んだことだけだ。 
その結果、後続するあらゆる因果の数列が、別々の方向へと倒れていった。 
幻奏士は最初の牌にしか手を触れなかった。まるで数学的帰納法のようだな。

紫苑：たったひとつの要素が入るだけで、こんなにもたくさんの違いが生まれるものなんですね……！

レイン：とはいえ、地球とアトラスはヴィードというδが有ったか無かったかの違いしかないから、基本的
なところはだいぶ似ているの。 
例えば私たちアトラス人の体の作りは地球人と同じだし、もし紫苑とアルシェお兄ちゃんが結婚すれば子供
もできるよ。

紫苑：似てるところもあれば似てないところもあるってことだね。 
でもさ、ヴィードひとつから魔法やら何やらファンタジックな現象をすべて演繹できるものなのかな。

アルシェ：もっともだな。じゃあヴィードについて論じた dolmiyu という項を幻日辞典で見てみようか。 
いかにヴィードから幻奏のファンタジックな側面が導き出されているかが分かるはずだ。

紫苑：な……魔法の教科書ですか、これ！ 
辞書の一項目で短編小説か卒論並みの長さがありますよ……。

アリア：これが通称「幻日のラスボス dolmiyu」よｗ

紫苑：あはは……。確かにヴィードがすべてのファンタジックな現象の根っこになってるみたいですね。 
それはそうと、リアルファンタジーって創るのが大変そうだね。たったひとつしかご都合主義を使えないん
だから。

アリア：そうね。 
いかに汎用性のあるδを定義し、それを様々なファンタジー理論に拡張していくかがポイントよ。

紫苑：公理がひとつという制約の中で、ファンタジー理論を広げていくのは非常に難解な作業だね。 
ん……でも待って。逆に言えば、ひとつの公理以外は地球と同じ環境にして良いってことだよね？ 
なら、リアルファンタジーの現実部分の制作は楽なんじゃない？しかもリアルファンタジーは現実部分の比
率がほかのファンタジーより大きいんだから、なおさら楽なんじゃないの？

アルシェ：もしその人工世界がアポステリオリなら、素直に地球から設定をパクればいい。その場合、確か
に公理に関係ない部分の作業は楽だろうな。しかしリアルファンタジーの人工世界はアプリオリだ。たとえ
結果的に地球と似た設定になろうが、一度ゼロから世界を構築しなければならない。文化ひとつ取っても単
語ひとつ取ってもな。 
アルカが文化を踏まえながらどのように単語を創るかという好例を２つ提示しよう。 
→「記事の作成手順」 ・ 「造語前の検討」

紫苑：うわ、これはまた神経質な……。 
樟脳は地球にもアトラスにもあるから、樟脳が存在するという結果についてはどちらの世界も同じ。でもア
プリオリな人工世界では樟脳の存在を一度ゼロから検討し、構築する。 
その一方で、サイコロカレンダーのように、異世界から排他されるものもある。パソコンやケータイがある
アトラスにこんな原始的なものが存在しないなんて意外でした。 
ローテクなものを考えなしに異世界に輸入せず、むしろ存在しないことを数学的に証明するとは……驚きで
す。アプリオリの造語ってこんなに大変なんですね。

紫苑：まったくもってリアルファンタジーにおける現実部分の制作は楽な作業ではないようですね……。納
得しました。 
ところでレイン、ほかにもヴィードがもたらした地球とアトラスの違いってあるの？

レイン：え？……そうねぇ、ほかには地図とかかなぁ。
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アリア：アトラスの地図って地球にだいぶ似てるでしょ？ 
最初のパンゲア大陸の時点で、アトラスと地球はだいぶ似ていたわね。 
地軸や自転の方向や風や海流といった条件も似ていたから、パンゲア大陸の分裂の仕方もよく似ていたの。 
結果、現在の地球と似たような大陸の配置になっているのよ。

紫苑：そうなのかー。私はてっきり作者さんが異世界作るの面倒くさくて地球に似せたのかと思ったよ。

アルシェ：作業歴を見る限り、逆だな。 
95 年に作られた原初の地図を見ると、いかにも RPG に出てきそうな無茶苦茶な形をしていた。それは非常
に独創的な地図だったから、ゼロから創るのが面倒ということではなさそうだ。 
むしろリアリストとして矛盾点を突かれるのが嫌で、リアリティ溢れる造りにしていくうちに、現在の形に
至ったようだ。神経質な人だからな。

アリア：00 年代前半のアトラスの地図は非常にいい加減だったわね。 
03 年頃からかしら、リアルに創るようになっていったのは。 
それでもまだまだ陸地が多くて人が住めたものじゃない世界だったわね。

紫苑：陸地が多いと人が住めないの？ 
土地がいっぱいあるんだから、むしろたくさん住めるじゃん。

レイン：紫苑、地球の夜って本当はもっと寒いんだよ。 
昼間と比べて温度がせいぜい 10℃くらいしか下がらないのは、海のおかげなの。海のほうが陸より冷えに
くいからね。 
しかも地球の反対側は昼だから海が温められる。その熱は地球の夜側にも影響を与えるの。

アリア：もし例えば陸と海の比率が 7:3 だったら、確実に人類は死滅しているわね。 
そういうリアリズムを追求していくと、どうしてもリアルファンタジーは地球と酷似した造りになってしま
うのよ。

紫苑：はぁ、なるほど。 
でもなんだかなぁ、ゼロから創るからものすごく大変なのに、でもできた結果が地球と似てますっていうの
は、読者からしたらインパクトがないよね。矛盾だらけでもドーンと異世界っぽく創ったほうが、読者の食
いつきはよくない？

アルシェ：確かに商業ベースではそうだな。リアルファンタジーは労多くして得るもの少なしだ。絶対売れ
ないしな。 
だから娯楽というよりは、芸術的・学問的な作品といっていい。 
で、作者氏はそういうのが好きなんだよ。

紫苑：はー……。

レイン：あんまり変人扱いでも可哀想だからフォローしておくと、利益や報酬が出なくても学問史や芸術史
に貢献すること自体は良いことだと思うよ。なんとはいえ、この規模とクオリティでの試みは人類初のもの
だからね。

アリア：科学の世界だって、陰日向の研究者が数知れずいるものよ。 
それ自体は何の役にも立たない基礎研究なんだけど、ほかの研究と組み合わせて商品になったり、あるいは
ほかの研究の素地になったりすることがよくあるわ。

アルシェ：紫苑の持ってるケータイだって、無数の陰日向の研究者の努力の集積なんだぜ。 
たとえ端末に大企業の名前しか書いてなかろうとな。

紫苑：んー、なんとなく分かりました。

●探した結果、見つけたのは孤独

紫苑：ところで、幻奏って本当に世界初のリアルファンタジーなんですか。トールキンの『指輪物語』なん
かのほうが先な気がしますけど。

アリア：リアルファンタジーにはその性質上、アプリオリかつ詳細な人工言語が必要なんだけど、それに適
した質と量を持った人工言語は 2011 年現在、アルカしかないのよ。 
アルカのような言語を創るにはパソコンが絶対必要なの。それができるのは現代人だけでしょ。

紫苑：そっか、トールキンやイェフダーやザメンホフのような人工言語の大家ならあるいはって思ったけど、
環境が整ってなくて無理だったのね。 
でも現代人に可能なら、同じような言語がアルカ以外にもありそうなものだけど？

アルシェ：そう思ってもう 10 年以上も日本国内を探し続けたんだがな。書籍はもちろん、ネット上でも同
条件のものは見つからなかった。 
むろん英語圏のサイトも調べ、掲示板やメールなどでもやり取りした。英語、フランス語、ドイツ語、イタ
リア語、中国語、韓国語。これら全てで探したが見つかっていない。 
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「アプリオリ・自然主義人工言語・詳細な作り込み（質）・豊富な資料（量）」。この 4 つの条件を満たすもの
がどうにも出てこないんだ。 

「単語数は多いがアポステリオリ」とか「単語数も多いしアプリオリだが、一語一語の語法や文化記述が脆
弱で、単なる単語帳になっている」とか、惜しいものはいくつか見つかったのだがな……。

紫苑：うーん……。 
ほかの国は探したんですか？

アルシェ：正直、主だった先進国で研究されていなければ、まず無いと見ていいだろう。 
現実的なことを考えると、後進国の人間はこのような無駄ともいえる作業をする時間的・経済的な余裕はな
いケースが多い。 
それにもし作ったとしても、小国の人間はたいてい英語で発表してしまう。だから英語圏のサイトを調べた
時点でほぼ引っかかるはずなんだ。

紫苑：あぁ、なるほど。そりゃそうでしょうね。

アリア：それにアルカのような規模ならば、本来だったら「人工言語」を意味する単語をその国の言語で検
索するだけでトップページに出てきたっていいはずだ。実際このサイトのようにな。 
色んな外国語で検索したが、トップに出てくるサイトで条件を満たすものはないし、グーグルの結果を何ペー
ジ潜っても出てこなかった。海外の掲示板でも条件を完全に満たすものは得られなかった。

紫苑：うーん。じゃあ、条件を満たしてはいるけど、単にネットで公開してないだけっていう可能性は？

アリア：アルカ自身、ネットで公開したことで大きく進化したのよ。不特定多数の閲覧者や少数のユーザー
によって支えられてきたからね。 
人工言語のようなマイナーな分野に興味がある人間は少ないから、オフで有志を探すのは大変よ。でもネッ
トでならわりとすぐ見つけることができる。アルカと同条件のものがあるとしたら、ネットで活動している
と考えるのが妥当よ。もしアルカがネットで活動してなかったら、今のようなクオリティにはなっていなかっ
たからね。

紫苑：そっかぁ……。まぁ人工言語はいくら努力しても一般には理解されないし、お金にもならないもんね。 
アルカの場合それを何十年も続けてきたわけだし、しかも常に誰かしら協力者に恵まれてきた。 
こういった奇跡的な環境がなければ作れなかったと考えると、同条件のものが世界にいくつもあるわけない
のかもしれないね。

レイン：実際、作者さんたちはここまで来るのに現時点で 20 年もかかってしまったの。だいぶ紆余曲折を
経たからね。 
もし幻奏と同じコンセプトの作品を新たに作ろうと思えば、今度は簡単だよ。アルカやカルディアといった
実験例があるからね。 
だから、いつかはもっと作り込まれた作品が出てくると思うよ。作者さんはそれを待ってるみたい。だから
こうして有益と思える情報は開示しているの。

紫苑：え……作者さん的にはそれでいいの？ 
自分たちの 20 年間の努力を他所の人にたった数年で抜かれちゃったら悔しくない？

アルシェ：「誰もがこの重たい扉を開けたがらないなら自分が開ける。開けたら疲れて自分は歩けなくなる
かもしれない（主に腰とか）。でも、後ろの人は通れるだろ」――だそうだ。 
第一人者っていうのはそういうものだよ。誰もエジソンの豆電球を今は使わないけど、その名前は残ってい
るだろ。人工言語のようなマイナーな世界でもそれは同じことだよ。

アリア：彼は自分が何もしなければ扉が開くどころか、その向こうに何があるのかすら見れないことを知っ
ていたのでしょうね。 
何もしないで終わるくらいなら、たとえ扉を通れなかろうと、せめて向こう側の景色だけでも見てやろうと
思ったのかもしれないわね。

紫苑：幻奏唯一のファンタジー要素δであるヴィートという存在。そしてヴィードをあらゆるファンタジー
現象に拡張するための魔法理論 dolmiyu。加えて樟脳に見る執拗なまでの単語の作り込み。更にはサイコロ
カレンダーに見る造語前の入念な検討…… 
確かに文化と風土が言語に与える影響についてはよく考察しているようね。でも肝心の言語についてはどう
なのかしら。アルカは言語学をきちんと反映して創られているのかな。そこが雑だと元も子もないような
……。

アルシェ：あ、そっかそっか。こんな話ばかりしてるとそう思ってしまうよな。実は作者氏の大学院時代の
専攻は俺と同じで言語学だったんだよ。 
高校のときから言語学を独学でやっていて、そのまま大学に入ったそうだ。アルカを作るのに言語学が必要
だと思ったようでな。（というか半強制的に仲間に文転させられたのだけど）。言語関連の記事をいくつか紹
介しておくよ。 
→ 「言語学的に矛盾しない人工言語の作り方」・「アルカの認知言語学的考察」
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紫苑：おぉ、なるほどです。言語・文化・風土ともに抜かりなく検討されているようで、安心しました。 
さて長くなりましたが、今回のファンタジー論をまとめるとこうなりますね。

●まとめ

１：人工言語（アルカ）＋人工世界（カルディア）＝ arxidia（幻奏） 
２：ファンタジーは舞台が架空か現実かによってハイとローに分かれる 
３：ファンタジーは作り込みの詳細さによってハードとライトに分かれる 
４：ライトが軽い存在というわけではないし、ハードが凄いというわけでもない。ただし、ハードの労力が
大きいのは事実 
５：幻奏はハード＆ハイファンタジー 
６：現実を 1 とし、完全に荒唐無稽なファンタジーを 0 とし、ファンタジーの持つリアリティを x とすると、
x の変域は 0<=x<1 で示すことができる 
７：リアルファンタジーはハード＆ハイファンタジーの一種で、数値的には 0.999...9 で表せる 
８：幻奏は世界初のリアルファンタジーである。リアルファンタジーには詳細な質と量を持ったアプリオリ
な人工言語が必要で、現状その条件を満たす言語はアルカ以外に作られていないことがその根拠となる 
９：ファンタジー要素は 1 と x の差分であるδで示すことができる 
１０：δはそのファンタジー世界が必要とするご都合主義（＝ファンタジー設定）の個数とも考えることが
できる。換言すれば、δはそのファンタジーが持つ公理の数にも通ずる 
１１：δが最小のとき、その作品はリアルファンタジーとなる。δが 0 の場合はファンタジーではなくリア
ル（現実）であるため、δを 0 にはできない。つまり最低ひとつのファンタジー設定を設ける必要がある 
１２：幻奏のδは「ヴィードの存在」ただひとつである。それ以外に関し、惑星アトラスは地球と同様であ
る 
１３：ヴィードという要素が「因果律のドミノ」の第一牌目に入ったことにより、地球とアトラスのドミノ
の倒れ方は異なっていった。その結果が魔法、神、死神、レインら神の末裔、大陸の形の異同などである 
１４：リアルファンタジーは幻奏だけではない。後は貴方が手を動かすだけ

●推薦図書

吉野正敏 (2003)『環境気候学』東京大学出版会：文化・風土と気候の関係を把握でき、世界設定の際に役
立つ 
舟橋三男 (1995)『地球の成立―その地質発達史』東海大学出版会：特に 5 章が有益 
渡邊守章 (2008)『図説世界文化地理大百科フランス』朝倉書店：幻奏には必須だが、アジア風な国を作り
たいときは他の巻を使うとよい 
Mairs Geographischer Verlag,Ku(2008) "France Geocenter Atlas"：フランスの地図帳。中身は仏語なの
で多少癖がある。アルバザード制作の際に使用 
C. Donald Ahrens(2008)『最新気象百科』丸善：気象の考察に適宜使用 
ブルース バックリー (2006)『ダイナミック地球図鑑気象』新樹社：主に anxal の気候を考える際に使用。
見やすくてよい 
田家康 (2010)『気候文明史』日本経済新聞出版社：ilmus の神代の環境を考えるのに参考になる 
ジェームス・F・ルール (2005)『地球大図鑑 EARTH』ネコ・パブリッシング：陸地の章が特に有益。見て
いるだけでも楽しい本 
ニール・F. カミンズ (1999)『もしも月がなかったら―ありえたかもしれない地球への 10 の旅』東京書籍：
副題とは裏腹に、むしろアトラスが地球に近付いたきっかけとなった本 
デイビッド・モントゴメリー (2010)『土の文明史』築地書館：良著。幻奏制作には前半部分が主に有益 
ジャレド ダイアモンド (2000)『銃・病原菌・鉄』草思社：リアルファンタジー作家必読。上下巻 
水越允治 (1985)『気候学入門』古今書院：文化・風土と気候の関連性が分かる 
ストーム ダンロップ (2007)『気象大図鑑』産調出版：気象の考察に適宜使用 
サイモン・ウィンチェスター (2004)『世界を変えた地図』早川書房：先駆者というのはだいたい大変なん
ですよという意味も込めて掲載 
ヴィットインターナショナル企画室 (2007)『地図にかかわる仕事』ほるぷ出版：人工世界を創る場合は当
然モノがないので測量などはできないから、ボトムアップ式に創ることになる。一方、地球での地図の仕事
をしている人は逆にモノありきのトップダウン式で創る。逆のアプローチを識ることもまた勉強になる 
今尾恵介 (2007)『世界の地図を旅しよう』白水社：面白いし、とっつきやすい 
榎本秋 (2008)『ライトノベル文学論』 pp14-15 NTT 出版：ハイファンタジーとローファンタジーの定義に
ついて参照した

なぜ今まで幻奏のような作品がなかったのか

言語と文化と風土がすべてアプリオリな作品は幻奏が初めてのものである。 
トールキンが似たようなことをやっていたが、パソコンがない時代だったため、幻奏に匹敵する量と質を作
ることができなかった。

異世界物をリアルに作りこんでいけば、文化や風土もアプリオリで作りたいという発想に至る。 
この発想自体は難しくないので、幻奏のアイディアは 19 世紀や 20 世紀にもあったはずだ。 
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しかし実際には作られなかった。それはなぜだろうか。

1:需要がなかった

芸術言語は小説の言語として使われてきたが、小説にとって一番大事なのはストーリーだ。 
言語はスパイスでしかないので、言語にそこまで労力をかけられない。 
読者はストーリーを読みたがるので、スパイスにそこまでこだわらなかった。つまり、需要がなかった。

アルカの場合、別段売ることを考えていたわけでもなかったので言語を作り込むという方針を維持できた。 
それと、ユーザーの協力も大きい。たった 2 桁でもユーザーがいれば、作者にとっては十分な需要である。

2:人工言語が言語学の範疇ではない

アプリオリで言語を作るということはゼロから作るわけだから、言語学の知識が要る。 
知識がなくても適当になら作れるだろうが、恐らく言語としては不自然なものになる。 
いくら異世界とはいえ、実用可能か怪しい言語ではリアリティに欠ける。

そういう意味ではアプリオリの人工言語は言語学者が作るのに向いている。 
しかし言語学は人工言語を扱わないので、言語学者は基本的に人工言語を作ろうとしない。

3:人文科学の扱いがひどい

20 世紀は科学の時代なので、進学や就職における人文科学の扱いは年々悪くなっている。 
当然言語学をやる人間は少なくなるので、言語学を専攻する人間自体が少なくなる。

アプリオリで作るのは言語学の知識が要るとしたら、まず言語学専攻の人数自体が少ないことが問題だ。 
しかも 2 で書いたように、彼らが人工言語に興味を持つ確率は少ない。 

（アルカの作者は言語学専攻で、トールキンも言語学をやっていたという。どちらもレアである。ザメンホ
フは眼科医で、言語学は門外漢である）

4:パソコンがなかった

パソコンがないと作業が進まない。 
アルカも 01 年までは紙資料で作られていたが、単語が増えてくると「この単語作ったっけ？」と思ったと
きに、それを調べるだけで何時間もかかる。 
しかもしばしば見落としてしまい、同じ意味の単語を二度作ったりする。まったく手間がかかる。 
また、ノートを濡らしたりすれば即アウトだし、仮に安全のために複製を作ろうとしても時間がかかる。

パソコンなら一瞬で検索できるし、コピーも配布も瞬時にできる。 
言語作りの作業の 9 割は辞書作成だから、パソコンがない時代ではできることが限られる。 
紙で百科事典を作っていた時代と同じだ。とても個人ではできない。

ちなみに、ここ 10 年ほどで英語の中辞典の種類が激増したのは、パソコンが出てきたからに他ならない。 
編集部でパソコンを使う作業がデフォルトになってから、出版サイクルは圧倒的に早くなった。これは辞書
以外にもいえることだが。

5:ネットがなかった

ネットのおかげで公開がしやすくなり、グーグルやウィキペディアのおかげで専門用語を作るときもやりや
すくなった。 
これについては下記で細かく見ることにする。

ネットが普及する前は、言語の公開手段は出版くらいしかなかった。 
効果的でないわりにお金がかかるので、言語の作り手は頭を抱えた。 
実際にザメンホフもかなりこの問題で頭を抱えたそうだ。 
今はネットで簡単に公開できるのでやりやすい。

また、情報を更新してもユーザーからの反応が得られるまで、昔は時間がかかった。 
ザメンホフのころは手紙でやり取りをしたため、平気で 1 週間もかかったという。 
現在は遠隔地のユーザーでも、その日のうちにレスポンスが来て、昇華させることができる。

ところで、ゼロから世界を作る以上、作者は森羅万象に詳しくなければならない。 
異世界にも化学はあるだろうし、数学もあるだろう。地理もあるし、天文もある。料理だってあるだろう。 
すべての分野の単語を命名しなければならないので、あらゆる分野に（そこそこ）詳しくなければならない。

例えば蟻酸（ギサン）という物質を命名するとしよう。 
地球ではアリから見つかったので蟻酸と呼ばれているが、異世界では地球と違う歴史があるはずだから、考
えなしに「アリ酸」と名付けるわけにはいかない。 
ちゃんと自分の世界でどうだったか考えてから命名しないといけない。こんなことをやっているからアプリ
オリはアポステリオリの何倍も時間がかかる。

ネットがないころは専門書と百科事典に頼ったが、紙は全文検索ができないので、知りたいことにたどり着



463 総論
くまでにものすごく時間がかかる。 
また、専門書はとても高いし、読めるようになるまで時間がかかる。 
ところが作者は化学を作ったら今度は物理だ料理だ鉱物だと、すぐ別の話題にいかなければならない。 
化学だけに詳しくなってる暇はないし、お金も湯水のようにはない。 
そういうわけで、ゼロから単語を作ろうにも作れなかった。どうりでトールキンにもできなかったはずであ
る。

ところが今はグーグルがある。 
「蟻酸　アリ」と調べれば、蟻酸の語源がすぐに調べられる。 
ウィキペディアによると、「1671 年、イギリスの博物学者であるジョン・レイ (John Ray) が、大量の死ん
だアリの蒸留によりギ酸を初めて単離し、「アリの酸 (formic acid)」と命名した」とある。 
全文検索ができるので、見落としなく探せる。

また、ほかの記事を見ると、蟻酸がハチにも含まれることが分かる。 
「じゃあ自分の世界ではハチから見つかったことにして、ハチ酸と名付けるか」などと考えて命名すると、
ここでようやくアプリオリな言語になる。

ちなみにアルカの場合、本当にハチ酸でいいかを歴史的に検証してから命名する。 
この際には、風土も考慮する。つまり、アルバザードにハチが存在するか、存在するなら果たして一般的な
虫かまで考える。 
こうしないと言語だけアプリオリになって、文化や風土はアプリオリでないことになってしまう。

辞書によると、impiasl（蟻酸）は「オーディン前期、化学的に大量にショ糖を生成することができなかっ
たため、主な甘味料のひとつに蜂蜜があった。そのため、養蜂家がレイユより身近だった。リュウは蜜蜂の
毒が蟻酸であることを発見し、impiasl と名付けた」という背景から来ている。 
蟻酸を命名するために、背景としてオーディンという時代の設定、当時の科学力、使用していた甘味料とい
う料理文化、養蜂家という職業、発見した人物などといった項目が使われている。

さて、こう見ると、いかに 21 世紀まで幻奏のような作品がなかったかが分かる。 
簡単に言えば、あまりにも面倒なのだ。また、単に面倒というだけでなく、膨大な知識と強い好奇心も必要だ。 
その上パソコンもネットもないとなれば、20 世紀までにはできるはずもなかった。パソコンとネットは芸
術言語の究極形を可能にした。 
私も 100 年前に生まれていたら、絶対アルカを作れなかったと思う。

さて、今後は幻奏のような作品がほかにも登場するのではないか。 
私の場合は自分でノウハウを作りながら四苦八苦の制作だったので何年もかかってしまったが、今ならもっ
と短くできると思う。なにせ幻奏という前例があるのだから。

アルカは英語に似ているか

ずいぶん昔の話だが、アルカは英語に似ていると言われたことがある。 
恐らく相手はアルカがアプリオリではないと言いたかったのだと思われる。 
日本人は英語ができるので、英語に似ていると言えばアポステリオリになると思ったようだ。

どうもアルカが SVO であることが理由のひとつだったようだが、SVO は SOV に次いで多い類型なので、
地球に何千語と存在する。よって、根拠にならない。

アルカは形容詞が後置で、この時点で既に英語に似ていない。

むしろフランス語と言われたほうが理解できる。

また、アルカに英語のような時制の一致は存在しない。 
主節が過去のときに従属節を過去にすると、従属節は主節より前のことを表す。これも英語と異なる。

代名詞は男女の区別がなく、4 人称まで持っている。また、3 人称は遠近の区別がある。 
さらに 1,2 人称は位相によって複数の形態があり、英語と一致している部分のほうが少ない。

英語で接続詞になっているもののほとんどは純詞だし、比較も通常は格詞（前置詞）でなく接続詞を使って
表す。 
形容詞に比較級はない。 
受動態は be 動詞や by を使わず、副詞 yu で示す。 
It 構文に当たるものはあるが、アルカだと for 句を途中に取れないという違いがある。 
基本語順は SVO だが、5 文型は存在しない。

さて、英語は却下として、フランス語はどうだろう。 
形容詞の順序は一致するが、あとは英語と同じで、アルカとの一致率は悪い。 
中国語も検証してみたが、似ていない。もともと中国語には縁がないので、似ていなくて当然だが。
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しかし、こう似てないと、今度は逆に不安になってくる。 
つまり、人間の言語として機能するだろうかという不安が生まれる。

ただそれは何年か前の話で、今は実際に使えているので不安がない。 
アルカはアルカなんだなという理解に落ち着いている。 
英語には似ていないし、どれに似ているということもない。やはり独自の言語なのだろう。

音
音声学・音韻論

音韻と音声は――

/ 音韻 / 
[ 音声 ]

――で表記する

■単音

●母音

/a/ [a] 
/aa/ [ɑː] 
/i/ [ɪ] 
/ii/ [iː] 
/o/ [ɔ] 
/oo/ [oː] 
/e/ [ɛ] 
/ee/ [eː] 
/u/ [ɯ] 
/uu/ [uː] 
/q/ [ə] 
/qq/ [əː]

●半母音

子音として扱う。

/w/ [w] 
/y/ [j]

●子音

・閉鎖音

語頭の p, t, k は有気音になりが
ちである。 
語末の b, d, g の前の母音は微か
に長くなる。

/p/ [p] 
/b/ [b] 
/t/ [t] 
/d/ [d] 
/k/ [k] 
/g/ [g]

・摩擦音

早口の場合、s, z, x, j は j > z > x 
> s の順で同化する。例）nosjot

（自己紹介）[nɔʒʒɔt]

語末の v, z, j の前の母音は微か
に長くなる。

/f/ [f] 
/v/ [v] 
/s/ [s] 
/z/ [z]: 語頭でも [dz] にならな
い 
/x/ [ʃ] 
/j/ [ʒ]: 語頭でも [dʒ] にならな
い

/h/

[h] 
[ç]: i, ii の後で 
[X]: e, ee の後で 
[ χ ]: q, qq, a, aa, o, oo, u, 
uu の後で

・鼻音

韓国語と違って鼻腔に流れる肺
臓気流の量は日本語や英語並み
に多い。 

「ネー」が「デー」、「ムォ？」が
「ブォ？」に聞こえるようなこと
はない。

/m/

[m] 
[ɱ]: f, v の前で

/n/

[n] 
[m]: m, p, b の前で 
[ɱ]: f, v の前で 
[ŋ]: k, g の前で 
[N]: s, z, x, j, r の前で

＊流音

r（接近音）、l（側面音）、c（震
え音 or 弾き音）がある。 
早口の場合、c > r > l の順で同
化する。例）wigalcaifa（ペル
セウス流星群）[wɪgarraɪfa]

・接近音　/r/ [ɹ] 
・側面音　/l/ [l] 
・震え音　/c/ [r] 
・弾き音　/c/ [ɾ]：女性が震え
音の代わりに用いる

・声門閉鎖音

声門閉鎖音は固有の音韻を持た
ない。

pat は [pat] と発音するが、[paʔ 
tə] と 2 音節で発音することもあ
る。特にゆっくり喋った場合に
そうなりやすい。

こういった場合に声門閉鎖音が
現れる。

■子音連続

padl など、子音連続は通常シュワーを入れて別個の音節となる。

/padl/ [pa dəl] 
/rsiila/ [ɹə siː la]

■ＣＶ



465 音
CV で終わり、直前の音節の母音が長くなければ、その V はやや長くなる。

mana [manaˑ] 
kaila [kaɪla]

アクセント

＜アルカのアクセント＞

・音の単位

単語、形態素、長音節、短音節、全モーラ、半モーラ、音素

おおむねこの順序で長い。 
ただし na のように形態素であり単語であるが、全モーラでしかないものもたくさんあるので、一丸には言
えない。 
アクセントの分析において重要なのは下記の 4 種。

長音節：CVCC, CVVC などの長い音節。このうち CVCC を S(syllable) で表記 
短音節：CVC からなるもので、C はφでもよい。H(heavy) で表記 
全モーラ：CV からなるもので、C はφでもよい。a,ma,ka,ta など。M(medium) と表記 
半モーラ：C のみ。s,t,k など。L(light) と表記

上記 4 種をアクサン素と呼ぶ。

・カウント法

アクセントは単語の後ろから数える。 
そのため、どんな長い単語があっても、後方のアクサン素のみに注目すればよい。 
後ろから三位までのアクサン素をカウントすれば、アクセントの位置が判断できる。

・アクサン表

後方から三位までのアクサン素を組み合わせた表。 
右が一位で、左が三位。 
表には見えないものの、三位の左が四位となる。

formula：アクサン素の組み合わせ式 
variant：変異。置換基

●アクサン表

formula variant
HHH
HHM
HHL HS
HMH
HMM
HML HH
HLH SH
HLM SM
HLL

formula variant
MHH
MHM
MHL MS
MMH
MMM
MML MH
MLH HH
MLM HM
MLL S

formula variant
LHH SH
LHM SM
LHL S
LMH HH
LMM HM
LML S
LLH
LLM
LLL

・第一法則

アクサン表は三位までだが、アクセントが置かれる変域は四位まで。 
アクセントの付く位置は下記の通り。若い数字の法則が優先。

1: 二位までの S にアクサン 
2: 二 , 三位の H にアクサン 
3: 三位の M にアクサン 
4: 二位の M にアクサン 
5: 四位にアクサン

つまるところこの法則は「語末から少し離れたところにある最も大きな音節を探す」作業に等しい。

HLM は SM にはなるが、HS にはならない。 
同じく MLH は MS にならず、MLM は MH にならない。
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また、MML は MH と捉えなおすこともできる。 
そのため、MH の前に L,M,H のいずれが来るかで、その後の振る舞いが変わる。例えば MMH や HMH が
作られる。

・第二法則

第一法則で篩えないのが HMH と MMH。これを篩うために第二法則が存在する。

末尾の MH が CV VC になるパターンは長音節を作る。main, kain など。 
この中の二重母音の強弱の関係を見ると、main では a>i になっている。 
＞の流れのあるものを強音節と呼び、それ以外は弱音節と呼ぶこととする。

強音節は＞の流れを持っているので、アクセントを置きやすい。 
dain は前の母音が強く後ろの母音が弱いので、dAin にすると全体的に＞の流れを持ち、強音節の＞の流れ
に沿うため。 
dain は＞なのでアクサンを付けやすいが、dian は＜なのでアクサンを付けにくく、dIan となりにくい。 
普段はこの差を意識しないが、hardian のような単語になってくると違いが出てくる。

強音節を X とし、弱音節を Y とする。 
XY を導入すると、HMH は以下の 3 種に分かれる。

1:HMH：har/dI/gan：HMH の基本法則に基づき、M にアクサン。armalet, artales なども同様。 
2:HX：har/dAin：X にはアクサンを付けやすいのだから、X にアクサン。 
3:HY：hAr/dian：Y にはアクサンを付けにくいので、前の音節にアクサンを繰り上げる。i の後ろの a に
アクサンを置いたら元も子もない。弱と強に分けた意味がなくなる。

同じように MMH について。 
アルカでは Amalis, Atolas, agEit, kAmian, rIdian のようになるが、これらも篩うことができる。

1:MMH：A/ma/lis, A/to/las：法則どおり M1 にアクサン。 
2:MX：a/gEit：X にアクサン。elEin なども同様。 
3:MY：kA/mian, rI/dian：前の音節にアクサンを繰り上げる。

ちなみに、amai は MX ではない。X の定義は CVVC だし、そもそも MMM になってしまう。MMH の仲
間ではない。 
同じく aria も MY ではない。MMM であって、MMH の仲間ではない。

●第二法則表

X=CV1V2C	(V1>V2)		/		Y=CV1V2C	(V1<V2)

HMH
HM

,

H
MMH

M
,

MH
HX

,

MX
,

H
,

Y M
,

Y

・外国語による例外

例えばルティア語のアクセントは語末にあるため、しばしばルティア語から入った語にはこの法則が適応さ
れない。 
あくまでこの法則はアルカ固有の語についてのものにすぎない。

・意味による例外

kanxion も arxion も HY で、法則からいけば kAnxion や Arxion になるはずだが、kanxIon や arxIon のほ
うが自然である。 
これは意味のせいである。カン（父）・シオン（紫苑）、ar（神）・シオン（紫苑）だと脳が思っているため。 
もしこれが意味のないレンピオンだったら、lEnpion と発音されることだろう。

・幻日と例外

例外には幻日では［アクセント］タグが付いている。 
anfelixion のように社会的階級によってアクセントを付ける位置が異なることもあり、文化の豊かさを感じ
る。

・アプリオリのアクセント体系

アルカのアクセントは音節とモーラで法則を作る。 
音節だけで考えるとラテン的になるし、モーラだけで考えると日本的になる。どちらにしてもアルカの音声
は篩えない。 
しかしこの法則だときちんと篩える。揺れがない。
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＜幻日と外国語のアクセント＞

アクセントを仮に大文字で示すと、日本語で着物は kimonO に近いが、英語だと kimOno のように発音さ
れる。 
このとき、英和辞典のアクセント欄には kimonO でなく kimOno が書かれることとなる。 
これは英和辞典が英語の辞書であることからも当然で、英語の辞典は日本語のアクセントまでは保証しない。

幻日にも同様なことが言える。 
elyundite はルティア語から来た単語で、アクセントは elyundIte である。ところが本来のルティア語では
elyunditE である。 
ルティア語は拘束アクセントなので元は elyunditE なのだろうということは分かるが、自由アクセントの言
語が語源になっている場合は元のアクセントが保証されない点に注意したい。

アクサン考

注：以下は新生のアクセント体系がまとまるまでの過程を追ったものです。 紆余曲折しながら言語ができて
いく様を見るにはいいのですが、学習向けではありません。 学習の際はこれを回避して「アクセント」をご
参照ください。 ---- ページ番号 :449 ページ名 :axlei629 タグ :

・アクセントが自由アクセントに

辞書、caf の項を参照のこと。

・セレンのアクサン草案

フルミネアの考えた「後ろから 3 モーラ目にアクセント」の法則だと、例外が多すぎる。 
amavel,amalis は 'amavel, 'amalis だが、法則だと a'malis になる。 
hardian も 'hardian なのに har'dian になってしまう。 
いちいちアクセントを打つのが面倒くさい。どうにか法則化できないか。

また、vergina や artena や estia などはなぜ最後にアクセントが来るのか。 
以上 2 点について考察する。

平板

ヴェルギナも vergina も最後にアクセントがあるが、実際の発音は平板であり、「アクセント下降が見られ
ない」という意味だ。 

「ヴェ・ル・ギ・ナ」が低高高高となり、一度あがったら下がらないことを指す。vergi'na と綴っても、na
だけ高いわけではない。 
ここがフランス語との違い。conversation だと「ヨォ～ン」の部分だけ高い。幻日はともに後ろだけ高くな
るということがない。 
これを平板という。

さて、なぜ平板が起こるのか。その理由は恐らく労力だ。人間の声というのは語頭ほど息があるので高く強
いが、徐々にダウンステップしていくようになっている。肺は風船みたいなものだからね。 
つまり、人間の声はブレスが来るまでは右肩下がりで、＼状になっている。（よく分からない人は補足とし
てカタセシスあたりを調べるといい） 
従って、語末を語頭並みに高くするのは、語頭を高くするよりエネルギーがかかる。 
それは疲れるので、せいぜい語末を語中程度に上げる。これだと疲れない。語中程度に上げたというのは、
言い換えれば「語末でも下がらない」を意味する。 
これが結果的に平板に等しい。

恐らく平板は、最後を上げようとしたものの、「下げない程度の努力」しかしなかった結果だと思われる。 
人間の発音効率を考えると、それが合理的だ。そこで日本語やアルカも平板を採用しているのだろう。 
もちろん採用しない手もあるから、フランス語のような言語もあるわけだ。

平板の起こる環境

先に用語を定義をしておく。 
今のところアルカには長音節、短音節、モーラがある。 
このモーラを全モーラと半モーラに分けたい。着想は音楽のピアノだ。

全モーラは CV からなるもので、C はφでもいい。つまり、a,ma,ka,ta などだ。仮に M とする。 
半モーラは C のみ。s,t,k など。仮に L とする。 
なお、短音節を H としておく。言語学とか読んでれば何となく分かると思うが、heavy,middle,light の略だ。

どうも平板というのは、語末が MM のときに起こるのではないか。 
vergina も artena も HMM だ。日本語も、カレワラやアメリカなど、最後が MM だと平板化しやすい。 
しやすいといったのは、桐原やアメリアなど、平板にならないものも多いからだ。
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ただ、少なくとも平板化するためには最後が MM である必要があるようだ。 
とはいえ、日本語ではアニリンなど、ンで終わるものも平板化する。だがアルカではそうならない。 
これは恐らく日本語ではンだけで 1 モーラを形成して M になれるからだろう。

3音節並べたパターン分析

日本語やラテン語では H か L だけで分析しているようだが、アルカの場合上記の事情で、HML の 3 種使っ
て分析している。 
HML を 3 音節並べると、順列は 27 通りになる。 
このすべてについて、架空の単語や実在の単語を使って、どこにアクセントが置かれるか調べてみた。

http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/27%e7%a8%ae.gif

汚くてすまないが、紙に書いてみた。赤の記号がアクサン。 
このうち、HLL,LLH,LLM,LLL はアルカにない組み合わせ。子音の 3 連続はアルカにないため。（古にはあっ
たが） 
こうしてみると、H の段、M の段、L の段と、9 個ずつに分けられる。便宜上、1-1 ～ 3-9 と名付ける。
HHH が 1-1 で、LLL が 3-9 になる。

まず言えるのは、後ろから二番目を二位とした場合、二位に H が来ればアクサンを置くということだ。 
二位が H でない場合、その前の三位にアクサン。 
例外は L の段。3-4,5,6 は H が二位でないのに、二位にアクサンが来ている。これは直前の三位が L のため。

L は子音だ。子音にアクサンは置けない。だからしょうがなく二位の M にアクサンを置く。

では、もし HLMH だったらどうなるか。anskital のような。 
この場合、四位の an にアクサンは移らない。やはり anskItal になる。 
理由は語末から離れ過ぎているため、根本的な法則である「後ろから 3 モーラ」を大きく外れるためだろう。 
カタカナでアンスキタルとしても、東京人はキにアクサンを打つはず。

さて、二位が H なら二位にアクサン、それ以外は三位にアクサンという法則だが、HMH と MMH は例外に
なる。 
また、HMM,MMM,LMM は一位にアクサンが付きうるが、これは上記で述べた平板の MM 条件を満たして
いるため。 
しかし、HMH と MMH は語末が MM ではないし、アクサンも二位だ。平板ではない。これはどういうことか。

表を見ると、H か M が最初に来る段は、下にくだるほどアクサンが左にずれている。 
ちょうどアクサン候補が 2 つある例外の HMH と MMH はアクサンが左に移行する境界線に位置している。 
グレーゾーンなので移行期間になりやすく、両方のアクサンを持ちやすいということだ。

まぁこの 2 つがグレーになるのは表の流れから自然としても、問題は両者の区別をどう付けているかだ。 
例えばハーディアンとみると、Kakis さんや nias さん辺りは「ハ」にアクサンを置くだろう。僕もだ。 
だが、ハーダインだと「ダ」に置いてもいいような気がしないかい。あと、ハーディガンだと「ディ」に置
くような気が。

a:hAr/di/an 
b:har/dA/in 
c:har/dI/gan

表からすると HMH の場合、M にアクサンを置くのが標準だ。だから b,c は自然。armalet（アルマレット）
なんかもマにアクサンでしょ？ 
だけど、a は違う。どうも―― 
ai, ei, ou などの前の母音が後ろの母音より強い二重母音　or　di のあとに ga などが続いて二重母音が起こ
らない場合 
――には表通り b,c のように M が強く、それ以外では H が強いようなのだ。

だから、HMH においても法則がなくアクサンが揺れるということはない。 
きちんと上記の法則に基づいている。（少なくともアルカでは）

次。もうひとつの揺れである MMH について。 
amavel,amalis などは最初が強い。amAlis はヘンだ。 
しかし alkamalis の場合は、alkamAlis になっても良い気がする。かといって alkAmalis でもいいような気
がする。 
つまり、MMH の前に何かついて HMMH などになると、二位にアクサンが置かれる場合も出てくるという
ことだ。

えぇと、キルヒアイスは kil/hi/a/is だから、HMMH か。僕は二位に置くね。 
でも、もしこれがキルヘイオスだったら、構造は同じ kil/he/i/os なんだけど、三位に置く。 
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で、思ったんだが、これも hardian のときと同じで、二重母音の強い方にアクサンを置いているに過ぎない。 
二重母音を防いだキルヒタイスの場合、kil/hi/ta/is となるが、この場合二位でも三位でもどっちでもいい
やという感じになる。ちなみに僕は二位だが。

平板の起こる条件

平板は MM のときに起こるが、恐らく全体として 3 ～ 5 モーラのときが生じやすい。それ以上になるとア
ルカでは起きない。 
日本語の場合、「腹いた止め」は 6 モーラだが平気で平板だし、「ぼうそうしょうねんどめ」なんかは果てし
なく長いが平板だ。 
アルカで平板が許されるのは多分 3 ～ 5 モーラ。最も出てくるのは 4 モーラ。vergina, artena, artea など。

表に当てると vErgina, Artena が標準なのだが、MM なので verginA も許容される。 
元は前者だから、アクサンを付けるなら平板のほうということになる。

平板になるか否かはハッキリ言って不明だ。まったく同じ構造の armiva だと Armiva になり、平板化しない。 
よく平板化は慣れた語に起こるというが、それは日本語の話。実際 armiva のほうが artena より頻度が高い
のに、平板化するのはアルテナのほうだ。

まとめと展望

ハッキリ言ってアクサン記号をつけたくない。面倒だから。 
だから法則をできるだけ現象に近付けたい。

上記の表の法則を使えば、篩えないのは「揺れ」2 種と「平板」3 種だけだ。 
揺れのうち、HMH(hardian) は謎が解けたので、法則化できた。つまりいちいちアクサンうたなくてもいい。 
MMH は Amalis が一般的だが、kilhitAis になることもありえるわけで、ここがいまいち法則化できない。 
だが、kilhItais はなにか不自然なので、頑張れば法則が見つかるかも。

あと、平板についてはお手上げ。読者の中にもアルテナのルを強く言う人だっているだろう。 
というわけで、MMH と平板についてアクサンを振る形になりそうだ。 
だが、できれば MMH は法則を見つけたい。あと、平板に法則が見つかれば神。

ちなみに今回の法則を立てるのに窪薗あたりを読んだが、どうもアルカは日本語ともラテン語とも異なるよ
うだ。 
窪薗だとこっちでいう HMH と MMH を区別できない。だから Amalis が自然で almAles が自然なのはなぜ
だろうという問いが持てない。 
アルカは almAles については日本的で、Amalis についてはラテン的で、要するにどっちでもないというこ
とになる。

だが、日本語やラテン語と異なるといっても、大体の読みは東京弁と同じなので、少なくとも自分には楽。 
面白いことに、論文を見たり内省した結果、東京弁とアルカはラテン語に近く、関西弁に遠いということら
しい。不思議だ。同じ日本語なのに。

そういえば、古アルカのアクサンって誰がどうやって積み重ねたんだろう……？ 
自分が作った単語は少ないし、リディアの作った単語は第一音節にアクサンが来やすいはず。 
だが、古アルカの固有名詞を見ていると、結構上記の表に従っているし、平板すら備えている。 
アルマディオの古アルカのアクサンはマだ。アではない。しかし造語者はリディアだ。フィンランド語の応
用ならアー！ルマディオッみたいになるはずなのに。

おまけ

今までの話のまとめの表

http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/variant.gif

エクスデスとイクスタン

どちらもスペルで書くと ek/s/des と ik/s/tan なので、HLH になる。 
だが、東京人はイクスタンはイを強くすると思う。エクスデスはスが強い。まぁ、FF プレーヤー限定かも
だけど。

ただ、エクスデスというときのスは su と発音している。 
一方、イクスタンというときのスは s だ。 
だから、実はエクスデスは ek/su/des で、HMH なのだ。

で、上の記事の表でいうと、HMH は M にアクサンなので、OK ということになる。 
一方、ik/s/tan は HLH なので、H にアクサンということになる。 
一見例外に見えて、ちゃんと規則に従っているのが不思議だ。
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ちなみにこれは日本語の話。アルカだと eksdes も ikstan も最初が高い。間に勝手に母音 u を挿入しないため。

有限小数なアクサン体系

アクサン体系は無限にあるように感じられるが、煮詰めるとむしろ少ないようだ。 
日本語とラテン語とアルカなど、どれも関係ないが、すべて似ている。

文法では、SOV なら AN を持つなど、ひとつ決まるとあとは雪崩式に決まることが多い。 
結果、比較言語学的に無関係な言語間でよく似た文法になる。 
恐らくアクサンも同じ。人間は規則だったものを好むので、ひとつ決まれば雪崩式に決まっていき、結果的
にいくつかのアクサンパターンに収まる。

さらにいえば将棋にも似ている。駒の動かし方は初心者には無限に見えるが、煮詰めると定石ができてきて、
一定の動かし方が出てくる。 
チェスも同じ。オープニングで d4 のポーンに対して d5 ときたらクイーンズギャンビットだから、そこか
らインディアン防御に切り替わるのは不自然。 
ひとつ流れができると、定石どおりに動く。恐らくアクサンも同じ。

だから一見関係ない幻日でも、流れが同じになってしまえばかなりの割合で同じになる。 
逆に、東京弁と大阪弁はしばしばアクサンが鏡像になることがある。橋と箸が逆になるとか。（自信ないｗ
　合ってるかな？） 
同じ日本語でも、東京弁が東に流れる川だとすると、鏡像関係にある大阪弁は西に流れていくことになる。
だから、同じ言語なのにまったくぶつからない。 
もっとも、大阪弁と東京弁で同じアクサンになるものも多いだろうけど。 
そういうわけで、全然関係ないラテン語に似るということが起こる。むろんアルカとも。

そう強く思ったのは、フルミネアのアクサン体系を聞いてから。 
北欧出身でリディアと同じでないという時点でスウェーデンかノルウェーになると思うが、どちらも日本語
ともラテン語とも異なっている。 
でも、彼女が作ったアルカのアクサン体系は日本語とラテン語に似ている。

もうひとつの理由が、日本人でないリディアとメルが母語でないアクサン体系でアルカを話していたこと。 
もっとも、初期は母語に影響されていたが。 
だから、比較言語学的な近さがなくてもアクサン体系が似るというのはあるのだなと思った。

もうひとつ傍証を挙げると、セレンが作った制アルカのアクサン体系はフィンランド語と同じで、日本語と
異なる。 
逆にフルミネアが作ったのが北欧語と違って日本語と同じというのが面白い。比較言語学的な近さがなくて
もアクサン体系が似ることはありえるという証拠だ。

平板を選ぶ理由

アルカのアクサンは大文字で示す。日本語のアクサンはカタカナで示す。日本語は東京弁を前提とする。

ヴェルディアもアルテナも、ルにアクサンを置くか、平板化する。エスティアは平板化する。 
verdia は vErdia で、artena は artenA になる。estia は estiA になる。 
幻日を比べると、ヴェルディアだけ食い違っている。

平板は語末が MM のときに起こる。日本語の場合、ンは単体で M になれるので、ファザコンなどは平板に
なれる。 
また、平板は 4 モーラ前後で起こりやすい。例えば 7 モーラで平板をすると、声の高さを最後まで維持する
のが疲れるので、アルカはしない。ただし日本語はする。 
この実験をリディアでしてみた。「ぼうそうぞくしょうねんどめ」という架空の単語を発音させたら、やは
り平板にせず、「ぼうそうぞく」と「しょうねんどめ」で切っていた。この実験を日本語がビタ一分からな
い外人で試してみたい。

語末が MM の場合、平板にするか否かに分かれる。では平板を選択する理由は何か。

ヴェルディアもアルテナも「ル」にアクサンないし平板だ。 
しかしエスティアは「ス」にアクサンはおかしい。もしアクサンを置くと、発音が変わる。estiaという発音から、
esutia に変わる。 
そう、日本語はエスティアといっても実際は estia と発音しているので、s にアクサンを置こうとすると母
音を挿入しなければいけない。そこに違和感を感じる人はエスティアを平板化する。 
日本語の場合、ルは元々 lu と発音するので、アクサンを置ける。だからアルテナは「あルてな」でも「あるてナ」
でもいい。

もうひとつ平板化する理由がある。緯音の存在だ。estia において s は緯音になる。これについて説明する。 
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もしエスティアを平板化せず、かつ「えスてぃあ」にもしないとしたら、「エすてぃあ」にするしかない。 
では、「エすてぃあ」を発音してみてほしい。s が次の ti を発音するために下がったでしょう？ 
一方、平板の「えすてぃア」を発音してほしい。平板は実際には低高高高と発音する。こうなると ti を上げ
るために、自然と緯音の s が上がる。 
子音には音程がつけられない。だが低高という流れの中にあれば、相対的にその子音は高く聞こえる。

本来日本語の場合、外来語は後ろから 3 モーラ目にアクサンを置く。 
だからエスティアは「えスてぃあ」になるのが原則だ。 
しかしスは s と発音しているので、アクサンを置きがたい。 
そこで「エすてぃあ」にするか「えすてぃア」にするかの選択になるが、平板を選べば本来アクサンのあっ
た s の部分が擬似的に高く聞こえる。 
だからエスティアは平板化しやすい。

では s でなく k なら？ 
同じことだと予想される。無声閉鎖音なので。 
検証してみると、aktaka（アクタカ）という単語は幻日ともに平板化する。クにアクサンを置けないからだ。

一方、ヴェルディアは違う。ルにはアクサンが置ける。日本語では平板化してもしなくてもルを強くできる。
平板化しても結局ルで上がるので同じこと。 
しかしアルカはそうではない。verdia の後ろから 3 モーラ目は r だ。r は子音なのでアクサンが置けない。
だから平板化する。 
と、ここまでは estia と同じ。しかし verdia の場合、vErdia もありえる。Estia はなかったのに、vErdia はある。
ここが違いで、なぜそうなるのだろうか。

それは r が s と違って有声子音で、しかも母音に近いからだ。つまり直前の母音 e と音声学的な性質が似て
いるということだ。 
ここで vErdia と発音してほしい。なるべく母音に近づけて「ヴェルディア」ではなく「ヴェーディア」っぽく。
一方、Estia もお願いする。 
どうだろう、r のほうが s より高いではないか。なぜかというと、r は母音に近いので母音に引っ張られるか
らだ。

つまり r では頭にアクサンを置いても、r も母音と混ざって高く発音され、アクサンっぽさを失わない。 
本来 ve/r/di/a だと 3 モーラ目は r だから、ここを高くしたい。それができないから平板化するのだが、ve
を強くしても e に引っ張られて r が高くなる。 
だから estia と違い、verdia は平板だけでなく vErdia もあるのだ。

そしてこれが何かというと、armiva と artena が音節が極めて似ているのに、armiva は Armiva で artena
は artenA と分かれていることの説明が付くのだ。

さらにもうひとつ追加しよう。 
もし asmiva と astena だった場合、どうか。r を s に変えただけだ。すると面白いことが起こる。 
asmiva は Asmiva も asmivA もどっちもありえると思うだろう。もっと言えば日本語の場合、「あスみば」
が一番しっくりくるということもあるだろう。 
一方。astena は estia と同じく平板が自然で、Estena は苦しいと感じるはずだ。

これは s の同化による。asmiva の s は同化によって有声化しやすい。さながら azmiva のように。 
となると先ほどの r と同じく有声音になるから、verdia とかと同じく頭が高いパターンもありえるというわ
けだ。 
一方、日本語で考えた場合、アスミヴァのスは同化して有声化しやすくなるため、ヴェルディアのルと同じく、
後ろから 3 モーラ目の「ス」にアクサンが置きやすくなる。 
そのため、アルカと異なり「あスみヴぁ」か「あすみヴァ」になり、「アすみヴぁ」は排除される。 
だがいずれにせよ、s の有声化が両言語に影響を及ぼしているのは共通だ。 

（ちなみにこの s は実際に z と発音されるといっているのではないので注意。同化によって耳が引っ張られ
るという意味でのみ使っている）

なお、語末が MM でも同じ母音が連続すれば、平板化は防がれる。 
hestaa の場合、hEstaa になる。これは hestaA が極めて言いにくいからだろう。

まとめると――

1: 平板化は「CV C CV (C)V」において、C2,C3 ともに無声音である際、最も起きやすいといえる。 
　その理由は本来アクサンが置かれる後ろから 3 モーラ目にある緯音である C2 を少しでもアクサンのよ
うに高く見せかけるため。 
2: C2 が有声音の場合、語頭アクセントも可能性が出てくる。 
3: C3 が有声音の場合、C2 の有声化により、語頭アクセントも可能性が出てくる。 
4: 語末に同じ母音の連続があれば、平板化はしない。 
5: もし「CV C CV (C)V」において C2 と C3 が清音なのにアクサンを置くなら、母音添加が起こる。だが、
アルカでは起こらない。
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――となる。恐らくアルカでも日本語でも言えることではないか。 
反論募集中。

ＨＭＨとＭＭＨ

揺れが起こるのは HMH と MMH だけ。ここを法則化できれば揺れが消える。 
HMH においては hardian,hardigan,hardain はそれぞれ hArdian, hardIgan, hardAin だ。 
HMH の基本は M にアクサンなので、例外が出ている。これは困る。

昨日の夜に魚楠さんから、「音節でも考えたらどうかい？」というのがあって、「そうだにゃあ」と思い、音
節も踏まえて考えてみた。 
そこで、新たな概念を導入してみる。

語末の MH において、CV VC になるパターンは、実質長音節を作る。main,kain など。 
この中の二重母音の強弱の関係を見ると、main では a>i になっている。＞の流れのあるものを強音節と呼
ぼう。それ以外は弱音節と呼ぶ。

強音節は＞の流れを持っているので、アクサンが付けやすい。アクサンを付けると最初は高く後ろは弱くな
るから、＞の流れを持つため。 
dain は＞なのでアクサンを付けやすいが、dian は＜なのでアクサンを付けにくい。 
普段はこの差を意識しないが、hardian のような単語になってくると違いが出てくる。

強音節を X とし、弱音節を Y とする。 
XY を導入すると、HMH は以下の 3 種に分かれる。

1:HMH：har/dI/gan：HMH の基本法則に基づき、M にアクサン。armalet,artales なども同様。 
2:HX：har/dAin：X にはアクサンを付けやすいのだから、X にアクサン。カーマインとかもそうだね。 
3:HY：hAr/dian：Y にはアクサンを付けにくいので、前の音節にアクサンを繰り上げる。i の後ろの a に
アクサンを置いたら元も子もない。弱と強に分けた意味がなくなる。

――このように振るえば、例外なく篩える。

同じように MMH について。 
アルカでは Amalis, Atolas, agEit, kAmian, rIdian のようになるが、篩えるだろうか。

1:MMH：A/ma/lis, A/to/las：法則どおり M1 にアクサン。 
2:MX：a/gEit：X にアクサン。アテイン、カノイン、ヒャダインとかもそうだね。 
3:MY：kA/mian, rI.dian：前の音節にアクサンを繰り上げる。

――こちらもきちんと篩えた。

この法則は中々いい。音節だけで考えるとラテン的になるし、モーラだけで考えると日本的になる。どちら
にしてもアルカの音声は篩えない。 
しかしこの法則だときちんと篩える。揺れがない。

ちなみに、amai は MX ではない。X の定義は CVVC だし、そもそも MMM になってしまう。MMH の仲
間ではない。 
同じく aria も MY ではない。MMM であって、MMH の仲間ではない。

ただし、音だけではどうも篩えない例もある。kanxionもarxionもHYだが、kanxIonやarxIonのほうが自然。 
これは意味のせい。カン（父）・シオン（紫苑）、ar（神）・シオン（紫苑）だと脳が思っているため。 
これが意味のないレンピオンだったら、ウチの連中は lEnpion にすると思う。 
法則からいけば kAnxion や Arxion になるが、意味的にどうかなぁ。多分、どちらも間違いではないと思う。

まとめ

HMH

HMH → M にアクサン 
HX → X にアクサン 
HY → H にアクサン

MMH

MMH → M1 にアクサン 
MX → X にアクサン 
MY → M にアクサン
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法則と例外

上の記事までで、次のことが分かった。

1: 音節の順列は 27 種。足りなければ頭に音節を足すが、足してもアクサンに影響しない。 
2: 二位が H ならそこにアクサン。そうでなければ三位にアクサン。 
3: 三位が L ならそこにアクサンは置けないので、二位に繰り下げる。 
4:HMH と MMH は一見アクサンの位置が単語ごとに揺れる。だが X,Y を導入すれば揺れない。 
5: 語末が MM だと、平板化の可能性がある。平板化にはしやすさの階梯がある。

さて、これを踏まえると、アクサンをつけるべきものは次の 2 つと分かる。

1: 平板 
2: 例外

1 は既に見た。 
2 は具体的に何か。

例えば faramon。fa/ra/mon と区切ると MMH なので fAramon になる。これが法則どおり。 
しかしこの魔族の名前は実は far/a/mon と区切る。すると HMH になるので、farAmon になる。よって音
訳は「ファラモン」ではなく「ファルアモン」 
アクサンの付け方は法則どおりだが、音節の切り方が普通じゃない。これが例外の例。

次。baltir のように「母音＋ r」で終わるものの一部は、後ろにアクサン。 
音訳はバルティルからバルティールに変わる。emir も emIr で、音訳はエミール。 
これらは単語ごとに覚えるしかないので、アクサン記号を付ける必要がある。

kmiir などは法則通りに i にアクサンが来るので、わざわざアクサン記号は要らない。 
ちなみにこの「ール現象」だが、クミールの名前が原因な気がする。 
元々彼女は kumiir だったが、制アルカでは kUmiir になってしまうので u を落とした。 
lfer もそうで、lufer だったが、制では lUfer になってしまうので u を落とした。 
どうもアルカという言語は、法則を破ってでも「ール」という音にアクサンを置きたがる強い力があるようだ。 
アンヴェルだってアンヴェールになった可能性もあったわけだ。 
――と思ってリディアに得意げに言ったら、「アンヴェルはアンヴェールにならないよ。ルフェルみたいに
lqfer というようにシュワーで発音されていた弱い音節だから、q が落ちたの。an は n を落とせないでしょ」
といわれた。 
西洋人鋭すぎるｗ　じゃあバルティールはなんでだよと突っ込んでおこう。

日本語との異同

アルカのアクサンはラテン語と日本語に似ているが、少し違うという結果になった。まぁセレンやリディア
には楽だわな。 
だが異同があるし、こんだけ法則を模索するってあたり、やっぱゼロから作っただけのことはある。 
アプリオリ自慢はいいとして、とっとと異同について。

日本語の場合、外来語は後ろから 3 モーラにアクサンという原則があるが、センテンスなど、原語に合わせ
たものがある。 
しかし、アンタレスのような不思議な単語もある。法則からいうと「あんタれす」だし、原語でもアにアク
サンはない。勘違い語かな？ 
アンタレスとかは日本語とアルカが一致しない。ヘキサゴンも不一致。アルカだと hekisAgon になる。

次。促音・撥音・長音が日本語では特殊モーラになるが、アルカには存在しない。 
これらを含むと異なってくる。特にトで終わるものは「ット」になることが多いので、かなりずれる。 
アンクノットとかアステノットとか、アルカと全然異なる。 
ご存知のようにアルカは t で終わるものが非常に多いので、けっこう異なってしまう。面倒くさい。

次。二番目に「ル」や「ン」が来る 4 モーラの言葉。これがかなり厳しい。 
アルカは「アル」で始まる単語がむちゃくちゃ多いので、ずれが激しい。 

「アルシア」はルにアクサンだが、アルカだとそこは子音なのでアクサンを置けない。 
4 モーラ以外でも起こる。アルシオンはルにアクサンだろうが、やはりそこには置けない。 
ちなみに二番目がスでもクでも同じようなものだが、ルほどアルカにはない。

とりあえず、子供が増えても二文字目をルにしないことにしよう。日本語とアクサンが変わるとややこしす
ぎる。 
ラッキーなことに、ゆうた、るしあ、ゆると、全部最初だね。制でも新生でも同じ。よかった……。 
はいれん、あまヴぇる、も OK だね。よかった。
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揺れについて補足

MMH は M1 にアクサンがメイン。Amalis など。 
しかし前に何か付くと HMH と同じく真ん中の M にアクサンが移ることがあるようだ。

例えば魔族 lastiAdin。ほかにも fremAzer 国。 
だが、もともと Amalis なものに何かを足した場合、valAmalis のようになり、アクサンは動かない。

あとこれは HMH への補足でもあるが、MMH と HMH でアクサンがどちらか迷ったとき、前に上げた音の
規則以外に、意味の区切れでアクサンを振ることもあるようだ。 
valAmalis がその例だ。fremAzer も意味的に frem/azer なので、意味でも切れている。

あと、LML については M にアクサンだ。skit のように。 
しかし lanskit のように s が前の形態素の所有物の場合、lans/kit で切りたいなという意識が働くので、lAn
skit になりうるようだ。

どうも音だけでなく意味の区切れも手がかりにしているらしい。 
トートトー、トートントーのようにビープ音だけで検証すれば意味は関わらないと思う。

さて、これで問題なさそうなら提案してみよう。 
あとは実際それでやってみたときにどんだけ例外が出るかだ。

で、アクサンの付け方だが、アクサンを置く音節の後に置くことにする。 
理由は 2 つ。

1:'ardian にした場合、辞書では ' のほうが文字より早いので、この単語が a のところに来なくなる。 
2: ほとんどアクサンは平板用なので、vergi'na みたいのが多い。vergina' としたほうが単語が分断されず、
きれい。

さて、神古サイトを直すか。

あと、念のため、HMH, MMH, 平板 , 例外の 4 種には付けようかと思うんですが。 
その場合―― 
PDIC の見出し語検索→あいまい検索語設定→特殊文字を無視する→ ' を登録 
――してもらう必要があります。各自に。でないと単語が検索できなくなる。　

二位に H が来るものは付けなくていいし、二位に M が来て HMH,MMH 以外はこれも付ける必要がない。 
HMH,MMH は法則はあるものの、揺れは揺れだから、つけたほうが統一を図れると思うんですよ。

メルの案

セレンの案は法則が多すぎる。人間はもっと簡単な規則で動く。 
以下はセレンの案を受けたメルの案。便宜上「我々」には東京弁も含めておく。

＜前提＞

1: 二位 H がなら、二位にアクサン。 
2: そうでなければ、三位にアクサン。

この規則を持つと、我々は長い単語「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＃」を見たときに＃から数える癖がつく。 
しかし日常のほとんどの単語は「＊」か「＊＊」で収まる。短い場合、上記の法則を当てはめると最初にア
クサンが置かれる。そのため、後ろから数える必要がなくなる。 
この結果、我々は「短い単語を見たら迷わず語頭にアクサンを置き、上記の前提を用いない」という怠け癖
がつく。 
そして、「長い単語を見たら面倒だけど後ろからカウントする」という癖が付き、2 つの癖を持つようになる。

実際、我々は fain,fian などは、見た瞬間頭にアクサンを付けている。反応速度は速い。 
だが、これが fialent になると「ん、なんか長そうだ。数えるか」と思うので、時間がかかる。 
フィアンだと迷わずフィにアクサンだが、アルバザードだと「読みながら目を右に移しつつ、カタカナの終
わりが見えたら、終わる 2,3 個前でアクサンをつける」という処理をするため、反応が遅くなる。 
確かに我々は日常的にそうしている。

2 つの癖を持っているので、長い方が法則を適応する手間がかかるので、できるだけ短い方がありがたい。 
問題はどの程度で長いと言えるのかだ。そして長いと短いの境界線が HMH と MMH なのだ。 
MMH は CV/CV/CVC で、amalis のような単語だ。ここがギリギリ短い境界線なのだ。だから amalis は
Amalis になる。 
一方、HMH は CVC/CV/CVC で、これがギリギリアウトで、長いに当たるのだ。だから almalis は almAl
is になる。
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また、MMH は「ギリギリ短い」という扱いなので、単語全体が長くなって HMMH などになった場合、「長
い」と判断される。 
そのため、HMH と同じように、真ん中の M にアクサンが置かれるようになる。lastiAdin は HMMH、fre
mAzer は LMMH の例。 
ただし valAmalis はもともと Amalis という単語があると脳が記憶しているため、アクサンが動かない。

――以上。 
メルの案は「短ければ考えずに頭」「長ければ考えよう」という、彼女らしい発想で、面白い。 
これなら人間の感性にも合っている。

ただ、これだけだと hArdian, hardIgan, hardAin は篩えないんじゃないかな。 
メルの案だと、27 種すべてのアクサンの位置を「長さ」でサクっと片付けられる。ただ、HMH と MMH
のアクサンの揺れについては説明がない。 
HMH のデフォが M で、MMH のデフォが M1 だということは分かるが、非デフォが選ばれる際の理由につ
いては述べられていない。そこはセレンの案を使わないといけないということだろう。

だが、これは進歩だ。まず 27 種をすべてサクっと篩える。 
で、非デフォの 2 パターンだけ後々考えればいい。このやり方はスマートで、人間が処理しうる仕事量だ。

リーザの案

セレンの挙げた 27 分類では、篩えない例が出るとして、以下リーザの案。

lIvlpit（産科）と tezspEl（ピリジン）が区別できず、HLH に入っている。 
これを区別するために、長音節を導入。CVCC となるものを S とする。

また、27 種をよく見ると、MML は MH とも取れ、2 音節だ。 
MH は MML の variant として働く。

↓確かにそうだ。それを受け、S と variant を加えて表を書き直した。

http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/formula.gif

HLH は SH と HS に分けられた。これで lIvlpit と tezspEl が区別できる。

また、27 種すべて 3 単位だと思っていたものが、1 ～ 3 単位まで幅が出てきた。 
長いのは HHH のような 3 音節。短いのは MLL の variant である S のような 1 音節。 
引き続き、音節を後ろから数えて一～三位までと呼ぶ。

アクサンの法則：変域は四位まで。若い数字の法則が優先。

1: 二位までの S にアクサン 
2: 二 , 三位の H にアクサン 
3: 三位の M にアクサン 
4: 二位の M にアクサン 
5: 四位にアクサン

HLM は SM にはなるが、HS にはならない。filski（ベンチ）の ski は後ろに子音が 2 個足りないので S に
なれない。 
そして filski の実際の発音は fIlski だから、理屈と整合する。 
同じ理由で MLH は MS にならず、MLM は MH にならない。

また、MML は MH と捉えなおすこともできる。 
そのため、MH の前に L,M,H のいずれが来るかで、その後の振る舞いが変わる。例えば MMH になったり
するわけだ。

さて、この法則は「語末から少し離れたところにある最も大きな音節を探す」作業に等しい。 
これで篩えないのが例の HMH と MMH。これについてはセレンの案のとおり。 
MMH は前に何か来れば真ん中の M にアクサンが来るのも同じ。fremAzer など。

http://cid-dd6eff55a81cbf67.skydrive.live.com/self.aspx/arka/HMH%7C0MMH.gif

なお、daizailai は法則に従うと daizaIlai だが、二重母音なので daizAilai に繰り上げる。 
ただし、もし意味的に daiza/ilai で区切れるなら、daizaIlai でも可。

LML は Sになる。なら LML自体不要では？つまり、variant があるものは formula を消してもいいのでは？

確かに skIt は LML で S になる。しかし lanslil（ビスマス）は lans/lil で区切るので、s は lil のものでない。 
従って発音は lAnslil になる。もし S しかなかったら lanslIL になってしまう。 
こういった理由から formula は消さないほうがよい。つまり、モーラ単位を捨てないほうがよく、音節とモー
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ラの両面で考えたほうがよい。

まとめ

S を入れて、より例外処理が進んだ。 
逆に S を入れることで、日本語からの距離は遠くなった。日本語は音節から考えないので、もはや日本語の
アクセント体系とは異なる。 
悪く言えば判断が面倒。良く言えば完全にアプリオリになった。

平板化の傾向

平板化するか否かは人によって違うし、自分の中でもあやふやだったりする。 
どうも平板には法則がない。しかしアルテナはほとんどの東京人が平板化するはず。 
傾向はあるはずだ。それは何だろう。手当たりしだい調べてみた。

1: 語末が CVCV だと起こりやすい。 
　 arbanA,magatA など。

2: VCVV だと起こらない。 
    Amai,Anai など。

3: 語末が CVV だと、CVCV ほどは起こらない。 
    aRdia,aLsia など。

4: 三位（後ろから 3 モーラ）が清音連続の場合は平板化しやすい。 
    estiA,aktakA など。 
    エスティアは日本人が読むと estia となる。しかしアクサンは本来三位の eStia に来る。 
    だが S は子音なので、アクサンを置きがたい。このような場合に平板化しやすい。

4': 三位が lt,ld のようになり、間の u を落とす場合は平板化しやすい。

    artena など。アルテナと発音する日本人は実際には altena と発音している。 
    l は側面音で、発音後も舌を離さない。そのまま舌を動かさずに t に移行できる。だから間の余計な u が
落ちる。 
    逆に tl は不可能。t で一度舌を弾いてしまうため。

    artena の発音は altena となるので、アクサンは aLtena になる。が、L にアクサンは置けないので平板
化しやすい。 
    armiva は日本人が発音すると alumiba になる。u は落とせない。だから artena よりは平板化しにくい。 
    アルカの場合、armiva を alumiba と解釈しないので、この限りではない。

    4 と 4' をまとめれば、「三位と二位の間の母音が落ちる場合は平板化しやすい」になる。

5: CVV CV は平板化しない 
    xIona,fIona など。

6: 4 モーラ前後に平板化は起こりやすい。長すぎると起こりにくい 
    magatA は平板化するが、仮に fionamagata というのがあったら、fionamAgata になる。

7: CVV CV CV は平板化してもよい 
    xionana というのがあれば、xionanA でもよいかもしれない。

検証

arteA は日本人は altea と発音するので、4' どおり平板化する。 
alsia は ls 間の u を落とせないので、alUsia となる。

arteA と aRdia は同じ構造だがアクサンが異なる。前者は 4' を優先し、後者は 3 を優先した結果。 
ここから分かるのは、4' と 3 は等価であり、優先順位はないということ。

また、傾向 0 として「意味の区切れを最優先する」を加えたほうがいいだろう。 
そもそも xiona は xion から来ているので、語末が MM でも平板化しない。

展望

まだまだ挙げれば傾向はあるはず。 
しかし、たくさんの規則を人間が適応するはずがない。 
たくさんの規則を使わない、もっとシンプルな理屈があるはず。 
あるいは、これらの規則に基づいて判断しつつ、ふだんは似た単語からの類推で済ませ、労力を減らしてい
るのか？
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オノマトペ

オノマトペは擬音語、擬態語、擬声語、擬情語に大別される。 
このうち擬声語は擬音語に、擬情語は擬態語に含められることが多い。

擬音語を欠く言語は存在しないが、擬態語を欠く言語は存在する。 
例えばフランス語にはジグザグなど一部を除いて擬態語が原則存在しない。

ここでよくある誤解が「フランス語は明晰だから」や「日本語は感情表現が豊かだから」といったものである。 
こういうものは民間語源と同じで信用できない。平然と出版物に載っていることもあるので注意したい。 
明晰だとか感情豊かだという問題ではなく、同じ感情に対してどうアプローチするかの違いにすぎない。

フランス語は「イライラする」を表す場合、s'agacer のように擬態語以外（ここでは動詞）を使って表す。 
逆に日本語も擬態語を使わず「苛立つ」のように表現することができる。

ただ、まったく両者の間に差がないかというと、そうとも思わない。 
同じ人間だから「イライラ」という感情はあるが、それを「飛ぶ」や「熱い」などの普通の言葉と同列に捉
えて客観的に表現したがるのがフランス語だとしたら、擬態語などの音声に委ねて感覚的に表現したがるの
が日本語といえる。 
この「したがる」という部分、つまりアプローチの仕方が両者の差異である。

さて、人工言語的に見ると擬態語を作らないほうが作業が楽に見える。 
しかしフランス語と同じく、結局その分ほかの動詞なり形容詞なりを作ることになるので楽はできない。 
ちなみに日本語のように「イライラ」も「苛立つ」も両方作ると手間がかかる。が、そういうアプローチに
したいのであればやる価値はあると思う。

人工言語に擬態語を付与するか否かは「楽かどうか」という観点ではなく、上で述べた感情表現をフランス
式と日本式のどちらにするかという観点で考えるべきことである。 
この辺りの事情はアルカの認知言語学的考察に詳しい。

・オノマトペの分類

アルカのオノマトペは擬音語と擬態語に分かれる。このうちフランス語同様、擬態語は少ない。 
擬態語に相当する表現を欠くという意味でなく、補完するための表現が存在する。そのため、人工言語造り
において労力の削減は期待できない。

擬音語には帰納音と演繹音の 2 種類がある。これはアルカの術語である。

帰納音はそれひとつで完結しているものである。 
猫の鳴き声の nya や犬の wonwon などの擬声のほか、鼻をすする aj などの擬音がある。これらは勝手に
nyo や wanwan や ej に変えることができない。 
動物の声や物音を聞いてその音を文字に帰納させたものなので、帰納音という。 
世の中にまったく同じ音はないが、何度も動物の声を聞いているとある音に帰納することができる。それゆ
え nya などを帰納音という。

一方、演繹音とは (C)CV(C) からなり、規則的に C や V を変えることによって印象を変化させる擬音語である。 
例えば pxat は水が「ぱしゃっ」と撥ねる音などに用いるが、それを有声化した bjad は泥が撥ねる音に用いる。 
さらに間の母音を変化させることで音の明度と重度を変えることができる。pxit は小さな飛沫が「ぴっ」と
撥ねる音である。 
同様に bjid は水たまりの泥などが「べっ」と撥ねて靴や服などに飛んでいくときなどに使う音である。 
演繹音については後述する。

・分類表

オノマトペ

　擬音語

　　帰納音

　　　擬音 
　　　擬声

　　演繹音

　擬態語

・幻日におけるタグ

擬音、擬声、演繹音、擬態語の 4 種をタグとする。
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・演繹音

演繹音のおかげで、アルカは音に関して非常に細やかな表現を可能にしている。 
演繹音は幻日では［演繹音］のタグで示される。

しかし上述の pxat, bjad, pxit などをすべて見出し語に挙げると、無尽蔵に単語が増えてしまう。 
水嵩を増してまで辞書の収録語数が多いことを誇示しても詮なきことであり、むしろ管理の煩雑さとユーザ
ビリティを考慮した見出し語システムを整えるべきと考える。

そこで見出し語には pxt のみを立てることとする。 
清音が無標であるから清音を表記し、母音は無標がないので省略する。 
［演繹音］のタグがあるので、ユーザーはすぐにそれが頭字語などでないことが理解できる。 
そしてこれを元にユーザーは自由に音質を変えることができる。では音質はどのように変化させることがで
きるだろうか。

1:子音の清濁

清音は弱い、綺麗、澄んだ、軽い、涼しいなどの音質を与える。 
濁音は強い、汚い、濁った、重い、熱いなどの音質を与える。

pxat　ぱしゃ 
bjad　ばしゃ、べちゃ

中国語などでは清音はないが、事実上無声音になっている有気音が無気音より勢いがあるため、pang と
bang だと pang のほうが強いと考える。 
これは大学時代に筆者が実際に複数の中国人に尋ねた際に得た回答である。 
そのため、アルカや日本語とは感覚が逆である。

2:母音の音質

a: 明度

明度は i>e>a>o>u の順序である。 
i のほうが u より「明るい、前に出ている、活発、賑やか、幼稚」などの印象を持つ。

b: 重度

重度は o>u>a>e>i の順序である。明度の反対ではないことに注意。 
o のほうが i より「重い、大きい、深い、不活性、大人、大人しい」などの印象を持つ。

よって、同じ水の撥ねる音でも、pxit は最も軽く弱く明るく、雫の撥ねる音を表す。 
一方、bjod は粘度の高い重い油や泥などが撥ねる音を表す。

3:母音の長短

短母音が無標。 
長母音はその音が長く持続していることを示す。

pxat はぱしゃっと少しだけ水が撥ねる音だが、pxaat は例えばピペットでぴゅっとある程度の量を吹き出す
ときの音。

4:繰り返し

演繹音を繰り返すことで、反復を示すことができる。 
pxatpxat で「ぱしゃぱしゃ」、pxaatpxaat で「ぴゅーぴゅー」。

・子音の構成

音節頭の子音は 1 ないし 2 音からなる。 
これらはその演繹音の全体的な音の種類を決定する。 
例えば px- は「何らか水が動くとき」という音の種類を決定している。

一方、音節末の子音は 1 つからなる。 
これはその演繹音の部分的な音の種類を決定する。 
同じ px- でも、-n の場合は「柔らかく撥ねたり転がったりする音」であり、-t は「撥ねたり止まったりする音」
である。

よって pxat と pxan では音の種類が異なる。 
px- を共有しているので全体的な音の種類は同じだが、-t か -n かという違いで部分的に音の種類が異なる。

そういった子音の構成が決まった上で、上記の子音の清濁による音質変化や、母音や繰り返しなどによる音
質変化があるため、実際に演繹される演繹音の数は極めて多い。 
これをもってアルカは音に対して細やかな言語と評している。
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・末子音

末子音の種類と音質例は以下の通り。 
元々有声音なものはこれ以上有声音になれないし、無声音にもなれない。

t：撥ねる、止まる 
k：ぶつかる、転がる、回転する、固い 
x：伸びる、吹く、続く、擦れる、鋭い、冷たい 
s：伸びる、吹く、続く、擦れる、鋭くない、涼しい 
n：撥ねる、転がる、回転する、柔らかい 
f：吹く、続く、擦れる、弱い 
m：まろやか、転がる、微動する、回転する 
p：弾ける、止まる、破裂する、静止する 
h：擦れる、鈍い 
c：響く、連続する、打ち付ける、攻撃的 
r：消える、去る、行く、流れる 
l：現れる、来る、留まる、流れる

・演繹音の用途

演繹音の用途は小説や日常会話だけでなく、漫画に出てくる多種多様な擬音語を示すのにも役立つ。

・演繹音の文法

演繹音は基本的に名詞なので、文中では fo 格などを取る。 
tef lunak kaam fo pxit（雫が頬にぴしゃっと当たった）

アトラスの国際音声字母

アトラスの IPA に当たるもの。 
現実にはセレンが 20 年に定めた。神話上ではオーディンでセレンが定めた。 
制以降と古アルカの幻字を使い、古アルカに存在しない音声は鏡像などを駆使して配置した。

今回掲載するものは、セレンの制定したもののうち、IPA の 93 年改訂版にリストアップされているものを
抽出した表である。 
音声記号はその気になればいくらでも細かく作れるため、実用ベースに乗せるため、ガイドラインを設けた
というわけである。 
実用ベースで考え、今回は補助記号等を設けなかった。

元々存在する幻字を見れば、「この音は古アルカにはあったのだな」ということが分かるため、非常に個別
言語的な音声表記になっている。 
IPA を定める際はハングルのように調音点などを考慮して機械的に決める方法が体系的である。 
しかし機械的すぎるものはかえって使いにくく見間違いやすいという欠点もある。 
何よりその方針はアルカに合わない。そのため、労力はかかるものの、今回のような言語・文化・歴史を背
景にした音声表記を作った。

母音

以下が母音字である。  

字形の説明については下記の通りである。 
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制以降にある母音 a, i, o, e, u については、それらが示す最も近い位置に配置してある。 
それ以外の音声で、古アルカにあった音声は古アルカの当該の文字を当てている。

狭い i は「目」の i であり、単音なので音が伸び、イーと発音され、狭いイで発音された。 
その円唇の y は異音として古に存在したもので、yunk などに見られたため、yunk の字を当てる。 
ただし字形が冗長なため、中の十字の部分だけ抽出する。

広い i は制以降の i である。 
その円唇は unus（斬首）や mun（様子）に使われた異音である。mun の字が複雑なので unus を取った。 
unus の下の短い縦棒は冗長かと思うが、元々あまり使う音ではないのと、できるだけ後述の o の音と区別
したいために残してある。

狭い e は「左」の e であり、「目」の i 同様、狭いエーで発音された。 
その円唇は teo の二重母音で見られた音で、e の異音としても使われた。この音は teo の字で示す。 
若干斜体にして書いてもよい。

広い e は制のものである。 
その円唇は kea の二重母音中に現れる音である。 
kea の字から冗長さを省くために斜線を取り去る。

apple などに使う ae の音は e an（私の）が短くなったエァンという単語に現れた。 
e は keno の文字と等しいので、keno の字をあてがう。

前舌の a は制の a であるが、デザインは筆記体から取った。 
その円唇は古にも存在しない音であるため、a の鏡像をあてがう。

奥舌の a は aa（腰）などに使われた音で、aa の文字を基にしている。 
aa の文字は )( のような字形で、幻字で読むと oi に見えがちである。 
そこで線を交差させて x のようにした。 
その円唇は古アルカにはないため、x の鏡像にした。 
鏡像で形が違うよう、単なる x ではなく、片方の線を曲線にしてある。

広い o は制の o である。 
その非円唇は古アルカにはない。 

（現実には英語を併用していた時代だったので、cut などに使われ、皆習得はしていた） 
アルバザード人にとって呟きのアに近い音であるため、擬声語 a, aa の字を基に字形を定めた。 
垂れの中に xiv が入っており、xiv の中の N 字形のものを選んだ。

狭い o は距離の o などに使われた。 
その非円唇は古アルカには存在しないため、o の鏡像とする。

u は制のものである。 
アルカは伝統的に u の丸めが弱いので、しばしば非円唇に近い音になる。 
だが、これは音声表記としての u なので、この音声記号自体はきちんと円唇にする。 
これの非円唇は古アルカに異音として存在し、atu のように短くアクセントのない u や、luuto のように uu
でもアクセントのない部分に用いられた。 

（ただし厳密には luuto は円唇で発音するものもあった） 
字形が単純なため、音声記号には luuto を用いる。

中舌は伝統的にアルカにはない。 
ただしシュワーは除く。これは制通りの文字である。 
それを広くしたシュワーは ae の音を指す keno の鏡像である。

これらふたつのシュワーの間にある母音が広い e をひっくり返したものである。u と区別すること。 
そしてその円唇は広い o を∩状にしたものである。

シュワーの上に来る半狭の中舌は狭い e をひっくり返したものである。 
その円唇は距離の o をひっくり返したものである。

狭い中舌は i をひっくり返したものである。 
その円唇は u をひっくり返したものである。

最後に、広い i を奥舌にしたものが luuto をひっくり返したものである。

●鼻母音

鼻母音は ~ を母音の上に付けて示す。 
実はこの決定には迷いがあった。なるべく地球の IPA と同じにしたくないので、ヘッダは避けたかった。 
しかし○だと潰れやすいし、横棒や斜線だとアクサンと区別がつかない。ウムラウト記号は 2 画で冗長。 
そこで手軽な線でと考えると、IPA に関係なくヘッダが適切ということになった。
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子音

同様に次図が子音である。

制以降の幻字と同じものは説明を省く。 
母音と同じく制以降にあるものは最優先。古にあった音声は古幻字を使う。それ以外は鏡像や○や棒などの
記号と合わせて表現する。 
ゆえに、母音と同じくアルカという個別言語を基にした文化背景およびアプリオリ性の高い音声記号になっ
ている。

横棒を入れると調音点が後ろにずれるようになっている。 
左上から順に説明する。まずは破裂音。

・破裂音

そり舌は歯茎音に横棒を入れたものになっている。 
以下そり舌は同様なので省く。

硬口蓋は摩擦音のそれに∩状の線を加えたもの。

口蓋垂は k,g の調音点を横棒でずらしたもの。

声門音は・(n と読み、沈黙の意味）と｜（mono と読み、止めるの意味）を合わせたもので、グロッタルス
トップを示す。

・鼻音

唇歯は ninf（段）から。nf の部分にこの音が現れた。

硬口蓋は摩擦音のそれと、鼻音の n を合わせたもの。

軟口蓋は古の tinkaa などに現れた音で、tinkaa の「水」みたいな字形に n を合わせたもの。

口蓋垂は古 nn（なにか or する）や古 n（沈黙）などに現れた音で、前者の文字をそのまま使っている。

・ふるえ

両唇は beo, ben（クソ）の卑音から。 
非常に強い音で、強調時にのみ現れた古の音声。

口蓋垂はうがいのオノマトペとして古に見られた音で、音韻でもあった。ドイツ語の r に当たる音である。 
今でいう aga（うがい）の g の部分がもともとこの音だったが、aga は 3 段の古幻字なので、そのままだと
形が複雑すぎる。 
そこで垂れの部分と声を示す横棒を基に、F のような字形にした。

  

・摩擦

両唇無声は yots, fots（解放）に現れた古の音韻。fots の f の部分がこの摩擦音。 



音 482
有声のほうは vigyu（厳しい）の v の部分に使われた古の音韻。 
古では vigyu がその後 bulta に変化しているが、vi と bu の部分は同じ語幹であり、どちらも本来はこの有
声両唇音である。 
母音との区別に注意。形が少し違う。 
vigyu の vi は vivi（強い）ではないだろうか。とすると vivi の v もこの音だった可能性が高い。

無声硬口蓋は kahi（罪）に使われた。 
『アルカ』の音韻ではヒの音は挙がっていない。han の音韻の異音としてカウントされていたようである。 
その有声は鏡像で示す。

有声軟口蓋は waho（小手）から。この音は yaho（鎧）などにも使われた。 
アクセントはどちらも ho にある。 
口蓋垂はこれらを後ろにずらしたもの。

咽頭は無声と有声を合わせると古の gag（喉）の文字になる。 
ちょうど鏡像で扱いやすい。

有声声門は nyohe（弱い）から来ている。 
古の音韻ではないが、20 年現在セレンが発音してみると、どうも nyohe というときにこの音を使うようで
ある。

・接近

接近は当該の調音点の摩擦音に○を加えて示す。 
例えば唇歯は v に○を加えたもの。

・側面

接近のみ抽出。

そり舌は母音の y と区別するよう注意。t のように横棒が上寄りで、背が高い。

硬口蓋は xal, xalul（経験）の xalul の部分。 
古の音韻で、u のような奥寄りの母音の後に来ると現れやすい。 
kul などと発音すると、比較的この音になりやすい。

軟口蓋はそれに横棒を入れて後ろにしたもの。

粗野な発音

以下はアルバザード語を含んだ北方語などに見られる二重母音の変化で、粗野な発音とみなされる。

きちんと二重母音を発音すると舌をよく動かさねばならず、労力がいる。 
そのため、省エネとして二重母音が変化する。言語一般に見られる傾向である。

北方語では粗野でいい加減な発音とされ、丁寧でない言い方とされる。 
ちょうど日本語の「うるさい」と「うるせー」の関係にある。

同じ二重母音の変化でも、ルティア語の二重母音は洗練されているとみなされる。 
œ などはルティア語にしかないため、洗練された印象がある。 
文化の違いがあるため、これらの区別に留意。

また、ルティア語の二重母音と異なる変化を持っている。 
変化の仕方はルティア語より単純なため、覚えやすい。

ii → yi（イィ。アクセント位置移動。以下同）  
ie → ye（イェ）  
ia → ya  
io → yo  
iu → yu 

ei → ee 
ee → ee  
ea → ya  
eo → yo  
eu → yu

ai → ee  
ae → ee  
aa → aa（ただし奥舌）  

ao → oo  
au → oo

oi → wi（アクセント位置移動。以下同） 
oe → we 
oa → wa 
oo → oo  
ou → oo

ui → wi（アクセント位置移動。以下同）  
ue → we  
ua → wa  
uo → wo  
uu → wu 
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i, e で始まるものは y になる。 
o, u で始まるものは w になる。 
a で始まるものは前舌は ee、中舌は aa、奥舌は oo
となる。 
e で始まるもので、次の母音が自分より前舌の場合、
ee になる。 

o で始まるもので、次の母音が自分より奥舌の場合、
oo になる。

hei lein, xe fian keir aol（なぁレイン、女の子がア
シカを追っているよ） 
　→ hee leen, xe fyan keer ool（おいレイン、チビ
がアシカ追ってんぞ）

回復点

アルカのイントネーションには回復点 (sarit) というものがある。日本語の場合、ダウンステップにより文頭
は比較的高く、文末にかけて声がだんだん低くなるという現象が起こる。アルカも肺臓気流を使うためダウ
ンステップは起こるが、回復点があるという点で日本語と異なる。この回復点がアルカ独特のイントネーショ
ンを作り出している。回復点を学ぶことでアルカのイントネーションを理解することができる。 
文頭から文末にかけては通常音が低くなる傾向にあるが、回復点が来ると音の高さが一旦持ち直す。

回復点は例えば動詞＋目的語の場合、目的語のアクセントの来る部分に存在する。例えば siina dilt の場合、
dilt の di の部分に回復点が来る。同様に、名詞＋形容詞の場合は名詞にも形容詞にも回復点が来る。また、
格詞の後の格詞目的語にも回復点が来る。 
アルカの語順はＳＶＯであり、それを拡張するためには主に格詞句を使う。或いは名詞に形容詞を付け加え
たり、副詞を挿入したりといった方法で文を広げていく。この単純な構造と回復点の位置が分かっていれば、
回復点に耳を集中させることによって文の構造を聞き取りながら理解することができる。

回復点が随所にあることで、アルカにはダウンステップがあっても文頭と文末の音の高さが日本語程変わら
ない。言い換えればアルカの音域は狭いということである。この結果、女性は高く可愛らしい声を維持した
まま喋り続けることができるし、逆に男性は低く落ち着いた声を維持しながら喋ることができる。 
また全体として印象は落ち着いた感じになる。抑揚が少なく落ち着いた印象を与え、大人びた印象を与える。

日本語の場合ダウンステップの結果文末の音が低くなるので、逆に文頭をあらかじめ高く発音しておかない
とを音の高さが持たない。人間はある程度までしか低い声が出せないので、自分の声の最低の低さを限界点
として、逆に文頭をあらかじめ高く読んでおかなければ、後から声が持たなくなる。ゆえに日本語の場合は
文頭が高くなる傾向にある。 
アルカの場合回復点があるので、始めから低くても最後まで低いまま維持できる。音の高さが随分違い、抑
揚が全体的に少なく音域が狭い。

回復点を大文字で示す

dIvaik e yUli ke kActe im nIansel ka arbazArd.

アルバザードの子供の多くは休みの日に公園へ行く。

・アルカの音階

上記の例文を実際に読んでみて、ピアノを用いて発話の音階を調べてみた。 
私の日本語の場合、冒頭の「アルバザード」の「ア」が高いドの音で、「公園へ行く」の「く」が低いドで、ちょ
うど音域が 1 オクターブであった。

一方アルカの場合、自然に話したら最初の divaik の di の部分がソで、なんと最後の arbazard の zard も同
じソだった。 
回復点のおかげで全体の音域を狭く保ち、抑揚を抑えてあるのだ。 
なお、アルカの全体の音域は、私の場合ファからラの 3 度程度しかないことが判明した。

これを利用すれば、例えば私の最低音がドだとして、レからスタートしても余裕で最後まで発話することが
できる。つまり低い声を保ったまま抑揚少なめに話すことができる。 
逆に最高音がドなら、シを中心に高い声を維持したまま喋ることもできるので、女の子は高めの可愛い声を
維持したまま喋ることができる。 
アルカは渋い男性の声を出すのにも、萌える女の子の声を出すのにも適した言語といえる。

・実証

上記の文を音声データにした。

まず日本語で音域狭目に「アルバザードの子供の多くは休みの日に公園へ行く」と述べた。すると文頭がファ
＃で、文末がドであった。 
次に文末の「行く」の「う」の低さを保ったまま同じ文を読もうとするが、カタセシスにより筆者が発声で
きる最低音域を下回り、途中までしか読めなかった。 
ところが再び同じ低さの声で dIvaik e yUli ke kActe im nIansel ka arbazArd を読んでみると、回復点のお
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かげで最低音を保ちながら文末まで話しきることができた。

このように、アルカは低い声を保ったまま抑揚少なめに話すことができ、落ち着いた印象を与えることがで
きる。 
また、狭い音域の中で音の高低を行ったり来たりするため、うねるような流れるような印象を与える。

音域が狭いため、逆に高めの可愛らしい声で話し続けることもできる。 
男性が低い落ち着いた声を維持できる一方で、女性は高めの可愛らしい声を維持することができる。 
以下に発話例を示す。

（書籍につき音声データなし）

綺麗な言語

2001 年に制アルカを作り始めた際、密かな個人的目標があった。 
それは「恋人のリディアが喋ったときに可愛く聞こえ、自分がリディアに話しかけたときに優しくカッコよ
く聞こえる言語を設計しよう」という内容だった。 
制アルカは受注制作だったので、これは完全に個人的な趣向だ。

しかし現代言語学では、ある言語の聞こえが綺麗だとか可愛いだとか優しいだとかいった判断をすることが
できない。 
そのことは 90 年代から知識として知っていたが、本当にそうだろうかと訝ってもいた。そんなに言語学の
ことを信用してはいなかった。どうせいつもの似非博愛主義だろうと考えていた。 
人類にはある程度共通する音感というものがあるのではないかというのが私の考えだった。

例えば多くの言語で花が咲いたり芽が吹いたりといった「何かが破裂する音」にはp音が使われる傾向がある。 
これは p 音の持つ音声的な閉鎖音（破裂音）という性質によるものだ。 
調音音声学を上手く使えば、ある程度人類共通のアプリオリな音感を得ることができるのではないかと考え
た――少なくとも最大公約数的に。

思えば古アルカの時代、98 年に PC-9801 を使って、入力された単語の綺麗度や可愛い度を計るプログラム
を設計したことがある。 
つまり個人的には、この頃から既に世の中には綺麗に聞こえる言語があると信じていたわけだ。むろん言語
学がそれを認めないことを知っての上である。

それで 99 年に木通隆行の『音相』という本を読み、著者と何度かメールでやり取りした。 
しかしその本は日本語の音感を基礎にした理論であり、調音音声学的に見てあまねく言語に通ずる音感を与
えてくれるものではなかった。

私は色々な語学に触れてきたので、どんな音を綺麗と感じるかは母語や文化によって異なるという事実を
知っていた。 
例えば日本人は濁音より清音を綺麗だと思うし、チュなどの音は子供っぽいと感じる。ドイチュラントがド
イツと音訳されたのも、チュという音が幼稚に聞こえて忌避されたためである。 
さらに日本人は文化的に欧米人に憧れているので、日本語には無いか少ないヴァ行やラ行の入った音に憧れ
がちである。 
仮にここに 100 人の日本人を集め、「ペッポンギュチャップとヴァンガルディのどちらがカッコよく聞こえ
る？」と聞いたら、ほとんどの人が後者を選ぶだろう。なんとなくタイ語か何かに聞こえる前者より、何と
なく西洋語っぽく聞こえる後者のほうがカッコよく聞こえるように刷り込まれているのだ。 
このように、母語や文化によって綺麗に聞こえる音はある程度決まっているのだ。だから国によってはこの
比率は変わるだろう。もしかしたら前者のほうがカッコイイと思う国もあるかもしれない。

それでも調音音声学を利用して、多少はニュートラルな立場で普遍的な音感を定義できないものかと考えた。 
そこで 2001 年に制アルカに着手した際、その定義をしてみようと考えたのである。

・音声レベル

まず音声レベルで調音音声学的にある音声が普遍的に持つ性質を定義できないか考えた。 
p 音が芽が吹く音などに関与しており、しばしば春という単語が語源的に「芽吹く」と関連付けられている
ため、少なくない言語で春に p 音が入ることなどに着目した。 
日本語はもとがパルと発音していたので当てはまる。韓国語、英語、フランス語などにも当てはまる。春と
いう単語に p が入っている場合、原義に「芽吹く」が関わっている確率が高い。 
どうも p 音は破裂や膨らみ、または丸っこい感じやコロコロした感じを想起させるらしい。

同じ閉鎖音でも t や k では破裂の印象が薄い。 
k は奥で調音するので奥まった感じがあり、これらに比べて t は中性的である。

一方 s 音は摩擦音の中でもシューという強い雑音成分が強い音で、特に英語のニュースなどでは耳につく。 
摩擦音の中でも s 音と sh 音は雑音が大きい。耳障りなノイズのような音なので、多用すると綺麗に聞こえ
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なくなる。 
同じ摩擦音でも f 音などのほうが雑音が小さい。これは f のソノリティが s より低いことからも分かる。

余談だが、なぜ「静かに！」と言うときに、日本でも韓国でもアメリカでも「しーっ！」とやるのだろう。
あの「しーっ」という音自体がうるさくてイラつくのだが。若い頃、「おめぇのそのシーッのほうがうるせぇ
んだよ！」とキレた覚えがある。恐らく一旦あのうるさい音で注目を集めてから静かにさせる意図を伝えて
いるのではなかろうか。 
また、s は p などと違って持続できる子音だというのも関与しているかもしれない。もし「静かに」を意味
するのが「ぷ」だとしたら、"p" と発音しただけで終わってしまい、目立たない。相手に伝わらない。それ
では意味がない。そこで持続できる f, s, sh などの中から音が大きくて目立つ s や sh を選んだのだろう。

さて、他方、鼻音は m や n があるが、m はモコモコした丸い感じの、モゴモゴした印象がある。鼻音の中
で最ももっさりとした感じのする音である。 
というのも m を調音する場合一旦口を閉じるので、肺臓気流が一度口腔内に全部溜まる。気流が抜ける部分
は鼻腔しかないので、鼻にかかった感じになり、それがモゴモゴした印象を与える。 
同じ鼻音でも n は口を開いて発音するので肺臓気流が唇からも常にわずかに漏れている。そのため、m に比
べて鼻腔に回る気流の割合が低くなる。そのせいで m ほどモゴモゴして聞こえないのだ。

鼻音は破裂でもないが摩擦でもない。鼻にかかった柔らかい音である。 
よって印象としては優しいような可愛いようなあどけない感じを演出できる。

ほかに流音がある。流音も閉鎖や摩擦の成分がなく、破裂するような印象や擦るような鋭い印象はない。 
しかも鼻に抜けないので、丸っこい印象がない。文字通り流れるような印象がある。

こういった調音上の特性から、閉鎖音では中性的な t を選び、摩擦音は鋭いのでできるだけ避け、鼻音はモ
ゴモゴしすぎない n を選び、流音は l を中心に使おうと考えた。

母音については前舌だと一般に明るく小さいイメージで、後舌だと一般にくぐもって暗いイメージを与える。
これはどの言語でもある程度普遍に感じられる性質で、この程度なら言語学でも認められている。 
i が多すぎても甲高くうるさく、u が多すぎても暗い。そこで a や e といった比較的中性的な母音を多用す
ることにした。

ときに p と m に関しては幼児が一番初めに習得する子音ということもあって、より子どもっぽい印象を与
えているといえるかもしれない。 
個人的には p は洗練されていない綺麗でない唾の飛ぶ音という印象があり、あまり良いイメージはない。 
m もモゴモゴしたカボチャのような食感を感じる音という印象で、多用はしたくない。なお、恐らく m に
カボチャの食感を感じるのは共感覚の一種であろう。

こうして選ばれた制アルカで好まれる音が a, e, t, l, n であるが、実は 2012 年現在、新生アルカで音の頻度
を算出すると、見事ここに挙げた音が多く含まれているのである。私は計画通りに言語を設計したというわ
けだ。 
これによりアルカは「丸っこい膨らんだ感じの子どもっぽい――言い換えれば稚拙な印象を与える――破裂
を多用せず」、「摩擦が鋭すぎずきつい感じを与えず」、「モゴモゴした鼻音を多用しすぎず」、「明るすぎず」、「暗
すぎない」という印象を調音音声学的に獲得することに成功した。

私はリディアが s 音の多いキツい言い方をするのは好まなかったし、p 音の多い丸ぽちゃっとした幼稚な言
い方をするのも好まなかったし、モゴモゴした言葉遣いをしてほしくもなかった。彼女にはもっと流麗に可
愛く喋ってほしかった。 
そこで流麗な印象は l に任せ、可愛い印象は n に任せ、中性的な音は t や a や e に任せることにした。

リディアには可愛く話してほしかったので、女性語には n を比較的多めに与えることにした。現在の non
や nonno や an- などにその痕跡が見える。 
一方自分が話すときには可愛さはいらない。優しくカッコイイほうがいいので、男性は中性的な t 音や流麗
な l 音を多用するよう工夫した。

・抑揚レベル

音素で汚い音や間延びして聞こえる音を排他していくのは第一歩で、実は次の第二歩のほうが重要である。

中国語はとにかくうるさい。 
なぜうるさいのか大学時代に中国人に聞いてみたところ、声調があるのでふつうに喋っているつもりでも声
が大きくなりがちで抑揚も激しくなるとのことだった。

英語もニュースを聞いていると抑揚が激しい。 
そこで一番低い音と高い音の音域を調べてみたのだが、英語は日本語より音域が広いことが多かった。 
英語のほうが抑揚が激しいのだ。

抑揚が激しい言語は一般にうるさい。 
抑揚を表現するために声は自然と大きくなりがちだし、それに加えて抑揚自体が変化に富んでうるさく聞こ
えるのだ。 
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そして「言語レベル」で後述するが、抑揚が激しいと一般人にはバカっぽく聞こえるようだ。 
そこでアルカを設計する際に、抑揚をできるだけ少なくするようにした。

なお、アルカの抑揚を狭くした理由はもうひとつある。 
自分が喋ったときに優しくカッコよく聞こえさせたかった（つまりリディアに「セレン君カッコイイ！」と
言ってほしかった）ので、抑揚を狭くしたのだ。

――しかしなぜ狭く？

それは私は声が高いことがコンプレックスだからだ。声が高い私は日本語などを話すと、文頭がどうしても
高くなりがちになる。日本語はカタセシスに富む言語なので、こういうことが起こる。

そこでアルカのセンテンスには回復点という要素を与えた。 
アルカには回復点があるため、文頭が高く文末が低いということがない。回復点のおかげで音域が狭く、抑
揚があまりない。狭い音域の中でうねるように音階が上下する。 
声の高い私がカッコつけて低い声で喋ったとき、日本語だと最低音以下の声が出ず、カタセシスのせいで言
葉が続かなくなってしまう。しかしアルカであれば回復点のおかげで音域が狭いため、自分の最低音の声を
保ったままリディアに甘く囁きかけることができる。

女性というのはもともと男性の低い声を好むように設計されている。 
それを知っているので、若者だった私は遠距離恋愛の身としては、ぜひとも低めの甘い声で彼女に囁きたかっ
た。 
その下心は見事に功を奏し、リディアに「セレン君は日本語を喋るよりアルカを喋るほうがカッコいいよね」
言わしめることができた。頭を使って言語を設計して、それによってカッコいい自分を演出することに成功
したのである。 
これは人工言語屋としてはかなりしてやったりな出来事であった。

アルカの回復点は女性にもあるので、女性の音域も狭い。これは実に都合がいい。 
というのも、リディアは逆に自分の高めの可愛い声を維持しながら、低い声を出さずにかわいこぶって喋る
ことができるからだ。 
実際リディアが日本語を喋るとカタセシスのせいで文末が低めの声になって可愛くないが、アルカで喋ると
柔らかく高めの声を維持して喋るので、終始こちらは萌えたまま聞ける。 
高い声で抑揚が激しいと女性の声はヒステリックに聞こえるが、アルカは抑揚が狭いのでそれもない。我な
がら非常に良い設計をしたものである。

このように、頭と知識を使えば、「リディアが喋ったときに可愛く、自分が喋ったときに優しくカッコイイ」
印象を与える言語を構築することができるのである。 
そう、言語は智恵さえあれば随意に聞いた印象、聞こえすらも操作することができるのである。

私はあらゆる言語の中で聞こえに関してはアルカが最も好きだ。 
それもそのはず、知恵を使って自分にとって最もよく聞こえるようにカスタマイズしたのだから。言語の聞
こえをカスタマイズするなんて、我ながらなんて離れ業だろう。 
言語の聞こえを自分の理想通りに操作して設計するなどという企画を誰が考えるだろうか。一万人いても一
人も思いつきはしまい。そこまで耳が肥えている人間――言語のソムリエともいうべき人間――はまずいな
い。

私は子供のころから多言語の同じ内容を聞き比べるのが好きで、どの言語が一番綺麗に聞こえるかを判断す
るなどといった遊びをしてきた。 
そういう遊びが功を奏したのだろうと思う。だからこそ日本に何人いるか、世界に何人いるかも分からない
言語のソムリエの耳を手に入れ、しかもそれを使って自分用のワインを作ってしまったのだ。 
このような職人レベルの耳を持った人間は、恐らく地球上に私以外にいないか、いても若干名だろう。

色々言ったが、要は綺麗な言語というのは言語学の常識と違って存在し、自分で設計できるものなのだ。言
語学は正しくない。現実に存在する音感を学問が意図的に無視している。 
言語学も調音音声学から帰納できる最大公約数的な普遍的音感については認めても良いのではないかと思う
が、今のところオノマトペ論を論じる際に i が明るい印象を持っているといった程度しか積極的には認めて
いないのが現状だ。 
事実は事実と認めた上で対処しなければならないので、言語学のこの姿勢はよくないだろう。綺麗な言語と
汚い言語を作らせないための似非博愛主義と言われても仕方がない。

・言語レベル

ところで講師時代に実験をしたことがある。 
生徒相手にフランス語やドイツ語や中国語などを話してみるのだ。 
このとき学力の低い生徒ほど笑うというのがまず定石。学力の高い生徒は感心して聞き惚れることが多い。

人のことを笑うようなバカな生徒を観察していると、ある法則性に気付いた。 
フランス語は r 音が面白いらしく、たいていそこで笑われる。 
中国語は全体そのものがバカっぽく聞こえるらしく、まずバカにされる。 
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だがドイツ語はほとんど笑われないのだ。

恐らくドイツ語の抑揚が英語より激しくなく、笑えるような音素も少なく、厳格に聞こえるからだろう。 
この実験は面白いので、学のない人間相手にしてみるといい。 
中国語やフランス語は笑われるが、ドイツ語はそれほど笑われない。

ちなみに英語は英語と教えないで喋ると笑われるが、英語と教えてから喋ると「おぉっ」と言われる。 
これは「英語ができる＝凄い」という公式が一般人の間で常識となっているからだろう。 
だからこの実験はできるだけ言語名を隠してやってみるといい。 
なお、カタカナ英語だといくら学のない生徒でも英語だと気付くので、喋るときはきちんと喋ること。でな
いと実験にならない。

さて、このように子供を観察して思ったのだが、どうも連中は抑揚の激しい言語を気恥ずかしいと感じ、バ
カっぽいと感じ、笑うのだ。 
こっちはそれを肌で知っているから、アルカを喋ったとき笑われないよう、アルカの抑揚を下げたというの
もある。 
たまに余興で言語名を知らせず異言語を学のない人間の前で喋ることがある。 
中国語を喋ると笑いながら「何それ、何語？」と言われるが、アルカだと素な表情で「何それ、何語？」と
言われる。 
この実験のおかげで、とりあえず一般人の耳にもアルカはバカっぽく聞こえないのだなと判断している。

・注記

なお、本稿はアルカが綺麗な言語だと主張しているわけではない。 
まず、調音音声学から帰納できる最大公約数的な普遍的音感が存在するのではないかということを主張して
いる。 
その上でそれをアルカに応用し、自分たちにとって心地よいと感じる言語を設計したといっているだけであ
る。

アルカが綺麗な言語だというのは私の視点であって、こちらについては普遍性はない。 
その点は誤解ないようにしておきたい。

文字
幻字の発展

幻字は 2001 年の制アルカ作成時に幼
字を元に作られた。

一番最初の形は通称「心電図」という
幼字を筆記体に崩したもの。 
まったく美しくなく書きづらいため、
メルによる実験にて廃案となった。

次にできたのが幻字の原型で、子音の
周りに母音を線で表現したもの。 
この時点ではプロトタイプ制アルカ。

その後過合理を排他した夕月書体がで
きる。

ところが夕月は読みにくくデザインも良くなかったため、2010 年に幻京書体ができる。 
人間の視線はミーンラインからベースラインの間にある。字がこの幅に収まっていると読みやすく感じる。 
下段の古い文字だと、y や t や n のところで視線が上に動いてしまい、可読性が悪い。上段は綺麗に収まっ
ている。

下は arbazard。下段はミーンからベースの間にほとんど何も収まっていないのが分かる。上段はそういった
パラつきがない。可読性とデザイン上の美しさに圧倒的な違いがある。

下段は r が斜めなのに z はまっすぐになっている点も気になる。スタイルが統一されていない。 
さらに下段は手書きのような雑な感じがする。 
また、上段のほうが短くて省エネである。それでも詰まった印象はなく、むしろ読みやすくなっている。

なぜ新しいほうはアルファベットと同じ字形が増えたのか。 

プロトタイプ制アルカ
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「早く書ける」「手首が楽」「他の文字
と区別できる」「デザインが綺麗」を
求めると字形は限られる。 
アルファベットやギリシャ文字も同
じように楽で綺麗な文字を使いたい
ので、自然と重複するものが出てく
る。

ここで par と bel の夕月書体を見て
みよう。 
ミーンとベースの間に中途半端に丸
が入っているから綺麗に見えない。 
上段のように丸がきちんとミーンと
ベースの間に収まっているほうが見
やすい。

上段の par や bel は縦棒が途中で切
れている。y のようにベースの下ま
で縦棒を伸ばす方法もあるはずなの
にである。 
それは文字が大きくなりすぎて、他
の文字とのバランスが悪いためであ
る。特に a と比べると如実である。

そこで新しい書体では縦棒を省略し
た。その結果、bel はアルファベッ
トの b のようになった。 
縦棒の上を省略すれば p 形に、下を
省略すれば b 形に。いずれにせよア
ルファベットに同じ形がある。 
このように、歴史を知れば幻字はア
ルファベットと違う文字だと分かる。

・なぜ blenzel はそのまま幻字で blenzelか

幻京においてアルファベットと同じ音と形のものは n,b,h,y,z,l,e の７種。 
形だけ同じものは v,f,m,p,j,w,i の７種なので、前者が特に多いわけではない。 
アルファベットと音も形も違うものは残り１１種で、このタイプが最も多い。

夕月では n,b,h,y,z,l,e のうち n,b は別の形をしている。 
元々幻字は h,y,z,l,e の５字が音まで重複していた。 
ではこの重複はなぜ起こったか。

夕月を作った際、頻度の高い音に単純で書きやすい字形を当てた。 
なお、この頻度というのは制アルカ作成時の予想であり、幻字の配列――例えば aioeu――などに現れている。 
母音の場合、a,i,o,e,u の順である。ちょうど４番目が「エ」の音になるのでアルファベットと一致した。従っ
てアルファベットとは一切関係がない。 
同様に子音では l が最も頻度が高いだろうと当時は予想され、単純な縦棒を宛てがった結果、アルファベッ
トと一致した。なお、l は字形が特殊なので子音の最後に置いた。

残る３字についても同様である。

n が幻京でアルファベットと同じになったのは斜線をなるべく廃して角張った文字と丸っこい文字が混在し
ないようにした結果である。 
旧 b は丸部分がミーンとベースの間（X ハイト）に収まらない。無理に収めると今度はアセンダからディセ
ンダまで貫く不恰好な形になる。そこで縦棒を短くした。アルファベットとは関係がない幻字独自の発達で
ある。

幻字はアプリオリな文字だが、合理的で簡単な字形は限られているのでアルファベットと同じものを持つ運
命にある。そのため読者がアプリオリだと認知しづらく、このような歴史的説明が必要となる。 
かといってアプリオリをアピールするためにわざとアルファベットにない字形を選ぶのはかえって不自然で
ある。異世界の言語なのでアルファベットを意識してしまってはおかしいためである。

表音幻字（幻字）

●概要

上からQwerty、Shift なし、Shift あり

夕月書体

幻京 /夕月	lein	yutia

幻京 /夕月 arbazard

幻京 /夕月	par
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表音幻字（幻字）は 25 文字からなる。ただしシュワー (q) を足
すと 26 文字になる。 
その他 ! や ? などの約物と呼ばれる記号が付く。約物は音を表
す文字ではない。

アトラスには独自の lotte という文字コードがある。それはア
トラスのキーボード用に作られた文字コードである。 
だが実際には我々は地球でアルカを使うため、qwerty キーボー
ドで幻字を打てないと非常に難儀である。

そこで作られたのが地球でアルカを巧く使うための文字コード
で、arkantis という。 
arkantis は表音幻字（幻字）と表意幻字（幼字）の 2 種類があ
る。本稿は前者を扱う。 
注：arkantis は文字コードの名前であって、書体名やフォント
名ではない

表音幻字フォントはこちらからダウンロードできる。とりあえ
ず kardinal(tina) は落としておきたい。 
地球のキーボードと arkantis の対応表を右に挙げる。 
上の行がお手元のキーボードで、中の行が arkantis 小文字で、下の行が arkantis 大文字である。 
注：海外の方は日本語のキーボードを使うか、キーボードの設定を日本語にしてスクリーンキーボードをお
使いください。

●小文字

1: 単語の表記に用いる

●大文字

1: 外国語の音を示すのに用いる。例えば S は thank you の th の音で、ルティア語などで使われる

2: 単語の強調に用いる

●数字

1: 数を表すのに用いる

●イントネーション

・イントネーション表

アルカには 7 種のイントネーションとその亜種が存在する。右の図を参照のこと。

「８」のような字が「？」に当たる。「ｒ」
のような字が「！」に当たる。

sika はハイフンではなくアンダーバー
である。中止の縦棒はシフトキーを押
しながら円マークで出せる。

具体的にどんなイントネーションかは
音声を参照のこと。 
avelant（死神）を 9 種のイントネーショ
ンで吹きこんである。

表の 11 種のうち余韻と静寂は音声を変
えるわけではなく、場の雰囲気を作る。
つまり音の上げ下げではなく、空気感
を作る。

...(viint) は「沈黙」や「躊躇い」や「戸
惑い」を、--(mil) は「一瞬の間」や「ハッ
とした息を飲む光景」を示唆する。文
末でも文中でも変わらない。

・各イントネーションの意味

急上昇：意外感、驚き、「そんなわけな
い！」という思い

上昇：疑問、確認

「早く書ける」「手首が楽」「他の文字
と区別できる」「デザインが綺麗」を
求めると字形は限られる。 
アルファベットやギリシャ文字も同
じように楽で綺麗な文字を使いたい
ので、自然と重複するものが出てく
る。

ここで par と bel の夕月書体を見て
みよう。 
ミーンとベースの間に中途半端に丸
が入っているから綺麗に見えない。 
上段のように丸がきちんとミーンと
ベースの間に収まっているほうが見
やすい。

上段の par や bel は縦棒が途中で切
れている。y のようにベースの下ま
で縦棒を伸ばす方法もあるはずなの
にである。 
それは文字が大きくなりすぎて、他
の文字とのバランスが悪いためであ
る。特に a と比べると如実である。

そこで新しい書体では縦棒を省略し
た。その結果、bel はアルファベッ
トの b のようになった。 
縦棒の上を省略すれば p 形に、下を
省略すれば b 形に。いずれにせよア
ルファベットに同じ形がある。 
このように、歴史を知れば幻字はア
ルファベットと違う文字だと分かる。

・なぜ blenzel はそのまま幻字で blenzelか

幻京においてアルファベットと同じ音と形のものは n,b,h,y,z,l,e の７種。 
形だけ同じものは v,f,m,p,j,w,i の７種なので、前者が特に多いわけではない。 
アルファベットと音も形も違うものは残り１１種で、このタイプが最も多い。

夕月では n,b,h,y,z,l,e のうち n,b は別の形をしている。 
元々幻字は h,y,z,l,e の５字が音まで重複していた。 
ではこの重複はなぜ起こったか。

夕月を作った際、頻度の高い音に単純で書きやすい字形を当てた。 
なお、この頻度というのは制アルカ作成時の予想であり、幻字の配列――例えば aioeu――などに現れている。 
母音の場合、a,i,o,e,u の順である。ちょうど４番目が「エ」の音になるのでアルファベットと一致した。従っ
てアルファベットとは一切関係がない。 
同様に子音では l が最も頻度が高いだろうと当時は予想され、単純な縦棒を宛てがった結果、アルファベッ
トと一致した。なお、l は字形が特殊なので子音の最後に置いた。

残る３字についても同様である。

n が幻京でアルファベットと同じになったのは斜線をなるべく廃して角張った文字と丸っこい文字が混在し
ないようにした結果である。 
旧 b は丸部分がミーンとベースの間（X ハイト）に収まらない。無理に収めると今度はアセンダからディセ
ンダまで貫く不恰好な形になる。そこで縦棒を短くした。アルファベットとは関係がない幻字独自の発達で
ある。

幻字はアプリオリな文字だが、合理的で簡単な字形は限られているのでアルファベットと同じものを持つ運
命にある。そのため読者がアプリオリだと認知しづらく、このような歴史的説明が必要となる。 
かといってアプリオリをアピールするためにわざとアルファベットにない字形を選ぶのはかえって不自然で
ある。異世界の言語なのでアルファベットを意識してしまってはおかしいためである。

表音幻字（幻字）

●概要

上からQwerty、Shift なし、Shift あり
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平板：無機質、無感動、無関心、平静、冷静、詠嘆、感動、穏やか、不思議ちゃん。冷たく言うと「ふーん。で？」
みたいな印象を与えるので注意。「はーっ、そうなんですかぁ！」みたいな感心した言い方だと詠嘆になる。
多用すると不思議ちゃん扱いになり、そういう喋り方の変な子という扱いになる。無関心と詠嘆を区別する
ために、無関心は sika/kil、詠嘆は sika/tempera とすることがある

下降：標準的な喋り方。無色透明なニュアンス

急下降：驚き、怒り、早口など

中止：驚きなどで途中でハッと声が止まってしまった場合

昇降：疑念や訝りや嘲りなど。無礼なので多用しない

意外な驚嘆：意外な驚嘆

激しい驚嘆：激しい驚嘆

・文中上昇について補足

文中上昇は付加疑問と半疑問に分かれる。

付加疑問

tu et axma sete,? alis.（合理的でしょ、アリス？）のように、後ろに人名などが続く場合。

半疑問

see an temat flelzol,? atu e.（そこでバイオリン？とかいうのを耳にしたんですが）のように、付加疑問
以外の使い方をする場合。主な用法は以下のとおり。

・台詞の節目ごとに相手に確認を取りたい場合 
・自信のなさの現れ 
・その名詞に対する疎遠感、聞き慣れない感、嫌悪感など心理的な距離感を指す 
・特に上記に当てはまらないのに多用すると不思議ちゃんキャラになる

●約物

-（ハイフン）

1: 複合語の区切りが分かりにくいときに区切り文字として使う。koksapnreim → kok-sapn-rein 
2: 数学ではマイナス記号として使う 
3: 節や句が語彙化した場合、単語同士を - で繋ぐことがある 
4: 見出しに使う (5/5)。一番小さい見出し。「・動詞」という見出しがあるとすると、アルカでは "-yuo" となる。

--（ハイフン２つ）

1:mil という名で、ダッシュ記号として使う。一瞬の間を表現する

[ ]（大カッコ）

1:[i] のように音声表記に使う

;（セミコロン）

1: アトラスの語源欄の中で使う 
2: 見出しに使う (2/5)。アトラスの語源欄を見れば分かるとおり、区切りの強さはコロンよりセミコロン
のほうが大きい。よって見出しとしての大きさもコロンより大きい。

:（コロン）

1: 区切り文字に使う 
2: 見出しに使う (3/5)。

,（カンマ）

1: カンマとして使う

.（ピリオド）

1: ピリオドとして使う

/（スラッシュ）

1:「～と～」を意味する。and に相当。 
2: 数字の場合、「～と～の比」を意味する。つまり割り算や分数に相当。2/3 で三分の二 (vi un ta)
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{ }（中カッコ）

1: 言い換え可能を意味する。an et{tur} vokka の場合、et でも tur でもいいという意味

*（バツ）

1: 非文を示す 
2: ダメ、良くないということを示す 
3: 数学では掛け算 
4: 注釈を示す

+（プラス）

1: 足し算 
2: 見出しに使う (4/5)

_（アンダーバー）

1:「～から～まで」を示す。sm_rd（セルメルからアルディア） 
2:sika のイントネーション

|（縦棒）

1:kil のイントネーション 
2: 語源欄などの区切り文字

< >（小なり、大なり）

1: 数学の大なり小なりに使う。大なりイコールは >= で、小なりイコールは <= 
2: 見出しに使う (1/5)。一番大きい見出し。<> で囲む

! ? ( ) = % $

1: 英語と同じ。文字の形が地球の約物と多少異なっているも場合があるので注意。$ は solt 貨幣を示す

"（引用符）

1: 台詞や思考内容を括る 
2: 書名、雑誌名、論文名、タイトル名などを括る。論文名にシングルクォーテーションは使わない

'（シングルクォーテーション）

1:mark t'avelant など、一部の単語とともに使う

●見出し

<a>
[a]

{a}
+a

-a

以上の順番で大きい順に並ぶ。横に大きい括弧ほど大きな括りになると覚えれば良い。

●約物と arkantis

本来アルカの約物は地球のものとかなり異なっている。 
プラスは v のような文字で表すし、大なりの形も異なっている。
台詞は引用符でなく、喋り括弧という特殊な文字で括る。 
gain 以外にもピリオドに当たるものがある。gakon といって、
tsunk をふたつ重ねたものである。 
このように、アルカの約物は地球のそれと殆ど共通しない。異
世界なので当然であろう。

ところで、地球の約物は始めから一通りに決まっていたわけで
はない。プラスに当たる記号は＋以外にもいくつかあった。偶
然＋が生き残ったに過ぎない。 
これについてはアトラスでも同じで、プラスを指す記号はいく
つか歴史上作られた。例えばプラスはｖ記号でも良いし、＋で
も良い。

ときに、arkantis は地球人がアルカを打つ際に便利なよう作ら
れた文字コードであり、本来異世界には存在しないものである。 上からQwerty、Shift なし、Shift あり
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従って arkantis については我々の利便性を中心に考えればよく、両世界で共通している約物を最優先で採用
することができる。 
例えば、＋記号はどちらの世界でもプラスを意味するので、arkantis では＋記号をプラスとして採用してい
る。

表意幻字（幼字）

●概要

表意幻字（幼字）は古アルカで使われた文字である。  
神話上では一番最初に神々が作った文字である。アルバザードでも使われていたが、sm（中世）で滅んだ。 
だが暦や季節などといった一部の字は現在でも使われ続けている。 

前項で説明した arkantis には幼字版がある。  
ワードなど、複数のフォントを使えるソフトでは、幻字と幼字が両方表示できる。  
メモ帳などでは両方表示できないので、幼字の読みを幻字に転写する。 

幼字フォントはこちらからダウンロードできる。 
ayaka は学習者に幼字を紹介する際に使う。本文には yuuko を用いる。 

地球のキーボードと、arkantis の対応表を上に挙げる。 
上の行がお手元のキーボードで、中の行が arkantis 小文字で、下の行が arkantis 大文字である。 
注：海外の方は日本語のキーボードを使うか、キーボードの設定を日本語にしてスクリーンキーボードをお
使いください。

●使徒幻字

メル暦など、カレンダーに使う文字。幼字の一種だが、慣例に則り、使徒幻字という。 
1 段目の大きいのが幼字である。2 段目がその使徒の名で、3 段目が略称である。 
メル暦については別段を参照のこと。

●曜魔

週を表すのに使う文字。 
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一カ月が 28 日なので、約数の 7 だとちょうどよく回る。4 だと短いし、14 だと長い。7 が調度良い。 
そもそも 4 だと 14 が倍数上に存在しないので、アルシェの週とソーンの週を綺麗に分けられなくなってし
まう。

●ミュシェット

28 日を 13 カ月回すと 364 日になる。年間 1, 2 日余ってしまう。 
そこで年末に曜日なしの「月なし月」ミュシェットを宛てがう。 
ミュシェットの月はアシェットの日とテームスの日の最大 2 日しかない。

●アルミヴァ

アルミヴァの 12 神という、原始に近い神たちの文字。1 段目は名前で、2 段目は略称である。 
アルミヴァは主に時計に使う。3 段目は時刻を指す。 
また、時計の角度と同じ方角を表わすこともできる。例えば konoote の方角といえば北を意味する。これが
分からないと中央アルナ市の住所は理解できない。

●月相

新月から満月を経て次の新月に到るまでの 8 段階を描いた文字。 
月相はもちろんのこと、アルミヴァと同じく方角も示すことができる。 
アルミヴァは 30 度ずつ進むので、北東など 45 の倍角が表現できない。その点、月相は 45 度刻みなので、
北東などが表現できる。
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●季節

春夏秋冬を表す文字。

●神々

アルテ（最高神）、ハイゼン（断罪の神）、アリエス（天と地の神々）、セレスト（死神）を表す文字。 
既に上に悪魔テームスの文字がある。これらを全て足して mirok（神々）という。幼字には神の一族を表わ
す文字が備わっている。

●苗字と筐堺

1 段目は使徒の苗字。使徒というのは上で見たメル暦に日付として用いる 28 人のこと。 
2 段目は筐堺。 
3 段目は筐堺の代表国。

また、これらは筐堺および代表国の通貨記号としても使える。
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天秤詞

●概要

・天秤詞とは

天秤詞とは文末に来て（笑）などに相当する話者の心情を示すものである。

天秤詞は幼字を使って表記する。ワードのように複数のフォントを扱えるソフトなら幻字と幼字を併用でき
るが、メモ帳などではそれができない。そこでメモ帳などでは幼字を幻字に置き換えて表記する。

・天秤詞は品詞ではない

天秤詞は音を持たない上に語ですらないため、品詞のひとつではない。しかし古アルカの慣習で天秤詞と呼
んでいる。 
古アルカでは音を持った天秤詞とそうでない天秤詞とがあった。新生において前者は文末純詞として発達し、
後者は天秤詞として幼字のまま生き延びた。

天秤詞は前期制アルカで一旦滅んだが、後期制アルカの時代に（笑）に相当する axte などが使われだした。 
新生になった後、2011 年に数が爆発的に増えた。

天秤詞は幼字で書くことが望ましいが、できない場合は幻字でも表記可能である。 
幼字フォントはこちらからダウンロードできる。

ayaka は学習者に幼字を紹介する際に使う。本文には yuuko を用いる。  
注：海外の方は日本語のキーボードを使うか、キーボードの設定を日本語にしてスクリーンキーボードをお
使いください。
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●天秤詞のリスト

右に天秤詞のリストを挙げる。 
どの文字がどのキーに対応しているか分からないだろう
から、キーボードの欄を添えておいた。これによると
axte はカンマを打てば入力できるということが分かる。 
幼字が幻字と併用できない場合は (axte のように幼字の
読みを片括弧書きにするか、あるいは (a のように略記
を用いる。

●備考

意味の欄で載せきれなかったものを中心に載せていく。

alis: 心配、緊張 
myuxa: つまらない、不愉快、不機嫌 
tuvan: 緊張、ぷるぷる、ふるふる、プルプル、フルフル 
duurga: テンション高い、ハイテンション、元気、やる気、
ハツラツ 
xante: 楽、上機嫌、気楽、のんびり、ほのぼの 
viine: テンション低い、ローテーション、がっかり、元
気ない、しょんぼり、ショボン 
teems: 畏怖、畏敬、驚き 
arte: お願い、依頼、よろしく 
haizen: 叱咤、訴求、追及、叱責 
alies: 爆、自爆。自分で言っておいて「そりゃないよな」
というときや、「俺ダメすぎすみません」というような
ときなどに用いる。重いニュアンスのときは使わない。
なかば冗談混じりで使う。神に対する劣等感からできた
天秤詞 
selest: 困る、当惑。? の後ろに付けると混乱、困惑になる。
死を前にした人間の反応からできた天秤詞

●組み合わせ

tuvanduurga: 緊張、動悸 
tuvanalis: 苦笑、汗をかくような不安 
alistuvan: 冷や汗、不安の汗 
haizenaxte: からかい笑い、苦笑、ツッコミ、つっこみ 
axtehaizen: 怒りきれない訴え、ツッコミ的な怒り、若干笑いのある弾劾 
viineaxte: 呆れ笑い 
tuvanaxte: 苦笑、動揺して汗をかくような笑い 
alisaxte: 不安な笑い、不安を隠すような笑い、戸惑った笑い、戸惑いのあるツッコミ 
selestaxte: 困ったような笑い、戸惑った笑い、ごまかし笑い、当惑笑い、困って誤魔化すようにあるいは自
然と出る笑み 
xanteaxte: 上機嫌な笑い、爆笑、大爆笑 
duurgaaxte: 爆笑、大爆笑 
leeveduurga: 泣きそうなほど興奮、「あぁもう泣いちゃうくらいですよ」というハイテンション 
fleateems: 怒りや興奮の篭った驚きや恐怖 
fleahaizen: 激怒、激高、激昂、弾劾

alj と tuvan は昇っていく感じなので、動悸のする照れと汗。 
逆に leeve と inje は下がっていく感じなので、精神的にダウナー系。

tuvan と leeve はどちらも水分が出る行為で対比させてある。体に心の反応が現れるくらい感情の揺れが大
きいため、alj や inje よりも大きな月を選んでいる。

myuxet はハートマークに相当。myuxet の月にお祭りがあってカップルが結ばれやすいことから来ている。
絵面も綺麗でよい。本来ハートマークに当たる幼字は R のような形で tiia というのもあるが、arkantis には
含まれていない。

axet が感謝を意味するのは、悪魔を倒してくれてありがとうというところから来ている。 
ここの teems はテームスだけでなく lins も兼ねる。従って alies, selest, lins と、mirok が全て出ている。

その他、無関心は sika で示す。驚きは tempera や kil などで、疑念は kim で表す。

幼字の字源
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●字源

arkantis に採用された幼字の字源を解説する。

●注記

・アルシェの使徒幻字（名前）は元々それぞれ固有のものがあった。メルがシェルトを作った際に、使徒を
駒として登場させた。実名ではまずいと思ったメルは ovi なら雷といった具合に、オーディンの内容を使っ
て匿名化した。彼女との人間関係により、あえて実名のまま駒にされた者もいる。その記号が後に使徒を指
す文字の標準として採用されるようになり、現在に至る。メルの字が使徒を表す hacma になっているのは、
シェルトの駒が彼女の視点で命名されたためである。

・lutia の文字は mel22 年まで keetoia の文字だった。miva（子供）に imul（時）を合わせたもので、時魔
道士メルを指した。

・同じく liisia は lolos と交換された。

・同じく ineaato はもともと lutia の字。

・keetoia はもともと liisia の字。

・lolos はもともと ineaato で、羽の生えた精霊の図。

・va(l)- は al- と同じく多義的に用いられた。英語の re- や con- などと同様。

・midiit は 22 まで bees の字（横棒三つに縦棒一つ）だった。

幻京書体崩壊の危機

2012/01/23 のこと。リディアが幻京書体について物言いをしてきた。 
フランス語を並行学習している紫亞が fox と a を混同することがあるとのこと。 
ほかにもアルファベットと幻字で字形が同じで音が食い違っているものに関して誤解しやすいとのこと。 
そこで字形が同じで音が異なる幻字を変えるよう依頼された。

とはいえ既に本も出版しており、大人はたまに幻字とアルファベットを混同するくらいでしかない。変える
必要がどこまであるのか。 
それに異世界の文字なのに地球のアルファベットの存在に合わせ、音が食い違っている文字の字形だけを変
更するのはアプリオリのやり方でない。 
それをやるなら b や e のように字形も音も同じ幻字に関しても、形を変えねば辻褄が合わないだろう。 
だが、それとて完璧な手法ではない。その手法はアルファベットを意識してアルファベットにある字形を意
図的に避けている点でアプリオリでない。

字形と音が食い違っている文字だけを変更してもアポステリオリ。 
字形と音が同じ文字も含めて変更したとしても、アルファベットを意図的に避けている点でアポステリオリ。 
どうにもならない。参った、どうにかならないかと思った。

幻京書体はアルファベットを意識していないのが長所だ。 
一画で書ける単純な図形は限られているので、当然アルファベットに存在する字形が幻字にも存在する。 
幻京書体では字形が同じでも平気で音が異なる文字 p などがある。同時に h のようにアルファベットと読み
が一致しているのもある。 
幻字というのは字形が単純な順によく使う音素を当てはめていったものなので、h や l のように音が一致し
ているのは偶然で、同じく p のように音が一致していないのもまた偶然だ。この場合は幻字のアプリオリ性
が確保できる。 
例えば l というのは一番単純な字形であり、l という音の頻度が最もアルカでは高いと予想されたため、l に [l]
の音をあてがっている。あくまで頻度による一致であり、狙った上のことではない。そこにアプリオリ性が
見られる。

なので幻京書体を変えるのは非常に困る。アルカのお題目であるアプリオリ性を維持できなくなってしまう。
しかし子供の教育にと言われると弱い。 
大人たちの間でたまに誤解するというのはなんとなく感じていたが、変えようという動きはなかった。「ア
ルファベットなど関係ない。それが幻字だ」と思っていたからだ。 
しかし子供の将来というものが天秤の皿に載ると、親の目の色はとたんに変わるというわけだ。

さて困った。そう思ってネットユーザーと電話で相談したところ、ロシア語などでは H はエヌで、P はアー
ルで C はエスと読むと聞いた。 
これは d と書いて par と読む幻字と同じようなものだ。 
それでも別にロシア人は英語の学習をできているのだから、紫亞だって問題ないのではないかとのこと。 
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これを受けてなるほどその通りだと思い、既存の幻京書体を残すこととした。

文法
属格

辞書 en(3) の項を参照のこと。

呼格

アルカにも呼格があるようだ。 
語形は変わらないのだが、アクセントやイントネーションで非呼格と区別される。 
日本語で「コリン」という猫の名について、「コリンが」というときと、「おーい、こりーん」と呼ぶとき、
音調が異なる。それと同じだ。 
アルカも呼格を音調で区別する。この音調は呼格にしか起こらない。また、文中では呼格は文法的に現れる
ことができない。

ためしに日本語で「こりーん」と呼びかけるときの言い方で「こりーんが」というと、違和感を感じるだろう。 
呼格の音調が文中で現れることはできないとわかる。

呼格の後にはツンクを置く。lein, tyu ser tu? のように。 
呼格で終わる場合は gain や kuuno など、何らかの約物を置く。tyu ser tu,? lein. のように。

代名詞の代入

名詞を代名詞で置き換えることを代入と呼ぶ。 
mel siina seren の mel に lu を代入すると lu siina seren になる。 
mel siina seren の seren に lu を代入すると mel siina lu になる。

メルがメル自身を好きな場合は lu siina lu でなく lu siina nos になる。 
lu siina lu の場合、主格と対格の lu は別人を示す。

この現象は所有格にも及ぶ。 
彼女が彼女自身の頭を撫でる場合は lu sont osn nozet となる。 
彼女が別の距離が近い人物を撫でる場合は lu sont osn luut となる。

3 つ以上の物を指さして「これとこれとこれ」と言うような場合、tu, tu, tu となる。 
同じく 3 人以上を指して「この人とこの人とこの人」と言うような場合、lu, lu, lu となる。

この人があの人を好きだというように、同じ 3 人称でも距離が異なれば lu siina la のようになる。 
これよりあれが好きだという場合も同じように an siina le nod tu のようになる。

・格の回り込み

sae in lanvem kont sont lu の kont 格を前に出すとどうなるか。 
kont sont lu, sae in lanvem である。

だが lu の代入元である lanvem が lu より後に来ている。 
後に来るものは英語と違って代入できない。 
そこで kont sont lanvem, sae in lu となる。 
lanvem が先に来ないと、lu は lanvem を代入できない。

nos の使い方

nos はその文の焦点者を指す。通常その節の sol である。

mel siina nos 
mel fit seren a nos

など。

では複文中に nos が来た場合、誰が焦点者か。
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mel lax seren siina nos

日本語でこの文を作ると、nos は mel か seren か分からない。 
複文なので焦点者は主節の主格と従属節の主格の 2 人候補がいるからだ。

アルカの場合、同一節中の主格を焦点者にする。 
従って mel lax seren siina nos の nos は seren である。 
mel にしたければ nos でなく mel を使う。

nos は代名詞ではないので lu などと違って代入とは呼べない。 
しかし nos は文の焦点者に等しい。 
そこで代名詞の場合は代入と呼び、nos の場合は照応と呼ぶ。 
ただ、言語学的には一般に前者も照応という点には注意したい。

xe と fi の語法

xe は特定で、fi は不特定（任意）である。

xe の用法：既知か未知か。不変か可変か。

既知：今日ある人に会ってきた。 
未知：あの子、クラスのある人が好きなんだって言ってたけど、誰だろう？ 
不変：ここにある定数 a がある。 
可変：誕生月を x とする。（今日の日付を x とするでもよい）

誕生月は人によって異なるが、A さんにとっては常に同じ数値となる。 
たとえばセレンなら 2 になるし、リディアなら 7 になる。 
人によって異なるが、かといって同一人物の間で変化することはない。 
2 や 7 は任意の数ではない。よって任意と可変は異なる。もし可変か任意なら可変の用法は xe でなく fi に
行くはずである。

一方 fi の用法は。

1 ～ 10 の数があるとしたら、そのうちどれでもいいのでどれかの数を指す。 
その数が既知だったり未知だったりするかもしれない。 
一度決まった数がその後維持されて不変かもしれないし、変わって可変かもしれない。 
いずれにせよ任意かどうかで決まり、特定でないことを示す。

しかし、これだけ用法を定めていても xe と fi のどちらを使えばよいか迷うことがある。 
「愛するということは誰かを強く好くことである」と定義した場合、"tiia eks siina xe ati vart" とするのか、
この xe を fi とするのか分からない。 
xe と fi で迷う場合というのは、どちらを使ってもいいように感じられるときである。

なぜこうなるのか考えた。すると視点人物という概念が浮かんだ。 
この定義は完全に当事者でない客観的視点、4 人称視点で見ると、「誰かしらの人間が誰かしらの人間を好き
になること」なので、fi に感じられる。 
辞書の定義としてはなんとなくこうしたい。

ところがふと思う。 
「誰かしらさんにとって好きな相手は誰でもいいわけではなく、特定の誰かが好きなわけだから、ここは xe
ではないか？」 
これは当事者視点である。そう、視点が誰になるかで xe か fi か異なるのだ。 
だからわれわれは xe か fi か迷うのだ。用法というよりも、視点で迷ってきたのだ。

ではどの視点を選ぶべきか。基本的に後者でいこうと思う。 
文の視点人物、通常は主語に合わせようと思う。 
小説の地の文でもなるべく主人公なり視点人物なりに合わせたほうがよいだろう。 

「彼はある女性が好きだった」という場合、el 視点だと fi min になってしまうが、読者の感覚からすれば彼
から見ているから xe min となるのが自然だろう。

なお、基本を xe としておくといいこともある。 
たとえば「無差別殺人」の定義は "set fi lan" だが、「復讐」の場合は "set xe lan" とするのが自然に感じら
れるはずだ。 
ここで el 視点にするとどちらも fi lan になってしまい、無差別なのか特定の人物を狙ったのか分からなくな
る。 
われわれの関心は視点人物にあって超越者的視点ではないので、どちらも fi lan にされると解釈に困るわけ
だ。
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そういうわけで視点人物から見た特定か不特定にするとしたら、ｄｋの記述をいくらか修正せねばなるまい。 
だが、これで今まで不安定だった xe と fi については問題なくなったように思われる。

ちなみに、fi は基本的に単数だが、fi lan sein とか fi sein とかで任意の複数を指すことができるだろう。聞
いたことないが。 
vei はどうも xe の複数で使われるようで、あれは特定だろう。どうも任意になった瞬間数がぼやけるらしい。

xe と fi の細分化

未知と既知の区別が代詞になかったが、日常生活では区別があると何かと便利なので、より細かく言い分け
られるようになった。

特定既知 とある花がある  花を知ってる xe lenxe  
特定未知  なんか花がある  花を知らない  xe anxe  
不特定既知  なんか花くれ  花を知ってる  fi lenfi  
不特定未知  なんか花くれ  花を知らない  fi anfi

anxe miina lyu a なんか花があるなぁ

アスペクト考

・7相 +2無相

ひとつの動詞につき、アスペクトは 7 相。 
将然・開始・経過・完了・継続・終了・影響の 7 相。

それぞれ下記のように表す。内側の 3 つのみ動詞語尾で、あとは副詞である。 
sat, kit, -(o)r, -(i)k, -(e)s, took, ilt

この 7 相に 2 つの無相が加わる。無相は相がないので、アルカの相は 7 種。無相は 2 種ある。

行為無相：kit ～ ik 
状態無相：ik ～ took

行為無相は動詞に何も付けない無標形であるが、「これは動詞である」と明示するために接尾辞 -(e)m を使
うこともできる。 
状態無相は副詞 xa を付けて表す。

・実例

fai（燃やす）

fai(faim)：燃やす 
fai xa：燃えている。燃え始めから燃え終わりまでの総称

fai sat：燃やそうと考える。準備する。火を近づける 
fai kit：火をつけ始める 
fair：火を当てている。チリチリいう 
faik：火がつく。点火 
fais：燃えている途中 
fai took：燃え終わる。例："zom em took fai"（木が燃え終わる） 
fai ilt：灰や熱といった燃やした結果が残存している。例："m? atu et hart. kamil xe em ilt fai na"（ん？
ここが熱くなっているな。恐らく何かを燃やしていたのだろう）

skin（座る（正確には座らせる））

skin(skinem)：座る 
skin xa：座っている。着座から起立までの総称

skin sat：座ろうとしている 
skin kit：座り始めて腰を曲げた 
skinor：腰を下ろしている途中 
skinik：座面に尻が着いた 
skines：座っている状態 
skin took：座り終えて立つ瞬間 
skin ilt：座面が暖かく、座っていた影響が残っている

・例外動詞
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xa（いる）、siina（好き）などは、無標が行為無相でなく継続相になる。 
例外動詞では継続相が無標になる代わりに、行為無相に必ず -(e)m が付く。

siina（好き）の実例

siinam：好む 
siina xa：好きである。好きになり始めから好きでなくなるまでの総称

siina sat：好きになろうとしている。まだ他人 
siina kit：好きになり始めた。意識し始めた 
siinar：好きになる途中。あの人いいかも状態 
siinak：好きになった。私この人のこと好きなんだという気付きの時点 
siina：好きである。好きだ 
siina took：好きでありおわる。好きでなくなる 
siina ilt：むかしは好きでした的な意味

継続相で使う頻度が最も高く、かつ行為無相で使う機会がほとんどない動詞のみが例外動詞になる。 
その動詞はこのとおり。 

・存在動詞：xa, mi  
・所有動詞：til, si  
・心理所有動詞：na のみ  
・定義動詞：eks, mols, gart など  
・心理動詞：siina, tiia, sin, varae, hatia, kaf など、siina 型の動詞

感情動詞である vem, jo, emt, nau などは例外に含めない。  
感情動作動詞である nax, asex, kukl などは例外に含めない。 

いずれも行為として使われる機会がそこそこあるため。 

所有動詞は、「手にする」という意味では所有動詞ではないので、行為動詞が無標になる。  
従って、「手にする」という意味では、継続相が無標にはなれず、(e)s を付けねばならない。  
具体的には、「鎌を（手に）持つ」は til mark で、「鎌を（手に）持っている」は tiles mark である。  
後者を til mark とすることはできない。所有ではないからだ。  
til の無標が 2 つあるように見えるのは、「所有する」と「手に持つ」という 2 つの現象が多重定義されてい
るからだ。

英語と違って知覚動詞は特別扱いにならない。  
lai は正確には見るではなく「目をやる」と覚えるとよい。  
視線が当たった瞬間が laik であり、見ている状態が lais であり、目を離したときが lai took になる。  
日本語の「見た」も laik のときもあれば lai took のときもあり、よく区別ができないことがある。 

・アスペクトのモデル

将然・開始・経過・完了・継続・終了・影響のうち、開始・完了・終了は点のアスペクトである。 
ほかは線のアスペクトである。従ってこのようにモデル化できる。

――○――○――○――

中心には完了相が来る。 
完了はその行為の成立を意味する。従って完了から見て左翼が不成立で、完了を含めた右翼が成立と言い換
えることもできる。 
完了を成立とし、左翼を成立前で、右翼を成立後とする見方もある。

また、完了は言語にとって重要な概念であるから、完了と未完了という対で捉えることもできる。未完了は
完了以左である。 
いずれにせよ動詞はこの 7 相モデルで分析することができる。

・3段階と 2動詞

将然～継続＝行為動詞 
経過～影響＝状態動詞

のように 7 相は 2 種の動詞に分けることができる。 
行為動詞は状態動詞より動的で主語の意思のある行為を示す。

また、7 相は 3 段階に分けることができる。

将然～経過：事前段階 
経過～継続：実行段階 
継続～影響：事後段階
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実行段階を内相、それ以外を外相という。 
内相はすべて頻度が高い相であるため、動詞語尾すなわち接尾辞で表現され、唯一アクツィオンスアルトに
なっているのが特徴である。

・実際使うのは内相

7 相と聞くと大変そうだが、実際に使うのは内相のみ。あとはレアケースである。 
普段は 3 相を、厳密にする場合は 7 相を使い分ければいいので、合理的な体系といえる。

・不定動詞

「歩く」「走る」「書く」などの動詞には定動詞と不定動詞の用法がある。 
スラブ語と異なり、アルカは定不定により単語を分けない。

「歩く」の定動詞は移動動詞で「sol が yul を通って a に歩いて行く」である。 
「歩く」の不定動詞は運動動詞で「sol が yul を歩く」である。

・単位動詞と非単位動詞

不定動詞「歩く」は一歩歩いても千歩歩いても歩いたことになるという特徴を持つ。 
一歩歩くという最小単位の累積が不定動詞になっている。 
一歩歩くというのはそれだけで終始する一回性のある運動である。 
これを○で表すと、不定動詞は任意の個数の○、すなわち……○○○○○○○○……で表せる。 
定動詞が有界であるのに比べ、こちらは非有界である。

しかし現実の行為は無限ではない。始まりも終わりもある。 
始まりと終わりを｜で示すと、不定動詞のモデルはこうなる。

｜○○○○｜

任意の個数の○が｜の間にある。

また、｜にいたるまでの過程と、｜からの未来を――で表すと、モデルはこうなる。

――｜○○○○｜――

これは定動詞のアスペクトのモデルと異なっている。

――○――○――○――モデルを単位動詞と呼ぶ。

――｜○○○○｜――モデルを非単位動詞と呼ぶ。

単位動詞は定動詞しか来ないが、非単位動詞は定動詞の場合は反復で不定動詞の場合は累積となり、両方来
る。

なお、「歩く」は不定動詞だが、「座っている」は不定動詞でなく「座る」の継続相である。 
一秒座っていれば座っていることになるから歩くと同じ理屈であり、skin xa も不定動詞であるというのは
誤り。 
lukes と skines は意味が違う点が根拠。lukes は「動物が道を歩いた足跡がある」や「今日は長く歩いてい
るので足が疲れた」などの場合に使う。 
なお、ロシア語には sit に不定動詞Сидетьと定動詞Посидетьがあるが、アルカの skin に不定
動詞がないのは skin の正確な語義が「座る」ではなく「座らせる」、つまり seat だからである。

・反復相

――｜○○○○｜――における○○○○の部分を累積や反復という。相としては合わせて反復相といい、接
尾辞 (a)nd で示す。 
累積は通常何度も行うことが前提とされる行為に用いる。例えば lukand で「歩いている」。一歩歩いても厳
密には「歩く」だが、通常「歩く」は何歩も繰り返し歩くことが想定される。累積は不定動詞に現れる。

反復は通常一度だけ行うことが前提とされる行為に用いる。例えば badand で「叩いている」。叩くは歩く
と違って通常一回だけで行為をしたと認識される。反復は定動詞に現れる。 
累積と反復は細かい文法論としては異なるが、表現方法は同じく and である。どちらも非単位動詞である。

――｜○○○○｜――の相は順番に将然、開始、反復、終了、影響である。経過・完了・継続が反復にまとまっ
ている。 
badand で反復部分を指す。 
終了相を指す場合は、badand took のようにする。 
このモデル全体を指すには bad onk とする。
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一見全体を指すのを badand としたほうが理論的に見える。まず and を付けることで――○――○――○―
―モデルを――｜○○○○｜――モデルに変える。その上で各相を指す副詞を付けると分かりやすい。例え
ば終了相なら took を付けて badand took のように。 
ところが、それだと頻度の高い反復相を badand pask のように何か適当な副詞を付けて冗長に示す必要が
生じる。これは非合理的なため、badand だけで反復相を示すほうがよい。そしてそれに took などを付ける
ことで――｜○○○○｜――モデルにおける終了相を指すようにする。 
逆にこのモデル全体を指すほうは頻度が低いので bad onk とする。onk はこのモデルにしか使わないた
め、ここに and は不要。これは法副詞であって遊離副詞ではない。つまり動詞から離れると意味が変わる。
onkel は「～しつづける」という意味になる。

これにより luk took と lukand took の違いが出る。両者はモデルが異なる。 
前者は定動詞としてなので「歩いて着いて滞在しおわってまたどこかに行く瞬間」である。現実的に使うこ
とはまずない。took が終了相なので名前のイメージから「徒歩で移動していたのだが途中で諦める」という
意味を持つように感じられるかもしれないが、それは後述する luk daim になる。 
後者は不定動詞としてなので「散歩をしおえる瞬間」である。

過去形と組み合わせる場合は badatand のようにする。

・daimと mak

mak は準開始相。kit の代わりに使う。 
同じく daim は準完了相。

mak は再開の意味。daim は中断。 
「また～はじめる」と「～するのをやめる」にあたる。 
これらはともに相副詞である。

●単位動詞の場合

luk mak（徒歩での移動を再開する）

luk daim（徒歩での移動を中断する）

●非単位動詞の場合：＊非単位動詞にはモデル上完了相がないので、daim は繰り下げて終了相にかかる。
daim は準終了相となる。

lukand mak（散歩を再開する）

lukand daim（散歩を中断する）

・無相の指向性

動詞の無相は指向性を持つ。例えば単に vat と言った場合、通常 vator のことだと解釈される。一方単に
sedo と言った場合、sedok のことだと解釈される。 
無相なのにあたかも相を持っているかのように解釈される。これを指向性を持っているという。 
指向性は経過相か完了相に向けられる。どちらかになるかは、経過相の長さによって決まる。

vat など、経過相の長い動詞は経過相に指向性を持つ。 
sedo などの瞬間動詞は経過相がほとんどないので完了相に指向性を持つ。

in は経過相が inor（見ている）で長いため、経過相に指向性。 
lai は経過相が「目をやっている」であり、これはほんの一瞬の動作なので、完了相に指向性。 
つまり in は「見ている」で、lai は「見た」「目に入れる」を事実上意味することがある。

なお状態無相の場合は問答無用で継続相に指向性を持つ。つまり skin xa は skines に指向性を持つ。 
すなわち無相は経過・完了・継続の 3 相のいずれかに指向性を持つということになる。

・間違えやすい動詞

vat 類：「待っている」は vatand でなく vetes でもなく vator。細かい理屈は旧版に記載されている。vata
nd は何度も待つこと。 
axt 類：「書く」は「歩く」と同じで、一文字書いても書いたと言える。axtor は始まりと終わりのある文章
が執筆途中であること。axtand はただ文字の羅列を何文字も何文字も繰り返し書いていること。日本語だ
とどちらも「書いている」になる。 
lax 類：「望んでいる」は laxor。laxik は「望み終わる」。叶ったか諦めたかのいずれか。laxes は「望んでい
た痕跡がある」。例えば祈ったままの姿勢 
で餓死した人を見たときなどに使いうる。 
in 類：inor「見ている」、inik「見終わる」、ines「見ていた」 
lai 類：lair「目を動かしている」、laik「視線を当てた」、lais「見ている」

・現実的には
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現実的には sat, kit, or, ik, es, and を知っていればほとんど問題ない。 
ほかの相はほとんど使わない。状態無相の xa など使った記憶すらほとんどない。 
ただきちんと体系は作っておかないといざ厳密にアスペクトを表現する必要が生じたときに対応できず、人
工言語として片手落ちになってしまうため作った。

アスペクト論争の流れ

新生アルカのアスペクト論がどのように発展していったかについて、忘れないうちに記述しておく。 
ここまでひとつの文法事項に多くの時間とマンパワーを費やしたことはなかったのではないか。

・セレン、夢織春を書き終え、アシェットへ。

↓

・セレン、夢織夏を書き終える 
このとき、アシェットから春の感想が上がり、アスペクトを理解していないことに気付く。

一方 axtan は正確に読んでいた。 
このことで新生のアスペクトが日本語に基づくものではないかという疑惑がセレンに起こる。

↓

・セレン、行為動詞中心のアスペクト論を展開

・魚楠、状態動詞中心のアスペクト論をアンチテーゼとして展開 
このときの主な議題は行為中心と状態中心のどちらが分かりやすいか。 

結局見る視座の違いであって大きな優劣の差ではないのではということで片付いたようにセレンは思う。

↓

・セレン、自分の論のモデルを「ユ」型と称し、説明。魚楠モデルには天秤型と命名。本人は後に皿型と呼ぶ。 
ユ型はユの上の棒が行為動詞で、下の棒が状態動詞を示した。

↓

・魚楠、アスペクトのフラクタル理論を提唱

・同日、axtan、「ユ」型を一本線の 7 相体系にし、後の単位動詞のモデルを提唱

↓

・リディア、7 相に和名を設定。開始の対称地点が終了、経過の対称地点が継続となり、綺麗な左右対称図
に近づいた。

・セレン、上記 2 点にインスピレーションを受け、数直線で相をモデリングする 
このあたりから行為動詞と状態動詞の違いがあまり重要な話題でなくなる。 

また、7 相体系に落ち着き、アスペクト論の根幹部分が固まる。この時点を境に不定動詞など、枝葉の部分
に発展していくことになる。

↓

・axtan、セレン、fai の相の局面の組み合わせについて意見が食い違う

・nias、動作主の意思が強いため、fai の行為動詞は「燃える」ではなく「燃やす」になることに言及 
後にこれが「内相が最も高頻度になるように動詞の局面を設定する」理論に発展。

↓

・魚楠、定不定動詞に言及。セレンのモデルでは不定動詞を定動詞に無理に押し込めていたが、それに反対

・リディア、不定動詞のモデルを作成し、不定動詞を定動詞と同一視できないことを説明

↓

・セレン、不定動詞を 7 相とは別のモデルとして立てざるをえないことを認める

・メル、不定動詞のモデルが 7 相と同じ規模に膨らんだ際に、現行モデルが実用範囲であるとして制限

・メル、不定動詞の連動詞化に反対

↓

・セレン、「歩く」などを分析し、日本語などには定不定の混ざった動詞があることを指摘。魚楠、これに賛
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成 

同時に、歩くの不定動詞は累積動詞であると述べる。殺すの場合は不定動詞がないものの、歩くの不定動詞
と同じモデルが適用でき、これを反復動詞とした。 

結果、7 相体系が単位動詞になり、累積動詞と反復動詞に使ったモデルが非単位動詞になった。 
定不定についてはこれでおおむね解決。あとは非単位動詞の相にどの副詞をあてるかの問題。

↓

・axtan、状態動詞における行為無相を副詞 so で表してはどうかと提案 
セレン、これを受け、転換動詞や形容動詞、そしてあらゆる動詞にも使えるよう、接辞 em として採用。

↓

・魚楠、非単位動詞の副詞を単位動詞と同じにしてはどうかと提案

・nias、非単位動詞の終’と単位動詞の終の間にしか意味の差が問題にならないのではないかいう内容の言
及 

セレン、これを受け、モデルを再分析。非単位動詞が単位動詞から作られることが分かり、単位動詞の副詞
を借りることに。

↓

・魚楠、アイヌ語の動詞および歩くの単位動詞について言及 
セレン、インスピレーションを受け、歩くの単位動詞の表現方法をアルカに設ける。

↓

・魚楠、統語操作で不定動詞の相を表現する案を出す 
セレン、それを受けて調整する。

アスペクト考の術語集

相、アスペクト

動詞の局面を指すもの。 
反復などの様態を指すこともあるが、局面のほうが
プロトタイプ的な意味である。 
アルカでは単位動詞に 7 相、非単位動詞に 5 相。

アクツィオンスアルト

言語学者によって使い方は異なるが、おおむね接辞
でアスペクトを表したものを指す。 
アルカでは内相がこれに当たる。

将然相

行為動詞の一端、事前段階の一端、外相の一端。 
非単位動詞の左端線。 

「～しそうだ」という意味。

開始相

行為動詞の一端、事前段階の一端、外相の一端。 
非単位動詞の左端点。 

「～しはじめる」という意味。

経過相

行為動詞・状態動詞の一端、事前段階・実行段階の
一端、内相の一端。 

「～している」という意味。

完了相

行為動詞・状態動詞の一端、実行段階の一端、内相
の一端。単位動詞の中心。 

「～した」という意味。

継続相

行為動詞の・状態動詞の一端、実行段階・事後段階
の一端、内相の一端。 

「～してある、～している」という意味。

終了相

状態動詞の一端、事後段階の一端、外相の一端。 
非単位動詞の右端点。 

「～しおわった、～な状態からの脱却」という意味。

影響相

状態動詞の一端、事後段階の一端、外相の一端。 
非単位動詞の右端線。 

「～しおわっている、～な状態から脱却している」
という意味。

累積相

不定動詞の非単位動詞の持つ非単位相。 
例えば不定動詞「歩行する」の非単位動詞「n 歩歩
く」の非単位相「歩行中」のこと。 
動詞の無標形で示される。 
例：luk

反復相

定動詞しかない動詞の非単位動詞が持つ非単位相。 
例えば定動詞「叩く」の非単位動詞「乱打」の非単
位相「乱打中」のこと。 
動詞＋ di で示される。 
例：bad di

非単位相

累積相と反復相の総称。 
非単位動詞モデルの○○○○の部分に相当。

無相
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相のない相。行為無相と状態無相がある。

行為無相

行為動詞における無相区間。開始～完了相に等しい。 
動詞の無標ないし動詞＋接辞 em で示す 
例：skin, skinem（座る）

状態無相

状態動詞における無相区間。完了～終了相に等しい。 
動詞＋副詞 xa で示す 
例：skin xa（座っていはじめる～座っていおえる
までの総称）

行為動詞

単位動詞の将然～継続相までの 5 相からなる区間
のこと。 
状態動詞に比べ、動作主の意思が表れやすく、動き
も動的。 
skin（座る）が行為動詞で、skin xa（座っている）
が状態動詞。

状態動詞

単位動詞の経過～影響相までの 5 相からなる区間
のこと。 
行為動詞に比べ、動作主の意思が表れにくく、動き
も静的。

例外動詞

単位動詞において、継続相が無標となって接辞 es
が落ちる動詞。siina や xa など。 
この動詞では行為無相は必ず em を付ける必要があ
る。 
行為無相の頻度が少なく、継続相の頻度が高い動詞
のみ例外動詞となる。

継続動詞

例外動詞の別称。意味を重視したネーミングである。

単位動詞

将然・開始・経過・完了・継続・終了・影響の 7 相
を持つ動詞。 
すべての動詞が単位動詞になれる。

――○――○――○―― 

というモデルで示される。 
非単位動詞と対立する存在。アルカの場合、定動詞
と等しい。 
例：叩く、歩いて移動する

非単位動詞

不定動詞の累積ないし定動詞の反復によって生まれ
た動詞。 
将然・開始・非単位・終了・影響の 5 相を持つ動詞。 

（正確には将然’・開始’・非単位・終了’・影響’の
5 相を持つ） 
あらゆる動詞に存在する。

――｜○○○○｜――

というモデルで示される。 
単位動詞と対立する存在。

例：乱打する、歩行する

累積動詞

非単位動詞のうち、不定動詞からできた動詞。「歩
行する」など。

反復動詞

非単位動詞のうち、定動詞からできた動詞。「乱打
する」など。

事前段階

単位動詞の 3 分割のうち、中間の区間。将然～経
過の区間のこと。

実行段階

単位動詞の 3 分割のうち、中間の区間。経過～継
続の区間のこと。

事後段階

単位動詞の 3 分割のうち、中間の区間。継続～影
響の区間のこと。

内相

実行段階のこと。外相と対立。 
経過～継続の区間のことで、すべて接辞で表され、
アクツィオンスアルトとなる。 
動詞の相の局面を 7 種用意するときは、最も頻度
の高い局面がこの内相の中に来るように設計する。

外相

内相以外の区間。すべて副詞で示される。内相に比
べ、頻度が低い相である。

定動詞

目的を持った動詞で、必ず有界動詞。 
例えば「歩く」の場合、歩いて駅まで移動する場合
は、定動詞になる。 
スラブ語には定不定の違いが語彙レベルであるが、
日本語や英語やアルカにはない。 
定動詞の非単位動詞はアルカでは迂言法で表現され
る。 
単位と非単位の区別はあらゆる動詞に存在するが、
定不定の区別は「歩く」や「書く」など、限られた
動詞にか存在しない。

不定動詞

目的を持たない動詞で、必ず非有界動詞。 
例えば「歩く」の場合、ただその辺りを歩行する場
合は、不定動詞になる。 
スラブ語には定不定の違いが語彙レベルであるが、
日本語や英語やアルカにはない。 
不定動詞の単位動詞はアルカでは迂言法で表現され
る。

瞬間動詞

経過相がほぼゼロであるために、無相と完了相がほ
ぼ同一視される動詞。「消す」など。 
瞬間動詞の無相は完了相への強い指向性を示す。

指向性

動詞の無相が暗黙の了解で何相を指すかを示すも
の。 
経過・完了・継続相のみに指向性が観察される。 
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状態動詞は常に継続相に指向性を持つ。 
行為動詞は経過・完了のいずれかに指向性を持つ。 
指向性はアナログで漸次的であり、瞬間動詞のよう
に強く完了相に指向性を持つものもあれば、「殺す」
のようにやや指向性を持つものもある。 

変化動詞「殺す」は不変化動詞「叩く」より完了相
への指向性が強い。 
心理動詞 vat のような動詞は経過相への指向性が強
い。

反復相はなぜアスペクトと呼ばれるか

アスペクトは本来動詞の動作の局面を指す。 
開始や完了といったものが本来的なアスペクトである。

しかし言語学的にはこれに反復や習慣などもアスペクトとして含む。 
人工言語を組み立てるには局面は局面だけで考えたほうがややこしくないことがある。 
だが言語学の用語を使うとしばしば併せて考えたくないものも視野に入ってきて困る。

なぜ反復や習慣が相なのか。元々言語学は自然言語の分析を通して相を決めたからだ。

「テイル」はふつう継続相を示す。だがそれだけではない。 
近所にこんな看板があった。「違法駐車を見つけ次第即 110 番しています」 
この「テイル」は習慣の意味だ。 
両者が同じ「テイル」で示されているので、継続相を認めるなら習慣相も認めることになる。

このように、言語学の理論は言語ありきでできている。 
だが自然言語は理路整然としていない。 
そこで言語学の用語もそれに引きずられて整然としないことがある。 
このことは自然言語の研究には大した問題にならないが、人工言語を組み立てようという目的には若干使い
づらい。

時制の一致

・主節が過去で従属節も過去の場合

英語では主節が過去だと従属節も過去になる。 
一方、アルカでは従属節の時制は主節の時制と相対化される。 
従属節の時制が主節の時制と同じなら、主節が過去でも従属節は現在形になる。なお、厳密には現在形では
なく無時制という。

an fias im la vort（私が彼が死ぬとき生まれる） 
an fiasat im la vort（私が彼が死んだとき生まれた）：vortat にならない。無時制の vort になる。

これがアルカにおける「時制の一致」である。

従属節が主節より前に書かれた場合、主節の時制と比べようがない。 
この場合、時制の一致は起こせない。よって vort → vortat となる。

im la vortat, an fiasat.

ただしこのとき主節の -at は文脈から明らかとして省略されることがある。つまり fiasat → fias でもよい。 
あくまでこの現象は「自明なので主節の時制を省略した」であり、時制の一致が起きたわけではない。主節
の時制が従属節の時制に振り回されることはない。時制が落ちるという結果が同じであっても、理屈が異な
る。

・主節が未来で従属節も未来の場合

同じく時制の一致が起こる。

an vort sil im la fias（彼が生まれる頃には私は死んでいるだろう）：vort sil は不可。

同じく従属節が前に来ると時制の一致は崩れる。

im la fias sil, an vort sil.

ただしこのとき主節の sil は文脈から明らかとして省略されることがある。 
あくまでこの現象は「自明なので主節の時制を省略した」であり、時制の一致が起きたわけではない。主節
の時制が従属節の時制に振り回されることはない。時制が落ちるという結果が同じであっても、理屈が異な
る。

・主節も従属節も過去だが、2つの過去の間に時間差がある場合
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いわゆる「大過去」である。この場合、時制の一致は起きない。

an kut la vortat（私は彼が死んだと言った）

「言った」のも「死んだ」のも過去のことだが、「死んだ」ほうが「言った」より前の出来事だから、従属節
は無時制にならない。vort を vortat にすれば大過去を表せる。had been などを使わなくていいので、大過
去の表現は英語よりシンプルである。

ところでこのとき従属節を前に持っくると、yul la vortat sol an kut になる。 
このとき「時制の一致が崩れて vortat になった」のか、あるいは「vort と ku の間に時間差があって元々 vo
rtat だった」のか区別できなくなる。

時制の一致が崩れた場合だと yul la vortat sol an ku と言える。上で述べた「自明なので主節の時制を省略
した」というやつである。 
一方、vort と ku の間に時間差がある場合は kut を ku にできない。kut のままである。この現象を用いてど
ちらのケースか判別することができる。

なお、この件は未来形にも同じことが言える。

・動詞が etの場合

les sakat vortmain lamel et evoan（最初の死体を見つけたのは警備員だった）

アルカの le は接続詞である。le 節は機能上は形容詞節になる。分かりやすく英語的な言い方をすれば関係
詞節である。 
le 節は従属節の一種である。従って時制の一致が起こる。

この文の場合、従属節は過去である。では主節はどうか。 
死体の発見者は警備員なわけだが、ふつう職業は毎日ころころ変わるわけではないので、et が妥当である。
ニュアンスは変わるが、lut でも tur でも構わない。

もし彼がもう転職していたら、ses なり at なりを使う。ses は主観で使うことが多いので、地の文なら at の
ほうが良いだろう。

・時制の一致が起こるか否かは、認知主体がふたつの出来事の間に時間差を認めるかどうかによる

上の例文とは異なり、「最初の死体を見つけた人は警察に連絡をした」という文だったら主節も過去になる。 
次の文では les から始まる従属節が主節の前に来ているので、時制の一致が崩壊している。

les sakat vortmain lamel oktat tu soda a nain.

もし従属節が後ろに来るような文ならどうなるだろうか。

evoan keklat nainan man sak vortmain（警備員は死体を見つけたので警察官を呼んだ）

時制の一致が起き、sakat ではなく sak になる。

ところで死体を見つけたのも警察を呼んだのも過去のことだが、厳密に言えば死体を見つけたほうが警察を
呼ぶより前である。 
だから同じ過去でも、死体を見つけたほうが過去である。いわゆる大過去である。従って evoan keklat nai
nan man sakat vortmain と言うこもできる。

主節と従属節の時間が全く同時というケースは現実には稀である。2 つの時間が同じかどうかは認知主体の
判断による。 
言語における時間というのは認知主体による主観的な捉え方によって表現されるものだから、話者が「だい
たいこの 2 つの出来事は同じくらいの時間に起きただろう」と思えば時制の一致が起こるし、たとえ 1 秒の
差しかなくても「片方の出来事のほうが前だ」と思えば大過去が使われる。 
従って evoan keklat nainan man sak vortmain になることもあれば、evoan keklat nainan man sakat vor
tmain になることもある。そこは認知主体がふたつの出来事の間に時間差を認めるか否かという捉え方に帰
結する。

・主節が過去で従属節が現在の場合

以下は主節が現在形で従属節が時制の一致を起こして無時制になっている文である。

selan le xookor a xok eelik al an. 互いに会話していた者たちが私の方を向いた。

これを主節が過去で従属節が現在に変えるとこうなる。

selan le xookat a xok eelik tur al an. （先ほどまで）互いに会話していた者たちが（今）私の方を向いた。

動詞マーカー
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接尾辞 -(e)m は動詞マーカーとなり、行為無相を示す。 
em は動詞であると明示するときに使う。

例えば文法説明中に使う。 
英語だといちいち動詞であると明言するときは to hit とするが、to が来て単語でなく句になってしまうの
が不恰好だと学生時代に思ったことがあるだろう。 
単語なのに句にしないと動詞と言えないからだ。 
アルカの場合、som, setem, badem などとする。

また、siina などの例外動詞の行為無相は常に em が付く。

さらに、形容詞を動詞にした形容動詞にも em が付く（実際には付かないことも多い）

sam（新しい）→ samem（新しくする）

複合時制

頻度は多くないが、複合時制がある。

過去＋現在：sot tur

過去＋未来：sot sil

現在＋未来：so tur sil

過去＋現在＋未来：so lut

知覚動詞の自発性

曇っている夜に月が見えないとき、an in vil xelt と an ins vil xelt のどちらが正しいだろうか。 
日本人は前者を言いやすい。アメリカ人は ins を see で覚えているだろうから、I can't see の発想で後者を
選ぶだろう。

an in vil xelt だと、2 つの可能性がある。

1: 私の目が悪くて、見ようとしても見えない。 
2: 目隠しやビルなどの遮蔽物があって、見ようとしても見れない。

なお、同じ遮蔽物でも曇っていて月が見えない場合は ins vil が適切。使い分けに注意する。 
ただし、天体観測をしているときに曇っていて月が見えない場合は、わざわざ見ようとしているのに見えな
いので、in vil ということもある。

要するに、in と ins の違いは自発性の有無である。 
ter と tem も同様である。 
toan と toa も同様である。

スピーカーの音が小さすぎて何も聞こえないときは tem。 
スピーカーが音を出しているか検査しようとして、小さい音を注意して意識的に聞く場合は ter。 
対象は同じスピーカーの音であっても、自発性の有無によって用法が分かれる。

移動動詞

移動動詞には

come のような直示的なもの、 
arrive, reach のような有界的な有方向移動動詞、 
ascend,descend,fall のような非有界的な有方向移動動詞がある。

また、移動の様態を伴う移動様態動詞があり、

run のような動詞と、 
roll のような動詞に分かれる。

（影山 et al.(2001)pp46-48）

アルカでこれらのことを見てみよう。

1:直示
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いわゆるダイクシスである。kor, luna など。

yul: 着点 
it: 起点 
var: 中間経路

2:有界的な有方向移動動詞

luko, vatl など。

yul: 着点 
it: 起点 
var: 中間経路

3:非有界的な有方向移動動詞

ascend や「上がる」に対応する語はアルカに存在しない。 
自動詞がないので、「上げる」しかない。「上がる」は語彙でなく統語的な操作で表現する。

an nek gek（私はボールを上げる） 
gek ik nek（ボールが上がった）

非有界的な有方向移動動詞を見るとどれも自動詞である。 
これらを他動詞に変えると「上げる」「落とす」「進む」などになる。 
そしてこれらは移動動詞ではない。 
従ってアルカには非有界的な有方向移動動詞は統語的手段のみによって表される。

gek ik nek a kib var jina it ako（ボールは地面から宙を通って棚へ上がった）

4:run 動詞

累積動詞、不定動詞などと呼ばれる類の動詞。 
lef, luk, left など。

yul: 中間経路 
it: 起点 
al: 着点

格組の差に注目したい。yul は着点ではない。 
ゴールがないので、運動ではあるが、移動とは限らない。 
この種の動詞が al を持つと定動詞の移動動詞になり、al を持たないと不定動詞のいわば運動動詞になる。 
従って run 動詞は純粋な移動動詞ではない。

純粋な移動動詞ではないことが次の表現に影響を与える。

(1) I go to the station = an ke lopn

(2) I run to the station = an lef a lopn

(3) I run out of the room = an rik it ez lefel

(1) は移動動詞 ke。 
(2) は定動詞としての lef。 
(3) は不定動詞としての lef。

(3) は部屋から出た後のゴールなどないので、非有界であり、不定動詞である。 
この場合、lef は「運動動詞」であり、移動動詞でない。 
従って移動様態動詞という名前の「様態」の部分が強調され、動詞から外れて副詞となる。様態を示すためだ。

5:roll 動詞

roll,float にあたる動詞だが、アルカにはない。

run 動詞は生物による意図的な動作を示すが、roll 動詞は無生物に特徴的な移動の様態を表す。影山 et 
al.(2001)p.48

7 相体系のアルカでは、左 5 相の行為動詞と、右 5 相の状態動詞に分かれる。 
左 5 相は行為動詞なので「生物による意図的な動作」は示すが、「無生物に特徴的な移動の様態」は示しにくい。 
従って、「転がす」と「転がっている」なら、「転がす」が左 5 相になり、「転がっている」が右 5 相になる。 
そして「転がる」は左 5 相である他動詞を統語的手段によって自動詞に変えて表現する。

pix: 転がす 
pixes：転がっている 
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et pix：転がる

さて、語彙としては pix（転がす）が存在するだけで、転がすは移動動詞ではない。 
従ってアルカには roll 動詞はない。

(4) The rock rolled = tad at pix 
(5) The rock rolled down the hill = tad ket waka pixel

(4) と (5) で pix の品詞が変わっていることに注目。 
(5) では完全に様態化している。 
(4) は運動動詞として捉え、移動については考えていない。だから at pix が使える。 
しかし (5) は丘を下るのくだりがあるため、非有界ながら移動の要素が見える。そこで pix は副詞になる。

・まとめ

アルカの移動動詞の格組はわずか 2 種。

lef, luk, left など。

yul: 中間経路 
it: 起点 
al: 着点

と

lef, luk, left など。

yul: 中間経路 
it: 起点 
al: 着点

である。 
しかもこのうち純粋に移動動詞なのは前者だけである。

自動詞を統語的操作で表現するため、roll 動詞などの自動詞が語彙として存在しない。 
他動詞にすると「転がす」になり、もはや移動動詞ではなくなる。 
そのため、アルカは移動動詞が少ない。

例文から分かるとおり、移動が表現できないという意味ではない。 
移動動詞という形で移動を表現することが少ないという意味である。

影山 et al.(2001)『日英対照 動詞の意味と構文』大修館書店

副詞の順序

1: 方向 :tau ke（買いに行く）など 
2: テンス :luna sil（行くだろう）など 
3: アスペクト :esk sat（雨が降りそうだ）など 
4: ムード（モダリティ）:ke lax（行きたい）、ke van（行こう）など 
5: ヴォイス :bad yu（叩かれる）など 
6: その他 :me（もう一度）、em（～になる）、xal（～のままだ）など

無理に副詞をつなげると、こうなる。

miik tau ke sil sat sen yu em an（リンゴが買いに行かれるようになりそうだ）

ただし、実際には、ありえない。

性質と状態

la et lol だと、「彼は面白い人」なのか、「彼は面白がっている」なのか、分からない。 
そこで、前者を lolan としようとした。19 年末の数カ月前にセレンが主導で指示した。 
しかし、一向に広まらなかった。相変わらずアシェットは区別なく lol と言うので、なぜだろうと考えた。

言ってみれば、scaring と scared の区別のない言語ということだ。 
日本語と同じだ。なぜ西洋人が多いのにこうなっているのだろう。 
恐らくアルカの言語的な性質が、西洋人の感覚を矯正しているのだ。
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「もう大丈夫、君は安全だ」と「この車は安全だ」の安全は意味が異なる。 
前者は君が誰かに守られたり敵のいないところにいることを意味する。 
後者は車が運転手に危害を加えることがないことを意味する。車自体が守られるわけではない。車は恐らく
壊れるが、それでも人を守るという意味である。

ふたつの「安全」は意味が異なる。なぜだろう。 
よく見ると、前者は状態で、後者は性質である。 
これが一番の違いである。日本語もアルカも状態と性質を単語レベルで区別しない。

ところで、アルカでは scaring と scared の区別がない。 
英語のように veman と vemol と言い表せるが、実際にはそのように言わない。 
la et vem と言ったとき、「彼は怖い人」なのか「彼は怖がっている」なのか、区別できない。 
どうしても区別したいときは、前者は la vem el ないし la et veman、後者は la na vem と言う。

英語では分詞で区別をするが、なぜアルカでは同じ手法が好まれないのだろうか。 
la et veman は厳密には「彼は何かを怖くさせる人だ」という意味である。 
さらに厳密に言えば、「彼は何かに怖いという性質 or 状態を与える人だ」という意味である。

このとき、「怖いという状態を与える人」の意味で使えば、この veman は scaring の意味になる。対象が怖
い状態になる以上、彼は怖い人ということになるからだ。 
しかし、「怖いという性質を与える人」の意味で使えば、この veman は scaring でない。つまり、彼がカミ
ナリオヤジみたいな人という解釈はありえなくなる。 
ちなみに怖い性質を与えるというのは、例えば絵描きがヤギに悪魔の角を付けて怖くさせるような場合に使
う。この場合、絵描き自体がカミナリオヤジということではないので、scaring にならないというわけである。

veman には「状態」と「性質」の解釈があるが、性質の解釈の場合は「怖い人」の意味になれない。 
そのため、veman で「怖い人」を表現するのは曖昧で、好まれない。 
恐らくその語感がアシェットにあったため、セレンが無理に veman や lolan という表現を主導しても、違
和感を感じて従わなかったものと思われる。

さて、la et vem の vem はというと、アルカでは状態と性質の区別がないので、これは状態にも性質にもな
れる。 
状態の場合、彼は怖がっていることになる。性質の場合、彼は怖い人という意味になる。

英語では分詞で「怖い人」と「怖がっている」を分けている。これは動詞の能受で分ける方法である。 
一方、アルカは性質と状態で「怖い人」と「怖がっている」を分けている。日本語も同様である。 
そして幻日ともども、性質と状態を言い分けないため、la et vem や「彼は怖い」だと解釈が揺れることになる。

ここまで見ると、「怖い人」と「怖がっている」の使い分けは、2 種類あることが分かる。 
1 つは英語のように、能動と受動で使い分ける方法。 
1 つはアルカや日本語のように、性質と状態で使い分ける方法。

どうも言語にはこの 2 種類があるのではないか。 
前者の場合、コト語として捉えている。あくまで動詞として捉え、動的に捉えている。 
後者は逆で、あくまで静的なものとして捉え、それを性質と状態に振り分けている。

なお、日本語もアルカも性質と状態を単語レベルで区別しないため、解釈に曖昧性が生じる。 
だが、これは性質と状態を分ける言語は曖昧だということではない。 
性質と状態に区別することが問題なのではなく、その後両者を区別するか否かの問題である。

同じく、能受で区別する言語も、能受で区別するから明晰だというわけではない。 
能受で区別した後に、両者を表現しわけるかの問題である。 
むろん、性質と状態を言い分ける言語もあるだろう。逆に能受を言い分けない言語もあるかもしれない（実
際には考えづらいが）。

否定の度合い

tu et rat merel を「100% 良い」と数値化して数直線で考えると図の１のようになる。

「全然良くない」、つまり「0% 良い」は２になる。 
これは「0% 悪い」と論理的には同義であるが、日常言語としては tu et yam yuul と比べてニュアンスの違
いがある。

「0% 良い」を通り越してむしろ「-100% 良い」すなわち「100% 悪い」は３になる。yuu と gast の違いに注意。

１の et を否定して en et すなわち de にすると４になる。これは「100% 良いということは少なくともない」
という意味である。 
そこそこ良いかもしれないし、悪くないことを一切保証していないので、場合によっては悪いかもしれない。 
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それゆえ変域は -100 ＜＝ x ＜ 100 である。

１の副詞部分を否定すると５になる。 
tu et rat の部分は既に肯定されているので、良いことには違いない。しかし良さが少なくとも 100% ではない。 
そのため、変域は 0 ＜ x ＜ 100 となる。0 が入らないのがポイント。

① tu et rat merel. 
② tu et rat yuul. 
③ tu et rat gastel. 
④ tu de rat merel. 
⑤ tu et rat en merel.

訳す際、注意すべきは gast と yuu。日本語の場合、「全然～ない」など、成句を使って示す。 
en merel や de mer の場合は取り立て助詞「は」を使い、「完全に良くはない」のように訳す。 
一方アルカの場合、en, mer, yuu, gast など、副詞を使って統一的に示す。

なお、文法的には１，２，３は肯定である。 
４は全部否定である。５は部分否定である。

● yuuと gastが等価なケース

「猫を飼っているか飼っていないか」は 0 か 100 かの二値である。 
一方、「彼はお金を持っているか」の場合、ふたつに分かれる。

一円でも持っているかどうかという意味ではむろん二値であるが、日常的にはこの文は「お金持ちかどうか」
の意味で使われる。 
凄く持っている場合は 100 であるが、多少持っている場合は 0 と 100 の間であるため、二値ではない。 
従って、lu til gil の変域は 0 ＜ x ＜＝ 100 である。

ところで、「0% お金を持っている」は「お金を持っていない」と同義なので、0% の地点は lu si gil と同義である。 
tu et yam merelは数直線上で-100%の位置だったが、lu si gilは-100%が存在せず、0%で行き止まりである。 
従って、このような数直線の場合、yuu と gast は等価となる。

すなわち、lu til gil merel が 100% を指す一方で、lu til gil yuul と lu til gil gastel と lu si gil は論理的には
等価ということになる。 
むろん、これらはそれぞれニュアンスが異なる。

部分否定と全部否定

動詞に否定がかかると全部否定になる。

la en ket felka.

それ以外に否定がかかると部分否定になる。

en la ket felka ←彼以外の誰かが行ったことになる

全部否定を文と論理式で示すと次のようになる。

ardu en ke felka im velm.

￢ ke(ardu, felka, velm)

これを疑問文にすると次のようになる。

ardu en ke felka im velm mian?

( ￢ ke(ardu, felka, velm) ∧ mian?)

このように、全部否定は文頭純詞や文末純詞の類にはかからない。

・純副詞の否定

「簡単には理解できない」は loki vil sofel ではなく、en loki sen sofel である。 
前者では「簡単に理解できない」というおかしな意味になる。あまりに難しすぎてすぐに理解することを諦
めてしまったという冗語的な意味に取られる。

vil は en sen であるため、loki vil は loki en sen に等しい。en が sen にかかっているので部分否定である。 
en loki sen の場合は en が動詞 loki にかかっているため、全部否定である。そのため、意味が異なる。

アルカの NA 構造は変化するか
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アルカは SVO の NA 言語である。

松本『世界言語への視座』p215 によると、SVO を持つ 484 言語のうち 323 語が SVO PR NG NA 構造を持つ。 
これはロマンス諸語やインドネシア語が入る。

このうち NA が AN となるものは 42 で、印欧諸語が例に挙がっている。 
英語がこの構造なので、日本人には馴染み深い。 
だが意外なことにこの構造は上記の 8 倍もレアである。 
つまりアルカのほうが頻出する構造ということになる。

ロマンス諸語というとフランス語がそうだが、フランス語も grand など、一部の形容詞は前置される。 
アルカも同じで、否定を示す語や指示語などは前置される。 
たとえば否定は文の真理値を逆転させてしまうので、なるべく早く聞き手に知らせる必要があるためである。 
歴史的経緯ではなく、伝達効率を考えて作られている。

特殊な理由があって前置しているので、これがほかの語に及ぶことは考えづらい。 
松本の頻度をとってもそれが自然である。SVO だと形容詞は後ろに来るほうが自然だ。 
また、形容詞を前置したら今度は関係詞節も前置したくなる。 
ところが英語でもそうなとおり、関係詞節を前に持っていくのは違和感がある。

確定条件と非確定条件

アルカには確定条件と非確定条件がある。 
確定には im（～するときに）、非確定には ol（もし～なら）などを使う。

確定：ke das tu ate IM ti ke arbazard.（アルバザードに行ったときに、この店に寄ってください） 
非確定：ke das tu ate OL ti ke arbazard.（アルバザードに行ったら、この店に寄ってください）

アルバザードには行くことも行かないこともできるので、この 2 つの文の違いは明瞭である。 
一方、確定と非確定の差が明瞭でないこともある。

an ke vil IM kest.（明日なら行けません） 
an ke vil OL kest.（明日なら行けません）

明日というのは誰にでも来るものなので、「明日になる」という条件は常に真にしかならない。 
条件が常に真、あるいは常に偽の場合、確定条件と非確定条件の差はなくなる。 
つまり、どちらを書いてもよい。この点に注意すべきである。

過去命令形

日本語は過去命令形がない。「来い」とは言えるが、「来てたろ！」とは言えない。「あのときお前は来てい
るべきだった」というような表現になり、命令にはならない。 
筆者は個人的に日本語の過去命令形を使うことがある。「言ってたろ！」＝「言えの過去」のように。 
恐らく多くの日本人は「言っとけよ」のような、「～しておけ」を使って過去命令形を示すのではないか。

アルカには過去命令形がある。過去形の前に re を付けるだけなので、自然と過去命令形がありえるわけだ。 
re sat は「準備しろ」だが、re satat は「（あの時点でちゃんと）準備しとけよ！」の意味になる。 
命令というより、｢ 反実糾弾 ｣ とでも呼ぶべきものであろう。実際にはやらなかったことへの糾弾である。

なお、未来命令形やアスペクト付の命令形もある。

例：re ke sil. 後で行ってよ。 
例：re sates. 準備しといてよ。

自己命令形

アルカは命令文の主語に自分を取ることができる。 
クーノステイラを文末に付けて使うと、「～してほしい？」の意味になる。

例：an mir lad dunex? 俺に夕飯作ってほしい？

「～してほしい」は丁寧な言い方なので、re より mir のほうが合う。 
re だと、「俺に夕飯作れってこと？」のような語調になる。

クーノステイラをつけないと、自分への命令になる。

例：teolo, an re fel ranel! 俺のバカ、ちゃんと勉強しろよ！
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ほかの命令形と自己命令形を合わせることもできる。

例：qp, esk xa! teo, an re meldes esn! あっ、雨だ。しまった、傘持ってきとけよ、俺！

定義動詞

「意味する」「～である」「～はいくらである」など、行為でも状態でもなく、「主語は目的語である」と定義
するための動詞がある。 
アルカでは順に eks, et, gart である。 
ほかに mols（時間はいくらである）などもこの類である。

eks は行為動詞としては「意味するようになる」という意味を持つ。 
状態動詞として「意味するようになっている」つまり「意味する」に等しい。

従って「男でないは女を意味する」という文は本来的には en vik ekses min となる。 
しかし eks を行為動詞の意味で使うことはまずないため、siina などと同じく例外動詞とする。 
つまり、無標が状態動詞になる。 
ゆえに、en vik eks min でよい。

このことはほかの動詞にも言える。 
だが、言えないのがひとつある。繋辞である。

繋辞は「～になる」が行為動詞としての意味であり、「～になっている」が状態動詞としての意味である。

しかし、「～になる」は be ではなく become に当たるものだ。アルカで言えば et でなく em に当たる。 
そこで気付いたのだが、es というのは em の状態動詞なのだろう。

今までは et が行為動詞で、その影響相が etes だが、繋辞の場合は特別に et を略して es にしていた。 
つまり es の原形は etes だ。es はあくまで et の影響相だ。 
だが、行為動詞の意味を考えると、es の原形は em（～になる）のはずだ。

では、et はどこに行くか。 
これが純粋な定義動詞として残ればいい。状態ではなく性質を現す繋辞だ。 
例えば「これは一時的に濡れている」という状態を表すなら、tu es eves。 

「私は女だ」という性質を指す場合は、恒常的な定義なので non et min。

性質と状態を言い分けられるのは、従って繋辞のみになる。 
意味するなどの動詞では、状態動詞を以って定義動詞とするため、性質と状態の差がない。

恐らく eks や mols などの動詞に性質か状態かの区別はいらない。 
だが、繋辞には必要だ。川が枯渇していて恒常的に乾いているのと、日照りで一時的に乾いているのでは意
味が違う。 
一方、あるものの性質によって意味していることと、あるものが状態として意味しているということの区別
は、あまり日常的に必要とは思えないからだ。

et と es の違い

道を歩いていて、干上がった川を見た。このときは――

tu erei et evi

――が良い。

一方、濡れた服が乾いている場合――

tu sab es evi

――が良い。

この違いはなぜ起こるか。 
et は性質、es は状態を表すからである。 
川が一時的に干上がってるなら es だが、元々干上がっていて変化の見込みがない場合、もう状態ではなく
性質と見てよい。 
従って et を使う。
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では、なぜ性質なら et で状態なら es なのか。 
et はアスペクトがない。動作の局面がない。そのため、静的である。 
一方、es は影響相である。動作の局面がある。そのため、動的である。 
従って、et が性質で、es が状態を表す。

相副詞と時制副詞

アスペクトの代理をする副詞がある。

例えば moa（既に）は意味の上では影響相を持つはずである。 
だが、逆に言えば影響相を持つと分かっているので、わざわざ es を付ける必要がない。 
従って、an ku soa に「既に」を付ける場合、an kus moa soa でなく、an ku moa soa でよい。

このように、相を代理する副詞がアルカにはある。 
これを相副詞という。

同様に、rask（かつて）は過去に決まっているのだから、an kut rask tu ではなく an ku rask tu でよい。 
この場合、時制を副詞が代理しているので、時制副詞という。

siia（～したことがある）も時制副詞である。 
an in siia tu でよい。inat にはしない。

複合語中で左の形態素は格と品詞情報を失う

単語レベルではアルカは格と品詞情報に詳しい。 
同じコト語 set が目的語に来たとき、その形は実に多彩だ。

set：受動名詞（殺されたもの） 
setol：対格動形名詞（殺されるもの）ないし殺されるような 
setan：主格動形名詞（殺すもの）ないし殺すような 
setels：普通動名詞（殺すこと） 
setont：自発動名詞（天災などが人を殺すこと） 
setast：再帰動名詞（自殺）

このように、品詞情報や格情報が細かい。 
この性質は複合語でも当然言える。 
だが、複合語の格と品詞情報は一番右に来ている形態素によって決まる。 
左の形態素は情報を失う。

例えば vassais（塹壕）。モノ語である。名詞である。 
sais が名詞なので、vassais も名詞である。vas は情報を失っている。

vas は「戦う」という意味の動詞だが、動詞の位置に来なければ受動名詞「戦われた相手」という意味になる。 
となると vassais は「戦われた相手の溝」になり、塹壕にはならない。

「戦いの溝」としたければ、vas を動名詞にして vaselssais にしなければならない。

だが、冗長だ。

複合語全体としてはひとつの単語なので、単純語同様、細やかな格品詞情報が必要だ。 
だが、複合語の内部となれば話は別だ。必要なのは右側の形態素の格品詞情報だけだ。 
左がどうなろうと、右が複合語全体の情報を決める。言い換えれば左の情報はどうせ使用されずに捨てられ
る。

となれば語形が短いほうがいい。 
複合語の場合、形態素の持つ概念の中からその形態素の格品詞情報を想像する。 
例えば vassais の vas は el vas el kon sais という文における vas のことなのだろうなと考える。 
同じく vaska の vas は el vas el ka ka という文における vas のことなのだろうなと考える。

vas の格品詞情報がどうであれ、単語全体の情報を決めるのは sais や ka である。 
従って、左に来る形態素は情報を失ってよい。むしろそのほうが単語が短くなって効率的である。

形態素同士を掛け合わせるときは概念同士を掛け合わせ、意味の通る組み合わせを想像する。 
ここには人間の認知や常識を利用する。

だが複合語全体の格品詞情報は単純語と同じく細やかに管理する。 
そしてその情報を決定するのは一番右側の形態素である。
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派生語

派生語は規則的に生成できたほうが、負荷が軽い。 
派生語には品詞を変えるもの（cloud, cloudy）や、意味を拡張するもの（sugar, sugarless）などがある。

品詞を変える派生

・名詞→動詞

１：何もつけないパターン

名：bezn（モップ） 
動：bezn（モップがけする）

２：死生動詞を使う

ar bezn（モップをかける）

・名詞→形容詞

接尾辞 te

esp（雲）：espte（曇りの）

・形容詞→動詞

接尾辞 em。ただし省略するのが通常。 
「～化」という名詞用法にしたい場合は em は省略できない。

kaiem（大きくする）

この em は省略できるが、「巨大化」という名詞用法の場合は em を外せない。

・形容詞→名詞

-ati。開音節では ti。

lisati（小ささ） 
kaiti（大きさ）

・動詞→名詞

１：動名詞系

els（普通） 
ont（自発） 
ast（再起）

このうち els は省略するのが通常。eiv（決闘）など。

２：動形名詞

an（主格） 
ol（対格）

setan（殺し屋） 
setol（被害者）

通常 ol は省略。

・動詞→形容詞

１：動形容詞

an（～するような） 
ol（～された）

lan kean（行く人） 
miik kuiol（食べられたりんご）

ol は省略もしうる。

２：te

jikte（滑りやすい）
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動詞→形容詞→名詞という合わせ技も可能。

jikteti（滑りやすさ）

意味拡張の派生

daz（接尾辞。～にふさわしい。trustworthy などの worthy に相当）：setdaz（死に値する）、hakdaz（称賛
に値する） 
di（接頭辞。～ full）：dimiyu（変化に富む） 
kalo（接頭辞。～ less）：kalomiyu（変化に乏しい） 
xa（接頭辞）：xagart（有料） 
mi（接頭辞）：migart（無料）

注）xa,mi は di,kalo と同じく形容詞的に使っている。 
　   本来 garttil などと言うべきところを、xagart と言っている。 
　   garttil が煩雑なのと、「母なし」などの意味を表わすときは laalsi よりも milaal のほうが理解しやすい
ため。 
　   xa は静的な動詞であるため、特別に派生語中では形容詞として使われ、til に相当する意味を持つ。 
　   派生語では形容詞的な接頭辞として働くことに注意。

語彙・辞書
幻日を巧く使う方法

●検索の極意

・ひらがな・カタカナ・漢字を組み合わせて調べる

ひらがな・カタカナ・漢字を組み合わせて調べるとヒット数が上がります。 
「リンゴ」で調べてヒットしない場合、「りんご」や「林檎」でも試してみてください。

・タグ検索

［医療］［動物］［植物］［生物］［名詞］［動詞］［形容詞］など、辞書にはたくさんのタグがあります。 
これらのタグを全文検索で調べると、医療関連の単語がリストアップされます。分野ごとに調べるのに向い
ています。 
タグの一覧は辞書の凡例の中にあります。凡例は見出し語検索で「凡例」と引くと調べることができます。

・用例検索のメリット

用例検索は文化欄や語法欄を無視して成句や用例だけを探してくれるので、全文検索に比べて検索結果を
絞ってくれるのが便利です。 
語学のライティングの上達法は、正しさを保証された用例を使い、用例中の単語を挿げ替えて自分の文にア
レンジすることです。いわゆる英借文ですが、このメソッドは非常に有用です。ですので積極的にお使いく
ださい。

用例検索のもうひとつのメリットは、「一度に色々な単語から用例を探せる」ことです。 
例えば hino yul sa lat（すんでのところで耐える）という成句は、lat の項に記載されています。hino から
では引けないのです。 
旧版は全文検索で lat を引いて全文を目でチェックするか、あるいはそもそもこの成句が lat に載っているこ
とを知っていなければなりませんでした。どちらも非現実的です。 
用例検索を使えば、hino で調べても lat の項が表示されます。しかも全文検索と違って結果件数も抑えられ
るので、目視ですぐ見つけられます。

このことは成句だけでなく用例にもいえます。雨は esk ですが、esk という単語は esk の項以外でも頻出し
ます。 
今までは esk を使った用例は esk の項でしか読めませんでしたが、今回からは ai（ついに）や and（～して
いる）なども表示され、esk の細かい使い方やコロケーションまで分かるようになりました。

・サジェスト機能を使おう

「来る」は luna ですが、「来た」は lunat です。lunat を引いても辞書には載っていません。活用形だからです。 
同様に「強い」は vien ですが、「強く」は vienel です。これも活用形なので載っていません。 
しかし特に初心者の方は活用形を元の形に戻せないため、単語が辞書に載っていないと判断したり、単語の
原形に辿りつけなかったりして、『紫苑の書』などを諦めてしまうことがあります。
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幻日辞典には単語の元の形を提案する機能があります。「見出し語検索」で「あいまい検索のチェックがオフ」
のときに、このサジェスト機能をご利用いただけます。 
例えば「見出し語検索」で「あいまい検索オフ」にして lunat と引いてみると、「もしかして動詞 luna の過
去形？」とサジェストされます。ぜひご利用ください。

サジェストの対象は「過去形、経過相、完了相、継続相、反復相、過去経過相、過去完了相、過去継続相、
過去反復相、再帰分詞、自然分詞、主格分詞、対格分詞、副詞、程度、形容詞の属格」の 16 種です。 
動名詞は頻度が低く、また分詞にも通ずるため、対象から除外しています。まず引くことのないものまで対
象にしてしまうとサジェストが邪魔に感じられるためです。 
xafal（責任者）など、主格対格以外の格からなる名詞も対象外です。xafal などは数が少ないので見出し語
として独立させてあります。 
名詞の属格はあらゆる名詞に存在し、数が多すぎてサジェストが煩雑になるため、対象外としています。

・括弧付きの見出し語

アルカにも同音異義語があります。また、人名は同名の人が複数いることがあります。 
例えば ridia はアルカでよくある名前なので、ridia, ridia(2), ridia(3) のように見出し語に括弧が付けられて
います。 
見出し語検索で ridia と入れたとき、ridia(2) なども拾わないと困ります。 
そこで見出し語検索では括弧を入れなくても、ridia だけでなく ridia(2) や ridia(3) も検索するようになっ
ています。

・シソーラス検索

訳語検索で検索窓に日本語でなくアルカを入れると、類義語と反意語などの関連語を調べることができます。 
例えば min で引くと女性を意味する関連語が検索できます。そのため関連語欄は "," でなく「、」で区切って
います。 
類音やアクセントも合わせて検索されます。あいまい検索をオンにすると挙動が変わります。

・連続で検索する

慣れてくると連続でバンバン検索したくなります。 
このとき、いちいち検索欄を手動で空にして次の検索語を入力するのはとても面倒ですよね。 
そこで検索後は自動で検索欄が選択された状態にしてあります。 
この状態で次の単語をキーボードから入力していけば、すんなり古い検索語が消えて新しい検索語を入力で
きます。

・誤字でも引ける

二言語辞書というのは引かれる側（アルカ）は正確である必要がありますが、引く側（日本語）はそうでは
ありません。重要なのは目標の単語に到達させることです。 
シミュレーションをシュミレーションっていう人いますよね。僕もそうです。 
大切なのは何が正しいかではなく、ユーザーが無事 sinx という単語に辿りつけることです。そこで幻日辞
典では誤字や誤記もあえて載せています。 
カタカナのほかに、間違った漢字や漢字の読みも載せていることがあります。「ん？こんな日本語ないぞ！？」
と思っても、そういう事情ですのでご安心を。

●見方の極意

・［副詞］を補完しよう

たいていの形容詞は -el を付けて副詞にできます。 
ですのでいちいち［副詞］と書いていないものは多くあります。書いてなくても -el を付ければ副詞として使え
ます。 
逆に［副詞］タグが辞書に書いてある場合、その副詞は形容詞と少し意味や訳語が異なっているというケースが
多いです。

・重複する人名に注意

これを書いている僕はセレンといいます。 
やっかいなことに、同じ名前の人物が神話にもいます。この人は神話の世界でも人工言語を作ったりと、多
少僕とかぶることがあります。 
辞書で「セレンが～」と書いてある場合、現実のほうか神話のほうか文脈で判断する必要があります。 

「剣で～」とか「魔法で～」とか「イムル何年に～」とか「rd（アルディア）で～」などといった記述があ
れば神話のほうです。

・動詞の文法は格組に従う

動詞 met を調べると、「yul を a へ落す、落とす、落ちる、落下する」とあります。 
「yul を a へ落す」ですから、an metat miik al ako i zom（私は木から地面にリンゴを落とした）のように
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使います。 
訳語欄に「落ちる」とあるからといって、「私は木から落ちた」を an metat i zom にしてはいけません。こ
れでは「私は木から何かを落とした」という意味になります。 
動詞ひとつに対して格詞はあくまでひとつです。「yul を a へ落す」という形を使ってください。

上記の場合、自分でわざと落ちたのでなく自然と落ちたので、「自然が私を木から落とした」と考え、el me
tat an i zom とします。 
その上で実質的な主語の an を文頭に持ってくるために繋辞型自動詞を使い、an at met i zom とします。

つまりアルカには「落とす」はあっても「落ちる」はないのです。「落ちる」は文法的に示すだけです。 
ではなぜ辞書の語義欄には「落ちる」を載せているのでしょう？これは単に検索に引っ掛かりやすくするた
めです。 

「落とす」でユーザーが調べてくれるとは限りません。このままだと「なーんだ、この辞書には落ちるも載っ
てないのか！」と思ってしまいますよね。

同じく「眠る」は mok ですが、本来は「眠らせる」という意味です。 
「私が寝る」のは「私が私を眠らせる」に等しいので、an mok nos です。この nos を省略して an mok にします。

「落ちる」も「眠る」も日本語では自動詞ですが、前者は繋辞型自動詞、後者は再帰型自動詞になります。 
自然とその自動詞の状態になった場合は前者で、自分（主語）の意思でその自動詞の状態になった場合は後
者です。 
意味ごとに使い分けるので、辞書にはどちらの型だとか自動詞だとか他動詞だとかいったことは書いてあり
ません。場面に応じて使い分けましょう。

例えば母親が赤ん坊を寝かせるのなら、laal mokat nana のように本来的な他動詞として使います。

・旧版幻日辞典との違いは？

新版には用例検索・短縮表示・もっと読む機能・頭文字検索機能などが追加されています。 
旧版にあったページ機能は使いづらい上に検索数も最大 1000 件に限定されており、［動詞］などを調べきるこ
とができませんでした。そのため、新版ではもっと読む機能や頭文字検索機能に取って代わられました。

新版は文字コードが utf8 なので、sjis にあった 5C 問題という文字化けが起こりません。ユニコードなので
海外からでも閲覧できますし、日本語環境がない状態でも使えます。 
旧版の 5C 問題はプログラムで回避していましたが、それでも本文検索で例えば「鞄」を調べると文字化け
しました。他にも多くの文字で化けました。これが致命的な欠陥で、2011 にゼロから新版を作ることにな
りました。

幻日辞典の書式のアプリオリ性

幻日辞典の書式は独特で、英和辞典などとはしばしば異なっている。これには理由がある。 
もともと紙でなく電子辞書からスタートしているので、紙辞書の古い書式を踏襲せず、アルカに合ったオリ
ジナルの書式が作れた。 
なお、幻日辞典は地球の辞典なのでアトラスの歴史に関わらないため、いきなり電子辞書からスタートして
もかまわない。

ただ、大御所の英和と異なっていると、それだけで幻日が間違っているかのような印象を与えかねない。 
そこで幻日の書式と英和の書式を比べてみる。書式を比べることで、幻日の書式がアルカに適しているかど
うか検証できる。

●幻日書式

aav 
［名詞］鎖、チェーン 
［動詞］yul を鎖で巻く、繋ぐ 
［メタファー］つなぎとめておくもの 
rd;raavyu.a.xik 
13: 古 raavyu（鎖） 
［文化］ 
ふつう金属製。身近な鎖はネックレスの部品か、立ち入り禁止に使われる鎖。 

【成句】 
yun aav 芋づる式に 

【用例】 
aav oma a nial 犬を鎖につなぎとめる 
gil at aav soven la tianal. あの２人の恋愛関係は金によるものだった。 
diretan fosat yu yun aav 犯人が芋蔓式（芋づる式、いもづる式）に捕まった。

●英和（紙辞書風）
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aav 
/Aav/［名詞］1 鎖、チェーン。ふつう金属製。身近な鎖はネックレスの部品か、立ち入り禁止に使われる鎖 2 ［メ
タファー］つなぎとめておくもの :gil at aav soven la tianal. あの２人の恋愛関係は金によるものだった。 
yun aav 芋づる式に :diretan fosat yu yun aav 犯人が芋蔓式（芋づる式、いもづる式）に捕まった。 
［動詞］yul を鎖で巻く、繋ぐ :aav oma a nial 犬を鎖につなぎとめる 
13: 古 raavyu（鎖）｜ rd;raavyu.a.xik

●英和（電子辞書風）

aav 
発音 /Aav/ 
［名詞］ 
1 鎖、チェーン 
　ふつう金属製。身近な鎖はネックレスの部品か、立ち入り禁止に使われる鎖。 
2 ［メタファー］つなぎとめておくもの 
　gil at aav soven la tianal. あの２人の恋愛関係は金によるものだった。 
3 【成句】yun aav 芋づる式に 
　diretan fosat yu yun aav 犯人が芋蔓式（芋づる式、いもづる式）に捕まった。

［動詞］ 
yul を鎖で巻く、繋ぐ 
　aav oma a nial 犬を鎖につなぎとめる 
13: 古 raavyu（鎖）｜ rd;raavyu.a.xik

幻日を英和風にすると上のようになる。英和といっても色々書式があり、約物の使い方も異なる。 
しかしこれが全体的に英和風の書式であることは一目瞭然である。 
では、これらの書式の長短を列挙していこう。

●英和（紙辞書風）

・長所

省スペース 
番号があるので後方参照するときに「第何義は～」と説明できる

・短所

読みづらい 
用例が見つけづらい 
訳語が見つけづらい 
成句が成句だと分かりにくい 
訳語と用例が通覧しづらい

●英和（電子辞書風）

・長所

読みやすい 
番号があるので後方参照するときに「第何義は～」と説明できる

・短所

スカスカしすぎて一画面に収まらないことがある。ケータイなど XGA 以下の画面では特にスクロールの手
間が増える。XGA 以上の解像度であっても同様で、パソコンモニタでもしばしばスクロールが煩雑である。
さらにここから解像度が上がってもモニタのサイズが変わるわけではないので今度は字が小さくなり、拡大
することになる。するとまたスクロール回数が増えるというイタチごっこになる 
訳語が密集していないため、訳語を目で探しづらい。訳語、用例、訳語、用例…という順番なため、目的の
訳語を探すのにスクロールしながら目視する必要があり、時間がかかる。従って Ctrl+F 検索をするがその
手間が無駄であり、検索欄への訳語の手入力も煩雑である 
紙の辞書と違って電子辞書は調べた項目が常に画面の一番上に来るので、一行目の注目度が高い。一行目が
語源欄やアクセントだと違和感がある 
訳語と用例が通覧しづらい

これらを踏まえた上で幻日の書式を分析する

●幻日書式

・長所
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適度に省スペース。紙より見やすく、電子辞書よりスクロールが少ない 
訳語を目で探しやすい。用例は用例、語法は語法…というように項目ごとにまとまっているため読みやすい。
特に訳語と用例を通覧しやすい 
正直言って番号は語義の後方参照をしない限り使いどころがない。大抵の場合、読むときに目障りなだけで
ある。訳語の頭を示す効果があるが、幻日には几帳面にタグがついているのでその役目も果たさない 
文化欄や語法欄が独立しているため、文化や語法記述を長大にできる。語義と語義の間に挟む形だと、長大
な解説は全体の歯切れを悪くして読みづらくする。幻日はこれ一冊で語法辞典や百科事典も兼ねるため、文
化欄等の独立には固執せざるをえない。英和と違って異世界の辞典なので実際に旅行に行くわけにもいかな
いから、語法や文化など本来肌で感じる部分を言葉で説明しなければならない。そのため、語法や文化欄を
独立させる意味は大きい 
一行目に即最重要語義が来るので、検索した瞬間に訳語が理解できる。大抵の読者はアルカの小説を読みな
がら辞書を引くので、知りたいのは訳語。それを踏まえると、一行目にごちゃごちゃとアクセントなどが書
いてある辞書は使いづらく感じる

・短所

番号がないので後方参照できない。例えば語法欄での説明がどの語義について述べているのか分からない。
ただし厳密に言えば文面を読めばどの語義について述べているのか明らかなため、事実上分からないという
ことは起きない 
用例がまとまっているのでどの語義の用例か分かりづらい。これも同上。翻訳文がついているので、実際に
はどの語義の用例であるか分からないということはない 
多義語に弱い。番号がないので、どの語義の用例であるかを探す場合、語義が多いと検証に時間がかかる。
しかしそれでも番号を付けないのは、アルカが英語やフランス語に比べて多義性の少ない言語であるため。
多義語のない言語は存在しないが、多義性の多寡は言語ごとに異なる。もしこれがフランス語のような分析
的な言語であったら、この書式は維持できなかったであろう

●経験談

以上が幻日の書式がいかにしてこうなっているかの説明であったが、筆者個人の体験談も交えておく。

中学のときに英和辞典を引きながら、なんて引きづらいのだろうと思った。 
こっちは訳語が知りたいのに、まぁ出てこないこと。ごちゃごちゃと色々なカッコ書きがあり、用例もご
ちゃっと混じっており、改行もない。 

「いいから一語一意で訳だけ書いとけ」と思い、結局匙を投げて単語帳を辞書代わりにしていた。 
実際中学の単語帳というのは中学の試験で出る語義を載せるので、単語帳だけ見ていれば学業的には問題な
く、むしろ効率的ですらあった。

そんな折、ほとんどの人は辞書のほとんどの部分を読まないということを本で読んで知って驚いた。 
それなら何のための辞書なのかと思った。死にデータが多いのでは、いくら厳密であっても作り手側のエゴ
でしかないではないかと感じた。

その後自分が多くの辞書を読み込むようになるなどとは夢にも思わなかったし、ましてや自分で辞書を作る
などとは思いもよらなかったが、今考えればこのときの経験が現在の幻日の書式に繋がっている気がする。 
辞書を作ることになったとき、自分も周りも使わなかったような辞書の書式に合わせ、大御所に右へ習えし
て安心するだけでいいのかと考えた。その結果がこれである。

●動線

自分だったら何が知りたいか、更にそれがどう書いてあれば読みやすいかを考えた。そして現在の書式に辿
りついた。 
例えばアクセント。辞書はふつう何かを読んでいて引くだろう。なかなか会話の途中に引けるものではない。
そして知りたいのはたいていの場合、語義である。 
そうなるとアクセントが最初に来るべきか？という疑問が起こる。しかし大抵の英和はアクセントが最初に
来る。そこでこれは後方でいいだろうと考えた。

また、ふつうの辞書は訳語の後に用例が来る。そして次の語義へ移る。 
しかし皆さんに問いたい。正直辞書の用例を役立てたことはそんなにあるだろうか。 
私は英語で仕事をするときも、あまり英和の用例を使いたがらない（もちろん使うけど）。 
用例が役立たないのではなく、載せ方が読者の動きに合っていないのではないかと考えた。

人が辞書を引くときはたいてい目的を持って引く。つまり、目的ごとに読者の動線が変化する。 
訳語なら訳語、用例なら用例、語源なら語源と、そのときごとに引きたい目的が定まっていることが多い。 
何となく〇〇という語の全貌を知りたいと思って引くことは少ない。

〇〇にこういう用例やコロケーションってあるのかなと思って辞書を引いたとき、英和の書式だと訳語、用
例、訳語、用例となっているので、用例だけを通覧するのが非常にやりづらい。 
正直、こういう作業をしているときは訳語が邪魔である。逆に訳語を探しているときは用例が邪魔である。 
読者の動線を考えると、用例は用例、訳語は訳語となっていたほうが読みやすいのではないか。 
読者が調べたいことは時と場合によってまちまちであるのに、必要な部分を必要な時に引けないから、「辞
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書っていまいち使えない」という評価をされるのではないだろうか。

英和の書式だったら文化を知りたいなと思ったとき、各語義の間を目で縫っていかなければならない。用例
や語法についても同様である。つまり、情報へのアクセシビリティが悪い――と私は思うのである。 
そういうわけで幻日は動線を考えた書式を採用しており、項目はモジュール化されて独立している。 
ただ英和と異なるというだけで「良くない」という評価を受けるとしたら、それは残念なことである。

人工言語の目標語彙

人工言語は何語程度単語を作ればよいだろうか――と言語作者は必ず一度は考える。 
結論からいうと、12000 ～ 15000 程度ではないかと思われる。

この結論を見て「はぁ、なるほど」と思えれば後は読む必要がない。 
「どういう根拠でそうなるの？」と思う場合は続きを読んでみる。

そもそも必要な単語というのはいくつか意味がある。日常生活に必要という意味であれば15000もいらない。 
12000 ～ 15000 というのは上限だ。下限は 1000 程度ではないかと思われる。 
そのほかにもいくつか区切りが考えられる。以下にリスト化する。

1:1000 レベル 
2:2000 レベル 
3:3000 レベル 
4:5000 レベル 
5:8000 レベル 
6:10000 レベル 
7:12000 レベル 
8:15000 レベル

このようにおおむね 8 段階の語彙レベルが考えられる。 
5 ～ 6 間と 6 ～ 7 間が狭いのは理由があって、この時点だと高校レベル以上の学問の用語を登録しているた
め、調査時間が増えて造語のペースが遅くなるからだ。この辺りの事情は後でまた説明する。 
7 ～ 8 間が広いのは単に 8 段階で 15000 語というのを上限としているからだ。

なお、このリストは半分客観的な理由で、半分経験的な理由で推測したものだ。 
客観的というのは、この語彙レベルが英検や TOEIC といった語学学習の語彙レベルに即している点。 
例えば英検 4 級は 1300 語（調査時）で、おおむね上記最低水準 1000 語に当たる。 
逆に 1 級は 15000 語（調査時）で、これは上記最高水準に一致する。

一般的には英検 1 級を取ると英語がペラペラというイメージがあるが、そうとは限らない。むしろそうでな
いことのほうが多いだろう。 
とはいえ、ではそれは語彙数の問題かというと、やはりそうでもない。英検 1 級の単語帳をネイティブに見
せると、ネイティブも知らないことがある。そのことからも明らかだ。 
15000 に達していれば、喋れない原因は語彙数ではなく、用例や成句の少なさなど、別にある。 
そう考えれば人工言語でも 15000 あれば語彙的には十分ということになるだろう。

ところで、人間はふつう 3000 語くらいで日常生活を行っている。 
日常生活に使う語彙の境界線を定義することができないため、言語学でもこの数値を特定することはできな
い。 
学者個人の判断に委ねられるため、本によってこの数字が 1000 だったり 5000 だったりと幅があるが、お
おむね 3000 程度とされることが多い。

では生きていく上で 3000 で十分かといえば、それは最低限の日常生活なので十分ではないといえよう。 
学校生活、会社、買い物、旅行などを入れれば必要な語彙は大きくなる。 
また、学校で習うような学問の用語を入れれば語彙はさらに大きくなる。

そしてその上限が 12000 ～ 15000 程度ではないかと考えている。 
「半分客観」については上述のとおり。「半分主観」については下記。

さて、主観である経験について述べる。 
人工言語を実際に作るときのワークフローについて考えてみよう。

まずは「私」「大きい」「歩く」などの基本的な単語が必要だと誰もが考える。 
しかし自分の頭の中だけで必要な単語リストを作っていると漏れが出る。 
そこで英語や日本語の教材を利用して、単語リストを持ってくる。そしてそのリストを見ながら造語してい
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く。

その際、自分の言語には必要ない単語は排除していく。ホワイトハウスはアルカにないので必要ないといっ
た具合に。 
結構カットするところが多くて、言語作者は驚くのではないかと思う。

この作業を終えると 5000 前後の単語ができる。 
ただしこの数値はリストのサイズとカット率によって変動が激しいことを付け加えておく。

次にこれを増やそうとすると、別のリストが必要になる。 
ところがこの時点で、そもそも世の中にそういうリストがあまりないことに気付く。 
英和辞典をリストとして使用するとそれこそ何万何十万のリストが得られるが、それを一人ないし少数の人
間で点検しながら作るのは現実的でない。

というより、やってみれば無駄が多すぎることに気付く。例えばジーニアス英和第 2 版を使ってやってみる。 
最初のに来るのはアルファベットの A と不定冠詞の a。これで 1 ページが終わる。 
2 ページ目に入ると AA, AAA, AAAL, AAAS, AAF などなど、到底必要とは思えない頭字語ばかり目に付く。

この時点で人は気付くのだ。「カットする部分が多すぎる。そして造語したところで使う見込みのない単語
が多すぎる」と。 
さらにいえば、この時点ではまだ数千の日常語彙を造語したにすぎないので、少し専門的な単語が出てきた
ら対応できなくなってしまう。 
たいてい専門用語は簡単な単語を組み合わせて造語するが、その材料がこの時点では足りないのだ。

そういうわけで、英和辞典はこの時点では少なくともリストとして使えない。 
同様の理由で専門用語の辞典も使えない。例えば医学用語を数千数万も造語する必要性はないし、それより
先にすべきことがある。 
実際、どんなに駒を進めたところで、必要性に駆られないかぎり、専門用語を造語する必要はない。 
なぜなら車ひとつとっても実は数万のパーツがあり、そのすべてに名前が付いているからだ。 
付けようと思えばキリがないし、広辞苑や日本国語大辞典や大型の百科事典ですらそんなことをしようなど
とは考えない。

結果、たいていの人が考えつくのは、「まずは学校で習う義務教育レベルの単語を作ろう」ということだ。 
これなら科目ごとに容易にリストを得られるし、専門用語と違って多くの人の生活で使う可能性がある。 
このように、日常語彙の次はたいてい義務教育の語彙になる。

それが終わると次のリストは高校レベルの学問の用語だ。 
三角関数などという、社会人になればほとんど使わないような単語が入ってくる。 
この時点で「本当にこの作業に意味があるのだろうか。使わない単語を作っても……」という気持ちが強く
なってくる。

そしてこの作業を終えると、分析性の高い言語を除いてほぼ間違いなく語彙数は 1 万前後に達している。 
分析性の高い言語の場合は、一部成句の数を語彙数に含めて算出する。

さて、ここからが頑張りどころだ。 
もう残っているのは大学レベルの用語しかないが、大学は各分野ごとに専門性が高くなるため、上述の専門
用語と大差ないのだ。 
しかしよく考えれば大学レベルというのはしょせんそれぞれの学問の概説程度でしかない。 
なので各分野の概説書を読み、必要な単語を作っていけばいい。

だが、ふつうはひとりの大学生がひとつの分野を勉強するのに、こちらはひとりで全分野をやらなければな
らないことになる。 
理系も、文系も、芸術も。だからここが頑張りどころなわけだ。 
そしてたいていそれは時間がかかりすぎるので、苦手な分野はほかの人にやってもらうというような分業を
するのが現実的だ。実際アルカもそうしている。

この作業をしているとあることに気付く。 
概説の専門用語には重要なものとそうでないものがあるということだ。 
例えば言語学の場合、「有標」は重要だ。言語学がほかの学問に術語を輸出した数少ない例で、汎用性が高
いことも理由のひとつだ。 
しかし「ダウンステップ」はどうだろう。恐らく造語するまでもない。

重要なのはこの「さじ加減」や「感覚」だ。 
これは要るとか、これは要らないとか、そういうのは人間にしかできない判断だ。 
しかも勉強をきちんとして、その上経験もある人間にしかできないことだ。
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その感覚があるから、概説書や専門書の中から必要な単語だけ造語することができる。 
だがこの感覚を各分野で身につけるのは現実的だろうか？それで分業の必要性があるのだ。

ところでこの作業をやっていると、無駄無駄しいということに気付く。到底使いそうもない単語ばかりがで
きていくからだ。 

「アセチルサリチル酸」はまだいい。鎮痛剤で知っている人も多いだろうから。 
しかし「イソニトリル」はどうか。恐らく使わないだろう。 
かといって有機物の命名法を作る以上は、「イソニトリル」も「アシル基」も作る必要がある。

言語作成には必要であっても、実際の言語運用から見ると無駄無駄しい例が多い。 
その上言語作成にすら必要ない単語を作るくらいなら、基本語の用例や語法や文化欄を拡充すべきだ。

それに、単語が増えるというのは作者にとってリスクがある。 
増えれば増えるほど辞書の総ざらいに時間がかかる。 
書き換え頻度の高い辞書は数年に一度は総ざらいする必要がある。 
そのときどうせ使いもしない単語が無駄に多いと手間がかかってしかたない。

そこで言語作者は「では単語は今後必要に応じて作ろう」と考え、オンデマンド方式に変える。 
それがこの時点で最も効率が良いことに気付くからだ。

オンデマンドに切り替えると、急激に単語の伸びは遅くなる。なぜなら必要な分しか作らないからだ。 
しかもこの時点ですでに日常語もある程度の学術用語もできているので、なおさら必要性が出てこない。

さて、ここで最初の話と繋がる。人工言語の目標語彙、人工言語に必要な語彙だ。 
ここまで作業すると語彙数は 1 万以上になっているはずだ。 
ところが「必要に応じて」作っていると、なかなかここからが伸びない。 
さて、これは何を意味するだろうか。 
つまり「必要な単語がその程度」だということだ。

オンデマンドに切り替えると、たいてい語彙の拡大が停滞する。 
そしてその幅がおおむね 12000 ～ 15000 程度だと考えている。考えているというよりも、実際の経験から
算出している。 
実はアルカというのは複数の言語のシリーズ名で、過去 3 回大型の人工言語を作っているが、3 回ともこの
12000 ～ 15000 の範囲に収まっているのだ。

何十年もかけて複数の人間を巻き込んで人体実験ともいえる研究をした結果なので、この数字はいい加減な
ものではない。 
人工言語は作者が作るものなので、「まぁこのくらいの学術用語は最低限いるだろう」とあらかじめ設定す
るものがある。 
それは必要性によるものでなく、余剰ともいえる単語だ。それを加えても「人工言語に必要な語彙」は恐ら
くこの 12000 ～ 15000 の範囲に収まるだろう。

理解語彙というのがある。読んで意味の分かる単語の総体のことだ。 
ところがこれも定義が曖昧で、英語でいうなら -er、日本語なら「～人」、アルカなら -an などを付ければ理
解語彙などいくらでも増やせる。 
読んで意味が分かるというだけでは定義が不十分で、定義にパッチを当てることになる。ところがそのパッ
チも学者の主観にすぎない。

人工言語の場合、辞書の語彙数は理解語彙を目指す必要はない。 
今も言ったように、-an などといって造語していけばすぐに辞書は何万にもなるからだ。 
しかし無造作に増やすと総ざらいのときに自分の首を締めるので、不必要な単語を増やして自分の言語には
こんなにたくさんの単語があると豪語するのは避けたほうがよい。 
豪語できるとしたら、ひとつひとつ検討して手塩にかけて作った単語をきちんと取捨選択し、それでも大き
な語彙を得た場合だ。機械的に作るのなら単語など数秒で数万作れる。

ところで、語彙が 12000 ～ 15000 の範囲に到達したらどうするか。 
次は用例、語法、文化の拡充をすべきだ。 
人工言語に一段落はあっても終わりはない。

親族名詞

人工言語が単に情報のやり取りに使われるのなら、親族名詞など機械的に決めればいい。 
「○親等」「男女」「長幼」といった要素を組み合わせていけば、体系的に作れる。 
とても覚えやすく、無駄のない造りになるだろう。
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ただ、もしある人工言語が心を表現したいなら、その限りではない。 

「父」のような標準的な言い方だけでなく、「お父さん」のような愛称や、「オヤジ」のような低俗な言い方があっ
てこそ、表現力が豊かになるというものだ。 
日本語にせよ英語にせよ、親族名詞にはバリエーションが多い。それだけ家族は日々の生活に関わるからだ。

アルカは表現力豊かな言語を目指しており、親族名詞は 4 種類ある。 
標準と愛称と丁寧と低俗に分かれる。細かい語源などは辞書に譲るとして、表を載せる。

　 標準 愛称 丁寧 低俗 その他

母 laal maal laala bemma mama,beema

父 kaan kakka freinoan bekka papa, beev, freinoa, xirius

娘 miva miia lantia lanon 　

息子 noi xino veina saman 　

祖母 edat edan xallant bedat 　

祖父 fio fiona fillens bio 　

孫娘 hana naana yumina bana 　

孫息子 aliiz aliina liizarxe baliz 　

姉 eeta etta eetel betta 　

妹 amel limel ameli belme 　

兄 alser etto alseere balse 　

弟 aruuj lyuuj ereej barj 　

なお、表のうち、古からあるのは etto, etta である。 
メルがいたため、兄弟を表す愛称は古から存在した。

指小辞

ankmev 詳しくは幻日 ankmev を参照のこと。 
指小辞は以下の接尾辞で示す。

・nyan

猫をあやすような指小辞。 
xia → xianyan（しあにゃん）、kmiir → kmiirnyan（クミールにゃん）, poen → poennnyan（ポエンにゃん） 
az poenyan（ポエにゃん）, enna → ennanyan（エンナにゃん） az ennyan（エンにゃん）など。

・txan

syan の音をコロコロさせた指小辞。 
ryuu → ryuutxan（リュウちゃん）, meltxan（メルちゃん） 
yult → yuutxan（ゆ～ちゃん） az yultan（ユルたん）など、いくつか例外あり。

・lin

綺麗なものを可愛く呼ぶような指小辞。 
mel → mellin（メルりん）

・pon

小柄で丸っこいものを示す指小辞。 
yult → yulpon（ユルぽん）

・syan

san を柔らかくした指小辞。 
s, z, x, j で終わる単語の末子音を取って syan を付ける。実際の発音は話者の癖や気分次第で、syan になる
こともあれば xan になることもある。 
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alis → alisyan（アリしゃん）など。

なお、指小辞は san 同様、一般名詞にも使うことができる。 
ket san （ねこさん）、ketnyan（ねこにゃん）、kettxan（ねこちゃん）、ketsyan（ねこちゃん）などのように。

体系上は不必要な単語

例えばアルカには「上下」「存在」といった単語がある。

上下や性別は中間概念である。 
中間概念は制アルカでは n 対の中心形で示した。 
ha（上）, hi（下）→ hu（上下）

新生ではそうできないので、halmol で上下を表わすことになる。しかしそれでは語形が長い。 
そこで、上下、左右、性別など、よく使う概念は合成語の要素にもなることだし、別の単語を設けている。 
xtar（上下）、sanl（左右）、him（性別）など。xtar はたとえば xtarez（エレベーター）などに活用されている。 
体系を見れば halmol で良いが、効率を考えて xtar を作っている。

「存在」も同様だ。「あること」なのだから、xaels ないし xa で良い。 
しかし xa はよく使う動詞なので、名詞として使われたら動詞と混同しやすい。 
また、厳密には xaels は「あろうとすること」なので、存在とは少しニュアンスが異なる。 
それと、これは主観的だが、「存在」という名詞はそれ一概念で一語に値する概念だと、セレンには感じられた。 
そこで xal という単語を当てている。

だが、これと同じことをすると、さまざまな単語の名詞形に個々の単語を作らねばならない。 
殴るで殴打、聴くで聴解、見るで視聴、言うで発言、というように。 

（しかも日本語だと聴くと聴解は若干ニュアンスが違うので、そこも覚えないといけないという問題がある） 
これは煩雑なので、避けたい。そこで、できるだけ動名詞を使う。 
ただ、その傍らで xal のような単語もあるということだ。

なお、単に品詞の変換で片付けられないものもある。つまり、殴るを殴打にすればよい例だけではない。 
殴るに対して殴打は意味的にほぼ等価で、単に能動的な動名詞という品詞の変換しか行っていない。

一方、幸せという名詞は違う。 
「幸せにされた」という受動的な意味のほかに、「状態」という意味も加わっているからだ。 
2 つ合わせてようやく「幸せにされた状態」→「幸せ」になる。（数式ではないので、完全なイコールではないが）

アルカだと、この辺りはうやむやになっている。 
だから nil という語は、動詞 nil として使えば「幸せにする」で、nil(ol) のときは「幸せにされた（人）」で、
名詞 nil のときは「幸せ」になる。 
つまり、同じ nil という語形なのに、「幸せにする」「幸せにされた（人）」「幸せ」の 3 つの意味を持つ。

もっとも、「幸せにする」は動詞なので、統語的にほかの 2 つと区別できる。 
だが、2,3 番目は区別が難しく、文脈判断に委ねる。 
つまり、nil と言ったとき、「幸せにされた（人）」と「幸せ」の区別ができない。

とはいえ、ol を付けて区別すればいいというのがまずある。 
さらに、文脈で判断できるので、実質的な問題はない。 
la na nil なら「幸せ」だし、la et nil なら「幸せにされた人」という解釈しかありえないからだ。

ここで問題にしたいのは、アルカだと「品詞変換＋状態」も単なる「品詞変換」も同一に扱われるということだ。 
しかも「状態」以外にも付加できる要素はあるはずで、派生語を考えるときには考察する価値があると思わ
れる。

数学的帰納法 (lantahaal) に見る、アプリオリにおける命名の厳しさ

幻日 lantahaal を参照のこと。

造語前の検討

単語の作り方というと、例えば「本は lei で棚は kib だから本棚は leikib で、これは複合だ」というような
ものを想像するかもしれない。 
それも単語の作り方の一過程ではあるが、どちらかというと造語の仕方である。

造語をする前に、まずその概念がその言語に存在するかどうかから検討する必要がある。 
これは初手にも関わらず、非常に手間のかかる場合がある。
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注意すべきは、その世界に存在するかではなくその言語に存在するかという点である。 
日本語を例にとると、魔法のように実在しないものでも想像することができるので、世界に存在しなくても
言語には存在することがある。

逆に世界には存在しても言語に存在しない場合もある。 
千年前の日本に塩化ナトリウムは存在しても、その言葉は存在しない。 
私たちは塩化ナトリウムを知っている。しかしその言語には存在しないかもしれない。そこを逐一検討する
必要がある。ここが難しい。

なぜ難しいか？ 
自分が知っているものはつい存在すると思い込んでしまうからである。 
塩化ナトリウムの場合は科学力から簡単に判断できるかもしれない。だが問題は私たちの盲点である。 
科学力が十分に発達していても、絶対にそこに存在しえないものがある。 
こういうものはついつい存在すると思い込みやすい。

皆さんもサイコロ型のカレンダーを見たことがあると思う。デートスポット等の土産物屋に置いてあるアレ
である。 
私は目で見たものをアルカで考える癖があるので、あれは何ていうのだろうと考えたことがある。 
アルカにしたら zanlpapx というのが適切だろう。ケータイがある世界にあんなアナログなものがないわけ
がないと思った。

しかしそこでふと思った。これがアルカに存在するというのは正しい前提だろうかと。 
カレンダーには 0 から 9 までの 10 種の数が必要だが、なぜ 6 面しかないサイコロで示せるのだろうと気に
なったからである。 
メル暦では数字で日付を示すこともできる。月は 14 までで、日は 28 まで。 
これを 4 つのサイコロで本当に示せるか考えた。

月の十の位が 1 のときは一の位は 0 ～ 4 までしか取れないなどという組み合わせがあるから、下図のように
2*3=6 パターンが得られる。 
ちなみにメル暦だと 14 月は 2 日で終わるが、28 日までの計算でうまくできれば 2 日までの場合でもうま
くいくので、パターン数を減らすことを優先した。

表から、1 はすべてのサイコロが持っていなければならないとわかる。同様に 2 が 3 個で、あとは 2 個ずつ。
計 23 個なので、サイコロの 24 面で足りる。 
しかしサイコロはひとつにつきひとつの数しか同時に出せないので、下記のような配置だとうまくやっても
七夕くらいでエラーが出る。

七夕のようなゾロ目の日付を確保するには、すべてのサイコロが 0 を持つ必要がある。しかし 11/11 があ
るので 1 も外せない。 
すると 8 面が埋まり、残り 16 面となる。2/2 ～ 9/9 まで示すために 8 種の数字が 2 個ずつ必要なので、
16 面すべてが埋まる。 
しかしそれでは 2 が 2 つしかないので、2/22 でエラーが出る。よってサイコロで日付を示すのは不可能と
いえる。

グレゴリオは 31 まであるので上のパターンとは異なるが、いずれにせよこの配置では七夕が出ないのでア
ウト。 
予想どおり、サイコロカレンダーは日付を示せなかった。

しかし、現実にサイコロカレンダーは売られている。一体どういう仕組みだろうと悩んだ。 
色々四苦八苦した結果、下記の配列だとうまくいくことがわかった。 
え、9 がない？そこは 6 をひっくり返すのだ。

0000 
1111 
2222 
3636 
4747 
5858

こうして無事サイコロカレンダーは zanlpapx で ...... ってちょっと待った。 
幻字だと 6 と 9 はひっくり返せないではないか。ひっくり返せる数字がそもそもない。 
そう、最初の懸念どおり zanlpapx は数学的あるいは幾何学的にアルカに存在しえない単語だったのだ。 
強いて活用してもユマナタグをつけざるをえない。

危ないところだった。 
確かにアルバザード人も魔法を空想するかもしれない。ケータイを作る科学力も持っている。 
しかし数学的に考えて、サイコロカレンダーを発想したというのは明らかに嘘臭い。それはアルバザード人
ではなく作者が考えたことだ。
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これが存在の盲点である。 
ゆえに、単語を作るときに造語以前の入念な検討が必要であるといえる。

とはいえ、あまり数学史や科学史に忠実に作ると、地球とほぼ同じ世界になってしまう恐れがある。 
ある程度ファンタジー要素を残しつつ別の世界を作るには、地球の史観を超越する必要もあるだろう。

アルカの辞典
アルカ
の年代 年代 主な編集者 媒体 管理者 流布方法

制定語彙 古 97年前後 アルシェ 紙 ルティア家 暗記
赤アンクノット 古 97年前後 セレン 紙 セレン 流布せず
高水準制定語彙 古 制定語彙の後 アルシェ 紙 ルティア家 暗記中心

暫定語彙帳 古 ソーン成立後 ソーン 紙 メテ家 共同生活なのでふつうに
閲覧

幻日辞典（ワード） 制 01年ごろ セレン MS WORD セレン フロッピーに入れて来日
時にリディアに手渡し

幻日辞典（PDIC） 制 03年ごろ セレン PDIC セレン CDに焼いて渡す

日幻辞典（PDIC） 制 03年ごろ セレンとパル PDIC セレン 流布せず？（ついでに渡
したかも）

幻幻辞典 制 03年ごろ リディア 電子データ ルティア家
幻日を元に使徒が使える
ように作られた。流布の

過程は不明
幻日辞典（PDIC） 制 05年ごろ セレン PDIC セレン オンライン
幻日辞典（PDIC） 新生 08年ごろ セレン PDIC セレン オンライン

幻幻辞典 新生 08年ごろ リディア 電子データ ルティア家
流布過程不明。幻日の更
新とルティア家での造語
や用例を合わせたもの

セレンの辞典とリディアの辞典

08 年現在、アルカの辞書は主に 2 冊ある。セレンが持っている幻日辞典と、リディアが持っている幻幻辞
典である。 
ネット上には Kakis 氏の作った制アルカのオンライン辞典などがあるものの、メインは上記 2 冊。

幻幻辞典はセレンも作ったことがあるが、リディアのものとはまったく別データ。 
リディアの辞典はセレンが渡した幻日を元に書きなおしたもの。 
元はといえば、使徒に制アルカを伝えるために作られた。日本語のままだと分からないため、最初は英語や
古アルカ（リュウのフォントを使用）に翻訳された。

その後アルカでの記述が加わり、幻幻英に。 
しかし制アルカの改編が相次いだため、事実上幻英として機能した。

アルカが新生になった際、メルが幻幻英をいちど幻英にし、その後幻幻英にした。 
具体的には、制の記述を消去しつつ、使える部分は新生訳した。 
その新生訳もたびたび新生アルカが更新されたため、更新された。

幻幻英は中期制のころには幻日と袂を分かっていたため、収録語彙数も構成も用例も異なる。もはやオリジ
ナルの辞書になっている。 
幻日と分派した最大の原因は、セレンとリディアの仲が当時険悪だったことによる。 
中期制の時代にリディアは独自にアシェットでの言語使用状況などを用例として登録したり、新語を登録し
たりした。

後期制になるとセレンとリディアの寄りが戻るので、しだいに幻日と幻幻の交流が戻ってくる。

その後新生になり、ほぼ一から辞書を作り直す必要が出た。 
幻日も幻幻も語彙を減らしつつ、互いに収録語彙をすり合わせていった。 
両方に載っている単語は優先的に新生に採用された。 
だが完全に分派が収まることはなかった。

主に用例の豊富さにおいて幻日は引けを取っている。やはり幻幻はユーザーも多いので。 
ちなみに、アシェットでの用例をそのまま取り入れるスタンスが幻幻。 
店で売ってる辞書などの文例を幻訳するというスタンスが幻日。用例の選出基準が異なる。
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また、同じ単語の初出が幻日と幻幻で異なることがある。 
幻日ではセレンが作ったことになっているが、幻幻ではリディアが作ったことになっている単語が多い。 
ただし、アルバシェルトとイルムスについては、リディアとの共同制作だったため、誰が造語者かは両者の
辞典で共通している。

いまはメインとなる辞典が 2 冊ある状況だが、2 冊の間で異なる情報が載ることがあるので、好ましくない。 
かといってネットに勇み足なセレンと、ネットに消極的なリディアでは、折り合いがつかないことが多い。 
ネットでの公開を前提とした幻日と、中の人だけの閲覧を前提とした幻幻では、情報の濃さが違う。 
固有名詞は細かい個人情報が書いてあるし、幻日と違って何月何日に何があったという歴史年表的なデータ
も含んでいる。

公開を前提としないのは 05 年以前のセレンの辞書も同様だった。 
そのため、05 年以前の辞書は個人情報をいくらか含んでいる。

なお、03 年より前の幻日はさらに細かい個人情報（主に恋愛や人間関係や人の本名など）が含まれていた。 
つまり、03,05 年と段階的に幻日はプライバシー関連の記述をカットしてきた。 
その点で幻幻より内輪向けでない、ある意味安全な辞典になっている。

幻幻は情報量は多くて良いのだが、人に見せるべきでない記述が多いのが現状だ。 
こうしたプライバシーをすべて検閲して編集するのは、プロ編集者の経験から言わせてもらえば実に非合理
的である。まして漏れを 100% 無くすという条件を付けるなら、ほぼ絶望的といっていい。それならゼロか
ら作ったほうが早い。 
そういうわけで、セレンは幻幻を作る際には、公開を前提とした幻日をソースとして、ゼロから作ろうと思っ
ている。

ディアクレール
説明書

●書式

・幻字以外

見出し語 見出し語。タグはなし。 
[nif]　　　 単語レベル。１～５まで。５が無
標。５の場合、この行はなくなる。 
[caf]　  アクセント。大文字部分を強く読
む。 
[hacma]　　 表意幻字で書く際どの文字を使う
かの指定。 
語義欄　　　 国語辞典に相当する語義欄。 
語源欄　　　 語義ごとに語源が付される。 
用例　　　　 その語義の例文。 
[on]　　　　 関連語。類義語や反義語など。 
[rap]　　　 コロケーション。その語がほかの
どのような語と一緒に使われるか。 
[yol]　　　 語法欄。名詞の指す範囲や動詞の
取る目的語の範囲など。 
[rans]　　  百科事典欄。文化欄も兼ねる。 
[nod]　　　 地球との比較。アトラスのｄｋに
はない、地球オリジナルのおまけ要素。ｄｋはアト
ラスの常識で書かれるのでしばしば地球人にはわか
りづらい。そこで日本語や英語などの例を出して理
解を深める。 
[avat]　　　 慣用句 
[ekin]　　 成句 
[ixta]　　　 画像。このタグの直下に画像が表
示される。

・幻字

見出し語に .h が付く記事で、字典として機能する。

見出し語　　 見出し語。タグはなし。 

[mite]　　　 分類。漢字は篇で字を分類するが、
アルカは形や意味の類似で字を分類する。例えば
del と non は字形が似ていて意味も似ているため、
同じグループに属する。 
[eks]　　　 文字の意味。.h を除いた項にたい
てい詳しく書いてあるが、引きなおしを防ぐため
に .h の項にも載せている。 
[moms]　　　 成立年代と造語者。同上。 
[apia]　　　 文字の種類。象形、指示、会意など。 
[maron]　　 どうしてそのような形の字になっ
たのかなどといった、文字の由来に関する説明。漢
和辞典の字解欄などに相当。 
[hacma]　　 幻字。この直下に幻字の画像が表
示される。

moapia　　　象形 
arkapia　　会意 (harklet) 
apaapia　　指示

●見出し語

オンラインｄｋの場合、各単語の最初の部分に太字
で示される。 
見出し語は原則として単語であり、成句などはその
成句の中核となる単語の項に記載される。

見出し語は .h や .f など、ピリオドが付くことがある。 
ｄｋはアルカに影響を与えた外来語についても参照
できるようになっており、ピリオドの右は参照元の
外国語名を表す。 
.lt となっていれば「ルティア語」の単語であり、.f
となっていれば「フィーリア語」の単語であること
を示す。

歴史的に、アルカは――
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フィーリア語→フィルヴェーユ語→リュディア語→
レスティル語→アルバザード語（アルバレン）→古
アルカ→制アルカ→新生アルカ

――という順序で発展している。

そのため、.f（フィーリア語）はアルカから見て直
接の古語といえる。 
min のようにフィーリア語からアルカにそのまま
残った単語には .f と付けない。アルカの単語だから
である。 
一方、viku のように途中で滅んでしまってアルカ
に直接残っていないものについては .f のようにし
て、何語の単語であったかを示す。

当然 viku.f を見れば現在のアルカでいう何に当たる
かが書いてある。 
viku.f はアルカでは vik に相当し、いつの時代にど
のような変遷でそのようになったかが書かれてい
る。 
一般的な一言語辞典や語源辞典と異なり、由来と
なった外国語まで新規項目を立てて細かく用法や成
立を述べている点がｄｋの特長であるといえる。

● [hacma]幻字欄

表意幻字で書く際どの文字を使うかを指定する欄。 
アルカでは 25 文字の表音幻字が使われるが、アル
バレンなど古語は漢字のような表意幻字を用いる。

アルカはアルバレンを改良してできた言語なので、
表意幻字を未だに使うことができる。 
しかしふつうは表意幻字で書く際に、単語ごとにど
の文字を使えばよいかわからない。 
そこでｄｋの [hacma] 欄でどの表意幻字を使えば
よいか記載している。 
例えば vik（男）の項を見てみよう。

vik 
[nif] 1 
[caf] vIk 
[hacma] viku

[hacma]欄にvikuとある。これはvikuの文字を使っ
て示すという意味である。 
では viku の文字とはどのような形をしているのだ
ろうか。

ｄｋは字典にもなっているため、文字の形を知りた
いときは、別途文字専用の見出し語が立っている。 
文字の名前に .h を付けたものがそうである。 
この場合、viku.h で引くと文字画像が表示される。

なお、viku の場合は 1 文字だったが、複数の文字
で表される単語もある。

vikasa 
[nif] 4 
[caf] vIkasa 
[hacma] viku al/ren

vikasa は男性名詞という意味である。このような
難しい単語は漢字同様、しばしば複数の文字を組み
合わせて表現される。 
vikasa の [hacma] には viku al/ren とある。これ
は viku と al と ren という 3 文字で書けという意味
である。 
viku.h、al.h、ren.h で引くと、それぞれの文字が
分かる。

viku と al の間はスペースで、al と ren の間は / に
なっている。 
/ の場合、/ の右の字をやや下に下げて、左の字に
ぶら下がるように書く。 
スペースの場合、左の字と同じ高さで書く。

ちなみにこれは古語の元である現実の古アルカにお
ける「段」という概念から来ている。

luna には

[hacma] luna.1, kekko.2a

と書いてある。 
これは「第 1 義は luna.h を使い、第 2 義以降は ke
kko.h を使う」という意味である。

●語義欄

語義欄は「廃語マーカー + 語義番号 + タグ + 語義」
という書式になっている。

baog（拳） 
1 [asa] las deyu. las oken ji sein l'es deyu. 
1 [ 名詞 ] 閉じた手。指を閉じた手のこと。

語義がひとつしかない単語には語義番号を付けな
い。 
タグは [ 名詞 ] などの品詞タグが先で、[ 言語 ] など
の分野タグが次点で、[ 婉曲 ] などの態度や口調や
位相が最後に来る。 
語義欄で使われるタグの例は以下の通り。

廃語マーカーには * を使う。 
下記の例では第一義は廃用となっているが、第二義
はアルカに到るまで生きていることを示している。

an 
[nif] 1 
[caf] An 
[hacma] del 
*1 [isti] anapia l'apia arden/pikko. 
+k lan tm.tikno 
an de tikno. : an et tikno. 
2 [isti] anapia l'apia seet. 
<monk 12.s 
an et seren.

なお、* の後に ly とあれば「リュディア語で廃止さ
れた」ということを意味する。 
* だけなら「アルカで廃止された」ということを意
味する。

・アルハノン

ルティア語やプレディス語で使われるアルハノンと
いう文字がある。 
アルハノンは左右のパーツに分かれ、左が漢字でい
う篇のように意味を示し、右がハングルのように音
を示す。 
字解欄では : の左がアルハノンの篇で、: の右がア
ルハノンの音を示す。

・ユマナ

[yumana]　 ユマナ。地球のアルカに存在する
語義で、アトラスには存在しないもの。 
　　　　　 アルカは地球でも用いられるた
め、便宜上このタグを設けた。実際のｄｋにはこの
欄がないことになる。 
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　　　　　 なお、語義欄のタグ以外では、(( ))
を用いてそれが地球についての記述であることを示
す。 
　　　　　 主に英語や日本語を用いて比較し
ている。

・品詞

[asa]　　　 名詞 
[yuo]　　　 動詞 
[ayua]　　 形容詞 
[freyu]　　 副詞 
[leva]　　 純副詞 
[isti]　　 代詞。言語によっては代名詞、連
体詞、形容詞など。 
[arki]　　 接続詞 
[hetmev]　 接尾辞 
[osnmev]　 接頭辞 
[mev]　　　 接辞、拘束形態素。wil のように
頭にも尻尾にも来るもの。 
[avat]　　 慣用句。ことわざなどはこちら。 
[ekin]　　 成句。en t hot tet k のような、こ
とわざなどではないものの、それひとつでまとまっ
て特定の意味になる句。 
　：

・固有名詞の下位分類

名詞が固有名詞の場合、[asa] の代わりに次のいず
れかを記載する。

[est]　　　 人名。ユーマの一族 
[ert]　　　 エルト 
[saar]　　 サール 
[deem]　　 悪魔 
[adel]　　 魔族 
[delfia]　 亜魔族 
[selest]　 魂科 
[ikl]　　　 建造物 
[ato]　　　 商標、商品名 
[kal]　　　 地名、場所名 
　：

・分野

[eld]　　　 言語学 
[vas]　　　 軍事 
[ival]　　　 医療 
[kum]　　　 動物 
[tuk]　　　 植物 
　：

・位相等

[yuma]　　　 正式な、お堅い、学者調の 
[laft]　　　 上品な、雅語の、上流階級な 
[alit]　　　 丁寧な。上品というほどではない
が、通常レベルや雑レベルよりも丁寧 
[pul]　　　 口語的な、雑な 
[beril]　　 俗な、俗語 
[belea]　　 卑語、禁句

[bens]　　　 軽蔑、蔑み。蔑みであっても正式
なこともあれば俗なこともある。一定でない。tu
を人に使うのは別に俗ではない。bente は同様に
bens だが、卑語。このように bens と語法レベル
とは別次元。 
[pilp]　　　 からかい（相手が怒るかもしれな

いことを知った上で） 
[luute]　　 おどけて（冗談なので相手を怒ら
せるつもりはない）

[meldin]　　 ポジティブ。良い意味。 
[elna]　　　 ネガティブ。悪い意味。 
[kelt]　　　 婉曲

[arden]　　 アルデン位相 
[alben]　　 アルベン位相 
[yuul]　　　 ユール位相 
[pikko]　　 ピッコ位相 
[amma]　　　 アンマ位相 
[mayu]　　　 マユ位相 
[gano]　　　 ガノ位相 
[yunk]　　　 ユンク位相 
[yuna]　　　 ユナ位相 
＊位相表記がなければ通常中立の seet を指す。

[vik]　　　 男性 
[min]　　　 女性 
[yuli]　　　 子供・幼児

[freint]　　 男性エタット 
[aklet]　　 男性リース 
[arnet]　　 女性エタット 
[rente]　　 女性リース 
[yunte]　　 ユンク・ユナ・マユ

・定義語を定義文で使う場合

通常辞書というのものは、例えば want の項で
want を使ってはいけないことになっている。 
しかし want の定義を第一義でしていれば、第二義
以降は want を定義文中で使ってもよく、そのほう
が効率的である。 
lax の項を見るとそのようになっている。

●用例欄

用例は語源欄の後に続く。語源欄のほうが難しいの
で、ここでは用例欄を先に説明する。 
各語義ごとに付されるが、古語の場合省略されるこ
ともある。 
またアルカでも専門用語のように頻度が著しく低い
ものや、複合語などは省略されることがある。 
複合語の場合、一番右の形態素からコロケーション
や用法が明らかな場合、用例が省略される傾向にあ
る。

vik 
[nif] 1 
[caf] vIk 
[hacma] viku 
1 [asa] pit e him le til envi len dans min. << vi
khim 
<l viku.f 18.s 
leim, vik et kanvi kont min et naav on ern e 
yuuma.

この場合――

leim, vik et kanvi kont min et naav on ern e 
yuuma. 
（ユーマの一族は通常、男性が肉体面において強
く、女性が精神面において強い）

――の部分が第一義に対する用例となる。
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用例は通常語源欄の年代を反映した言語かアルカで
書かれる。 
例えば成立年代が fl（フィアル時代）の場合、当時
はアルカでなくフィーリア語が使われていたので、
例文はフィーリア語かアルカになる。 
例文がアルカ以外の場合、: の右にアルカ訳が付さ
れる。

kaldaiz.ly 
[caf] kaldAiz 
[hacma] kaldaiz 
*[asa] kad 
+a kal(kalte)/daiz tm >> kad.s 
lyudian daizas limeere atolas hyul kaldaizay kulul
ut. : daiz e lyudia ladat lam kad on atolas.

kaldaiz（王国）の語源欄に tm と書いてある。これ
は成立年代がアルテム時代であることを指す。 
アルテムではリュディア語が使われたため、例文は
リュディア語かアルカになる。

kaldaiz の場合――

lyudian daizas limeere atolas hyul kaldaizay kulul
ut.

――が例文になっている。 
: の左側がリュディア語で、右側がアルカ訳となっ
ている。

なお、用例の最初に「言語名 + スペース」がある場合、
その用例の言語名を指す。 
語義の語源と異なっている場合にのみ付される。 
ただし f からアルカまで不変な語義であれば、無標
で f でなくアルカの例文を載せることがある。

●語源欄

語源欄は「語形成 + 詳しい語形成 + スペース + 参
照した単語 +（補足）+ スペース + 成立年代 . 造語者」
で書かれる。 
ただし必ずこの書式になるわけではなく、一部が省
略されるなど、単語によって臨機応変に書かれる。

約物や省略記号が多く使われるため、語源欄は最も
難しいフィールドである。 
以下に約物と省略記号を示す。

・言語名、時代、語源と語形成、約物規則

幻日辞典（本書前半）と重複するため省略。

・例

del（私） 
+e fl.elt

エーステによる新語。フィアル時代にエルト神が造
語した。

daiz（王） 
+l < kaiz < kai/z. z < s < lantis tm

リムレット（音韻変化）による新語。kaiz から来て
いる。kaiz は kai と z の合わさったもの。z は s か
ら来ている。s は lantis から来ている。成立年代は
アルテム。

den（～でない） 
+a de/jan fl.saal >> en

アンクレット（ここでは混成）による新語。de（～
である）と jan（違う）が合わさったもの。フィア
ル時代にサール神が造語した。アルカに den はこ
の語義では存在せず、アルカでは en がこの den に
当たる。そしてこれを >>（継承）という。

wal（渡す） 
2 [yuo] fit kon las. enk sef, tillang leev fitan. 
ly<hem zg

2 [動詞] 手で渡すこと。sefと異なり、所有権が移る。 
アズゲルの時代にリュディア語に派生。語形成は狭
義化。 
＊ zg（アズゲル時代）という表記から、派生先が
ly（リュディア語）であることは明白なので、< の
前の ly は省略されることもある。

・転換

語源欄には単なる品詞の転換は記載しない。 
下記においてわざわざ [yuo] の語源欄に転換と書か
ない。 
別の品詞タグがついている時点で転換の事実は明ら
かだからである。 
でなくば無意味にあらゆる語義欄に転換と付けねば
ならない。 
なお、転換の代わりに「狭義化」「文法化」など、
詳しい経緯を書くことがある。

@[freyu] en 
+a de/jan tm.saal >> en 
elt paparula id den. : elt en inat faar. 
@[yuo] de 
tm.saal >> de 
non den viku. : non te vik.

● [on]関連語

類義語、反義語（反意語）、縁語、ねじれ語、対応
する外国語を記載した欄。 
約物は以下の通り。

+　　　 類義語 
-　　　 反意語 
:　　　 縁語 
+-　　　 ねじれ語。tu, le, lu, la において、
tu から見て le は類義語で、lu は反意語。しかし [on]
欄に la だけないとおかしい。これら 4 語は 4 つで
1 セットだから。そのようなとき、la を +- で示す。 
*　　　 類音 
/　　　 対応する外国語

例えば min（女）の場合は以下のようになる。

+ luuko, lestir, reiyu, lamia, lamian, lilia 
- vik

lestir（淑女）や lilia（少女）などが類義語で、vik（男）
が反義語である。

なお、関連語は onvetyui で検索することができる。 
min を関連語検索すると vik などが表示される。

関連語検索には対応する外国語は検索されないよう
になっている。 
というのも、それはアルカの単語でなく外国語なの
で、アルカのシソーラスとして検索されるのはおか
しいからである。
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それでも関連語欄に記載してあるのは、外国語の逐
訳語辞書としての機能をｄｋが有するためである。 
逐訳語辞書ないし二言語辞典としての機能だからこ
そ、シソーラスではないため、関連語検索から弾か
れているのである。

● [rap]コロケーション

コロケーションをカンマ区切りで収録している。 
形容詞と名詞の繋がりや、動詞と目的語の繋がりな
どが分かる。

vik（男） 
[rap] 
vik vien, vik kai, vik sor

強い男、大きな男、背の高い男 
コロケーションは vetrapyui で検索することができ
る。

●語義欄および百科事典欄等で使われる約物

>　　　～を参照せよ 
<<　　　左のほうが右より一般的である。例）vik 
<< vikhim（vikhim と意味は似ているが、vik のほ
うが一般的） 
>>　　　上記の反対 
>>>　　「この語義及びほかの語義も合わせ右に継
承。語形成も右に同じ。重複を避けるため、この本
文では第一語義のみを掲載」という意味。 
(( ))　この間に挟まれた記述は地球との比較で、ア
ルバザードのｄｋには存在しないもの。地球の読者
の利便のために設けられる。

viku.f 
[caf] vIku 
[hacma] viku 
*[asa] vik >>> vik 

+a vi(vien)/ku < kum >> vik fl.elt

この >>> は、「viku の語義は 1 つしか載っていな
いが、vik と同じなので割愛した」という意味である。 
vik の持っている語義は viku もおおむね持ってい
たことを示す。

●保留分

\\ で「未完、保留分」を示す。

●名詞の性

ルティア語の名詞の性の表記。 
sllt で名詞に男性・中性・女性ができる。 
rlt,lt では中性が滅ぶ。

よって名詞の性は sllt と rlt 以降の 2 つを記述すれ
ばよいことになる。 
両者が同じであればひとつしか記述しない。

xeliu.slt 
[caf] xeliU 
[hacma] xelt 
[asa] la: xelt 
<l xelt

xeliu は女性名詞で、la xeliu として使う。 
la しか載っていないので、rlt 以降も女性名詞のま
まということになる。

kaltet.slt 
[caf] kaltEt 
[hacma] kalte/paparula 
[asa] tu>lu: faal imen faar/harp.  
<k kalte

kaltet は中性名詞から男性名詞になっている。 
sllt で中性で、rlt 以降は男性という意味である。

ｄｋの語例

●名詞「男性」の例
vik
[nif] 1
[caf] vIk
[hacma] viku
1 [asa] pit e him le til envi len dans min. << vik
him
<l viku.f 18.s
leim, vik et kanvi kont min et naav on ern e yuu
ma.
2 [ayua] e vik. vikte. et vik.
<
3 [asa] mav e vikhim e lan. ail, kav malt.
<hem
im fis, xe vik le si lab fosat yu nain ka felzel 
mel e seelarna man toet lukan kon esn.
4 [asa][pul] altian
"tyu xir vik sa total lana em maas"
<kelt
5 [asa][eld] >> vikasa
<xik
[on]
+ lutta, diize, lanko, frexxe, frexxel, pikol, vikh
im
- min

[rap]
vik vien, vik kai, vik sor
[yol]
el yol sen tu vet lana apia en lan hot tet kum tan.
tu de xille xel el apia fi lex vik xalt fel tet alt.
[antis]
\kum
ko pit e him, kitto e min. el jap sen fi lex vik 
xalt arme/tanthim/pothim/alan/kaxu/nakl/eelit. el jins 
sen fi et vik az se sof var sain tanthim kaen zamo 
luut. vals vilot yol tu kos lana nanal et alnana az. 
see xalt valnfel, pothim tan et volx ova himgek lad 
mixi.
leim, naklet rist himgakt pot main e lan. tal im malt, 
vik til miyu himgakt di mil rist vist e naklet. see 
tu fit soa mesa a lanko sein. himgek em raz. himz
on em fil/jax. himini em nok. xiv em hait. vime 
em kanvi. main em sor.
\alan
im galveeyu, ern e yuuma sit tuns ento luus taf 
xaf kulala vol tafl kum, sak vank wen. min alxa livl 
yuli ento luus leev vil ra. hayu vik sein yuit ke 
kulala. son min arat ralab kont vik yuit kulala.
xi galveeyu, diiva at sod sov voe ento ern e yu
uma vas fal xok lana kulala/notus wen. min til vir 
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vein nod vik ento luus emat lusian, kont vik emat 
frein. min tan at vasan im feme sid.
xi ardia, xalt e vik at sor man min sit art. hayu vas 
emat lab e vik. vik tilat lang di nod min var na
dia/artil. tal im velei, minlangakn at nok ento vik 
tifl lang se rom. min labat miyu ka loit, em kag 
ento en xir miyu vik. see tu dilat mals, fitat yuli 
kalo al alan.
xi mirokizm, vik en spatat yu miyu a min tet velx
at yu.

●動詞「望む」の例
lax
lax
[nif] 1
[caf] lAx
[hacma] mal
1 [yuo] lana tillang ij yollang ij soa lang e xe.
<l laap st.s
an lax xe lei.
2 [leva] lax xe sool. > lan
<vvt
an kui lax miik.
3 [yuo] kui lax, xen lax, taf lax wen.
<hem
an lax eria man lefat fil.
4 [yuo] lax xe lex tianal ij himok.
<hem
an lax la mana.
5 [yuo] lax xe em sod.
<hem
an lax esk.
an lax ti vast tas.
6 [yuo] akt lax xe (ka kap ij loit t'ole wen)
<hem
"tixante? tu et miir, see non lax ardu sou"
[on]
+ dilx, milx, filia, filiam
- ris

●形容詞「大きい」の例

kai
[nif] 1
[caf] kAi
[hacma] kai
1 [ayua][freyu] tinka on tus, til maindu tinka ova 
kaim.
+a kal/i(xe et kai ento el in sen tu kon ins) fl.elt
kum kai
2 [ayua][freyu] kalha on lo/sern/ano wen et tinka.
<fris fl.elt
tu et ano kai. son ti xalet rukas vil tu.
3 [ayua][freyu] volx l'el em xaf rana on. aal, on yet.
<fris fl.saal
yet kai
4 [ayua][freyu] xe sool et hartdot ova fax/xiks.
<fris fl.saal
la faxat non se kai.
5 [ayua][freyu] so xe se di ij daks tinka.
<fris fl.elt
la xenat veld se kai.
6 [ayua][freyu] fod et tinka. enk lav, yuu guk, yuu 
xet. telrein, el yol tu vet lana guk teos xe et lav. 

<fris fl.elt
tu feim et kai vein. = tu feim til fod kai vein.
"xante? an na le lem et kai rak se kal"
7 [ayua][freyu] dok.
<fris fl.saal
ins kai 
8 [ayua][freyu] han.
<fris fl.saal
ez kai
9 [ayua][freyu][meldin] yun klom ij tiik ij vasnte 
ij yogan
fv<fris tm
"veer, tikno vasat varte mesa ko tel ko. ala la til na 
kai"
[on]
- lis
[yol]
7 "ins dok" til 2 eks, del "fi til ins dok se felet
"/"fi til ins dok se sink man na nik wen".
alt, "ins kai" eks elt hot.
8 "ez han" gald til siaj hait kont "ez kai" til xaf 
e sor.

●代詞「これ」の例

tu
[nif] 1
[caf] tU
[hacma] tu
1 [isti] apiaisti l'apia frem. vet len apia fam le xa 
frem kuan. tu en kav lan.
+e fl.elt
tu de heren. : tu et miik.
tu heren : tu miik
2 [isti] isti len apia lan/fam wen le luna moa sev 
ij kloa sa foni.
< fl.saal
non dyussou tiia. tu de ruli. : non tiia tyu. tu 
et rul.
3 [isti] el anx lan lex tu im el apia lu se fris. im 
kap, el anx nos ij ole lex tu ist an ij ti man el 
in vil ole on kap. son el apia nos ij ole kon tu 
lana apia nosse se fris.
<kelt fl.saal
t:[alit] apia fi l'el in vil.
tu de nee? : tu et ne? (kuan in vil ole mil xe 
ovaen atu et alvelt)
k: apia nos im ole in vil nos im kap s'ova.
tixante, tu et miir.
x: apia fi im jot lu, kav nos.
saa, tu(lu) et miir. see miir, tu(lu) et ardu.
dacma, non(tu) et miir. (zal kal im nosjot)
4 [isti][bens] len apia lan se bens.
<axek fl.elt
beo, tu aftan!
5 [isti] apia mel l'et on a tur.
<verk fl.saal
tu soot
im tu salt
6 [isti] apia xe l'el pota kit.
"an xar ti aluut siina tu xant, xiia. papaat! anse sam e!"
[on]
+ le
- lu
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+- la
[ekin]

tu keno : tuul

記事の作成手順

以下に見るように、ｄｋは執筆よりも裏方の調査のほうが多い。これはクオリティを維持するために削減で
きない工程である。 
基本的には辞書を色々調べていって、アルバザードの歴史と文化を踏まえた上で命名をするという作業だ。 
ここでは「樟脳」を例に取り、ｄｋの記事作成手順を説明する。

09 年 10 月、ユーザーから「樟脳」が欲しいと要望があり、対応することとなった。 
まず、樟脳というのものを知らなかったのでブリタニカ国際大百科、広辞苑、ニッポニカ、ウィキペディア
で調べた。 
読みと語義については理解した。カンフル剤のカンフルのことだと分かる。楠を原料とした物質で、防虫剤
に使うようだ。

なぜカンフルというのか調べる。ODE と英語語源辞典で調べると、マレー語の chalk に辿り着いた。 
ジーニアス大英和で camphor と chalk を調べるが、チョークにカンフルと結びつくような語義はなかった。
ODE でも同様。 
OED で調べたところ、camphor は Java, Sumatra, Japan などが原産とあり、1313 年初出であった。やは
り Malay の chalk からとある。

化学用語の成り立ちについて書かれた事典に当たり、マレー語でチョークを意味する土地の名から来ている
ことが分かった。 
となると、アルカでチョークと関連付ける合理性はないことになる。アプリオリとしてはチョークと切り離
した命名をするほうが適切といえよう。

次になぜ樟脳という字を書くのか調べた。新漢和大字典に当たった。 
樟は楠のことだそうだ。楠は字のとおり、中国から見て南方の台湾などに生える木だそうだ。 
アトラスでいえばヴァルマレアやヒュグノー原産ということになる。 
この時点でアルバザードにはメティオから入ったことが想定される。

それにしてもなぜ樟脳というのか分からない。最初は大脳など、脳の一部かと思った。 
日本国語大辞典第 2 版によると樟脳は 1570 年初出だが、言継卿記では「生脳」となっている。 
1678? 俳諧虎渓の橋で初めて「樟脳」として出る。どうも日本語の単語ではないようだ。

そこで大漢和辞典で樟脳を調べる。脳の旁が PC の変換候補に出てこない字になっていた。ここでは脳で通す。 
どうも樟脳は漢文から来ているということが分かった。だが、なぜ脳なのかは分からない。 
調べると脳には「しん、ずい、中心」という意味があるようだ。樟脳は楠の根、幹、枝の順に多く含まれて
いるので、脳はこの意味かもしれない。

また、龍脳というものもあるようだ。 
世界科学大事典と平凡社世界大百科事典で調べると、後者いわく龍脳は龍脳樹中の物質で、ボルネオールの
ことだという。 
龍脳樹の樹幹内にできた空隙に純粋な蝋白色のかたまりとして存在することがあり、古くから中国で医薬品
として使われてきたそうだ。 
脳という字はこの木の中心やずいにある空隙から来ているのかもしれない。

ただ、確信がない。勘違いな気がしてならない。龍脳樹が先にあって龍脳という物質が抽出されるわけだから、
上記では説明が付かないのではないか。しかし、確信を持っていえるのは、樟脳に脳が使われているのは龍
脳などほかの植物との兼ね合いで、樟脳だけが特殊というわけではないということだ。

つまり、brain とは関係がなく、アルカで造語する場合も zelo と切り離して考えてよいということだ。 
さて、英語に戻る。英語語源辞典でカンフルの時期を調べると、OF と ML を経由してどんどん遡って Arab
を通って Malay の Kapur に行っている。 
アラブをメティオ、マレーをヴァルマレアと置換すると理解しやすい。 
アトラスだとセルメルのころに入ってきたと考えられる。戦間期で貿易が盛んだったからだ。 
ML の年代は 600-1500 で、OF は 800-1550 だ。アトラスではカコ末期からアレイユまでがおよそ 2000
年間なので、ML や OF の年代はセルメルに当たる。 
ちょうど sm は社会が落ち着いて発展してきた時代なので、時期的にも一致する。

sm に流入したとなると、メティオを経由したわけで、そのころのメティオ語は slme（中メティオ語）だ。 
slme はほかの時代と同じくアルハノンを使う。 
ここで楠を「東の香木」という意味の te:tes zam:lit と名付けた。読みは teslit だ。

そこで teslit.slme という見出し語を立てる。 
ただ、アルバザードが借入を行ったのが slme だっただけで、メティオにはそれより前に teslit があったは
ずである。 
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メティオではメルテナ辺りから楠という語が入ってきていたと考えられる。そこで teslit.slme の語源欄に
mt と書いておいた。 
mt でできた語が少なくとも slme まで持続し、その時点でアルバザードへ流入したというわけである。

この時点で意味の変化が起きている。 
アルバザードでは当時楠を指す xekt という単語があった。なのでわざわざ teslit を借入する必要はない。 
そこでアルバザード人は teslit（楠）を原料とする樟脳にこの語を当てた。つまり、teslit を樟脳として受け
入れた。 
だから teslit.slme と teslit の語義欄は異なっている。

なお、アルバザード人はルティア人と異なり、アルハノンを使わなかった。 
そこで幻字の表記も slme と異なる。slme では te:tes zam:lit と表記するが、アルバレンでは kete liito/
zamo（東の香木）と表記する。 
秋刀魚と書いてサンマと読ませるがごとく、幻字の読みをそのまま使わない方法である。

商人たちが口語で受け入れてきた外来語なので、読みは teslit のままであった。keteliitozamo と言ったらメ
ティオ商人に通じず、商売にならない。 
一方、文字に関しては大概が自分側の帳簿なので、幻字表記でかまわない。 
ただし、当時の商人は教育を受けているので、相手に渡す伝票にはアルハノンで書いたと考えられる。

その後 rd ではアルカができ、楠は xeton となった。 
レミールに入るレインのような人間は楠が xeton であり、昔は xekt であり、slme では teslit であったこと
をすべて把握している。 
また、それぞれの表記も把握している。（アルナ大の学生は凄いなぁ……）

――と、ここまで調べて考察したら記事を書く。執筆より調査のほうがかかると述べたのはこういう理由だ。 

teslit.slme 
[caf] tEslit 
[hacma] te:tes zam:lit 
[asa][tuk] xekton 
<a te:tes/zam:lit (zom liito kaen axti) mt

teslit 
[caf] tEslit 
[hacma] kete liito/zamo 
[asa][mail] mait len ruuf el, stas veliz i sab, set beeb, wen. 
> teslit.slme sm

[antis] 
L10A16Z. el taf sen salia enim/zaim tuul emo ar ersiptsisp al adem e xeton. see tu et liito/gyu. 
ruxilo et axtiinsaal ovaen valmalea,hyugno. 
metian serat tu im mt. see tu luna arbazard im sm var ginan xel pita.

●語義欄の訳

[ 名詞 ][ 化学 ] 興奮剤、防虫剤、防臭剤などに使う化学物質。

●百科欄の訳

[ 文化 ] 
C10H16O。無色透明の結晶で、クスノキの材片を水蒸気蒸留することで得られる。芳香があり、苦味がある。 
原産地は東亜で、ヴァルマレア、ヒュグノーなど。 
メルテナでメティオ人に伝わり、セルメルでは商人を通じて薬品としてアルバザードに伝わった。

以前からｄｋは目に見えない裏方の調査が多いといってきたが、今回はその裏方について述べた。 
地球の科学と歴史を調べた上、それがアトラスでどのような科学と歴史を持っているのかを考えて造語しな
ければならない。

従って非常に時間がかかる。アプリオリの異世界に存在するアプリオリの人工言語を作るのは難しいと日々
思う。 
願わくば、ｄｋを読む際には、一語一語適当に命名したのではなく、こうした目に見えない裏方作業がある
のだということを思い出してほしい。

今回は化学だったが、物理なら物理を調べる。医療なら医療、天文なら天文、地理なら地理。 
料理、歴史、スポーツ、電算。なんでも自分でこなせなければならない。 
私の場合、幸いなことにこの仕事が楽しい。
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ｄｋの問題点

ｄｋには問題点が大きく分けて２つあり、方針の転向に伴いお休みすることになった。

こういう作業は軌道に乗せるまでが大変で、一度乗ったら後は単純作業なので楽になる。 
基本は翻訳なので、０から作った幻日より気楽だ。（ただし手間はｄｋのほうが遥かにかかる） 
面倒くさい部分だけ既に終えているので、実作業をした人間としては非常に損をした気分だ。

１：規範主義の弊害

アルカのような人工言語には規範主義と実践主義（プラグマティズム）がある。 
規範主義は言語を作成し、辞書という形で統括し、辞書の持つオーソリティを背景に言語を管理する。 
プラグマティズムは言語の運用を重視し、用例や文献の持つ実効性を背景に言語を管理する。 
これらは両極端に位地し、同時に選択することはできない。どの割合でどちらに傾けるかを決める。

5:5 という中途半端な位置に置くことはかえって後の作業効率を悪化する。 
二兎追うものは一兎も得ずで、そういうどっちつかずな態度はやがて混乱の種になる。 
かといって 10:0 などに振ることもできない。例えばプラグマティズムだけに傾いた場合、辞書は一冊もい
らないことになってしまう。 
現実的には 7:3 などに傾けることになる。

新生はこの岐路に立たされ、後者を選ぶこととなった。 
ｄｋはユーザーから大変不評で、この不評がプラグマティズムへ駆り立てることとなった。 

（なお、セレンはこれまで作者の立場から規範主義を通してきた）

実際には、いちいち喋りながら辞書を引かないし、後から引くこともない。 
語法は制時代の語法書を既習しており、語義も体で覚えている。 
自然言語に近い言語なのだから用例に基づくべきで、用例で学習すべきだとのこと。

日本人は国語辞典で言語を覚えないし、英語を習うときも辞書で勉強しない。 
受験生はするかもしれないが、それは勉強であって、それでは使えるようにならない。 
日本人の悪い癖だそうだ。耳が痛い。

ｄｋは規範主義の象徴で、ユーザーにはアレルギーがあるようだ。 
ｄｋで規範付けられるより、用例の中で使っていきたいということのようだ。 
そのほうが言語らしくなるとのこと。

また、ｄｋを細かく作りすぎると覚えるのが大変で、それを忌避したのもあるようだ。 
細かすぎると幻想的でなくなるので、さじ加減が大切だというのもあるようだ。 
セレンのやり方では息の使い方や手の振り方まで細かく指定する。当然それに慣れていない人はストレスが
たまる。 
ある程度ファジーだと誰にとってもストレスがない。そういう意味で幻想以外の面でもファジーさは大切だ
そうだ。 
人付き合いに似ていると思った。あれしろこれしろと細かく規定すると嫌がられる。

２：死にデータの膨大さ

これは作業をしたセレンが個人的に思って補足したものだが、ほかの人工言語作者にとってはこちらのほう
が重要なはずだ。 
ｄｋには必要のない死にデータがかなりあり、これは作業中に気づいていながら黙殺してきたものだ。 
ｄｋの記事を見てみよう。

●名詞「男性」の例 

例えば僕の隣の席の人が vik を読んだとする。 
その場合、彼にとって必要な部分はこれだけになる。

vik  
[nif] 1  
[caf] vIk  
[hacma] viku  
5 [asa][eld] >> vikasa  
[on]  
+ lutta, diize, lanko, frexxe, frexxel, pikol, vikhim  
- min  
[yol]  
el yol sen tu vet lana apia en lan hot tet kum tan.  
tu de xille xel el apia fi lex vik xalt fel tet alt.  
[antis]  
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\alan  
im galveeyu, ern e yuuma sit tuns ento luus taf xaf kulala vol tafl kum, sak vank wen. min alxa livl yuli 
ento luus leev vil ra. hayu vik sein yuit ke kulala. son min arat ralab kont vik yuit kulala.  
xi galveeyu, diiva at sod sov voe ento ern e yuuma vas fal xok lana kulala/notus wen. min til vir vein 
nod vik ento luus emat lusian, kont vik emat frein. min tan at vasan im feme sid.  
xi ardia, xalt e vik at sor man min sit art. hayu vas emat lab e vik. vik tilat lang di nod min var nadia/ar
til. tal im velei, minlangakn at nok ento vik tifl lang se rom. min labat miyu ka loit, em kag ento en xir 
miyu vik. see tu dilat mals, fitat yuli kalo al alan.  
xi mirokizm, vik en spatat yu miyu a min tet velxat yu.

１～４義は日本語と同じなので彼には不要。５義はいる。 
類義語はいる。 
語法はいる。 
文化は生物学的な説明が不要。

なんと記事の過半数が不要になるのだ。 
では過半数は何のためにあるのか。 
それは「アルバザードにはこういう辞書がありますよ」という体裁を繕うためにすぎない。

ｄｋは架空の辞典なのだから、実際に使うのは日本人などになる。 
男が精巣があり髭が生え云々という知識を読者はｄｋに求めない。というかそもそも人工言語に求めない。 
読者が読みたいのはアルバザードにおける男性の扱いなどであって、余計な情報は読みづらくて邪魔ですら
ある。 
道理でユーザーに毛嫌いされたわけである。ようやく合点がいった。

ｄｋは過半数が体裁を繕うための「死にデータ」なのだ。言い換えれば作者の自己満足。 
しかし「異世界にはこんなのがありますよ」という体裁を作るのであれば、ｄｋのほかに百科事典もなけれ
ばならないことになる。 
キリがない。それを認めると今度は歴史書だ神話だとなり、いつまでたってもファンタジーパートに取り掛
かれない。 
設定がリアルなのはいいが、限界がないのでどこかでゴールを区切らないと、現実的には意味がない。 
というか、さすがにン十年もかけて死にデータをこさえるのは流石に馬鹿馬鹿しい。それならほかにやるこ
とがあるだろう。

ところで生きデータについてだが、よく見るとこれって幻日とほぼ同じなのだ。 
語法があって文化があって。地球と同じ部分や読者が知っている部分はわざわざ書かない。 
必要な記述だけあって合理的。だったら幻日をテコ入れしたほうがいい。 
仮に一言語辞典がないと言語といえないという理屈があるなら、幻日を翻訳してもよい。死にデータがない
分、効率的だ。

それに、ｄｋは広辞苑くらいの大きさなので、それをセレンの在命中に作るのは無理だ。 
「アルバザードにある辞典ですよ」という体裁そのものが最初からまっとうできない。 
どうもｄｋ企画自体に無理があったようだ。 
が、軌道に乗って実作業をしなければ、企画の綻びにも気づかなかったはずだ。そういう意味では無駄にな
らなかった。

一時期セレンは一言語辞典を強く勧めたが、企画の綻びを見てからというもの、すっかりお勧めできなくなっ
てしまった。 
自分を使った人体実験で、それなりに体も辛かった。ほかの作者に同じ失敗はしてほしくない。 
でも、個人的にはｄｋ様式は凄いと思う。あと数十人自分と同じ程度の作業力のある人がいれば、綻びも消
えるかもしれない。

前時代の残滓

ｄｋの作業中に、次のような疑問を抱いたことがある。

「自分が作っているのは要するに国語辞典なわけだが、国語辞典は果たして今後使われるだろうか。 
国語辞典はたいてい漢字を引くのに使うが、携帯が出てから急に使わなくなった。

また、広辞苑は十万語以上載っているのに、新語やスラングは出てこない。 
多くの現代人は「敷衍」が分からなくてもスルーするが、新語のカタカナ語は生活や仕事に絡んでくるの
で調べる。 
しかしそういうのに限って載ってない。で、グーグルを使う。スラングなんか顕著で、ネットに頼るしかない。 
今後国語辞典はどんどん使われなくなる。情報革命は実質グーグルに移ったわけだし……」

その後、規範主義とプラグマティズムの分析を通して次のことに気づいた。 
この分析を通して、もやもやしていた疑念が確信めいてきた。
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「国語辞典は規範主義だが、グーグルは検索エンジンであってサイトの集積を参照しているにすぎない。 

そしてサイトの集積は言語の用例の集積に等しい。 
となると、第二次情報革命とは百科事典的な規範主義からネット的なプラグマティズムへの転向だといえ
る。 
だとしたら間違いなく 21C はプラグマティズムの時代で、ｄｋは 81 年生まれの昭和的価値観の残滓なの
ではないか。 
アトラスで考えても今より進んだレインの時代にタウンページのようなｄｋを果たして配布するだろうか、
多額の税金かけてまで」

ｄｋの発想自体が前時代の残滓なのではないか。 
プラグマティズムへの移行はむしろ時代の流れに対して順行しているのではないか。 
17 ～ 19C の人工言語にはなかったオプションへ動いている過程が現在の状況なのではないか。

つまり、ｄｋの発想は新しいように見えて古かったということになる。 
自分が規範に拘泥していたら、頭の柔らかい若い世代にあっさり置いていかれたかもしれない。 
新世代の人工言語はプラグマティズムへ向かっていくのではないか。

では今後の人工言語の辞書はどのような規模になるだろうか。 
ｄｋでは死にデータが多すぎ、かつ前時代的な規範主義が強すぎる。 
かといって辞書は大切で、単語帳で満足というわけにもいかない。何事も極端なのはよくない。

その言語独特の語法は必要だし、その世界独特の文化記述も必要だ。 
語源や多義の記述もあったほうがよく、用例はいうまでもない。 
アルカでいえば幻日が最も近く、生きデータの割合が最も高い。 
したがって、幻日程度の規模が中庸ではないかと思われる。

ただ、「幻日程度」といったが、語弊がある。 
幻日は人工言語の辞書としてはかなり詳細で、語法や文化欄は自然言語の辞書以上に細かい。 
実際にはあれよりもっと簡素な辞書でも十分なのではないかと思う。 
また逆に、幻日は規範主義のせいか、用例が少なすぎる。これはむしろ改善点だろう。

人工言語の作りこみと辞書の発展

人工言語がどれだけよくできているとか作りこまれているといったことは、quality と quantity の積算で表
すことができる。 
これは簡単にいえば、質の高いものをたくさん作るということであり、直感的に理解しやすい。

アセスメントの対象となるソースは辞書や文学資料などのテキストコンテンツが主体であるが、絵画などの
芸術資料も含めるべきであろう。 
その中でも主役となるのは辞書である。

同じクオリティなら 5000 語より 10000 語あるほうが評価は勝る。 
しかし単なる単語帳を辞書と呼んで一万語集めても、市販の小さなサイズの英和辞典に勝ることはない。

この点は特に重要で、一般に人は辞書の作りこみを収録語数で計ることがある。 
しかし単語帳のような形式で一万語作ったところで、作りこみは OED 形式の数百語にも満たない。 
つまりクオリティはしばしば量を凌駕するということである。

クオリティを数値化することは難しいため、段階ごとに分類するのが妥当である。

なお、筆者は serix というアポステリオリの言語からアルカのような有文化アプリオリ言語まで経験がある。 
また、辞書に関しても単語帳のようなものから [[ ディアクレール >../klel/diaklel]]（ｄｋ）のような総合辞
典まで経験がある。 
これを踏まえた上で、以下を述べる。

1:単語帳

man　男　名詞

――というような、いわゆる単語リスト。最も手軽に作れ、クオリティは低い。 
さらに、その言語がアポステリオリの場合、クオリティは最も低くなる。筆者も最初はここから始めた。 

「無文化＊アポステリオリ＊単語帳」と「有文化＊アプリオリ＊総合辞典」を比べると、かなりの労力差がある。 
筆者はどちらのタイプも作ったことがあるので、語数だけで作りこみを判断しないよう特に注意している。

2:語義とミニ語法の追加

play　他動詞　～（競技名）で遊ぶ、戯れる、そよぐ 
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　　　名詞　劇、遊び、娯楽

少し進んだ段階になると、語義が増え、複数の品詞に対応するようになる。 
「～（競技名）で遊ぶ」というようなミニ語法も付与されるようになる。

3:用例の追加

用例が追加される。 
ここまで来ると辞書としての体裁が整う。

4:語法の追加

rip（唇）という単語はどこまでの範囲を含むのか。 
play soccer がいえるなら、play chess はいえるのか。 
こういった語法情報が追加されると、アポステリオリ・アプリオリにかかわらず、その言語自体のオリジナ
リティが得られるようになる。

5:文化の追加

文化を持たない言語はない。 
言語というのは柔軟で、風土の異なるアメリカでイギリス語を喋ることができる。つまりイギリスの文化を
アメリカが継承することはできる。 
だからといってアメリカ語が文化を持たないわけではない。自国の風土と異なるイギリスの風土に影響を受
けた文化を持つ。 
他所で言語が使えるからといって、言語と文化が分離可能であることにはならない。

アポステオリオリの場合、参照言語の文化か作者の文化を継承することになる。 
人工言語には文化設定を行わないものがあるが、いずれにせよ文化注記は必要である。 

「あなた」という概念でさえ、その概念をどう見るかは民族によって異なる。 
その見方が辞書を編集するのに使う言語から見て一般的でない場合は、文化注記をせねばならない。

ということはこの 5 の段階で文化を作る必要がある。あるいは参照言語の文化を調べる必要がある。 
アプリオリの場合、文化があるということは風土がなければならない。歴史もである。 
それらを作ることになるので、作業量は膨大になる。

6:一言語辞典

人工言語を日本語で説明する段階を終え、人工言語で人工言語を説明する段階。 
言語の基盤がしっかりできていないと、とてもではないが人工言語で人工言語を説明することはできない。 
従って 5 までをよく作っておく必要がある。

7:総合辞典

データの散逸と引きなおしの面倒を防ぐため、総合辞典として辞書を作る。

市販の辞書は語源辞典や百科事典など、用途ごとに分かれる。 
だが人工言語、特に有文化アプリオリの場合は辞書作成そのものが言語と文化と風土の作成に繋がる。 
そこで、歴史的観点から語源辞典、文化や風土を示すために百科事典や語法辞典というように、数種類の辞
書を同時に作る必要があり、かつそれが合理的な手順でもある。

結果的に、さまざまな辞典を組み合わせた総合辞典ができあがることになる。 
ｄｋはこの段階にある。ｄｋの場合、実に 14 種類もの辞書を、ひとつの辞典としての統一性を持たせつつ
取り入れている。

ｄｋの収録内容

＜辞書の種類＞

1: 国語辞典（いわゆる英英辞典などのコトバ典）  
2: 百科事典（エンサイクロペディアとしてのコト典）  
3: 語源辞典（言葉の歴史が分かる）  
4: 対訳辞典（ある概念をほかの言語で何というかという情報。ルティア語や古アルバザード語などが同時
に分かる）  
5: シソーラス（類義語辞典、反義語辞典）  
6: 文化辞典（国際的に見たアルバザードの文化的記述が見られる）  
7: 語法辞典（国語辞典的な語法が見られる）  
8: 字典（漢和辞典のようなもの。表意幻字での表記法を記載）  
9: 古語辞典（語源欄や対訳欄が古語辞典の機能を果たす）  
10: ことわざ成句熟語イディオム辞典（用例欄に実装）  
11: 文法辞典（語法に実装）  
12: 専門用語辞典（アルカの語彙を総なめにするので、同時にこれも実装）  
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13: アクセント辞典  
14: コロケーション辞典 

＜書式と辞書番号＞

この形式の場合、例えばアクセントの欄が 13 番の辞書（アクセント辞典）として機能している。

見出し語　4　9　10　12 
― 
単語レベル 
アクセント　13 
字解　8 
[ タグ ] 語義　1 
語源　3 
用例 
[ タグ ] 語義 2 
― 
類義語　5 
反意語 
― 
コロケーション　7　14 
― 
補足　 
語法　7　11 
― 
百科事典　2　6

「無文化＊アポステリオリ＊単語帳」と「有文化＊アプリオリ＊総合辞典」の労力比較

「man　男性　名詞」という「無文化＊アポステリオリ＊単語帳」を最低クオリティとし、「有文化＊アプリ
オリ＊総合辞典」を最大クオリティとした場合の労力比について考察する。

1: テキスト量

まず最初に、同じ「男性」についてテキスト量を比較する。 
http://www8.atwiki.jp/arbazard/pages/1006.html

2: 一言語辞典

テキスト量のほかに、一言語辞典であることを考慮する。 
全文母語と全文人工言語では、後者のほうが労力がかかる。

3: アプリオリ

次に、アプリオリであることを考慮する。 
apple という語は英和辞典や英単語リストを活用できるが、アプリオリの場合、参考にできるものがない。 
妥当な語形を一から自分で作る労力がある。

4: 文化・語法・歴史

さらに、有文化であることを考慮する。その文化から見てその語形が妥当であるか考える必要がある。 
また、男性がその文化においてどのような存在であるかを考慮する。 
上掲の例には「大きい」という形容詞の例も出ているが、「大きな問題」とアルカで言えるのかという語法
問題にも触れねばならない。 
その上語源欄を設置するにはその文化の歴史や言語史にまで踏み込む必要がある。

5: 国語辞典と百科事典の読み込み

語義欄と百科欄を書くのに際し、辞書を読み込む必要がある。 
筆者の場合、一語執筆するのに「国語辞典、ラーナーズ英英辞典２冊、ネイティブ用英英辞典、ネイティ
ブ用仏仏辞典」を読んで参考にしている。 
百科欄の場合、ウィキペディアは信憑性に乏しいのでブリタニカで裏を取り、合っていればウィキペディ
アを参考にするという確認作業を取っている。また、和書の百科辞典も用いている。

一語執筆するのにたくさんの資料を読む必要があり、これが最も時間を食う。 
執筆より調査と検討のほうが時間がかかる。だからけっこう見えないところで苦労することになる。 
調査を雑にして時間を削減すればかかるのは執筆時間だけだから、見かけ上はたくさん語数を稼げる。 
しかしそれではクオリティが下がってしまい、作りこみにならない。

以上 5 点を踏まえると、テキスト量以外にもさまざまな評価点があることが分かる。 
vik や lax といった特に記述の長い語については、一語書くだけで 2,3 時間かかることもザラである。 
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もしこれが「man　男性　名詞」というリストなら、一語書くのに数秒で事足りる。 
実際はアポステオリオリでもいくつかの言語と比較してどの語根がいいか調べたりするので数秒というわけ
にはいかないが、それでも労力は比較にならない。

もちろん、ｄｋも vik のように長い単語ばかりがあるわけではない。 
とはいえ、難しい単語になるほど 5 の作業量が増えるので、記述が短くなっても総作業量は減らない場合も
ある。

そういう実作業の経験から言うと、恐らく「無文化＊アポステリオリ＊単語帳」と「有文化＊アプリオリ＊
総合辞典」の労力比は数十倍から百倍程度はあると思われる。 
同じ編集力の人間が 2 人同時に辞書作りを始めた場合、前者が一万語に到達した時点で、恐らく後者はまだ
数百語であろう。 
機械的に単語リストを作るだけなら、もっと差が広がるかもしれない。 
だからこそ最初の議論に戻るのだが、人工言語の作りこみというのは量ではなく、辞書の見かけ語数でもな
く、あくまで quality と quantity の積算なのである。

一言語辞典は「覚える＞調べる＞書く」の順で大切

ｄｋの実作業をしてみて、一言語辞典は「覚える＞調べる＞書く」の順で大切だということに気付いた。 
二言語辞典は書いた内容が備忘録になる。例えば「miik　りんご」と書いておけば、辞書そのものがメモに
なる。 
自然と書いた内容を覚える必要性が減る。

一言語辞典は逆で、備忘録の効果がない。 
書いた語義や語法を書いた先から覚えていかないと、次その単語を別項で使うときに矛盾したことを書きか
ねない。

また、一言語辞典は二言語に比べ、きちんと調べて書かないといけない。 
二言語の場合は母語による柔軟な解釈ができるため、多少妙なことを書いても読み手が巧く解釈してくれる。 
だが一言語だとそうはいかない。それゆえ、調査はきちんとしなければならない。

そしてその調査よりさらに覚える作業のほうが重要である。 
せっかくきちんと調べて書いても無駄になってしまうからである。

私が思うに、勉強 5 割、調査 3 割、執筆 2 割といったところであろう。 
勉強というのは書いたものを覚えることで、読む、手で書く、聞く、話す、暗記するなどからなる。 
一言語を作る段階になったら、もういい加減「話せません」では困る。 
自分の言語を自分の言葉で説明できないようでは話にならない。

例えば 1 日 2 時間執筆するとしたら、勉強と調査で 8 時間、合計 10 時間かかることになる。 
……大人にはかなり厳しい。 
実際には半分の合計 5 時間程度が現実的だろう。

人工言語の辞書に必要な語彙

人工言語の辞書に必要な語彙はおよそ 12000 ～ 15000 ではないだろうか。 
日常生活に用いる語彙がその程度だからである。口語に限定すればもっと少ないだろう。

人工言語を使いながら生きていて、足りないものを随時足していく。 
そういうやり方で作っていくと、日常生活に必要な単語数が得られる。 
アルカの作り方がそのようなものだったが、古アルカも制アルカも 15000 を超えなかった。 

（古が 15000 で、制が 13000）

その経験からすると、恐らく 12000 ～ 15000 が人工言語に必要な語彙に感じられる。 
それを越えると専門用語で、日常ではまず使わない単語になる。

しかしいきなり一万を越えろというのは難しいと思う。 
その場合は 8000 程度でも足りるように思われる。 
実際、幻日にも生涯使わないであろう専門用語が入っている。 
そういったものを差っ引いていくと、大体 8000 語くらいになるだろう。

ｄｋの目標語彙は 5 万で、正直これはほとんどが無駄な作業だと思っている。 
国定辞書なので本物のｄｋは 60 万だの 100 万だのという語彙を持つはずなので、5 万というのは非常に少
ない。 
しかしそれは国定辞書という視点から見た数であって、そうでもなければ 5 万は非常に多い。

日本語の国語辞典で 5 万語程度のものを日本人がすべて知っているかといったら、知っているはずがない。 
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15000 を越えたらほぼ非実用の世界で、5 万を越えたらほぼ終わらない補完作業の世界ではなかろうか。 
そういう意味では 5 万という目標はアルカに特殊なもので、人工言語総論としてみれば、多くても 15000
が目標語彙ではないかと思われる。

人工言語の辞書に必要な語彙２

人工言語の辞書に必要な語彙の続き。

言語学大辞典で語彙量について調べたが、思うようなデータが得られない。 
参考までにウィキを載せておくと、このようになっている。

語彙の総量を「語彙量」という。満年齢で 6 歳になる子どもの場合、理解語彙の総量は、およそ 5000 ～
6000 語ほど。13 歳では 3 万語前後。20 歳ではおよそ 4 万 5000 ～ 50000 語ほどという調査結果が出て
いる [1]。 
小型の国語辞書に収載されている語彙量は、およそ 6 万～ 10 万語程度である。

文学作品では、「源氏物語」の語彙量は、延べ語数で 20 万 7808 語、異なり語数で 1 万 1423 語と数えら
れている [2]。なお、延べ語数とは、同じ語が複数あった場合、その出現回数だけ数えた数値。異なり語数
とは、同じ語が何度出てきても 1 と数えた数値である。 
各語の 90% 以上を理解しようとする場合、フランス語が約 2000 語、英語が 3000 語、ドイツ語が約 5000 語、
日本語が 10000 語と言われている [ 要出典 ]。

語彙	-	Wikipedia	http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%9E%E5%BD%99

理解語彙

このデータには疑問がある。 
小型の国語辞典が 6 万程度だとしたら、成人の私はそのほとんどを見て理解できることになる。 
ところが実際我が家の国語辞典を見ても、知らない言葉が多い。この理解語彙はどうやって計ったのだろう
か？

理解語彙というのは非常に曖昧である。 
例えば「りんご」は分かる。「ジュース」も分かる。だから「りんごジュース」なるものが売られれば、そ
れが何であるか理解できる。 
同じく、マンゴーとゼリーを組み合わせたマンゴーゼリーを理解できる。 
しかし辞書はこうした単純な合成語を載せているとキリがないので、通常省く。

マンゴーゼリーなども加えてよいのなら、我々の理解語彙はほぼ無限に増える。 
どのようなデータを使うかによって、理解語彙などどうとでも変わる。 
大日本国語辞典を使って、収録語すべて意味が分かるかテストしたほうが、客観的な理解語彙が計れるだろ
う。 
しかしそれは大変すぎてそんなこと現実にはできない。

異なり語数

源氏物語の異なり語数が約 1 万とのことだが、これはしっくり来る。 
大体日常生活を書いていればこんなものだろう。

一方、科学について百科事典などを書けば当然異なり語数は増えるだろう。 
科学など、専門用語は人によって使うか使わないかの差が激しいので、人工言語総論として必要な語彙とは
いえない。 
誰もが学校で習うような公共性の高い知識を除いて、こうした学問の語彙は必要な語彙に含めないほうがよ
さそうである。

カバー率

カバー率はフランス語が高いのが有名だが、これは理由がふたつある。

まず、フランス語は基礎語彙の語義が広い。 
例えば mettre で「置く」だけでなく「着る」「かぶる」などの意味がある。 
このせいで、確かにカバー率は高い。

だが、それ以上にカバー率を高くしているのは合成語の少なさである。 
恐らくカバー率調査は単語だけで行っており、句は含めない。 
カフェオレは日本語では 1 語とカウントし、フランス語では 3 語とカウントしているのではないか。ポトフ
も同様。

また、日本語では漢語の合成語になるところを、フランス語ではしばしば成句で表現する。 
rendre compte de は「報告」でカウントされるだろうし、se rendre compte de だと「気付く」でカウン
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トされるだろう。 
原義的に言えば「計算結果を返す」から「報告」になる。そして「自分に計算結果を返す」から「気付く」になる。 
フランス語もフランス語で巧く表現している。が、フランス語では成句で表現されるので、カウントされない。

なので、カバー率が低いといっても単純語や合成語を用いて表現しがちな言語か否かという違いにすぎず、
カバー率が低い言語が楽ということにはならない。 
だから本当のカバー率というのは、概念単位で見るべきなのだ。 
転換動詞は別個にカウントし、多義語も別個にカウントする。成句もだ。

こうして本当のカバー率を出すと、恐らくどの言語も大差なくなる。 
が、その数値こそが、「本当にある言語の内容を 90% 理解するために覚えねばならない量」を指すのではな
いか。 
人工言語もこの「量」を念頭に置いて作るべきではないだろうか。

総合辞典の百科欄

総合辞典の百科欄では普遍的な記述は後回しにすべきである。 
例えばライオンというのはネコ科の動物で云々という生物学的なこと――言い換えればどこの国のどの言語
で書いても変わらない内容――は省いてよい。

ｄｋはアルバザードで使われているという設定なのである程度科学的なことも書く。 
だが、アルカ以外の人工言語ではそこまでこだわる必要はないと考える。

本来はアルカだってそこまでこだわる必要はない。 
辞書を引く人は、別にアルカでライオンの生物学的な情報を知りたいわけではない。 
そういうことが知りたければ日本語か英語で引くだろう。私の娘ですら将来は英語で引くだろう。

辞書を引く人が知りたいのはむしろアルカにおけるライオンの扱いである。 
だから総合辞典の百科欄は必然的に文化事典に近くなる。

アルバザードには百科事典がｄｋのほかに存在するため、ｄｋは科学的な記述が少なくなっている。 
ｄｋが最初に編集された時代の方針のまま、対照文化的な観点で執筆されている。 
しかし科学の世の中に人文だけではという思いがあるため、ある程度科学的な記述が入っているわけである。

百科事典と造語

アプリオリの場合、造語するときに百科事典を使うことがある。 
原子を命名するとき、我々はすでに原子より小さな単位を知っているので、「切れないもの」という意味を
持つ atom のような単語を作ることは恐らくない。 
また、誤訳によってできた有理数のような造語をすることもない。有比数のように造語するだろう。

ただでさえアプリオリは事典を首っ引きにして作るので、労力がかかる。 
その上ここに文化や歴史が絡むとさらに複雑になる。

その世界で原子が発見されたとき、クオークの存在はまだ知られていないだろうから、やはり atom のよう
に命名する可能性がある。 
当時のその世界の科学水準で命名せねば、自然といえない。 
切れるのに切れないものと命名すると、覚えづらく理解しづらい。

小惑星だって一見すると惑星の一種かと思ってしまう。命名は大切だ。非合理的な命名はできるだけ避けた
い。 
しかし世界を持つ人工言語では、文化や歴史を反映してあえて非合理的な命名をする必要が出てくる。

アルカで道しるべは alzam だが、意味を考えれば jetkon だけでよさそうなものである。 
また、里程標を naldol としているが、これは nalta という固有の単位が背景にある。 
同じく灯油は ferakm で、安い油という意味である。これはアルバザードがそれ以前に用いていた鯨油より
安価であるからにすぎない。 
百科事典を使って命名すると、恐らく灯油の性質を用いた命名になるだろう。しかし世界を持つ人工言語は
そうとはかぎらない。

よって、アルカのような言語は必ずしも合理的な造語をしない。もちろん、世界を持たない言語の場合は別
にかまわないのだけど。 
私自身、作っていて「このように命名すればわかりやすいのだけど、当時の技術や社会背景や古語を反映す
ると、こうせざるをえないなぁ」と思うことが多い。

単語の覚えやすさでいえばアポステリオリが一番として、次は世界のないアプリオリになるだろう。 
アポステリオリの参照言語が自分の知らない言語である場合、むしろ世界のないアプリオリのほうが覚えや
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すいかもしれない。 
だが、世界を持つアプリオリは依然として覚えづらく作りづらい。だが、頑張った分は無駄にはならない。
その分はやがてリアリティやクオリティになる。

人工言語の辞書と参考にする辞書

辞書を執筆するときに参考にする辞書は、できるだけ多いほうがいい。

まず言語について。アプリオリ言語ならなおさら影響を排除するために多くの言語を参照したほうが良い。 
といっても十言語も参照するというのは現実的ではない。ｄｋの場合、英語、フランス語、日本語をメイン
に参考にしている。そこに中国語や韓国語やドイツ語などを加える程度である。 
私は言語学専攻だったわりに、外国語は英中などの就職に結びつく言語に専念してきたため、情けないこと
に辞書を読むレベルとしてはせいぜいこれくらいしか読めない。

参考にするのは主に語義である。語義をひとつずつ読み、それが自分の言語にあるかどうか考察する。 
アプリオリなので語義をそのまま拝借するのではない。その語義に相当するものがあるかどうか確認するた
めのネタ帳として使う。 
アポステリオリの場合はそのまま拝借して良い。

もし英語だけしか使わないと、語義のネタ帳としては不十分である。 
フランス語の venir には「～したところ」という近接過去の意味があるが、英語の come にはない。 
英英しか見ないと、この語義が自言語にあるかどうかチェックしそびれてしまう。 
そういう意味で、英仏日など複数の言語を参考にしたほうが安全である。

次に規模について。 
辞典の規模は大中小と色々ある。 
ここでいう中というのはジーニアスや明解くらいのものを想定している。 
大というのはジーニアス大辞典や広辞苑くらいのものを想定している。

ここでは OED や日本語大辞典は極大と呼んでおくことにする。 
ｄｋが参照しているのは OED のほかに、『日本国語大辞典』と『大漢和辞典』がある。 
アルカは表意幻字があるので、大漢和辞典は文字関係の用途で使用している。

とはいえ、漢和については学研の『新漢和大字典』を主に参照にしている。 
私は字の成り立ちを調べるために漢和辞典を使っているわけだが、字の成り立ちの説明はこの辞書が丁寧だ
からである。 
例えば「覇」という字ひとつとっても、大漢和辞典よりむしろこちらのほうが解字を丁寧に説明してある。

辞書の規模について述べたが、このうち参考にすべきは中～極大で、メインには大を使うのが良い。 
執筆するという観点で見ると、大は小を兼ねる。中辞典に載っているものは新語を除いてたいてい大辞典に
載っているが、その逆はない。 
極大はたいてい語義が詳しいというより例文や出典が詳しい。大になれば人工言語の辞書を書くのに必要な
語義は出揃っている。 
従ってわざわざ毎回極大にあたる必要はない。しかし中では語義が列挙されておらず、不十分である。そう
いうわけで、大がちょうど良い。

また、辞書の種類も色々ある。 
ｄｋは一言語辞典なので、ジーニアスなどの二言語辞典は参照できない。 
英英や国語辞典のような一言語辞典を使う。

一言語だとラーナーズとネイティブ用があるが、ラーナーズは数冊あると良い。ｄｋでは主に２冊用いてい
る。 
ラーナーズは案外馬鹿にできない。向こうのネイティブが使うペーパーバックの辞書より語義や例文が詳し
かったりするので、執筆するときの参考になる。 
ネイティブ用は幼児用や学生用があるが、日本人だとラーナーズが既に家にあるという人のほうが多いだろ
うから、執筆という点で考えると語彙の制限のない一般用が良い。 
まとめると、ネイティブ用の大辞典をメインにし、それ以外をサブとして使うのが良い。

次に語義欄以外について。例えばまず語源について。 
私は語源も参考にする。語源を見ると語義の変遷が分かる。アルカにも語義の変遷があるので、参考になる。 
語源を調べるときは別途研究社の『英語語源辞典』などを利用している。

語源辞典のような「分野ごとの専門の辞書」もあると助かる。 
私の場合、百科欄の参考にするために『日・中・英言語文化事典』や『しぐさの英語表現辞典』などを用いている。

また、百科欄では百科事典を参照すると良い。 
電子辞書によく内蔵されている『ブリタニカ国際大百科事典』は大百科というには小さく、情報量が少ない。 
電子版の英語ブリタニカも参考にしているが、これも規模がそこまで大きくない。正直百科事典には少々困っ
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ていた。

ところが今は yahoo で日本大百科全書がタダで見られるようになったので、百科事典はこれを参照するのが
いいだろう。 
ウィキペディアは便利だし個人的にはよく見ているが、執筆という点では信憑性のリスクがあることを述べ
ておかねばならない。

最後に、アルカが具体的にどの辞書を使っているかだが、一応ファンタジーの言語という雰囲気をあまり壊
したくないという気持ちがあるので、明言は避けておく。 
ただ、ここで述べたものは使っているので、おのずと分かることと思う。

ｄｋのサイズ

「ｄｋって具体的にどのくらいの大きさなんだろうね」とリディアが言っていた。 
電子辞典なので言われるまで気にしなかった。

しかしｄｋって歴史的にはアルバザード政府が国民一世帯ごとにタウンページのように無償で配布していた
わけだから、紙ベースだったわけだ。 
電子ペーパーの普及したアレイユでもレインなどは国定辞書を持っていたので、未だに配布が行われている
ということになる。 
ただ、全世帯かどうかは分からない。レインはレミールに入るような人間だから持っていたのかもしれない。

レインが持っていたのが国定辞書なので、あれがｄｋなのではないかと思った。（思ったっていっても書い
たのは自分なんだけれど） 
だとしたら一冊ものなので、広辞苑や ODE やジーニアス大辞典くらいのサイズということになる。

そうか、アルバザードの国定というから世界最大というイメージをしていた。 
すっかり OED を想定していたが、そうではないのだな。OED20 巻セットはさすがに全世帯に配布できな
いし、むしろ迷惑だｗ

しかしアルバザードに OED に相当する辞典がないはずがない。 
ということはｄｋを元にもっと膨らませた極大サイズのｄｋがあるはずだ。図書館にしかないような。 
極大のほうを unabridged dk とみなし、国民に配られるほうを abridged dk とみなすのが適切だろう。 
つまり国民に配られるのは OED ではなく Shorter OED か ODE サイズの abridged dk なのだ。

abridged dk とはいえ、大辞典であるからには、どんなに少なくとも 20 万語はあるだろう。 
広辞苑が 24 万で、ODE が 40 万程度。ずいぶんとばらつきがある。それでも最低ラインは 20 万語。 
まぁ、私の在命中にできる規模ではないな。 
現実的に考えて、abridged dk の中からさらに abridge するという入れ子構造になるだろう。

通時論
母音の頻度から分かる自然性

人工言語をアプリオリで作った場合、単語を機械的に作るか作らないかに大別できる。 
ライプニッツのように作ると、機械的になる。逆にアルカ
は前者だ。

アルカの場合、古アルカから脈々とオリジナルの自然言語
と錯覚するような語彙を作ってきた。 
――ということを裏打ちする言語学的なデータを見つけた。

母音で最も多いのは a,i,u,e,o の 5 母音体系だが、母音は均
等な頻度では現れない。 
松本克己『世界言語への視座』を読んでいたら、さまざま
な言語を検証した結果、母音の頻度の平均値が出ていた。

表の通り、自然言語の場合、母音は a,e,i,o,u の頻度で現れる。
（あくまで平均値の話だが） 
これを見て気付いたのだが、アルカもこの順序で現れる。 
制アルカの時代にセレンが予想したのは a,i,o,e,u だったが、
実際には a,e,i,o,u になっているという話はかつてしたと思
う。 
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なぜだか不思議だったのだが、この表を見て納得した。

アポステリオリだともちろんこの序列になるだろう。 
逆にアプリオリだと、ライプニッツ式だとこの序列にならない可能性が高い。 
アプリオリでも自然言語風に作っていけば、この序列になる可能性が高い。

制アルカにはｎ対があったので、kat があれば kit もあるから、ｎ対は母音の比率に影響しない。 
周知の通り、新生はｎ対がなくなり、なくなった分を古アルカから復元した。 
ということは、新生の母音の序列は古アルカを踏襲していることになり、古アルカから既にこの母音の比率
があったことになる。 
すなわち、古アルカのころから自然言語のように使える人工言語を作っていた痕跡が伺える。

何が言いたいのかというと、我々がアプリオリで自然言語風な言語を古い時代から作っていたことが、紙資
料などではなく言語そのものから内省的に推測できるという点だ。言語で考古学とでも言おうものか。 
つまり、その人工言語が歴史を有していれば、自然言語の分析と同じく、言語そのものからも言語史は分か
るのではないかということを述べたかった。

ＳＯＶ , ＶＳＯ→ＳＶＯへと発展する語順

松本克己『世界言語への視座』第 9 章に、語順について面白い記述があった。

要約すると、SVO は SOV や VSO から発達したものが多いという。 
つまり、SVO の多くは SOV などのバリエーションであるということである。

確かに SVO は SOV に比べ、語順からほかの句の語順を推測しにくいという性質がある。 
SOV だとほぼ後置詞 PO 構造と属格 GN 構造を持つ。圧倒的に PR の確率が低い。 
ところが SVO だと PR が多いかたわら、PO もそこそこ許容される。 
SVO なら NA になるかといえばそうでもなく、AN も頻繁に見られる。英語のように。

しかしこういった SVO のバリアントの多さは、SVO が SOV や VSO のバリエーションだと考えれば説明が
付く。 
歴史的に見ても実際 SVO はこれらの発展形だそうだ。

また、ピジンやクレオールは SVO になることが多いそうである。これにも強く頷ける。 
古アルカは 1991 年の段階で SOV だったが、やがて SVO に変わっていった。 
言語内部の構造自体が原因であるが、語順が変わったころは仲間が増えていたころとちょうど重なり、ピジ
ン化が著しかったころである。 
どうやらあの頃の変化は言語学的に自然だったようだ。

人工言語はピジンよりもさらに進化のスピードが速く、作り始めなどは特に 1 年で自然言語の 100 年以上
に相当する変化が起こる。 
どうやら 90 年代の短期の間に SVO への発達が起こった結果が、いまだに影響を与えているようである。

語順の文法化

松本克己『世界言語への視座』p298 より引用

動詞にも名詞にも役柄に関する標識を全面的に欠き、もっぱら SVO という語順に役柄標示の任務をゆだね
るという方式がある。 
ピジン・クレオールと呼ばれるほとんどの言語がこのタイプに属している。

――とある。 
確かに古アルカはこのタイプであった。 
オリジナルの語彙や文法を獲得する前に、各メンバーの母語によるちゃんぽん化があったことを示唆する。 
そのちゃんぽん化が前期古アルカという形になり、クレオール様人工言語となった。

異世界における言語の変化

異世界でも言語は変化するが、当然地球の言語学をそのまま流用しても辻褄が合わない。 
例えばアトラスには電話のないころから電話のような通信魔法技術があった。また、地球人が壁画を書いて
いるころにアトラスの神は紙に文字を書いていた。 
となれば古代の地球と同じような変化をするわけがない。神も魔法もない地球の言語の変化をそのまま適用
することができないので、独自に変化の仕方を考察する必要がある。

まず、言語の変化および方言化を促す要素と抑制する要素というものを定義する。
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促進 : 鎖国などの政治的な閉鎖性、海洋や山岳などの地理的な閉鎖性、技術の発展 
抑制 : 交通の便、電話、テレビ、ラジオ、ネット、宗教的価値観 ( アラビア語のような )

日本には方言があるが、古代からテレビがあったらここまで方言は多様化しなかったと考えられる。また、
空を飛べてもやはり同様であったろう。 
今後日本語は IT 関連の単語が継続して増えるだろうが、メディアの発達によって方言化は抑制される。 
京都では尻のことをおいどというらしいが、パソコンは日本全国パソコンである。メディアが整ってからの
方言化は抑制される。

アトラスの場合、cv までは通信魔法が存在した。また、人は神にまだ近く、かなり自由に飛ぶことができた。 
これは地球でいえばテレビと飛行機があるようなものだから、この状態で言語の変化がスタートすれば、当
然同時代の地球より変化が抑制されることになる。 
従って szd などの言語は fv と大差ないことが伺える。さらにこのころの人類は寿命も極端に長いため、余計
変化は抑制される。 
このように、単に時間の長さだけで変化を予想できないのが異世界の難しいところである。

zg になると飛行力が落ち、神もアトラスから去り、何より通信魔法が cv の大戦中に破壊されてしまったため、
言語の変化が起き出す。 
ただし寿命が地球人より圧倒的に長く、空もまだ飛べたため、地球に比べれば当然緩慢であったと考えられ
る。 
zg から kk は約 8000 年あるが、平均的な成人男性の寿命や飛行力等を考慮すると、言語の変化はせいぜい
地球の 800 年分程度に相当する。 
この点を考慮しないで地球の変化をそのまま当てはめるとリアルな異世界にならないので注意。 

「8000 年も経ってるから現アルカから遡ってひとつずつ考察しながら作るなんて面倒なことしないでパーっ
と作っちゃえばいいや。どうせ 8000 年も経てば原型がないくらい変化するだろ」というような安易な発想
ではリアリティがない。

ルティア語やアルバザード語といった言語に独特な文法や単語はおおむねこの zg から形成されることにな
る。 
歴史的に見てもちょうど zg からが人類の時代なので、しっくりくる。

sm 後半になると王族など一部を除いて寿命は地球人と同じになっていき、飛行力も落ちていく。 
全人口の寿命がある日突然短くなるわけではなく、sm の 1200im までの 1200 年間がおおむね地球の 400
年換算となる。 
1200im あたりでほぼすべての人が地球人と同等の寿命になり、飛行力も相当低くなるため、そこからアル
カができるまでの 400 年はそのまま地球換算でも 400 年でよい。 
従って sm の頭からアルカができるまでで地球換算で合計 800 年ということになる。

なお、sm は科学の前身となる錬金術などの台頭で新語が増え、言語の変化に加速度がつく。 
nd では魔法も消え、科学が発達し、言語の変化は地球と変わりない。 
ただし国際語としての力を徐々に持ち出したアルカの存在により、新語に関してはアルカの単語が入ってい
くことがあった。 
vl にはテレビやネットの普及し、ますます新語はアルカのまま取り入れられた。現在の IT における英語と
同じである。

こうして見ていくと、各言語の萌芽が出てくる zg からアルカが出てくる rd までの約 10000 年について異
世界的な言語の変化を考察すればよいとわかる。 
この 10000 年の体感速度を考えなければならない。zg から kk までの 8000 年間が地球換算で 800 年。同
様に sm からアルカまでの 1600 年間の地球換算の合計が 800 年。しめて 1600 年間となる。al や lj から見
れば約 2000 年前ということになる。

al が今の地球で rd が中世ヨーロッパのイメージだとすると、おおむねラテン語が現役だったころから fv の
崩壊が起こったことになる。 
すると体感的にはおおむねラテン語が fv だとして、現代フランス語が現アルカという概算になる。 
これをひとつの目安に言語変化を考察していけば、タイムスケールの異なる世界の言語を考察するのに役立
つ。

無いはずのものが無いというリアリティ

無いものを作るという考え方がある。それは一見人には見えない。見えないから存在しないようにも見える。
しかし無いという定義に意味があり、無という存在がある。 
などと哲学的な話をされてもわかりにくいだろうから例を挙げる。一番わかりやすいのは語源だろう。

fv までは語源がよく分かっている。ar もよく分かっている。ところがその中間に位置する ls や sz について
は語源不祥が多い。 
例えば savan や san の語源はわからない。一方、eva のように推定できるものもある。また、yundite のよ
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うに明らかになっているものもある。 
これは記録が残っているかどうかの違いである。紙自体は rt で発明されているが、人類には普及していない。
羊皮紙なども非常に高価であった。 
その上この時代は戦争ばかりしていたため、焼けてしまったものも多い。

各言語のオリジナリティが確立したのは zg から kk の間だったが、上記のような事情により、語源を遡れな
いことがある。 
逆にそれより古い fv は神の言語なので記録も存在し、人智を超えた寿命と記憶力で覚えられている場合もあ
り、語源がわかる。

地球ではこういうことが起らないが、アトラスの環境を突き詰めると、このように無いものが無いことでリ
アリティを獲得できることがある。 
つまり、意図的に語源不詳を作ることで、歴史の闇を演出するというわけだ。 
アルカは常に説明過剰で読者に想像の余地のないことが多いので、こういう余白には何かと想像を掻き立て
させられる。

地球でも日本語は語源を遡れないことが多く、せいぜい語源説を列挙するだけに留まるものが多い。 
娘はうまく説明できるし、あまり異論もないようだ。しかし猫には異論がある。恐らく鳴き声に接尾辞が付
いたものだろう。寝る子とは思えない。日本語の場合、語源というより語源説といったほうが適切な場合が
多い。( もっとも、英語にだって girl のように衣服というあやふやな推定しかできないものもあるのは事実 ) 
大学時代にどうして英語語源辞典のようなしっかりした語源辞典がないのだろうと思ったことがある。いく
つか大判のものがあるがどうにも情報量が少なく、語源説に留まっているものも多い。だが実際は日本の出
版社が甘いのではなく、英語ほど記録が残っていないのが原因である。

fv は遡れるので英語に近い。sz などは分かっていないことが多いので日本語に近い。 
いずれにせよ、無いはずのものが無いとリアリティは増す。白い紙に何も書かないのは手抜きだが、白い鉛
筆で書き込む分には意味がある。
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位相

アルカの位相は「個性位相、方言位相、環境位相、関係位相」の 4 種に要約できる。下記は 10 種の個性位相の表。

性 分類 位相 I my we our you your you 複 your 複 確認 不確実 伝達 訳例
男 標準 seet an ant ans antes ti tiil tiis tiiles kok sei tisee 私
男 肉食 arden der dent orfen orfant dis din sedis sedin kaak daana dizmal 俺
男 粗野 alben dai daid cuud cuudis baz bazel bcand bcendi daxxa zor laga オレ
男 知的 yuul ami amit sean seant tol tolte flent flandol ranxel fixet flenzel 僕
男 草食 pikko men menal liia liian sala salen setyu setut xatta sivan ramma ぼく
女 姉御 amma ema emil polte polton twa twal klans klansen soona yundi weeze アタシ
女 明朗 mayu noel notte xenon xenoan xian xiant telul telet sanna enxe xiima あたし
女 勝気 gano gan ganet kalas kaldes beg beget walet wolden yatte indi belze ウチ
女 綺麗 yunk yuna yunol kolet ekol moe moen felie felial axem tuuyu linoa 私
女 可愛 milia non noan lena lenan tyu tuan lilis lilin sete eyo tisse わたし
中
性 　 solferj noa noett lenoa lenoan tiam tiamet letiam letiant kotta ansem sante 私

精
霊 　 kotan nana nana

tu
nanas

se
nanass

etu mina minatu minas
se

minasse
tu nano milei sian ワタシ

●解説

性別や性格に基づいて分類される 12 種の位相。 
男性は seet, arden, alben, yuul, pikko。デフォルトは seet。 
女性は amma, mayu, gano, yunk, milia。女性にデフォルトはなく、性格に応じてベースとなる位相を決め、
気分や相手に応じて他の位相を使い分ける。 
公的な発言では女性も seet を使う場合がある。個人によっては女性が yuul などを使うこともある。 
総じて女性のほうが選択肢が多い。その辺りはスカートとズボンのどちらも着用でき、女性専用車両にも一
般車両にも乗れる日本と同じ。

中性代名詞はユルトやリュウのような中性的な人物が使う代名詞。いわゆる「草食」や「男の娘」な人が使う。 
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逆に女性らしくない中性的な女性も使う。男勝りということではない。その場合はむしろ amma, mayu, 
gano ないし男性の代名詞を使う。 
精霊代名詞は命を持たない代名詞で、九十九など物に憑依した思念体などが用いる。

以下に最初の 10 種類の大雑把な特徴を示す。どのような性格の人が使うかの目安となる。怒りっぽいツン
デレは mayu など。 
子供は目上の人口が多いので pikko を使う機会が多い。同様に幼女は yunk, milia になりやすい。

seet: 男性デフォルト 
arden: 肉食男子、体育会 
alben: 粗野 
yuul: インテリ 
pikko: 草食男子。並びに男性敬体

amma: 姉御肌、豪快、男勝り、姉御肌 
mayu: 元気、明朗 
gano: 勝気、気丈 
yunk: 綺麗系 
milia: 可愛い系

●敬体

目上には敬体を使う。男性は pikko が敬体。女性は下記の女性敬体 (alite) を使う。

I my we our you your you 複 your 複 確認 不確実 伝達
meid meiden xelis xelien halka halkan isfel isfelia malia nyannya yuulia

●三人称

三人称は mayu, yunk, milia だけ特徴的。ただし特徴的なのは一部のみ。

seet luus luutes laas laates tuus tuules lees leetes
mayu luan luant lain laint tuus tuules lees leetes
yunk luan luant lain laint tutu tutul lele leent
milia luan luant lain laint tutu tutul lele leent

●お嬢様位相

お嬢様と呼ばれる階層は yunk, milia, mayu のいずれかの位相の頭に an を付けた代詞を用いる。 
例えば anyuna など。敬体は meid 系列を使うが、やはり頭に an を付けて anmeid などとする。 
気取った貴族や金持ちの言い方で、現実にはあまり見られないがゼロではない。アニメやマンガなどではお
嬢様キャラを出すために用いられることがある。 
嫌味っぽく気取って見えるかお嬢様らしく聞こえるかは本人の性格と相手の受け取り方次第である。嫌味に
も気取りにもなるし、深窓のご令嬢にもなる。場合によりけりである。

anyuna yuus fan anmoe luna ankolet anlinoa（あなた、わたくしたちに混ぜてさしあげてもよくてよ）。

an ばかり連続するので anankuom（アンアン口調）と小馬鹿にされることがある。 
なお、三人称にもこの an は及ぶ。anluan, antutu など。

●位相の使い分け

位相は相手や文脈ごとに切り替えるのがふつう。例えば目下には an や der を使い、目上には men を使う。
日本語で目上に「俺」とは言わないのと同じ。 
中には切り替えない人もいる。目上に「俺」という人間がいるのと同じこと。

一人称に ami を使いながら二人称に dis を使うこともできる。位相がクロスしている。 
「僕」は ami であるが、相手は自分との関係によって「君 (tol)」になったり「お前 (dis)」になったりする。 
日本語で「僕」と言う人が「君」も「あなた」も「お前」も使うのと同じ。 
ただ、自分が ami なら相手の呼び方は tol がデフォルトになる。同様に、自分が der なら相手は dis がデフォ
ルトになる。

●単語位相

女性は一般に kui（食べる）の代わりに xen（飲む）という。このように、位相によって使う単語まで異なる。 
以下に例を挙げる。これらの単語は辞書では［rente］や［丁寧］などのタグが付いていることが多い。

・動詞

kui→ xen 
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ku→ rens 
mok→ xidia 
skin→ fians

・名詞

xia→ felver

・形容詞

vein→ fein

・副詞

lax→ lan 
ris→ rin 
van→ fan

・格詞

fin→ fien

＜方言位相＞

同じアルバザードでもアルシアでは西方語を使い、カテージュでは南方語を使い、アルバザードでは北方語
を使う。 
どれもアルカには違わないので、言語学的には方言位相といってよい。

＜環境位相＞

身分や立場による言葉の違い。 
同じ内容の文でも、教師として言うか母親として言うかでは異なる。

公であるほど文法的に正しく省略の少ない言い方をする。 
また、語彙については seet 系を使う傾向がある。

＜関係位相＞

相手の環境とこちらの環境によって相対的に決まるものを関係位相と呼ぶ。 
話し手の環境だけで変わらないのがポイントである。

リディア→ユルト :"leen yultan, lax piyo nono?"（ねーぇ、ユルトちゃん、あたちのぴよちゃんほしい？） 
リディア→セレン："nee seren sou, tyu lax mive noan?"（あ、セレン君、ひよこ要る？）

歳時記

アルバザードの歳時記です。幻日 xamelen と幻日 aalsel をご参照ください。

文化の伝来

地球の場合は『銃・病原菌・鉄』式の発想が有用だが、あれになぞらえると、アトラスの場合は「神・魔法・
飛空」となるだろう。

古い時代は人間も空を飛べたし、アルディアになってもランティスは飛べた。 
その後のナディアになると大航海時代が来るので、文化的な隔絶は弱い。

もしヒトが千倍速く走れたとしたら、あるいは地球のサイズが 1/10 だとしたら、当然今のような文化の多
様性はない。 
徒歩ではせいぜい時速 5km 程度という制約や、高い山は越えられないという制約があるからこそ、人類の
文化は多様だ。 
もし気軽に空が飛べれば、あるいは魔法で暖を取ることができれば、ロシアには早くから王国があったろう。 
ナポレオンが山を越えるまでもなく、とっくにフランス人辺りがロシアに住み着いたはずだ。

アトラスでは人が飛べたので、行動範囲が広く、必然的に文化の多様性は地球より小さいことになる。 
飛ぶということは直線距離で移動できるため、実際にはもっと早く感じる。 
もし地球と同じサイズのアトラスでも、飛行速度が 50km なら体感的には星のサイズが 1/10 になる。従って、
文化的な変質も 1/10 程度に収まる。言い換えれば、飛べることにより、地球より画一的な文化分布が出来
上がる。 
空が飛べたことにより、地球と同じサイズでも、文化の多様性は面積的に言ってユーラシア大陸の一部程度
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の規模になるべきだ。

またナディアでは植民地政策が、ミロク革命では第三国の圧迫がそれぞれあったため、文化的な多様性は地
球以上に殺されてきた。 
とはいえ、一元的な文化もまた存在しない。南半球は人為的な政策でかなり文化が画一したが、北半球は比
較的多様である。

南方語

イルケアの南、ファルファニア、アルシェリア、ゲノスで話される方言。 
なお、イルケアより北で、ケートイア、ヒュート、イネアートで話されるのは北方語で、アルナ方言に等しい。

カテージュ方言は発声がのんびり聞こえ、牧歌的な感じがする。穏やかとされる反面、トロいと取られるこ
ともある。 
同じ南方語でも商業都市イルケア方言は発声が早く、抑揚が高く、うるさい。下品とされ、嫌われやすい。

南方語は音節でアクサンの位置を決める。

H:CnVCC, CnVVC ex) sepl, prest, kait, freim 
L:H 以外

――とする。

アクサンは後ろから二位までで決められる。従って、
パターンは以下の 4 種しかない。

HH 
LH 
HL 
LL

＜法則＞

1: アクサンは最高位の H に置く。 
2:H がなければ二位の L に置く。

よって、アクサンの位置は以下のようになる。アク
サンを大文字で示す。

hH 
lH 
Hl 
Ll

平板

3 モーラ以上で語末が CVCV の場合、必ず平板化
する。 
CVV でも積極的に平板化するが、CVCVV では平
板化しない。

vergiNA 
arteNA

esTIA 
arTEA 
RIdia 
Aria

長母音化

アクサンが置かれる音節の母音が短母音の場合、伸
びる。 
arMAlet は「アルマーレット」。aTOlas は「アトー
ラス」。ただし正確には半長。

開音節で終わる単語は、最後の母音が常に伸びる。 
MAna は「マーナー」。

なお、この特徴はカテージュ以南に見られる傾向で、
ワッカやイルケアにはない。

実例

aMAlis 
aTOlas 
harDIAN 
harDAIN 
harDIgan 
arMAlet 
freMAzer 
luXIAN 
LUxia 
lasTIAdin 
Mana

南方語文法

南方語

カテージュなど、南方で話されるアルバザードの方
言。 
同じ南方語でも都市部と農村部でさらに異なる。都
市部は北方語に引きずられて北方語に近い文法を持
つ。 
便宜上、南方語は関西弁で訳す。

語順

・形容詞が前置される。

vik kai → kai vik

・関係詞節はそのまま

・都市部では北方語の影響を受けて形容詞が後置さ
れる。

代詞

一人称 二人称 一人称所有格 二人称所有格
男 wan bal wanen balen
女 mya txi myan txin
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一人称
複数

二人称
複数

一人称複数
所有格

二人称複数
所有格

男 siwa siwan sibal sibalen
女 siya siyan xixxe xixxen

南方語の開音節は長いので、mya は「みゃぁ」、txi
は「ちぃ」と発音する。 
アクセントのある母音もやや長いので、txin は「ちぃ
ん」となる。

txin ket = ket tuan

男女の区別はあっても etat と liis の区別はない。 
北方語は細かすぎ、南方語のほうが日本語に近い。

属格

(e)n のみしかない。 
北方語のような複雑な曲用はない。

reimen = reimin（おばけの）

都市部では北方語の属格を使う。

動詞

左が南方語、右が北方語。

de = et 
te = et 
den = de 
ten = te

xal = xa 
kekko = luna 
ketta = ke

wan de vik = an et vik 

mya ketta（ウチが行くわ）

時制

過去の動詞語尾が -(a)t でなく -(ya)t。

axtyat = axtat

副詞

・否定は an。

mya an loki（ウチようわからん）

・副詞は se 格でなく接尾辞 -qtta で示す。

baog vienqtta = baog vienel

都市部では se 格を使う。

格詞

ken = ker, al 
kwan = kon, ok, kokko 
ankan = xed, vid, tatta 
mul = it, rot

純詞

tesse = tisse 
ya = da, de, e, a

例文

mya fityat har miik le txi taut ken txin etta kwan 
las ya. 
non fitat miik har le tyu taut al etta tuan kokko las e.

アンタが買うた赤いリンゴ、ウチがアンタの姉さ
んに手渡ししといたで。

遊女語

インプレンなどで働く遊女の言葉。 
アルバザードは南北の経済格差があり、北部が裕福
である。 
南方の貧農から身売りされた少女らがインプレンで
多く働いていたため、遊女語の基本は農村部の南方
語である。 
基本は南方語文法を参照。

音韻

・s が x になる。

・ta が tya になる。同じことが k, p, d, g, b, l, r, c
でも起こる。

・c が日本語のラ行で発音される。

代詞

・一人称

mian = mya 
miia = myan

・二人称

対男性 =txia 
対目上女性 =etta 
対同等以下女性 =elle

所有格は属格 -(e)n で示す。

tyu = tu 
lye = le 
lya =la 
luは luのまま

純詞

yanna = da, de, aano 
txa = a, e 
tina = dina 
xete = seteなど、sは xになる 
eeyo = eyo

感動詞

lyalya = lala 
luluはママ

名詞

尻尾を hethet とするなど、幼児的繰り返しが多い。 
ただし、身体語彙などに限る。

例文

txia jinx xen tyu emo in tyu temtem/hethet 
xete? この耳と尻尾を見ればわかろ？（『狼と香辛
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料』賢狼ホロ）

mian an loki tyu tix ranqtta yanna. わっちゃにゃ
よう分かりんせん。

el na ban alkatta xa leev. 
旅は出立つ前が最も楽しく、

el na vem alkatta ken xiv on oma. 
犬は鳴き声だけが最も恐ろしく、

el na lant alkatta ken ximain on min tixxe. 
女は後ろ姿が最も美しいものでありんす。

xee el na diver ken min ol hete elb fenlqtta. 
気軽にひょいとめくれば夢はああいずこ。

lyalya mian an xo xen tyu tix yanna. 

わっちにゃそんなことできんせん。

（『狼と香辛料』賢狼ホロ）

tina mian lyax tyu xa totyal txa. しかし何はともあ
れこっちじゃ（『狼と香辛料』賢狼ホロ）

xol mian? miia est te holo tixxe. わっちかや？
わっちの名はホロじゃ（『狼と香辛料』賢狼ホロ）

t...til naki txa. こ、困りんす……。 
miu xinx tyu ken mian tyan txa? __ dyuxxou, txia 
te evide vik yanna. 
わっちにも見せてくれんかや？――ヌシさまは悪
いお人……。

（『狼と香辛料』賢狼ホロ）

人工世界と倫理観

人工世界を作るには倫理観に左右されないようにしなければならない。

例えば奴隷制と聞くと悪いイメージがあるが、奴隷制がなければギリシャ哲学はありえなかった。 
底辺が雑務をしている間にインテリが研究するからこそ学問も技術も発展する。 
共産的に平等に暮らしていた場合、国内ではいいかもしれないが、いずれ強力な力を持った他国に滅ぼされ、
植民化されてしまうだろう。

当然レスティルのような強い国は、奴隷制を持っていただろう。 
しかしそれで現アルバザードが悪い国とはいえない。

いや、別に悪い国だと思うのは勝手だが、こっちは現代日本の倫理に従って世界を創るわけではない。 
それではまるでリアルにならない。 
リアルに作るなら奴隷だろうがレイプだろうが、あって自然なものはなければならない。

倫理的にはないほうがいいものであっても、当然世界の歴史を創るなら、虐殺も戦争も強奪も殺人も拷問
もあるはずで、作らねばならない。 
人工世界を作るには倫理観に左右されないようにしなければならない。

同時に、社会の発展に伴って、婉曲も創らねばならない。 
現代日本に奴隷がいないといえるだろうか。時給換算数百円の派遣やブラック企業の正社員は奴隷と大差
なかろう。 
薄給激務で挙句過労死でもすれば、奴隷のほうがまだマシということもあろう。

アルバザードにも下流もいれば低所得もいて奴隷もいる。 
しかし高度に発達した社会は婉曲的な表現を好む。表向きの顔が国際的にあるからだ。 
そこで奴隷という単語ではなく派遣社員だなんだと言葉を変えねばならない。そこに作者の倫理観を挟ん
ではならない。 
「言葉が違うだけで実態は奴隷じゃないか。ごまかしの単語などアルカには必要ない」 
――と思っても、高度に発達した社会は当然そういう婉曲的な言い回しを持つもので、作る必要がある。

虐殺と拷問の歴史を調べて設定を創りながら、『いま、会いに行きます』的な感動話も創らねばならない。 
まこと人間は善と悪が混在した生き物で、邪悪な面と聖なる面を持ち合わせているものだ。

リディア語
理念

国際補助語の種類

国際補助語にはアプリオリとアポステリオリがある。  
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リディア語は前者で、エスペラントは後者である。

●アプリオリの長所

西洋語や日中語など、特定の言語の語彙に依存しないため、万人にとって平等

●アプリオリの短所

英語やラテン語形態素など、使い慣れたものを使用しないため覚えづらく、万人にとって覚えづらい

●アポステリオリの長所

英語などから形態素を取れるため、覚えやすい

●アポステリオリの短所

エスペラントのような言語は少数の西洋語に語彙を依存するので、国際補助語として不平等

様々な言語から語彙を流入させる場合、参照言語が多すぎてユーザーは全ての参照言語を知っている必要
がある。当然全ての参照言語を知るのは人間業ではないため、アポステリオリなのに語彙を覚えづらい。
アポステリオリなのに万人にとって覚えにくい

国際補助語の目標

21 世紀初頭における国際語は英語である。  
言語の普及は経済力と軍事力と人口によって決定される。言語自体に優劣の差はなく、優れた言語が広まる
ということはない。  
人工言語は上の 3 つの条件をひとつも満たさないため、普及しない。現実にはどれだけ広めても限られた集
団の符牒にすぎない。

人工言語は国際語にはなれない。国際補助語にしかなれない。  
しかし国際補助語して広まるものもまた上の 3 つの条件を満たさねばならないため、人工言語は国際補助語
としても普及しない。  
エスペラントもリディア語も同様に国際補助語にはなれない。現在国際補助語になりうるのはピジンイング
リッシュやご当地英語のような英語の亜種にすぎない。

従って国際補助語の目標は逆説的だが国際補助語になることではない。そこに目標を設定すると自動で失敗
が決定されるためである。  
リディア語の場合、事実は事実と認めた上で対処する。リディア語の目標は国際補助語でありながら広める
ことではない。 
リディア語は異世界カルディアの中に存在する人工言語として作られた。人工世界の中の人工言語である。
テレビの中のテレビのようないわゆるメタな存在を作ることで、世界に更なるリアリティを与える。それが
リディア語の目標である。

なお、そのほかにいくつかの目標がある。  
作者の seren arbazard は国内における人工言語の第一人者である。人工言語の 2 大派閥は芸術言語と国際
補助語である。アルカは芸術言語である。  
第一人者が芸術言語しか作ったことがないというのはよろしくない。国際補助語も作るべきである。  
以前地球用に serix というアポステリオリの国際補助語を作ったことがある。アプリオリはない。ゆえにア
プリオリの国際補助語を作る必要があった。 ちなみにアポステリオリの芸術言語はルティア語や凪語におい
て既に制作済みである。

アプリオリ芸術言語：アルカ  
アポステリオリ芸術言語：ルティア語、凪語  
アプリオリ国際補助語：リディア語  
アポステリオリ国際補助語：セリッシュ

国際補助語の普及限界

前項で述べたとおり、人工言語が国際語や国際補助語になることはない。  
イェフダーのヘブライ語を人工言語とみなすなら、普及限界はヘブライ語やエスペラントである。  
これらはいずれも国際語と国際補助語のどちらとしても運用されていない。  
国際補助語の普及限界はこれらの言語が示しており、人工言語が国際語や国際補助語になることはない。

リディア語もこの現実を踏まえた上で作られる。普及目標は地球ではなく、異世界カルディア上にある。  
カルディアの中で国際補助語としてある程度の集団の中で用いられているという設定を構築し、そこを普及
限界と定めるものである。

分類学的言語の欠点

17 世紀ごろに盛んとなった分類学的言語は百科事典的知識の集成であり、図書館分類法には発展したが、
人間用の言語としては運用効率が悪い。  
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概念を樹形図のように分類していくと似たような概念が似たような語形になり、聞き取りに支障をきたし、
誤解を招くためである。  
例えば abc が本を表し、abcx が小説を表し、abcy が随筆を示すとする。すると語形が似るので誤解が生じ
やすい。

ギミックを施して似たような概念が異なる語形を持つように工夫できる。  
abc を中分類とし、最後の一文字を小分類とする。小分類が中分類の語形を変化させるとする。  
例えば abcx は x によって def に変化し、abcy は y によって ghi に変化する。こうすれば誤解は生じない。  
しかしこの場合、せっかく整然と作った分類が混沌としてしまい、語形から元の分類を遡りづらくなる。  
つまりせっかくの分類が死んでしまうのである。これならはじめから分類なしに小説は def で随筆は ghi と
覚えるのと労力に差はない。

よってリディア語では分類学的言語の手法は用いない。

最小主義的哲学言語の欠点

工学言語論（人工言語学参照）で述べたとおり、最小限主義的哲学言語には欠点が複数存在する。

最小限主義的哲学言語の問題点は次のとおりである。

そもそも社会的な需要がない 
語彙数と音素数が 2 でない時点で最小限主義を放棄している 
語彙数をどこまで増やさないかというチキンレースでしかない 
運用効率と学習効率のバランスをどこで取るかという調整作業に終始している 
どこが最良のバランスかというのは個人個人によって異なる主観的なものであるため、いずれの最小限主
義的哲学言語も万人の満足を得られない 
いくら語彙数を少なくしたところで、概念の数が減るわけではない。覚えねばならない概念数は自然言語
の学習と変わりない 
多義語が多く、解釈が人によって異なるリスクが高く、意思疎通がきちんとできないリスクが高い

これを踏まえて結論を述べると、制作においても学習においても、最小限主義的哲学言語のレーゾンデート
ルには合理性がない。

よってリディア語は最小限主義的哲学言語にしない。  
語彙数を減らしても概念数が減るわけではないので、最小限主義的哲学言語にする意味がない。

国際補助語のスコープと、語彙数でなく概念数を減らすことについて

前項で述べたとおり、語彙数を減らしても概念数が減るわけではないので意味がない。  
むしろ減らすのは定義すべき概念数である。

ここで国際補助語のスコープについて考える。  
どうして国際補助語が実用されないかというとそれは経済力と軍事力と人口に欠けるからだが、それ以外に
理由がある。  
それは高望みしすぎだということである。

あらゆる人間は母語を持ち、異言語など勉学や商売や隣人との付き合い程度にしか用いない。  
異言語を日常的に恒常的に用いる機会は少ない。ゆえに国際補助語の必要性もない。  
仮に異言語を日常的かつ恒常的に用いたとしても、その言語にどっぷり漬かって生活することは移住でもし
ないかぎりない。  
移住したならそこの現地語を学べばよく、そこに国際補助語の必要性はない。  
結局人は異言語をそこまで深く必要としないし、したとしたら当該言語を学ぶのが最も現実的かつ合理的な
のである。  
そこに人工言語が介在する余地はない。

国際補助語は母語や国際語の代わりを目指そうとするから余計受け入れられない。高望みしすぎである。  
国際補助語が仮に受け入れられるのだとしたらグロービッシュのような機能や用途を限定したものである。  
複数の母語話者間で意思疎通を図る場合、細かい感情の機微まで伝えたり、複雑な専門用語を用いることは
ない。  
たいていの場合日常会話や買い物や共同作業に必要な程度の意思疎通しか必要とされない。  
ということは国際補助語はその程度のことができることをスコープとすればよく、その言語であらゆる命題
や感情の機微を表現できる必要はない。

つまり、国際補助語は表現できる範囲を制限してしまったほうが良いのである。  
そうすることで定義しなければならない概念数は減り、学習効率は向上する。  
語彙数を減らしても学習効率は向上しないが、概念数を減らすと学習効率は向上する。

実際複数の母語話者間で意思疎通を図る場合、使われるのはブロークンイングリッシュである。  
ここでも人工言語の出番はない。  
しかし仮に人工言語が国際補助語として食い込んでいけるとしたら、こういう場面しかありえない。  
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そこでブロークンイングリッシュ同様、表現すべき内容を制限してしまうのである。

私は知っている。仮に国際補助語が本来の目的を満たそうとするなら、国際語である英語を簡略化し、用途
を制限したブロークンイングリッシュであると。 だから、広めるのが目的ならそのようなアポステリオリな
国際補助語を作るべきである。

リディア語はこの現実を踏まえている。  
しかしリディア語はカルディアの中で「テレビの中のテレビ」というメタな存在である必要があるため、英
語を参照にするわけにはいかない。  
つまり始めから普及目的を放棄しているといえる。

しかしリディア語はカルディアの中ではアポステリオリの国際補助語で、普及意欲もある。  
そこでカルディアで英語に当たるアルカを参照にし、アルカの機能を制限し、概念数を減らし、ブロークン
アルカという位置付けにしてある。  
ただ自然発生したブロークンアルカとは異なり、人為的に対語表などを作って語彙圧縮を試みている点で人
工言語的である。

文化の漂白 

言語と文化は密接に関連しあっている。  
日本は稲作文化なため、稲と米を単語レベルで区別する。英語ではどちらも rice である。  
日本は儒教の長幼精神があるため、兄と弟を年齢で区別する。英語ではどちらも brother である。  
逆に英語は牧畜社会なため、cow と ox を区別するが、日本語ではどちらも牛である。

また、狼は日本では孤高などのイメージがあるが、西洋では残忍で獰猛なイメージである。

言語と文化が密接に結びついているということは、異言語話者間で意思疎通に障害が生じるということであ
る。  
芸術言語の場合、固有の文化を持たせることに注力する。  
逆に国際補助語の場合文化の影響は邪魔でしかないため、漂白する必要がある。

ここがリディア語の工夫のひとつであり、エスペラントが意欲的に行っていない点である。  
エスペラントは話者の文化を言語システムが漂白できていない点が、国際補助語として大きな欠点である。

例えばアルカにおいて狼は統率された勇敢な者の象徴であるが、このような見方はカルディアの他の言語で
あるルティア語や凪語では共有されない価値観である。むろん地球の日本語や英語とも共有されない。  
そこでリディア語では文化を漂白し、狼は狼という生物しか意味しない。  
獰猛だとか勇敢だということは、それぞれの形容詞を使って表現すればよい。

このような操作により、リディア語は文化を意図的に漂白している。  
文化の重要性に目を向けなかったエスペラントでは実装できていない特性である。

語法の画一化 

日本語の口と英語の mouth は指す範囲が微妙に異なる。  
日本語はお湯と水を区別するが、英語や韓国語では区別しない。

これら語法の違いは異言語話者間での意思疎通に支障をきたす。  
そこでリディア語は語法を画一化する。  
例えば水はお湯との区別がない。

エスペラントはこの点にたいした注目をしておらず、語法が細かく規定されていない。  
なんとなく各母語話者が自分の母語の感覚や西洋語の感覚に従って随意に語法を設定している。  
これでは国際補助語として満足に意思疎通できるはずがない。

コロケーションの簡素化

日本語では傘はさすものだが、英語では open するものである。  
異言語の学習において難しいのは実は単語の学習ではない。むしろそれらの組み合わせを学ぶことのほうが
難しい。  
つまり単語よりコロケーションを学ぶほうがよっぽど難しい。 

しかし初学者は単語数など表面的なことにしか目が行かず、本当に覚えるのが面倒くさいことが何なのか目
に入らない。 

本当に難しいのは単語の組み合わせ方なのである。

リディア語ではこの組み合わせを簡素化している。  
道具類についてはアフォーダンスを発揮させる動詞が存在し、イベント類にはそのイベントを発生させる動
詞が存在する。 
こういった動詞の存在により、コロケーションは簡素化されている。  
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これはアルカの死生動詞のようなものである。

比喩語義と多義性の排他 

「涼しい顔」の涼しいは「冷静な」のような意味だが、He is cool の cool は涼しいではなく「かっこいい」である。

リディア語では比喩的で多義的な語義を単語に与えない。  
「涼しい顔」は「冷静な表情」のようにしか言わない。  
これにより異言語話者間でも意思疎通が可能になる。

接置詞の豊富さ

英語をノンネイティブが用いると苦戦するのが前置詞である。  
英語の前置詞は数が少なく、ひとつひとつが極めて多義的である。  
そのためどの前置詞を使えばいいのかしばしば分からない。

日本語の助詞も同様である。「で」には「道具」や「原因」など多様な語義がある。  
接置詞の語義が多義だと、異言語話者が適切な接置詞を選択できない。  
エスペラントには迷ったときに用いる前置詞が存在するが、そのようないい加減な、すなわちユーザーに責
任を押し付けるような手法は取るべきでない。

リディア語は接置詞を豊富にし、接置詞に一意性を与え、ユーザーが適切な接置詞を選択できるようにする
ことで、ユーザー間の誤解ない意思疎通を可能にする。  
これらの豊富な接置詞は同時にすべて「上」や「下」といった基本語であり、どのみち覚えなければならな
い単語である。そのため学習効率が豊富な接置詞によって悪化することはない。

最大公約数の語義

日本語では稲と米を区別し、兄と弟を区別する。  
その一方英語は cow と ox を区別する。  
また、日本語は水とお湯を区別し英語や韓国語は区別しない。

単語の語義をどのレベルで定義するかは言語により異なる。  
国際補助語としては言語のこの性質はあってはならないものである。  
日本のエスペランティストは akvo を冷たいものだと思っている一方、アメリカのエスペランティストは温
度について不定だと思っている。  
これでは誤解を生じる恐れがある。

そこでリディア語では最大公約数の語義という概念を採用する。  
例えばお湯と water、牛と cow の公約数を意味素性で表現すると次のようになる。

お湯：＋液体　＋水　＋熱い  
water：＋液体　＋水  
最大公約数＝水

牛：＋動物　＋牛  
cow：＋動物　＋牛　＋雌  
最大公約数＝牛

複数の言語における単語の基本レベルというのはこのような意味素性の最大公約数のあぶりだしで取得でき
る。  
そしてリディア語の語義はそのような最大公約数を採用している。

文法は多数決を反映 

リディア語では語義が最大公約数的であり、コロケーションが簡素化され、文化が漂白される。  
これらはいずれも個別言語が持つ特性をできるだけ無くして均すという点で共通している。

その一方、文法に関しては類型論的な多数決を純粋に採用する。  
というのも、文法は上記で述べた項目と異なり、統計的にどの様式が一般的か数値で示すことができるため
である。

例えば基本語順については SOV が最も多いことが分かっているため、リディア語では SOV を採用すればよ
い。  
わざわざ「基本語順は SOV かつ SVO のいずれでもある」というような処置を施すとかえって喋ったり聞き
取ったりするときに煩雑でしかない。  
類型論はデータが数値的に出ているので、単に多数決に依存するのが最も合理的である。

リディア語の文法は従って類型論的に最も汎用性の高いものを使用する。  
例えば基本語順は SOV であるし、対格言語である。奇をてらって能格言語を採用する必要はないし、OSV
を採用する必要もない。  
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数の力に物言わせればいいのである。なにせ芸術言語でなく国際補助語なのだから。

音素は多数決と公約数を反映

音素も文法同様、類型論を参考に頻度の高いものを採用すればよい。  
例えば母音は 5 母音体系が最も頻出するため、5 母音を採用すればよい。  
有声音と有気音のどちらを採用するかだが、これは類型的に前者のほうが頻出するため、前者でよい。  
声調もない言語のほうが多いため、無くてよい。

反面、音には文法と異なりいくつの音素を採用するかという問題が入ってくるため、国際補助語としては最
大公約数の原理を採用する必要がある。  
例えばファ行、ヴァ行、シャ行、ジャ行は英語など多くの言語で頻出する。しかしそれらを持たない言語も
存在するため、最大公約数の原理を採用してこれらを排他した。  
国際補助語としては難しい発音しづらい、つまり多くの言語で採用されない音を排他する必要がある。  
その上、多くの言語で採用されていてもほとんどの言語で採用されていなければ避けたほうが無難である。

リディア語の特徴

• アプリオリ国際補助語
• 地球でも異世界カルディアでも使用可能。ハイブリッド
• 語彙は万人にとって公平だが万人にとって覚えづらい
• 非分類学的言語
• 非最小限主義的哲学言語
• 国際語ではなく国際補助語として使用用途を制限することで、語彙数でなく概念数を減らし、学習効

率を向上させる
• 文化を漂白することで、異言語話者間でも誤解が生じない。エスペラントには未実装
• 語法の画一化により、異言語話者間でも誤解が生じない。エスペラントには未実装
• 「道具のアフォーダンスを発揮させる動詞」などの使用により簡素化されたコロケーション。エスペラ

ントには未実装
• 比喩語義と多義性の排他により、異言語話者間でも誤解が生じない。エスペラントには未実装
• 豊富な接置詞により、異言語話者間でも誤解が生じない。エスペラントには未実装
• 水はお湯でなく水、牛は cow でなく牛など、最大公約数の語義を用いる
• 文法は多数決を反映
• 音素は多数決と公約数を反映

構造

音素

母音：5  
子音：11  
合計：16

母音

i, e, a, o, u：順序は前舌から順番に設定。

子音

調音点順に列挙。有声音は無声音の後ろに配置。
調音法の多い順に縦に並べる。

閉鎖音：p, b, t, d, k, g  
摩擦音：s, z  
鼻音：m, n  
流音：l：弾き音、ふるえ音、側面音、接近音を異
音とし、いずれを用いても良い。つまり日本人に
もアメリカ人にもカルディアのほとんどの民族に
も発音できる。

文字の順序

上の順に並べる。アルカともアルファベットとも
異なり、音声学的に公平に設定されている。

削除された音素の統合先

x, j → s, z  
f, v → p, b  

c, r → l：c はふるえ音  
h → k  
ts, tx, dz, dj → s, z：破擦音は s,z に統合

音節

音節

CV のみ認める。最も簡単な音節構造であり、世
界中の誰にとっても簡単である。

音節数

子音は 11 種だが、φ子音（無子音）を含めると
12 種作れる。  
母音は 5。  
従って 12 × 5 で区切りよく 60。

CVCV で 3600 語制定できる。

アクセント

第一音節に固定アクセント。  
声調はない。

基本語順 

世界で最も頻度の高い SOV を採用。  
アルカとは異なる。

しかし格助詞に当たる後置詞を持つため、SVO に
も VSO にもなることができる。  
語順は基本的に自由。ただし基本語順は SOV であ
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る。

品詞

内容詞、後置詞、接続詞、感動詞の 4 種。

内容詞は語順や接続詞との組み合わせで名詞、動詞、
形副詞に分かれる。  
形副詞は形容詞と副詞を区別しない言い方で、形容
詞と副詞に分かれる。

品詞は更に数を減らすこともできるが、減らせば減
らす分学習しやすくなるわけでも運用しやすくなる
わけでもない。  
構造がシステマティックなリディア語には 4 種し
か必要ないということでしかない。

後置詞

後置詞を持つ。前置詞はない。

後置詞は豊富であり、どれを選ぶか迷うことはない。  
主格の a は動作主と経験者しか示さないし、対格 i
は原則として対象しか示さない。  
a と i は対語表に則ったものではない。

AN 構造

形容詞は前置される。  
リディア語はひとつの単語が名詞にも形容詞にも副
詞にも動詞にもなれるため、単語を形容詞化するた
めに接続詞の le を使う。

kai le oma 大きな犬

A の B

リディア語は A の B 構造で、英語と逆である。

oma e i 犬の目

対語表

語彙圧縮方法のひとつ。  
na が「私」だとすると、下の表に従って na は ki
に変換でき、ki は「あなた」を意味する。

対語表

a  i  
o  e  
p  z  
b  s  
m  t  
n  k  
d  g  
l  φ

対となる音素はできるだけ調音法や調音点や有声無
声を違え、聞き違いのリスクを最小限に抑えてある。

例

sina：好き：siinaから　⇔　baki：嫌い  
tia：愛する：tiiaから　⇔　mali：憎む  
oma：犬：omaから　⇔　eti：猫  
kai：大きい：kaiから　⇔　nia：小さい  
isa：読む：古 ixuから　⇔　abi：書く  
lei：本：leiから　⇔　oa：紙

対語の欠点

犬と猫のような恣意的な対語関係を覚える必要が
ある。  
しかし対語表を使わなければ別個に語形を覚える
必要があるため、それに比べれば学習が容易であ
る。  
上下のように迷うことない対語関係については言
うまでもなく学習が容易。

u

u のみ対語を作らない。  
そこで u は参照元の単語が CV の音節に合わない
ときに、音節の形を整えるために用いる。  
例えば mel という人名を melu にし、lan という
接尾辞を lanu にする。

代名詞

一人称：na：an から来ている  
二人称：ki：na の対語  
無生三人称：to（それ）：tu から来ている  
有生三人称：me（彼、彼女）：to の対語

時制

時制は過去・現在・未来の 3 種。

過去：ta：-atから  
現在：φ（無標）  
未来：mi：taの対語

i：見る  
ita：見た  
imi：見るだろう

相

将然・開始・経過・完了・継続の 5 相。

将然：lu：ほかの相の音とかぶらない子音・母音
を選択  
開始：ki：kitから  
経過：bo：seの対  
完了：na：kiの対  
継続：se：esから

ibo：見ている  
itabo：見ていた

接辞

接頭辞

mi-：自発  
so-：使役

mii：見える  
soi：見せる

接尾辞

時制や相は接尾辞。その他に助動詞的なものも接
尾辞になる。

lanu：～したい：lan(lax)から  
senu：～できる：senから

ilanu：見たい  
italanu：見たかった

関係詞はない
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関係詞はなく、形容詞を作る le と同じ接続詞 le を
使って関係詞節に当たるものを作る。

na a ki a abita le kai le lei i isabo. 私はあなたが
書いた大きな本を読んでいる。  
an iskor lei kai le ti axtat. ←アルカとの比較

人工世界
人工世界とは

●人工世界の構成素

世界は共時的要素と通時的要素から構成され
る。 
共時的要素は文化と風土である。通時的要素
は歴史である。 
すなわち世界は文化と風土と歴史から構成さ
れる。

従って人工世界は人工文化と人工風土と人工
歴史から構成される。 
言語や文芸は文化に含まれる。 
惑星や地理や動植物は風土に含まれる。 
史記や年表は歴史に含まれる。

以上を図示すると右のようになる。

●人工世界の分類

人工言語同様、人工世界にもアプリオリとア
ポステリオリが存在する。 
また地球に似せたリアリティを持った自然主
義の人工世界や、リアリティの薄い人工世界
が存在する。 
人工世界カルディアはアプリオリ自然主義人工世界である。 
そのコンセプトは「現実と見紛うようなゼロから作られたオリジナルの架空の世界」である。

●カルディアの特長

FF（ファイナルファンタジー）や LOR（指輪物語）などは確かに美麗な映像を持っている。しかし言語や
歴史など、細部の設定まできちんと定められているかというとそうではない。 

「現実と見紛うようなゼロから作られたオリジナルの架空の世界」には必ず「現実と見紛うようなゼロから
作られたオリジナルの架空の言語」が必要である。しかしその条件を満たす言語は 2011 年現在で地球上に
人工言語アルカしか存在しない。 
従って、「現実と見紛うようなゼロから作られたオリジナルの架空の世界」の創造は我々以外には不可能で
ある。ゆえに「現実と見紛うようなゼロから作られたオリジナルの架空の世界」はカルディアが持つ最大の
特長である。

FF や LOR は売り物なので売上を気にする必要がある。あくまで商売であり、娯楽である。 
一方カルディアは人類がどこまで精巧に世界を作り込めるかという試行実験である。 
利益を度外視でき、アカデミックで学究的で高尚である。ここが一般のファンタジーとの違いである。

定義と具現化

●定義と具現化

世界の創造は 2 種類の作業に分類される。 
ひとつは定義であり、ひとつは具現化である。 
例えば国旗のデザインを定めるのは定義である。それを photoshop などで画像化して読者に分かりやすい
形で提示するのが具現化である。

人工世界の創造において重要なのは定義である。具現化は読者にイメージを伝えやすくしたり、読者の目を
引くための道具である。あるいは作者が自分で理解を深めるための道具である。 
具現化は任意に行なって良いが、優先順位は低い。定義がなければ具体化は絶対にできない。具現化よりも
定義が必ず優先される。
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●定義の例

・言語制作：人工言語の作成。最も労力のかかる部分。カルディアの場合、人工言語アルカが付随する。

・史記：その世界が始まってから終わるまでの全ての歴史物語。カルディアには幻想話集アティーリがある。

・年表：歴史を通覧するために必要。カルディアにはイルムスがある。

・辞書：言語に含まれると思われがちだが、辞書の文化欄は世界を定義する代表的な項目である。カルディ
アには幻日辞典がある。

・国旗や暦や娯楽や度量衡などの文化品：実際に作るのではなく、テキストベースで定義を行う。カルディ
アにはメル暦やメルフィなどがある。

・風水や五行など固有の概念：定義を行うのみ。表などの作成は具現化に分類される。カルディアには魔法
理論ドルミーユなどがある。

・地理：世界地図や国内地図。地名やランドマークについて定義する。実際に地図として画像化するのは具
現化に分類される。カルディアには惑星アトラスなどがある。

・ランドマーク：橋や塔や山や建物など、ランドマークについて定義する。イラスト化は具現化に分類される。
カルディアにはファルシアン宮殿などがある。

・音楽：国家や文字の覚え歌などをテキストベースで定義する。カルディアには幻字の歌などがある。

・芸術：どの時代にどのような芸術家がどのような美術品を作ったかという定義を行う。カルディアにはラ
ンスケルン美術館などがある。

●具現化の例

・小説：その世界を背景として使った小説の作成をすることで世界を具体的に表現する。カルディアには『夢
織』などがある。

・ゲーム：創ることで世界に対するとっつきやすさを上げ、敷居を下げるとともにユーザーの裾野を広げる
ことができる。カルディアには avelantis などがある。

・漫画：同上。未来技術では 3D モデルを使った漫画の制作が可能になり、漫画家以外でも漫画を制作する
ことが可能になるだろう。カルディアにはねこにっきなどがある。

・アニメ：同上。2011 年現在では未経験の個人がやるのは絶望的である。

・被服：民族衣装を実際に縫って作ることで異世界を具現化する。カルディアにはセリア（浴衣のような服）
などがある。

・辞書のビジュアライズ：写真付きの辞典にすることで辞書がより分かりやすく見やすく具現化される。

・国旗や暦や娯楽や度量衡などの文化品：実際に作ってみる。photoshop などで画像として作ればイメージ
が湧きやすい。

・風水や五行など固有の概念：定義したテキストデータを元に表などを作成する。

・地図：定義した地理データを元に地図を制作する。世界地図や国内地図を作る。

・ランドマーク：橋や塔や山や建物など、ランドマークをイラスト化ないし CG 化する。これによりイメー
ジが湧きやすくなる。

・音楽：国家や文字の覚え歌など、定義したものを実際に演奏したり歌ったりすることで具現化する。

・芸術：デザインや歴史的背景等を定義した作品を実際に作ってみることで具体化する。

●作業分担

幻奏士（世界と言語を創る者）の仕事は定義が中心である。 
具現化はあくまで読者の目を引くために行う客寄せパンダに過ぎない。その証左として、売り物のファンタ
ジーは定義よりも具現化に注力している。しかし幻想士の本業は定義を作り込むことである。具現化は外注
するか、未来技術が進んでより良い制作環境が実現したときに作ればよいものである。 
従って、基本的に幻想士の作業はテキストベースの定義である。

地図考

2012 年にアトラスの世界地図を作りなおした。

●最古の地図
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アトラスの最古の世界地図は 1997 年 2 月 24 日に小説版アンクノット 3 巻内で描かれたものである。 
それは左に小さな円で「ミスト（現サプリ）」、右に大きな歪んだ円で「アルバザード」と書かれただけの地
図であった。

世界地図が出てくるのは同巻 1998 年 1 月 3 日のことであり、ここにはアシェットの家の付近の地図に加え、
おおまかな世界地図が書かれていた。 
これはアポステリオリな地名の地図であった。

●地図の発展

00 年代になると手書きの世界地図が作られた。

00 年代後半には 100 数国の世界地図が作られた。 
これは初のデジタル地図であった。

しかし陸地面積が多すぎる、フォントが古い、高度情報がないなどといった問題を抱えていた。 
そこで 11 年から 12 年にかけて新しく地図が作られた。

●新しい地図

カルディアはユマナの双子宇宙なので、かなりの部分でアトラスは地球に似ている。 
環境が違ってしまえばとたんに人間の生きられる場所ではなくなってしまう。 
例えば陸と海の比率が反対になると、もう人間はその星の気温に適応できない。 
人間が生きていける以上、環境は地球に酷似していなければならない。 
パンゲア大陸の崩れ方や、海流やプレートなども地学的にある程度一意的に定められる。それは覆せない。

新しい地図はそれらの学術的理論を踏まえた上で、かつ異世界らしさを保った世界として作られた。 
新しい地図ではまず原始の大陸がどのように分裂し、どのようにプレートが形成されたかという地点から考
えられた。すなわちゼロから作り込まれた。

プレートを形成した後は海流を定めた。 
次にプレートを参考に高度を求めた。

高度を求めると自然を利用した国境が定まる。 
これらの情報を利用して国境を定めていった。

また、今回 50 ほどの国家を新たに追加した。 
地球の人類より行動範囲が広かったアトラスにおいて国の数が地球よりやや少ないのは必然である。

新しい地図は 2012 年 2 月 16 日に公開された。

特別読物
サイトの右上にあるロゴについて

サイトの右上にある人工言語アルカのロゴについて。 
これは以下のような形をしている。

ロゴの中に 2 人の人物が見える。 
彼らは原始の神アルテが分裂して生まれたエルト神とサール神を象徴する。

魔法学 (dolmiyu) に則り、青 (soret) は男性神エルトを象徴し、赤 (har) は女性神サールを象徴する。 
男性は上を向いて女性に手を伸ばしている。天を仰いでいることから、男性が天の神エルトであることが分
かる。 
女性は下を向いて魔法で火を出している。この火は彼女の豊かな髪の毛も象徴する。地を見据えることから
彼女が地の神サールであると分かる。

エルトはサールに触れようとするも手が届かず、髪にのみ触れている。 
罫線がちょうど両者を分断する境界線になっており、二人の離別を象徴している。



特別読物 566
彼らのポーズはそれ自体がアトリビュートになっている。彼らは次のような幼字を象っている。

青い 6 のような字はフィーリア語の del で、男性の一人称である。すなわち私という意味である。 
赤い 9 のような字はフィーリア語の non で、女性の一人称である。すなわち私という意味である。

さて、ところでアルカを意味する幼字は次のようである。

arka という単語は「私と貴方を繋ぐ」という語源から来ている。 
これは女性から見た主観的な視点なので、客観的に見ると「ある男性とある女性を繋ぐ」と表現できる。 
これを代名詞に置き換えると「del と non を繋ぐ」と換言できる。

さて arka の幼字の字源を見ると、まさしく del と non の組み合わせでできている。 
言語は最初の男女の神々によって「私と貴方を繋ぐためのもの」とみなされ、この考え方が arka の字源や
語源に通ずるというわけである。

以上は神話上の解釈であり、現実にはもう一つ意味がある。 
アルカという単語と字はリディアらが作ったものであるが、後にリディアはアルカを「セレンと自分を繋ぐ
もの」と認識した。 
つまりこのロゴはセレンとリディアをも象徴する。境界線に隔てられた両者を繋ぐものがアルカであるとい
うことを意味している。 
同時にリディアはカルディアの作者でセレンはアルカの作者であることから、両者が融和して初めて幻奏
(arxidia) になるということも意味している。

経済と体力

* 語りかけに近いので文体を変えています

アルカのような量と質を持った言語 ( 以下単にアルカ ) を作るには、言語学の知識や語学力が必要です。 
さらにあらゆる学問や風俗を広く浅く知ることも必要です。 
それは皆さんご自覚があると思いますが、意外と見落とされるものがあります。それはお金と体力です。

まずお金。 
家が資産家でもない限り、働かなければ食べられません。 
日本は定時で上がれる会社が少ないので、事実上アルカを作れるのは学生時代だけです。老後は恐らく体力
的に厳しいでしょう。 
高校のうちに大学程度の言語学知識等を身につけておき、大学時代に本腰入れて作業すると間に合います。
しかし受験はその分犠牲になり、人生トータルで考えると損をします。

財産があるか定時で上がれれば、大人になってもできると思います。 
私の場合、父親が財産どころか在職中に倒れたり、千万単位の借金をしていたので、話になりません。

普通はそこで諦めますが、仕事をしながらアルカを続けました。 
すると当然体を壊します。そこで体力の話になります。

私は腰、肩、目、肝臓、胃を壊しました。入院は二十代で三回しました。病気になってなお「おかげで健康
関連の単語をリアルに作り込めるなぁ」と思いました。 胃炎になり、十二指腸にも潰瘍ができました。どう
にか薬を飲みながら作業しました。 
そんなこんなで転職かアルカ撤退かを選ばされたこともありますが、アルカを選びました。稼ぎは減っても
食えればアルカは続けられます。

人によって壊す部分は違います。腰に来なくても心臓や脳に来る人もいます。 
いずれにせよ甚大な労力がかかるので、どこかしら体を壊すのは確実です。酷いときは一日 20 時間以上 PC
の日々で、普通の社会人の二倍働いていたようなものです。
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私はもう中年ですから、若い人がウチを参考にアルカを越えてほしいと思っています。体調を悪化させたく
ないので作り方には応じていませんが、それは言語論やアルカを参照してくださいということです。 
ただ、後から私のせいで病気になったと言われても悲しいので、きっちりここで言っておきます。 
体は絶対何らか壊します。私の後を継ぐ人は覚悟してください。アルカ並みのものを作れば、その代償とし
て 24 時間 365 日何らかの不定愁訴に悩まされます。 
参考までに、体感的には文筆の負荷を 10 とすると、絵が 5 でプログラムが 3 で動画鑑賞は 1 くらいです。
そして言語作りはほぼ辞書作業です。

ここで読者は私が単に虚弱なのではないかと思うことでしょう。 
私の場合、体調が良いときでも 60kg 程度と華奢です。手足は体重より細く見えますが、これは単にフラン
スの血によるもので、向こうに行くと私のようなシルエットが大勢います。

社会人になるまでは Fighting などからバーベルを取り寄せて自宅をジムにしていました。スクワットは浪
人時代に 1200 回連続記録があります。また、武道の経験も多少あります。従って筋力は元々あるほうです。 
持久力はというと、ロードレーサーでない自転車で埼玉から京都まで走ったことがあるので、これも人並み
を大きく越えます。むしろ学者肌の人間には珍しい部類といえます。 
ゆえに私に特別体力がなくて体調を崩したと考えるのは合理的でありません。

物作りは物ばかりに意識が行きますが、作る環境について考えるのも大事なことだと思います。

制作環境

アルカ関連の作品はフリーソフトと家にあったものと本で作っています。 
adobe のマスターコレクションや音声・音楽関係のソフトがあれば良いものが作れますが高価です。 
ほぼフリーなので、読者さんも作ることができます。「金をかけずにどこまでできるか」というのもひとつ
のあり方だと思います。

ネイティブの恐ろしさ

xia1538(2011/5/24) のこと、娘が私の絵を描いて見せてくれた。

"ou, tu et leis ant xa, sentant"（あ、これ俺の絵だね、ありがとう）

――と言ったら、彼女は怪訝そうな顔をしてこう言った。

"tee, tu et leis nono antisse, et leis e tyu anne"（ううん、これは紫亞の絵で、パパの絵なんです）

一瞬、意味が分からなかった。その後思い出した。 
leis ant は「私が所有する絵」や「私が描いた絵」を意味する。 
一方、leis t'an は「私を描いた絵」になる。

だからここでは leis tuan でなく leis e tyu になる。 
つまり彼女は「ううん、これは紫亞が描いた絵ですよ。そしてこれはパパを描いた絵なんです」と言いたかっ
たわけだ。

こういうことは調べてみればきちんと幻日に書いてある。だが書いた本人でさえ辞書一冊まるまる覚えるの
は不可能だ。 
作者が 20 年かけてやってきても、まだこんな基本的なことで間違え、それをたった 4 才の幼女に訂正された。 
自分の努力は何だったんだろうとショックを受けた。

アルディアこぼれ話

●原案では日刊だった

実は原案では日刊でしたが、批判を受けて月刊に変わりました。月刊になった理由は下記のとおりです。

歴史には内容の濃い日と薄い日があります。特に何もない日は書くことがありませんし、大事件が起こった
日の記述は長くなります。 
日刊にすると文量が日によってまちまちになってしまいます。これだと全体を通して書く量は同じでも、読
み手に負担がかかってしまいます。 
当初の案は日刊でしたが、「一日分の文量が不安定」、「一気に読みたいのに細切れにされると読みづらい」
などの批判を受けて廃案となりました。 
代わって週刊と隔週と月刊が候補に上がりました。月刊だとある程度まとまった文量を読めるし、起承転結
も分かりやすい。加えて日刊と異なり、内容の濃い日と薄い日の文量の格差を平均化することができる。こ
れらのフィードバックを受け、月刊案が採用されました。
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●対訳の書式について

・左がアルカで右が日本語という左右対訳形式の是非

こう思われた方もいるのではないでしょうか。 
「画面を左右に区切って、左にアルカ、右に日本語を書けばいい。対訳されていて見やすいはずだ」

おっしゃるとおりです。そして最初はそのように企画していました。 
実は最初の段階ではこういうページになっていました。

ところがこれには欠点がありました。 
左右の文量が異なるので、左右で徐々に文の始まる高さがずれていくのです。 
章ごとにズレを修正したのが実は上記のページです。でも、お使いのマシンによっては章ごとの頭がずれ
ている可能性があります。 
その原因は web ブラウザや画面の解像度です。スマホで見るか PC で見るかなどによっても変わってきま
す。 
上記のページは作者の PC で見たときに章の頭が揃うように空白行をアルカ文に入れたものです。ですが
環境によってそれも崩れてしまいます。 
環境は読者ごとに異なるので、章ごとに文の頭を揃えるのは不可能です。

・では pdf にすればどうか

そこでワードで書いて pdf にして掲載という方法が考えられました。 
ところが中には pdf というだけで面倒くさいとか取っ付きにくいとして読まない人がいるのですね。 
そうでなくとも確かに pdf じゃ html に比べて開くのに一手間余計にかかるので面倒くさいのは分かりま
す。

また、仮に pdf にしたところで、結局ソノヒノキのような形になるわけです。 
あれは幻日間の各段落の開始する高さを揃えるために、幻文に無駄な改行を極めてたくさん加えています。 
このせいで、幻文だけ読もうと思ったときに、非常に見苦しい。 
加えて行間は段落ごとの意味上の区切りも示します。文頭の高さを揃えるための文意と関係ない空白行が
入るせいで、段落ごとの意味上の区切りが分からなくなります。文章としてこれは非常に見苦しい。 
そして何より、ソノヒノキの対訳を自分で全く便利と思えないのです。

・左右対訳は一見使いやすいようで実はそうでもない

書籍で左右が日英に分かれているものがよくあります。一見便利そうに見えます。でも思い出してみると
ああいう書籍で勉強して身になった記憶があまりありません。 
そもそも日本語が書いてあるとそっちに頼ってしまう傾向にあります。

それよりも最大の問題は、左右に書いてあれば見やすいだろうと思いきや、案外そうでもないということ
です。 
左右に書いてあっても幻文を読んで対訳を探すのには手間がかかります。そして和訳を見つけて幻文に目
を戻すときも、「あれ、どこだっけ？」となることがしばしばです。というよりほぼ毎回です。

これは英語の教材でも同じです。どうりで対訳物で身になった経験が少ないはずです。 
結局ああいう本を使おうとすると、一度英文を指で押さえておいて和訳を探し、目を戻したときには指の
位置で元の英文の場所を確認するという使い方になりますが、非常に面倒です。効率が悪いので、案外便
利そうに見えて対訳形式は便利でありません。

今回実際に対訳形式で上記のように作ってみて、やはり英語教材と同じ欠陥に行き着きました。これでは
駄目だろうということで、対訳形式は止めて、日本語版は日本語版で別途作るという方法に切り替えました。 
作業量は変わらないので楽にも苦にもなりませんが、同時に使いやすくなったわけでも使いにくくなった
わけでもないので、なんだか釈然としない感じです。上記の対訳形式のフォーマットを作るのも手間がか
かっているので、なんだか損をした気分でした。

・一行ごとに訳を挿入するという方法

なお他にも案としては、一行ごとに幻日を交互に混ぜていくというやり方も考えられました。ですが幻文
だけ或いは日本語だけ読もうと思う人にとっては邪魔臭くて仕方がないということで、廃案になりました。 
また、この方式だと一行ごとに訳が入って言語が変わるので文全体のテンポも悪くなります。 
加えて、訳を見ずに読解練習をしようと思っている人にとっては否が応にも訳が見えてしまうので練習に
ならないという問題があります。

・テキストの上にマウスを持っていくとホバーで訳が表示されるという方法

これも検討しましたが、それだと読者が訳文を自由にコピーしたり、日本語版を通して読んだりすること
ができなくなります。 
それに、スマホなどのマウスを使わないもので読む場合はどうするのでしょう。

・結論
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結局色々小細工を練った挙句、日本語版を別途作るという最もベタな案に軟着陸しました。

思うに、上記のホバー作戦＋日本語版作成という二刀流がベストな気がしますが、一文あるいは一段落ご
とにダミーの a href を貼って訳文をホバーさせるには非常に労力がかかります。そんなことをしている時
間があったら執筆活動に宛てるべきだという結論に達し、廃案となりました。

・それでも対訳形式で読みたいという方へ

ブラウザで幻文と和訳をそれぞれ別のページで表示し、横幅を縮めて左右に並べるか縦幅を縮めて上下に
並べるかというやり方で、実質同じ効果が得られます。後者のほうがやりやすいと思います。 
ただ、読みにくいから廃案になっただけあって、多分読みにくいと思います。

●序文の仕掛け

序文は一見何気ない文書に見えますが、実は物語の根幹となる重要な部分です。 
序文には数多くの仕掛けがあり、ちょっとした構成にもそれぞれ意味があります。

例えば「かみさまの懺悔」には男性が空を見上げ、女性が俯くというシーンが出てきます。 
これは文学的アトリビュートで、男性を天の神エルト、女性を地の神サールに準えています。エルトとサー
ルとは、この世界の最初の男女のことです。 
空を見上げだり俯いたりといった二人の何気ない所作が、この二人が物語の原初となる人物であるというこ
とを象徴しています。

また、「時詠みの少女」の中の段落は常に 4 行を中心とする偶数行になっています。そしてこんな細かい部
分にもきちんとした意味があります。 
このように、序文には多くの仕掛けがあります。仕掛けの真相は徐々に明らかになっていきます。 
文学的アトリビュートは序文のみならずアルディアの随所に散りばめられており、アルディアの攻略をより
難解なものにしています。

●序文の天気

序文は春に既に書いていたのですが、晴れを想定していました。7/19 にあの公園で雨が降ったのは 20 年で
小雨が一度程度だからです。 
正確には僕が覚えているのはここ 15 年ほどですが、ともあれ小雨一回でした。

今回台風が来たので念のため差し替え用に雨用のシナリオを用意して、8 時に公園に現地入りしました。 
7:40 に駅に着いたときはどしゃぶりでしたが、この日の雨は間欠泉のように断続的でした。 
8 時前に止み、そこから 15 分間は全くの晴れ。公園を出て駅に行っても晴れ。電車が来る 30 分まで晴れ。
家に着いても晴れで、結局 9 時頃まで晴れでした。その後 9 時台にまた降っていましたが。

というわけでアルディアは奇跡的に台風接近にもかかわらず、序文を修正せずに済みました。 
現地調査までした甲斐がありました。なお、未来用の証拠として、ビデオもスマホで撮ってあります。

●発足日について

アルディアは (4)02 年ラルドゥラの月パールの日から始まります。 
よって 1 年目に関しては、左のタグはラルドゥラの月から始まることになります。2 年目以降はリディアの
月から開始します。

アルディアは毎月リディアの日に前月の分が掲載されますので、最初のラルドゥラの月の分はザナの月リ
ディアの日に公開されることになります。 
これは西暦でいうと、2011 年 7 月 13 日水曜日に当たります。この日に 6 月 24 日から 7 月 12 日までの記
事が初回分として掲載されます。

ところで、アルディアはもともと日刊の予定だったので、7 月 19 日に新サイト設立の告知をするとともに
最初の記事を掲載する予定になっていました。 
ところが月刊になったことで問題が生じました。7 月 19 日はザナの月ラルドゥラの日なので、7 月 19 日の
内容はパールの月リディアの日に掲載されることになります。つまり、7 月 19 日に告知しても本編に何も
記事がない状態がしばらく続いてしまうということです。 
そこで設立日の 6 月 24 日から記事を作ることになりました。これだと 7 月 13 日に前月分が掲載され、7
月 19 日に公開したときに本編が空になりません。

ちなみに 6 月 24 日に設立した理由ですが、作者の恩師が初めて作者にアプローチをかけたのが 1991 年 6
月 24 日だそうで、験を担ぎました。 
もはや記憶にありませんが、作者が子供の頃から通っているスーパーとその近くのコンビニの間にある道で
彼女の落し物を拾ってあげたのだそうです。

●アルディアができた経緯

本作の構想は 1991-2011 年までの間に徐々に形成されたものですが、いくつか屋台骨となったものがあり
ます。 
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ひとつ目は 95 年 8 月 10 日に始まった小説版アンクノットという物語で、ordin 時代の原型となる話です。 
ふたつ目は 00 年代に段階的に形成された歴史書イルムスです。 
みっつ目は異世界の現代社会を形成した「ミロク革命」という出来事です。 
そして最後が 2011 年 4 月 6 日に着想した「異世界が終わる最後の 20 年間をリアルタイムに書く」という
案です。 
これらが組み合わさって最終的に本作になりました。

リアルタイムに歴史を書くという案は「アルバザードの新聞のヘッドラインを作ったらもっとファンタジー
に現実味を出せるだろうか」というアイディアから派生しています。なお、この新聞の案は 00 年代後半に
着想したものです。

2011 年に活動 20 周年という節目を迎え、アルカを続けるのか辞めるのかだいぶ迷いました。 
09-10 年頃は、本作に近い作品をアルカと関係ないところで進めていました。この頃はアルカを切ろうとい
う思いの方が優勢でした。 
結局、今までのようなアルカ制作中心のやり方に終止符を打ち、今度は人工言語学やアルディアを創ってい
こうということになりました。アルカはその中で用いられるひとつのツールという位置付けになります。

●なぜ 20年かけて創ろうと思ったか

ひとつには、それがアルカを作ってきたのと同じ期間だからです。作ってきた分だけ今度は使ってみようと
思いました。使ってこその道具だと思います。

ふたつ目は、この手の作品が人類史上初のものだからです。リアルタイムで進む物語、アプリオリな自然主
義人工言語と人工世界。これらの要素を持った極めてリアリティの高いファンタジーはまだ人類が着手して
いないもので、そこに意義を感じました。使命感を持ってライフワークにできればと考えています。

みっつ目は子供のためです。ふだん一緒に居ることができないので、何か自分でなければできないものを贈
りたいと考えました。将来ありがたいと思うか的外れでどうでもいいと思うかは彼ら次第ですが、物語を読
むことの中に父親の存在を見出してくれれば幸いです。

そして最後のひとつは好きな人のためです。ふたりの世界を創ろう、そしてそこでもう一度恋をしようと約
束しました。

人工言語屋の仕事

・３種の仕事

人工言語屋の仕事は 3 種類に分かれる。 
1 つは言語の創り込み。1 つは言語を使った作品の創造。1 つは言語の普及。 
これらは上に挙げた順序で重要である。

人工言語屋に与えられた作業可能な時間は有限である。どう労力を割り当てるかが課題である。 
割り当ては作者の考え方や言語の種類によって異なる。 
一般に国際補助語にとって言語の普及は重要課題であるが、架空言語にとってはそうでない。

架空言語も普及を目指すものとそうでないものがあるだろう。その比重は言語による。 
例えばアルカは他の架空言語に比べ、普及に割く意欲が極めて低い。 
しかしそんなアルカもサイトの英語化をしている。 
ただこれは普及が目的ではなく、現在の事実上の国際語である英語にすることで、歴史に遺る確率を高める
ためである。

・アルカにおける労力の割り当て

アルカは言語の創り込みを特長としている。よって創り込みに割り当てる割合が最も多い。 
アルカの作者は、「人工言語屋本人はただひたすら言語の創り込みに時間を割くのが理想的である」と考え
ている。 
しかし協力者や理解者の獲得のためには、作品の創造や言語の普及をせねばならない。 
本来これらは無駄な作業である。作品はユーザーが作るのが理想的である。だがそう簡単に客は付いてくれ
ない。 
そこで最初の頃は作者自身が作品を作り、普及活動をし、ユーザーを集めねばならない。

最初の作品は小説や絵や漫画などのコンテンツである。 
作者自身が多芸で、これらをこなせなければならない。 
この作品を元手にユーザーを確保する。 
そして絵描きなどの才能を持ったユーザーにコンテンツを作ってもらう。これが理想的である。

アルカの場合、まさに上記の計画通り事が運んだ。 
さしもの自分も高品質なゲームまで作る人間が出るとは思わなかった。嬉しい誤算である。 
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しかしそれには 5 年以上の歳月を費やした。協力者の獲得は容易ではない。若者は特に忍耐が必要である。

アルカの作者は絵も描くし音楽も作るが、どれも拙い。本業はあくまで言語である。 
作者がすべき創作はせいぜい小説を書く程度であるべきと考える。 
それ以上の手の込んだコンテンツはユーザーに任せるべきである。 
そういう人間が出てこないのであれば、外注するか自分でやるか作業を簡単にしてくれるソフトを導入する
などして対処する。 
あくまで作者は限りある労力を言語の創り込みに費やすべきである。

・ザメンホフとイェフダー

ザメンホフは言語の創り込みに労力をあまりかけず、普及活動に注力していた。 
上記の価値観でいうと、彼は生粋の人工言語屋ではない。たとえ彼が業界内で最も有名だったとしてもであ
る。 
むしろ知名度の低いイェフダーこそ、生粋の人工言語屋である。彼に敵う人間を私は知らない。この私とて、
遠く及ばないのだ。

・翻訳

言語は必ず任意の言語で制作する。例えばアルカは日本語をメインに作られた。単に私が日本人だからであ
る。 
これを翻訳するのは普及に当たる。国際補助語では重要だが、架空言語ではそれほどでもない。

アルカは本質的にその価値観を共有できる少数の人間の間で有界的に愛でられる言語である。 
よって、価値観を共有できない人間に無理に広める気はないし、むしろ迷惑とすらいえる。 
ジュンク堂のような大きな書店をエスペラントとするなら、アルカは狭い裏路地の小さな古本屋であるし、
そうありたいと思う。 
その古本屋の独特な紙の匂いに惹かれた人間が、路地を通る猫に案内されて迷い込む。そういう言語であり
たい。

だからアルカにとって英語化という翻訳は本質的に必要ではない。 
アルカは英訳をしているが、それはアルカという言語がこの世に存在した事実を刻むためであり、広めるた
めではない。

英訳には大きな労力がかかる。アルカのコンテンツを全て英訳するとしよう。その労力を使えばどれだけア
ルカの文書が作れるだろうか。 
生粋の言語屋として損得勘定をすれば、天秤は翻訳に決して傾かないはずだ。 
であればこそ、アルカの英訳はあくまで「存在証明」程度のものでしかなく、辞典などのあらゆるコンテン
ツを訳す必要はないと分かる。 
私は最初そのことが分からなかった。翻訳に着手して初めて、いかにその労力が無駄であるか、アルカの文
書を作ることに労力を回すべきかということに気付かされた。

・英語嫌い

私は英語でお金を得ているが、英語と中国語が嫌いである。 
英語の表現力の乏しさ、抑揚のうるささ、強弱アクセントが作るラップのようなリズムを持った落ち着きの
なさ。これら全てが不快である。 
一人称は I しかないし、ひだまりのような柔らかな自然表現にも妙訳がない。細かい終助詞もなければ、話
者の口調を示す言葉も乏しい。 
中国語はいわんやで、あれはそもそも人間の言葉に聞こえない。私は新聞を読める程度には中国語ができ、
中国人と簡単な会話も可能だが、それでも嫌悪している。

英語の表現力の乏しさは文献を対照していてしばしば思う。 
英語のほうが細かく言えていてさらに言い得て妙だというケースはほとんどない。

その自分にとって英訳はそもそも不快な作業である。 
まして言語屋の本分が言語の創り込みであるならば、英訳は最小限に留めるべきである。

私がすべきことは、残された稼働力でいかに多くのアルカを書けるかである。

・日本語好き

そもそも私は白人が嫌いだ。細やかな感性や機微の理解できないガタイのデカい連中が生来嫌いである。自
分自身フランス人の血が入っていてもである。 
とりわけアメリカ人の浅い文化が嫌いだ。彼らの大雑把で芸のないものづくりは唾棄すべきものと考える。

逆に私は日本人の繊細さが非常に好きだ。特にサブカルは世界に誇る文化であり、他国を圧倒している。日
本人のものづくり、職人芸は素晴らしい。 
そして同様に日本語が好きだ。アルカとどちらが好きか分からないくらい好きだ。 
特に歌ともなれば、迷うことなく私は日本語を選ぶ。大学の頃にワールドミュージックにハマって世界中の
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曲を聞いたが、結局日本語の歌が最も心地よかった。 
私がアルカで歌を作りたがらないのは、本質的に心がアルカの歌より日本語の歌を好むことを知っているか
らである。 
なお、日本社会と日本人は好きではない。特に行動も決定も遅く閉鎖的で人の足を引っ張るのが好きな国民
性と、未だに事実上封建社会のような社会制度が気に食わない。

とはいえ、繰り返すが日本文化は素晴らしい。特にサブカルは素晴らしい。 
そして繊細な表現が可能な日本語は素晴らしい。 
日本に生まれて何が良かったかというと、サブカルと日本語があることである。

だから私は大好きな日本語で自分の子供であるアルカを作れて、とても幸せである。 
だがひとつ不幸なことがある。それは日本が斜陽で、日本語が国際的なシェアを失っていくことである。 
それさえなければ――もっといえば太平洋戦争で負けてさえいなければ――表現力の浅はかな英語などを
使ってコンテンツを翻訳することなど、絶対にありえなかったことだ。

・翻訳の必要性

日本語のシェアは世界全体で見れば巨大である。しかし上位 10 位以内で見れば低い。 
英語にしておかなければ未来に繋がらない可能性が高い。 
だからある程度翻訳をして、アルカが存在することを主張する必要がある。

ただし存在を主張することが目的なので、細かいところまで訳す必要はない。 
労力が無限に割ければすべて訳しても良いが、実際のところ労力は有限である。 
その労力は自言語の文書作成に費やすべきではないか？　それこそが言語屋の仕事ではないか。

・外人にアルカが理解できると思えない

アルカの founders を除く外人にアルカの細やかさや心の機微が理解できるとは思えない。 
とりわけアメリカ人のような大雑把な連中や、中国人のような品のない連中に理解できるとは思えない。

自分はアルカの価値観を共有できる人間としかやり取りをしたくない。 
エスペラントやキリスト教のようにただひたすら広めればいいという考えはない。 
価値観を共有できない人間が集まっても宗派ごとに割れるだけだ。無駄無駄しい。 
だから多くても数十人、少なく見積もれば数人、最悪自分と大切な女性の 2 人だけで共有できれば良いと考
えている。

私の大切な女性リディアは私とふたりだけの狭い世界を求めている。私もそれに基本的には同意する。 
しかし男の私は子供が産めないから、何か自分が生きた証を遺したい。それがアルカなのだ。 
ゆえにリディアとの間だけで終わってしまうこともまた耐えられない。だからこそアルカを歴史に遺したい
と思う。 
生きている間は価値観を共有できる人間とだけ接していたい。だが死んだ後のことを考えると、遺すことも
考えてしまう。 
そこで翻訳の必要性が生まれる。ただし有界な範囲で。

なぜ有界かはもう語った。 
ひとつは労力を言語の創り込みに割くべきだから。 
ひとつは外人にアルカの細やかさが理解できるとは思えないから。

仮に外人がアルカに興味を持ったとしよう。しかし彼らとは英語でやり取りすることになる。 
だが英語のような無神経な言語ではアルカの細やかな機微を理解することができない。 
実際彼らは「はじめてのアルカ」の萌えを理解できないだろうし、紫苑の書の面白さも理解できないだろう。 
reia, adiiyu, fian などにある機微や、lukletia, dolmiyu などの価値観を彼らの粗野な心で理解できるとは思
えない。

だから私は英訳しても日本のネットユーザーのような友人を作ることはないし、共感しあうこともないだろ
う。 
最低限の英訳をアルカの存在証明のために行うにすぎない。

・日本は案外沈まない

日本は斜陽ではあるものの、10 年 20 年のスパンで亡国するほどのことはない。 
私は最短で今日明日、最長でも 2033 年までしか生きないが、少なくともその間に日本が滅ぶことはないし、
アジアの強国であることも変わらない。 
仮に財政破綻したとしても、だ。 
だとすれば無理に英訳に拘る必要もない。

逆に言えば英語だって百年単位で見れば国際語の地位を失っていることは想像に難くない。 
頑張って英語にしたところでたった百年後にはもう別の言語にお株を奪われているのだ。 
そして百年経っても日本語はそれなりの規模で残っている。 
ならば日本語とアルカでできるだけ多くの情報を遺しておくべきではないか。翻訳という無駄な複製にそこ
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までの時間をかけるべきではない。

ましてこう考えてはどうだろう。 
百年後には今より優秀な翻訳機ができているはずである。そうなったら我々の翻訳作業は徒労に終わるでは
ないか。 
よほどアルカで多くの文を作っておけばよかったということになる。 
そういうことを考えていくと、やはり我々がすべきことは自言語のデータをより多く遺すことなのだ。

・我々の本分は

我々の本分は言語を創り込むことである。 
翻訳は同じものを二倍以上の労力をかけて duplicate するだけのことであり、生産的でない。 
言語の普及もまた同様に必要以上にすべきことではない。 
同じ価値観を持った少数の人間と付きあえばよい。 
無駄に広めればむしろ純粋性が失われてしまうリスクすらある。

我々の本分は言語を創り込むことである。 
見習うべきはザメンホフではない。イェフダーである。 
どちらも架空言語に属さないが、両者には明らかな違いがある。

 
我々人工言語屋の本分は、自分たちの言語を創り込むことである。 
ゆめゆめそのことを忘れて脇道にそれてはならない。 
稼働力は限られている。時間がないか金がないか体力がないか。それらすべてが揃うことなどまずない。そ
れに、たとえ全て揃ったとしても時は有限である。 
自分が生涯打てるキーボードの回数は有限である。少しでも多くの自言語のコーパスを編まねばならない。

言語など 5 ～ 10 年もあれば骨子は創り込める。 
あと残った作業はひたすらコーパスを作ることである。

英文ライティングをしていて分かったが、ライティングでもスピーキングでも、言語を運用する際に最も重
要なのはコーパスである。 
最も効率的なやり方は英借文であり、それにはチャンクの記憶とコーパスの利用が欠かせない。 
逆に言えば言語などというものはチャンクの記憶とコーパスの利用さえできれば後は簡単にできてしまうも
のである。 
ともなればいかに作り手としては質の高いコーパスを大量に作るかが課題である。 
人工言語において最も正確なコーパスは作者かネイティブしか作れない。自分でやるしかないのだ。

歴史に残るには

芸術言語が偉業として歴史に残るには、大作を通じて未来人に継承するしかない。 
英語にしても日本語のままでもどうせ 100 年経ったら情報は古いわ言葉遣いは古いわで、ロクに読めたもの
ではない。

エスペラントのように作者の死亡後も誰かが後を継いでくれないと歴史に残らない。なかったことにされて
しまう。 
だが国際補助語はともかく、芸術言語は作者の理想の世界を体現したものだから、作者の死亡後はそうそう
残るとは思えない。 
芸術言語は国際補助語のような分かりやすい価値観がない。個人の趣向に対する共感者はそうは多くない。

トールキンのように作品自体が人気になり作品を通して言語が残るしか、芸術言語には後世に残す方法がな
い。 
しかし現代はトールキンの時代と違ってコンテンツの供給過剰が起きている。この状況で未来に注目を集め
るような作品を残すのは至難の業である。作品作りが重要なのは分かるが、現代では未来まで残るコンテン
ツを残すのは難しい。

また、情報が消失するリスクもある。 
意外なことに紙の本は 100 年後にも残っているが、電子データは残っていない可能性がある。 
というのも、公式サイトや幻日辞典が依拠しているドメインやサーバが 100 年間作者の死後自動で残るはず
がなく、いずれ消えてしまうためである。誰かが保存しておかなければ一瞬にしてゼロになってしまう。 
一見電子データは複製がしやすいので保存しやすいように見えるがそうでない。堅牢な国会図書館の紙媒体
のほうが 100 年後のことを考えるとよっぽどデータが残っている可能性が高い。

紙の本はいずれ懐中時計のようなアンティーク品になる。それは間違いない。 
だが 100 年後の未来で考えると案外保存性の良い実用的な記録媒体と言えるかもしれない。

そういうわけで 2011 年の 12 月ごろ、自分のやるべきことは「いつ落ち目になったり古くなったりするか
分からない英語への翻訳作業」ではなく、「指輪物語のような大作の制作」なのだということに気付いた。 
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その作品がカルディアのすべての歴史を描いた神の夢『アルディア』であることは容易に決定された。 
トールキンでさえ作品を全編人工言語で記していない。全編人工言語で綴った人工世界の物語を訳付きで残
しておく。これは快挙だ。 
訳の日本語は 100 年もすれば古くなるが、それが最も後世に作品を残す確率を高める方法であろう。

もしくはアルカのネイティブが子供を産んで人力で一子相伝していくとか、ユーザーがユーザーにバトン
タッチしていくという手法もあろう。 
まず前者に関しては、人工言語という閉鎖的な環境で育てることに倫理的な問題があるので少なくとも私は
望んでいない。 
後者に関しては、その手法だとエスペラントのように作者の意向や本懐がきちんと継承されずに不純化して
しまうリスクがあるため、好ましくない。芸術言語は作者の死亡が純粋な言語と世界の死亡を意味する。そ
してそのことは国際補助語より芸術言語において問題となる。

よってこれらは 2 案とも推奨されない。

やはり大作を残しておいて未来に繋ぐという手法しか現実的にはないだろう。 
それとて未来人が私の意図した内容をきちんと継承することはないだろうから、不完全でしかない。 
しかし私は永遠には生きないので、それは仕方がないことなのだろう。継承には限界があるということだ。
純度を保ったまま継承するのは物理的に不可能である。

いずれにせよ、芸術言語が歴史に残すためにやるべきことは大作の制作とその流布と保存である。

未来人との戦い

人工言語と人工世界をアプリオリでゼロから作り込む。 
人工言語制作において最も難易度の高い分野である。

この分野を実践している人間は 2012 年現在地球上にほぼおらず、アルカ規模になると全く存在しない。 
アルカとカルディアは時代の特異点であり、オーパーツである。 
本来ならこの時代に存在するのはまだ早い。もう少しコンピュータやインターネットが進化してから生まれ
てくるはずだった。

アルカが人工言語史の本来あるべきだった歴史を先取りしているのは、作者が未来を見据えているためであ
る。 
端的に言って作者は現代人など相手にしていない。戦っている相手は未来の自分たちである。 
なぜそうしているのかというと話は単純で、まず現代にアルカの相手になる言語が存在しないためである。 
そしてもうひとつの理由は、アルカを人工言語史に遺すことを考えているためである。

現代にはアルカと戦える相手がいない。現代人などハナから相手にしていない。 
私が他の人工言語にも人工言語制作者にも関心を示さないのは、ライバルになりえるほどの人材がいないた
めである。 
ライバルがいるとすれば遥かに技術の進歩した未来にしかない。だから常に未来人から見て今の自分はどう
見えるかしか意識していない。この感覚が一般人には分からないようだ。

私は未来人と戦うにはどうすればよいかをずっと考えて作業してきた。これは古い刀で新しい銃と戦うには
どうすればよいかという問題に似ている。人工言語の制作は、言語自身や辞書やコーパスという一次データ
の制作と、小説やイラストや漫画やゲームやサイトなどといった客寄せのための二次データの制作に大別さ
れる。 
後者の作業は――少なくとも私にとっては――現代人に自らの言語を知らしめることで未来に自言語を繋ぐ
ために行うものである。 
あくまで後者は未来人と戦う土俵に上がるための作業にすぎず、言語自体の作り込みは前者でしかありえな
い。

言語作者の仕事はあくまで前者。後者は宣伝にすぎない。 
だからできるだけ作者は限られた労力を前者に充てるべきである。 
しかし悲しいことに後者を他人に外注できるほど、最初のうちは理解者や賛同者が現れない。 
従って作者はオールラウンダーにコンテンツを作る能力を持っている必要がある。 
小説、絵、漫画、歌など、全てそれなりに作れる必要がある。言語以外に、である。恐ろしく器用である必
要がある。

さてその後者のコンテンツ作りであるが、この点において未来人は我々より優っている。 
例えば 2012 年現在漫画を個人で外注して作ろうとなると、一冊当たり 100 万前後の金額を要する。 
外注しない場合、漫画という技術を自分で身に付ける必要がある。その上何年かの時間をその作業に宛て、
言語制作をストップするリスクを負わねばならない。 
漫画をセミプロなどにネット経由で依頼すると、ページ単価が 5000 ～ 10000 円程度になる。5000 円だと
しても 200p で 100 万円である。
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ページ単価の高さの内訳はほとんどが人件費である。 
漫画を書くにはネームを作成し、下書きをし、線画をし、ベタやトーン貼りをし、背景を描いて吹き出しに
写植をせねばならない。 
知人の漫画家によると、1 ページにつき 6 時間ほどはかかるそうである。

だがこれは 10 ～ 20 年もすれば状況が一変していることであろう。 
3D データでキャラや背景素材などを作り、ポージングをして配置をし、写植をする。 
一度モデルを作ってしまえばどの角度でもどのアングルでも簡単に描ける。 
この方法なら従来よりも遥かに効率よく漫画を制作することができる。しかもカラーでである。 
そして何より絵を描けない人間にも漫画を作ることができる。

この構想は 2000 年代に思いついてそのように将来なっていくだろうと考えていたが、コミ PO というソフ
トの出現により、自分の予想が正しいことが証明された。 
恐らく今後はこのような 3D モデリングを用いたカラー漫画が 10 ～ 20 年の間に台頭してくることだろう。
従来の漫画の制作方法は変化していくものと思われる。 
そうなった場合、白黒の 2D 漫画は現在の白黒映画と同じく古めかしいものになるだろう。

つまり未来の人工言語制作者は今より簡単に、しかもフルカラーで漫画を作ることができるのである。 
もし現在我々が何年あるいは何百万もかけて漫画を作ったとしよう。それを未来人はあっさりと短期間で済
ませてしまうわけだ。 
これではコンテンツ制作という面において未来人と張り合ったところで絶対に勝ち目はない。 
未来人から見ればしょせん現代のコンテンツなど時代遅れにすぎないのだ。 
現在コンテンツを作ることは現代人に自言語を知らしめる方法として有益であり、現代人に普及させること
は未来人に自言語を繋ぐという点において有益である。 
しかしそのコンテンツで未来人を魅了することはできない。あくまで未来人にバトンタッチさせるために現
代人を引き込む――そのためだけの道具にすぎない。

さて、コンテンツ作りで未来人と対抗しても勝ち目がないとは述べた。 
では我々は未来人とどう戦えば良いのだろうか。 
それは未来人といえど決して機械化・自動化できない分野において渡り合うことである。

未来には良い翻訳機が作られていることだろう。遠い未来には自言語を作ったら今より簡単に各国語に変換
できるものと思われる。 
コンテンツも簡単に作れるだろう。漫画だけではない。アニメもゲームも簡単に作れるようになっているこ
とだろう。 
だが辞書・コーパス・小説・世界設定の制作は人間が自分で作業しなければならない。 
将来的には文書さえ機械が膨大なコーパスとパターン分析を用いて自動で作成するだろう。 
だがそれは定型的な文書に限られる。ゼロから異世界や異言語を作るといったイレギュラーかつクリエイ
ティブな文書の作成は機械ではできない。そこはあくまで、たとえ何百年経とうと、人間がやる仕事なので
ある。

つまり異世界と異言語をゼロから作ろうとすると、その一次データは結局人間が作らねばならないというこ
とである。 
ここに我々原始人が未来人と対抗できる唯一の糸口がある。 
結局コンテンツというのは他人を魅了する道具にすぎず、一次データこそが言語や世界そのものの作り込み
の尺度になる。 
その一次データの制作は未来人でもサボることができない。つまり言語と世界の作り込みは何人たりとも横
着することができないのである。

だからこそ我々が行うべきことは、一次データの制作なのである。 
結局一次データが作りこみの度合いを反映し、そこだけは自動化できないので、最も重要な部分がいつまで
経っても自動化できないということになる。 
そう、幸いなことに制作作業において最も重要な部分がいつまで経っても自動化できないのである。すなわ
ち核の部分は未来人だろうと我々だろうと横着できない、平等ということである。

もっとも、未来人は今より簡単で便利な入力デバイスを用いるだろう。 
音声入力で文書制作をし、腰や肩を痛めずに大量の文書を打てるようになるだろう。 
ネットで得られる情報もさらに豊富で便利になり、造語をするときに行う概念に関する調査も今より簡単に
行えることだろう。 
そういう意味では一次データの制作もやはり未来人のほうが有利である。 
有利ではあるが、決して自動化はできない。だからこそ我々はこの核の部分で戦うしかないのである。

私は現代人など眼中に無い。未来人と対抗すべく、一次データを作り込む。そこに信念と命をかけている。
そうして生きてきたし、これからもそうするだろう。 
人工言語のような金にならないものをここまで作り込むのはイェフダー以来であり、芸術言語においては
トールキンを抜いて初めてであろう。 
トールキンでさえここまでの精度と量で世界と言語を作り込むことはしなかった。
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自分が戦っているのは未来の自分である。正確に言えば、未来のある時点で台頭するであろう自分のような
人工言語屋である。 
もし自分が未来人で同じような熱意を持って人工言語を作ったらどうなるか。その自分と渡り合うにはどこ
で勝負すればよいか。 
そればかりを考えて何年も何年も作業してきた。その答えが膨大な一次データの制作である。

ときにコンテンツ制作においては漫画が一番効果的である。 
他者を魅了するコンテンツとしては音声・小説・漫画・アニメ・ゲームなどが考えられる。 
このうち簡単に作れるのは小説だが、小説は文字ばかりで読みづらい。敷居が高い。 
音声はリスニング能力をユーザーに要求するので敷居が高い。 
ゲームは遊ぶには良いが、言語の習得や学習という面では遊びに意識が行ってしまうので、あまり効率的で
ない。

ではアニメと漫画のどちらが優れたメディアか。 
人工言語の普及という点では圧倒的に漫画である。 
アニメはまず視聴者にリスニング能力を要求する時点で敷居が高い。 
仮に字幕を付けるとしても問題は解決しない。というのも、一定の時間で自動的に字幕が流れてしまうため
である。 
初心者と熟練者では文を読む速さが全然違う。にもかかわらず一定の速度で流れてしまう字幕は言語の普及
には不向きである。

漫画の場合、読者が自分の速度で読むことができる。リスニング能力も要求されない。この点でアニメより
言語の普及においては優れている。 
ただし、アニメが唯一優っている点がある。それは権威である。 
アニメを作るほうが漫画を作るより労力がかかる。自言語にはオリジナルのアニメもあると喧伝したほうが
権威付けにはなる。 
ただ、それもせいぜいここ数十年の話にすぎない。やがて個人でも簡単にアニメを作れる時代になれば、権
威付けとしてのアニメも意味を成さなくなる。 
そうなると単純に漫画の持つ利便性のほうが高く評価される。 
よって総合的に考えて普及のツールとして見た場合、漫画が最も優れたメディアといえる。

しかるに我々はまず漫画の制作を行うべきである。恐らく最初は労力か金をかけてでも 2D で作るべきであ
ろう。 
そして個人でも簡単に漫画が 3D モデリングなどで作れるようになった暁には、3D でフルカラーで作るべ
きであろう。 
コンテンツ作りはただの客寄せだが、それでも未来人と戦うための切符としては必要である。まずは未来人
に自言語を知ってもらえないことには戦うことすらできないのだから。

未来人に知ってもらうためには、コンテンツで知名度を上げるだけでは足りない。 
人工言語史を刻む人間とそれを観測する人間がいなければならない。 
そういう理由で私は掲示板を開いたり twitter をやったりといった活動をしている。 
これはコンテンツ作りではなく、人とのコミュニケーションにより自言語を知ってもらうという活動である。 
これもまた未来人に自言語を知ってもらうための布石であり、未来人との戦いを実現させるための活動であ
る。

それにしても私のような人間はいないものである。不思議なくらい同じレベルの人間がいない。70 億も人
間がいるのに。 
私と同じだけの不安症、神経質、職人気質、根性、言語学の知識、語学の知識、人工言語の経験、協賛者、
近未來嗜好、経済的余裕、そして使命感――これらを兼ね揃えた人間が 70 億人もいて他に一人もいないとは。 
孤独だ。だから、未来に期待しているのだろう。――ライバルを求めるのだろう。

ネイティブ考

●母語とネイティブ

・母語とは年齢がごく小さいうちに獲得した言語を意味する

・最初に獲得した言語を第一言語という

・人間はひとつ以上の言語のネイティブである

●言語の獲得とその順序

・言語の獲得とは語彙や文法の獲得もさることながら、最も重要なのは語法――広い意味での「その言語にお
ける世界の切り分け方」を獲得することである

例えば日本語で水と湯は区別されるが、英語や韓国語では単語レベルで切り分けない。日本語は目と目の間
を命名しないから日本人はこの部位をあまり意識しないが、アルカは kwar という名が付いているので意識
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が行きやすい。lip は唇だが、英語と日本語で指す範囲が異なる。日本語では雷が落ちるというから登山を
していて雲の上まで抜ければ安全だと誤解するが、アルカだと雷が来ると表現するので雲の上に抜けても安
全だと誤解しない。世界の切り分け方はこのように言語ごとに異なり、また言語は思考に影響を与える。こ
の言語固有の切り分け方を獲得することが、言語の獲得において最も重要であると私は考える。

アルカを獲得するとは、アルカならではの物の見方を獲得し、アルカの切り方で世界を認識できるようにな
ることなのだ。それがネイティブ以外でも可能なことであるとすれば、ネイティブを生産することに必然性
はない。

・切り分け方はどの順序で獲得しても結果は同じ

例えば子供に最初にアルカを教えてフランス語を教えるとする。フランス語だけで育った子供は frère を
frère のまま受け入れるが、最初にアルカを教わった子供は alser と aruuj を区別しない概念のことだと一歩
踏まえてから frère を受け入れる。

逆に先にフランス語を教えた場合、frère をそのまま受け入れる。その後アルカを教えると alser と aruuj は
frère が分化したものなのだなと認識した上で受け入れる。

獲得する過程を逆にしても、結果的に獲得する世界の切り分け方は 2 種類になり、同じになる。

どちらを先にインプットしたかにより、切り分け方の獲得の過程に違いが出る。先に frère を入れれば alser
と aruuj は frère が分化したものだと認識するし、先に alser と aruuj を入れれば frère はこれらが統合した
ものだと認識する。つまり世界の切り分け方を獲得する際に行われる認識の過程が異なる。

だがいずれの場合も結果的には 2 種類の世界の切り分け方を獲得するため、最終的な違いはない。

●ネイティブ不要論

・バイリンガルは結果的に世界の切り分け方を 2 つ獲得した人間のことである

・母語として 2 つの言語を獲得した人間は両方のネイティブかつバイリンガルである。大人になってから第
二言語を習得した場合は片方のネイティブで両方のバイリンガルである。彼らを順に A,B と命名する

・A,B の間には第二言語の習熟度しか違いがない。ネイティブでなければ持っていない特性というのは存在
しない。ネイティブのほうがリスニングもスピーキングもおしなべて上手いというだけで、習熟度以外に本
質的な差はない

・ネイティブとノンネイティブの間には習熟度の差しか存在しない。ということはネイティブを育成する必
要はなく、子供を作ってアルカを教えるのも大人にアルカを教えるのも本質的な差がないといえる

・最も習熟度の高いネイティブと最も習熟度の低いネットユーザーの間にあるのは習熟度の違いのみであり、
前者のみが特有する要素は存在しない

・獲得する言語の順序や獲得した年齢に本質的な意味がないのなら、ネイティブは不要、すなわち第一言語
をアルカにする必要はないといえる

・以上から、子供をゼロからアルカで閉鎖的に育てることに特段の意味がないことが証明された。それは単
に習熟度の高いユーザーを生み出す行為にすぎず、本質的にはネットユーザーを育成することと変わらない。
つまり、単に流暢な人間を育てるだけの行為にすぎない。というのも、ネイティブ固有の特性というのは存
在しないのだから

・ネイティブに対する過度の期待が、今までの偏見と誤解の原因だったのだ。娘を観察していて、ネイティ
ブは習熟度の高いバイリンガルでしかないことを知った。インプットする言語の順序に意味がないことも
知った。ネイティブのおかげで逆説的にネイティブが特別な存在でないことを知った

●言語作者の任務

・言語作者の任務は、言語の制作、その言語特有の世界の切り分け方を任意の人間に獲得させること＝言語
の習得、自言語を人工言語史に刻むこと、巨大コーパスを作成することである

・言語の制作は死ぬまで作り込み続けるものであるが、文法は比較的早く完成する。作り込み続けるのは語
彙と語法と文化記述である。しかしそれも日常生活を営めれば言語として十分機能するので、日常生活で使
うせいぜい 15000 語程度を網羅できた時点で一旦の完成といえよう。その後の作り込みは完成後の補遺と
いうことになるが、極める人間はこの完成後の永遠に終わらない補遺の作業のほうが長くなる。アルカは
2012 年現在この段階にある

・言語の習得は自分自身がアルカの世界の切り分け方を獲得した時点で全うできているが、言語をコミュニ
ケーションツールとして考えると、最低自分以外に 1 人ユーザーが必要である。アルカの場合アシェットや
ネットユーザーたちにより、ネイティブから大人まで幅広くアルカならではの世界の切り分け方を獲得させ
ている。よってこの件に関しては既に任務を全うしている

・自言語を人工言語史に刻むことは人工言語の学会が存在しない以上、個々人が行う必要がある。もっとも
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有効なのが出版することで国家に著作物の存在を公認させることである。アルカは既にこの任務を全うして
ある

・言語は巨大なコーパスを必要とする。個々の用例の集積だけでなく、まとまった量の文書がコーパスとし
て必要になる。アルカの場合、アルディアという異世界カルディアの歴史を最初から最後まで記した歴史小
説が存在する

・結論として、アルカは全ての任務を全うしており、2012 年現在でいえば巨大コーパスであるアルディア
の制作を順調に続けていけば良いという結論が得られる

●『女房学校』

　子供を閉鎖的な空間で育て、異言語に触れさせずにアルカだけで育てる。どうしても子供のころに読んだ
『女房学校』を思い出してしまう。様々な細かい設定が異なるのだが、主要なコンセプトは近しい。要する
に子供を閉じ込めて自分の思うどおりに育てようという計画だ。妻にするだのなんだのという点は異なるが、
主旨が似通っている。なのでどうしても思いだしてしまう。

　ただ現実的に考えてそのような計画を実行に移すことは可能だろうか。筆者の場合、経済的にも社会的に
も可能である。可能ではあるが、現実的でないというのが結論である。

　日本にいながらアルカだけを教えるなどということは事実上不可能だと思う。例えば子供が病気になった
とき、医者に連れていくこともできない。子供が容態を私に話し、私が医者にそれを訳せばいいかもしれない。
原理的には可能だ。が、現実的には不可能だろう。下手すれば通報され、児童虐待で親権を奪われてしまう。

　学校にも行かせず外でも遊ばせず常に 24 時間子供と一緒にいてアルカを教え続けるとしよう。その間私
はパソコンを使ったネット経由の仕事しかできなくなるだろうが、経済的には貯金もあるので不可能でない。
だが果たして子供以前にこちらの精神が持つか。24 時間へばりついてアルカだけを喋り続ける精神力があ
るか。現実的に考えて無理だろう。

　私はその場合テレビもアニメも漫画も小説も、日本語資料は一切見ないようにしなければならない。幻日
辞典やアルディアの執筆も、子供に隠れて同じ部屋の隅っこでコソコソとやらなければならない。それは事
実上不可能だ。

　外に出れば看板や何やらで嫌でも日本語が目に入る。日本から脱出して中国に行ったとしても今度は中国
語が目に入る。アルバザードが架空の国である以上、いずれかの自然言語が目に入ってしまう。

　地価の安い国か県に行って広大な土地と屋敷を買い、食料は配達してもらえば、この問題は解決できる。
子供と 2 人で孤独に広い庭屋敷で生活するのだ。つまり原理的には可能だ。――可能だが、その環境に耐え
られそうかというと、とても耐えられる気がしない。

　それに子供が一度でも幻日辞典やアルディアを見てしまったらその時点でアウトである。24 時間監視し
ていなければならない以上、同じ部屋で作業をする必要がある。後ろから見られない保証はない。子供が寝
ている間だけ作業をするとしても、子供が途中で起きない保証はない。地球で生きる以上、完全にアルカ以
外をシャットアウトする方法はない。

　そもそも私が意識的に日本語を一切使わないとしよう。しかし怪我をしたときや火傷をしたときに思わず
「いたっ」とか「あつっ」と言ってしまえばもうおしまいだし、そもそも寝言を喋ってしまえばおしまいだ。
子供が一度でも私の日本語の寝言を聞いたらこの計画は純粋さを失ってしまう。

　結局どう考えてもアルカだけで純粋培養することは不可能なのだ。どのみち自然言語の影響を受ける。自
然言語は何らかの形で子供に入り込む。

　どうせ自然言語から逃げられないのなら無理に隠遁生活をしたり幽閉生活をさせたりすることなく、普通
に自然言語とアルカを並行しながら育てればよいという結論になる。

　どうやっても純粋培養できないのであれば、さじを投げて合理的に生きたほうが良い。どうせ純粋に育て
られないのであれば目一杯合理性を重視して、日本語メインで娯楽も与えて育て、ふつうに学校にも行かせ、
自分は手をそんなにかけず、時折第二言語としてアルカを教えれば良い。

　100% の純化が不可能ならば、純粋なネイティブの育成は無理なのだから、あとは純粋性が 1% でも 99%
でも関係ない。不純物はどのみち不純物にすぎない。だったらわざわざ子供を幽閉してまで「純度の高い不
純物」を作る必要はなかろう。そして倫理的に考えてもこの結論が最も順当である。

　そして 1% の純粋性でも 99% の純粋性でもどちらも不純物には変わりないという事実を基に考えると、そ
もそも子供を育てる必要もないという結論になる。
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　というのも、1% 程度の純粋性なら大人のしかも面識すらないネットユーザーでも余裕で到達できるから
だ。

　多額の費用と膨大な時間をかけて子供を育てても純粋培養できないのであれば、ネットユーザーに浅く広
く伝播したほうが効率が良い。

　とはいえ、もちろん現実的には 1% の人間と 99% の人間には大きな習熟度の差がある。少しでも 99% に
近い濃いユーザーを育てることには一定の意味があるし、それを獲得しようと思うならネット上では不可能
で、恐らく自分の手元で育てる必要があろう。

　不純物でも純度が高ければ一定の価値がある。それを獲得するために子供を育てるということには一定の
意味がある。だが費用対効果を考えると実行に移すだけの価値があるかは分からない。

　上で述べたとおり、ネイティブとノンネイティブには習熟度以外に本質的な差がない。世界の切り分け方
を獲得してしまえば両者は習熟度しか違いを有さないのだ。だから費用対効果を考えると子供を育成するこ
とに必然性はないといえる。

　そう、確かに必然性はない。だが、あったほうが宜しいということもまた言える。「あれば良いが、なく
ても構わない」。それが子供をアルカで育成することに関する現実的な意義である。巨大コーパスの作成な
どと違って必然性のある仕事ではないのだ。余力があればすればいいというだけのもので、漫画などのコン
テンツを制作するといった企画と本質的に変わりないものである。

●以下は 2012/1/16にツイッター上で行った思考である。本項の素地となっている。下から順に読む。

serenarbazard seren arbazard 

今は心がヒートアップしているから冷静になれなか
ろう。余熱を取ってから再考する必要がありそうだ。
ゆえにもう寝ることにしよう。

16 時間前 お気に入りに登録 返信 削除

serenarbazard seren arbazard 

大きな悩みが氷解した。悪性腫瘍を除去したかのよ
うだ。今後の人生を大きく左右するほど大きな考察
となった。まさか今日こんな唐突に解決の糸口が見
えるとは。あとはこれを理論化して文章化してミス
がないかチェックし、理論を実生活に応用して実践
すればよい。

16 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

しかし 7 年も悩んで、というか中 1 からカウント
すると 17 年も悩んで、ある日こうやって唐突にな
んの脈絡もなく同じような思考の繰り返しをしてい
るとき、ふといつもと違う線路に思考の車輪が嵌り、
正解に辿り着くことがあるものなのだな。不思議だ。
あれだけ悩んできたというのに。こんなにあっさり
と

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

重苦しい肩の荷と激しい劣等感と黒い怨嗟が、三番
目を除いてだいぶ和らいだ。悩むことは苦しいが、
悩みぬいた先には救いがあるということを知った。
悩みぬいて救われるということは、まだ自分には知
らないことが多く、自分はまだまだ若いということ
だ。30 にしてまだ未熟

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

然るに自分はネイティブを新たに手元に獲得する必
要がないことが証明された。既にしあで結論は出て
いたのだ。否。この結論さえ分かれば、タイムス
リップしてしあがいない世界線に移動したとして
も、ネットユーザーにアルカの切り分け方を伝導し
ている時点で任務は達成されているのだ

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

ネイティブに対する過度の期待が、今までの偏見と
誤解の原因だったのだ。しあを観察していてネイ
ティブは習熟度の高いバイリンガルでしかないこと
を知った。埋め込む言語の順序に意味がないことも
知った。ネイティブのおかげで逆説的にネイティブ
が特別な存在でないことを知った。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

いいぞ、やはり自分は書いて考えるタイプなのだ。
キーボードを打つと思考がまとまる。あとはこれを
読める文章にして記事にするだけだ。ネイティブ不
要論等をまとめた記事を。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

ということは自分に残された最後の任務は巨大コー
パスの制作か。これだけがまだ達成していないこと
なのだ。アルカの認知枠組みを伝導する任務は全う。
歴史に刻む任務も全う。残るは巨大コーパスとなっ



特別読物 580
た。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

アルカという切り分け方を誰かに伝導するという件
に関しては既にコンプリート。となると残りはアル
カの存在を歴史に刻むことだが、これも出版などに
よって社会的に成立させてある。残るはアルディア
のような巨大なコーパスの作成ということになる。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

あ……じゃあ自分の任務ってもう終わってるんじゃ
ん……。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

ということは自分がすべきことはアルカの世界の切
り分け方を任意の人間に伝導することになる。しか
し自分自身に伝導しているのですでに任務完了とな
る。自分を除外したとしてもリディアらアシェット
の人間、niasさんらネットユーザーに伝導している。
むろんネイティブほどの習熟度ではないにせよ

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

手の届かないしあのおかげで、手の届く範囲にほし
いと思っていた子供に対する必然性を失うとは、驚
きだ。驚愕だ！物凄い話だ。手の届かない子供が手
の届く子供の必然性を奪うというのだから。まるで
天地がひっくり返ったようだ。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

リディアやメルや彼女ができたように、自分も自分
の管理下に子供を置いて教育してみたかった。とい
うかそれが作者としての義務だと思っていた。しか
しネイティブと大人バイリンガルの間に決定的な差
異がないのであれば、その実験が不必要であるとい
うことになる。これは……なんという……結論だ
……

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

うわ、今日自分の世界が TL でひっくり返った。天
地がひっくり返った。パラダイムシフトが起こった
といってもいい。それくらい人生に影響を与える思
考だった。そうか、俺には子供を得てアルカを教え
る義務はなかったのか。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

しかしもしあんなことにならなかったらしあは生ま
れていないわけで、しあが生まれていなければこの
結論も導出できなかったのだから、どうあがいても
過去は変えられなかったということになる。この世
界線は避けられない必然だったのだ。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

あぁ！この結論を 7 年前の自分が知っていればあ
んなに焦ることはなく、彼女を追い詰めることもな
く、あんなことにはならなかったのに。自分の人生
が詰むこともなかったのに。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

アルカを獲得するとは、アルカならではの物の見方
を獲得し、アルカの切り方で世界を認識できるよう
になることなのだ。それはネイティブ以外でも可能
なことであるとすれば、ネイティブを生産すること
に必然性はない。ないのだ！！！！

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

言語の獲得の本質とは何か。僕は語彙や文法ではな
く、語法――広く言えば世界の切り分け方を獲得す
ることだと思う。そしてその点においてネイティブ
と大人バイリンガルの間には習熟度以外の決定的な
差異がない。ここだ！ここが決定的に大事なんだ！

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

言語学者の町田健が言語学者の子供は言語の実験に
付き合わされるものだと書いていた。ウチの家でも
同じだな。人工言語屋の子供は人工言語の実験に巻
き込まれる。で、僕はそれが本人の将来にとってよ
くないと思うので、わざわざ自分の作った言語を押
し殺してフランス語を勧めているのだけど。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

しかしこの結論が出せたのは間違いなくしあという
実験体がいたからだ。彼女の成長を見ていて「単に
アルカがうまいというだけで、別段俺達大人のバイ
リンガルと変わらなくね？」と思ったからこそ、こ
の結論が導出できた。そういう意味では娘を使った
人体実験には大いなる意味があった。
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17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

というわけで結論としては、赤ん坊をゲットしてゼ
ロからアルカを吹き込む実験には、ネットユーザー
にアルカを教えることと本質的な差がないというこ
とになった。おお、これはすごい結論だ。自分の人
生をゆがめるほどの！これはまとめて記事にしなけ
ればならない。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

つまり子供を新たに作って閉鎖的にアルカだけで育
てることと、ネットユーザーにアルカを教えて育て
るのは、せいぜい習熟度に差が出る程度で、本質的
な「アルカの世界の切り分けを獲得する」という点
においては変わらないのだ。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

さて、ネイティブに価値がないとすると、別にある
程度育った子供をバイリンガルにしたり、すでに大
人なアシェットを教育してバイリンガルにしたり、
ネットユーザーを教育してバイリンガルにしても本
質的に変わらないということになる。習熟度に差が
あるというだけで、本質的に彼らは等価だ

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

となるとネイティブには別段価値がない。しあを最
初からアルカで育てた意味は特になかった。先にフ
ランス語を教えても問題なかった。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

ネイティブは赤ん坊のうちにインプットしたか否か
の違いしかない。ノンネイティブのバイリンガルと
決定的に異なる点はない。また、先にアルカを教え
ようが後からアルカを教えようが、切り分け方を獲
得する過程が異なるだけで、2 つの切り分け方を獲
得するという結果は変わらない

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

そう、ネイティブだからこそ持っている要素などな
いのだ。もちろん使用年数が長い分流暢ではあろう。
しかしその程度の違いしかない。本質的な違いでは
ない。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

所詮ネイティブ・ノンネイティブはいつ言語をイン
プットしたかの違いでしかない。ネイティブであろ
うがなかろうが、バイリンガルは世界の切り分けを
2 つ獲得しているという結論において変わらない。
となるとネイティブだからこそ持っている特徴は存
在しないということになる。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

そう、ネイティブというのはしょせん赤ん坊のころ
にインプットされたものを指すだけなのだ。2 個イ
ンプットすれば母語を 2 つ持ったネイティブがで
きるというだけのことだ。順序でなく赤ん坊のうち
にインプットしたことがネイティブの定義だ。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

――切り分け方を獲得しているという結果には変わ
りない。ブランクが何年あればネイティブでなくな
るのだろう。というか、結局のところネイティブと
いうのは最初に何語をインプットしたかでなく、赤
ん坊のうちに何語をインプットしたかの問題でしか
ないということが分かる

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

赤ん坊にフランス語を教えて 1 秒後にアルカを教
えた場合、誰もがネイティブかつバイリンガルと認
めるだろう。しかしブランクが 1 秒でなく 10 年だっ
たらバイリンガルだがネイティブでないと言うだろ
う。さて、いったいそこに何の差があろうか。10
年ブランクがあるだけで、結局 2 種類の――

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

結論は同じ。つまり、フランス語を先に教えてアル
カを後から教えても同じく 2 種類の切り分け方を
獲得する。そう、結論は同じ。ではここで考えてみ
よう。フランス語を教えてからアルカを教えるまで
どれだけのブランクがあればネイティブでなくなる
のだ？

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

先にフランス語を教えた場合、frère をそのまま受
け入れる。その後アルカを教えると alser と aruuj
は frère が分化したものなのだなと認識した上で受
け入れる。過程が前後逆になっているが、獲得する
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のはいずれも 2 種類の切り分け方だ。順序は違う
が結論は同じ。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

フランス語ネイティブは frère を frère のまま受け
入れる。しあは alser と aruuj のことだと認識して
から受け入れる。こうして 2 種類の切り分け方を
獲得する。ここで重要なのはその順序に意味がある
かだ。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

後から植えつけたフランス語は最初に植えつけたア
ルカのせいで世界の切り分けがすんなりと行われな
い。例えば frère をフランス語ネイティブは frère
のまま受け入れるが、しあはアルカの切り分け方
のせいで兄か弟か気になり、frère は alser と aruuj
の両方を意味するものと認識する

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

最初にアルカを植えつけると、彼女は世界をアルカ
の語法で切り分ける。しかしその後フランス語を教
えてバイリンガルにすると、新たにフランス語の語
法による世界の切り分けを行う。この過程で複数の
切り分け方を習得し、時折両者の切り方が混ざって
混乱することがある

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

が、実際彼女を観察しているとネイティブだから
我々ノンネイティブと異なるかというと、さほど異
なっているようには見えない。例えば先にフランス
語を教えてその次にアルカを教えたとしても、現状
と大差なかったように思われる。つまり最初に教え
た言語がそこまで決定的な影響力を持つわけではな
い

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

最初に植えつけた言語がアルカである人間のことを
ネイティブというのか？だとしたらしあは特殊な存
在になる。世界の最初の切り分けをアルカで行った
という点でネイティブであり、特別である。と考え
ると赤ん坊から育てることに一定の意味があるよう
に思える。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

バイリンガルで十分というのなら、しあとそれ以外
の違いは結局のところ生まれたときにアルカを植え
つけたか否かでしかない。要はネイティブかどうか
ということ。ではネイティブとは何か。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

バイリンガルで十分というのなら、リディアのよう
なマルチリンガルの人間で十分ということになる。
すなわち子供でなく大人でもよいということにな
る。ということはアシェット関連でなくネットで鍛
えたユーザーでもよいということになる。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

つまり、純ネイティブは理論上は可能だが現実的社
会的には事実上不可能ということだ。となると結局
バイリンガルになる。で、バイリンガルでいいなら
別にゼロ歳から自分の子供を育ててアルカを埋め込
まなくともいいという結論になる。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

日本語の学問を教えるということは、日本語を教え
るということに他ならない。この時点で純粋なネイ
ティブを作ることは不可能だ。就職のことを考えな
ければ可能かもしれない。しかしその場合だと自分
としか意思疎通できない人間を生むことになる。ふ
つうに考えて責任取れないだろう。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

それは明らかに無理だろう。まず自分の精神が持た
ない。それに計算や読み書きは何語で教えればい
い？日本語の計算や読み書きを教えないと将来その
子は就職できない。アルカには読み書きも計算もあ
る。でもそれを教えても就職には繋がらない。結局
日本語での学問を教える必要がある。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

僕が子供を幽閉して、アルカだけをしゃべり続け
る。そんなことが可能か。まず僕がアルカだけを喋
るということが起こりえない。母語が日本語で日本
に住んでいるのだから。子供を幽閉しているという
ことは 24 時間一緒にいるというわけで、閉じた部
屋でひたすらアルカだけを喋り続けることなどでき
るか？

17 時間前 
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serenarbazard seren arbazard 

リディアの家は共通となる母語がない。だからアル
カはある程度需要がある。少なくともあの家庭内で
は。でも僕が日本で子供を育てたら、家の内外で日
本語が共通語だから、アルカの需要は一切ない。

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

アルカでネイティブを作ることはできる。でも、ア
ルカオンリーで一生を送らせることはできない。閉
鎖的に育てれば可能だが、それは虐待だ。そもそも
親が 10 年も 20 年も付きっきりで閉鎖的に育てる
のは無理だし、僕だったらそんなことはしたくない。
ここからは例えばの話――

17 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

しあがアルカを話している。でも僕は将来のことを
考えてフランス語を話してほしいと思っている。だ
けどそれだとネイティブの意味がないとリディアは
言う。僕はバイリンガルで十分だと思う。するとリ
ディアは「だったら自分の子でなくてもいいし、私
達大人でもネットユーザーでもいいよね」と言う。

18 時間前 

serenarbazard seren arbazard 

子供、老人、弱い者に強く出れない。ゆえに娘を叱
るのも苦手だ。「だめだよ、しあ」くらいしか言え
ない。むっちゃ甘い言い方で。一方リディアはｽﾊﾟｰ
ﾝとひっぱたく。躊躇なく。でも教育的にはリディ
アのほうが正しい。結果的に娘は僕の前では調子に
乗るが、おしなべて良い子になった。

18 時間前 

イルムス
イルムス (ilmus) とは、アトラスの年代記である。

fial

約 137 億年前
ガレットが発生し、すみやかに arma になる。同時に物理的にはビックバン（armas と
いう。当時はビッグバンはアルマによるものと思われていたため）が起こり、最初期宇
宙となる。

同

膨張した arma が爆発し、ardel と lekai という 2 つの空間とアルマ以外の幻晄 (yuno,v
ir,noa…) と、arte という aten が生まれる。物理的には初期宇宙（陽子、電子、中性子
そして原子核、原子が生成され、それから恒星とクエーサー、銀河、銀河団、超銀河団
が形成）。まとめ：ガレットが生まれ最初期宇宙となった空間が最初の空間。最初のア
テンがアルテで、実体は白い球。アルマの爆発時にできたセレスはすべてアルテに入っ
た

同 ardel に veeyu ができる。seles がここから発生するようになる。最初の爆発によるセ
レスはすべてアルテの中

同 ardel が天国 twaayu と地獄 latia に分裂

同 arma が膨張して爆発した際、viid は ardel に偏って分配された。ardel に溜まった viid
と veeyu でできた seles から atwaayu が生まれる。実体は黒い球

同
初期の lekai は viid 的に空な状態だったが、唯一 arte が viid を持っていた。ここに気
圧と同じ考え方で、viid 圧の差が原因で、高 viid 圧である ardel から lekai に viid が流
出しはじめた。この流出の際に viid が流れた空間が道となり、avelantis となる

同 arte が viid を受けて膨張を始める。arma の発生からここまではほんの一瞬の出来事

約 136 億年前 銀河系が誕生する。arte は銀河系に位置するようになる。viid は arte に流入し続け、
arte は膨張を続ける

約 46 億年前 太陽系が誕生する。arte はここに位置するようになる。惑星アトラスなどができ始める

約 45 億年前
アトラスが完成する。arte の膨張が限界に達し、ardel に viid を送り返すため、自分の
セレスを分けて luno という存在を生む。しかし luno は viid の暴発を防ぎきれず、arte
の膨張を止められぬまま不完全な存在として ardel へ行った

同
なお、意思を持った luno は白い球体であり、女に相当する。対立項である男が存在し
なかったため、力の拮抗が取れなかった（一方の arte には atwaayu という対立項があっ
た）
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 同

atwaayu が luno の力の暴発を押さえ込むようになり、arte との力のバランスを失う。
atwaayu から alatia が分離し、協力して効率良く viid を使うことにより、arte との拮
抗を取り戻す。分離の際、atwaayu と alatia は意思を持つようになる。まとめると、ル
ノはアルテのセレスを持つ。アトワーユはヴェーユからセレスを得、アラティアはアト
ワーユからセレスを得ている。従って原始のアルテのセレスの種殻は死神になると思わ
れる。一方、アルテが分裂してできたエルトとサールは神の種殻を持っている

約 10 億年前 多細胞生物がアトラスに出現
約 6 億年前 カンブリア爆発で生物が多様化

古生代 約 5 億 7000 万年前～約 2 億 5000 万年前の期間で、三葉虫、アンモナイトなどが生ま
れ、温暖期になり、昆虫が拡大し、ペルム期で多くの生物が絶滅

中生代 約 2 億 5000 万年前～約 6500 万年前で、恐竜が出現。2 億年前にはパンゲア大陸が分
裂し、哺乳類が出現。1.5 億年前には始祖鳥が出現

約 7000 万年前 metio が alkat に衝突。その後（約 2500 万年前ごろ）山脈を形成

約 6500 万年前 白亜紀末で、恐竜が絶滅。その後、霊長類が出現。約 7000 万年前にサヴィアに現れた
プルガトリウスが最古で、約 5500 万年前に現れたアダピス類は下記セルトより新しい

64,989,112 年
前

arte は luno に viid を与えたため、約 44 億年弱の間、爆発を防げていた。しかし遂に
爆発の危険が生じ、今度は luno のように失敗しないよう、男神エルトと女神サールに
分裂した。彼らは互いの力を相殺し、力のバランスを取った。彼らは黒い球と白い球の
姿をしていた。太陽系の惑星からアトラスを選んでフィーリア島で、アトラスの公転周
期のうち 1 日間だけ逢瀬を重ねることを決めた。この時点で彼らは自らの形質を当時
新興勢力として生まれてきた知能の高い生物である霊長類に合わせた。ただし脳を大き
くするために二足歩行を可能にし、背骨を立たせた。同時に魔法で暑さ寒さをしのげる
ため、体毛も薄くした（この時期は温暖）。現代人に非常に似た形質をしている。彼ら
の総称は selt で、彼らの誕生を以って最初の暦セルト暦が始まる。この逢瀬が今後約
6400 万年間続く

同 アトワーユとルノとアラティアがエルトとサールの形質を真似、人間型になる

同 エルトとサールが肺臓気流を利用した音声による意思疎通を始め、原初の言葉フィーリ
ア語 (f) が生まれる

同 エルトが minakalmo を作る
約 4000 万年前 leiva で氷河の形成がはじまり寒冷化が始まる
約 2500 万年前 ファベルに最古の類人猿が出現 約 1500 万年前 anxal に隕石が落下。クレーターを形成
約 1300 万年前 類人猿が alkat に入る
約 600 万年前 ヒトとチンパンジーが分化。猿人の出現。直立二足歩行を始める

約 250 万年前 ヒトが石器を使い始める。セルトは年に 1 度北極近辺のフィーリア島で逢っていただけ
なので猿人との関わりはない

selt 
63,938,964

エルトとサールの力の拮抗を保つため、彼らは愛し合っていても子供を作らない約束を
していた。子供ができれば女性が大きく力を失うためである。ところがこの年、エルト
を愛する思いのあまり、サールが懐妊

artem

神々の時代。終末から数えて 105 万 147 年前から始まる。

selt 
63,938,965: 
meltia 0

サール、娘のユーマを出産

同 ユーマが生まれて生じた歪みに悪魔テームスが生まれ、悪魔アルマやメルティアらを産
む。これら悪魔科は太陽系に入り、宇宙で生き続ける

同
［言語］悪魔 bert を通じて悪魔が f を習得する。様々な姿に変身して遊んでいた神や悪魔
たちだったが、同じ言語を共有してコミュニケーションの効率化を図るため、おおむね
口腔の形状や喉頭の形状が等しい人間型を選択するようになっていった

同

［言語］悪魔 meltia が指の数を元にした 10 進法を開発。暦を数えるのに用いた。セルトは
1 や 2 などの小さな数を表す語しか持たず、それ以外は記憶したり逢瀬の回数をミナカ
ルモに刻んだりしていた。また、逢瀬の日は日付のカウントでなく、太陽とアトラスの
位置で判断していた

同 サール、エルトにユーマを引き合わせる。エルトは約束を破られたことに腹を立て、サー
ルを捨てる
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selt 
63,938,969: 
meltia 4

便宜上ここからを fv とする

同

逢瀬の場所であるフィーリアのミナカルモに 4 年連続エルトは訪れず、悲観したサー
ルはユーマをセルア山から捨て、自分も落ちて自害。四散した死体がサールの一族、ア
ルミヴァの 12 神の半分を産む。ユーマは死を免れ生き延び、突如 5 歳程度の幼女の姿
になる

同 一歩遅れでエルトがサールを許してミナカルモに来たが、サールの死体を発見。自身は
セルハノイの塔を建て、頂上で自害

同

veeyu で生まれたセレスは lekai で aten の中に入り込む。aten が死ぬと seles を
veeyu に回収し、綺麗なもの（球体）を twaayu に、そうでないもの（歪んだ形）を
latia に送る。エルトとサールが死んだことでセレスを回収する必要ができ、回収人と
してルノはアトワーユと交わり、子を作る。性交直後に生まれた 4 人の子供は上から
順に fremelte, xuuze, vergina, alhaik 

同

長女フレメルテがサールを回収、長男シューゼはエルトを回収した。シューゼはこっそ
りエルトのセレスを食べた。次女ヴェルギナはフレメルテを騙してサールのセレスを横
取りし、それを食べた。この行為に腹を立てたルノは、シューゼとヴェルギナを追放し
た。彼らはセレスの味が忘れられず、夢喰種となった。エルトとサールのセレスは強す
ぎて消化できず、シューゼとヴェルギナの腹の中に封印されている

同
アルミヴァのヴァルゾンがエルトの死体を四散させ、残り半分のアルミヴァが誕生し、
エルトの一族が生まれる。神々は時の司メルティアを取って、彼の生まれた年をメルティ
ア元年として遡って暦を改める

同 クレーヴェルが太陽年を測り、グレゴリオ暦と同じ計算法を作り、メルティア暦に組み
込む

同

メルティアがアトラスにおける 1 日の長さを 24 時間に分けた。アルミヴァの 12 神が
昼夜で 2 周するように分割したためである。ここから 12 進法の考えが生まれ、分と秒
についてはより細かく刻むため、12 と 10 の公倍数である 60 に定めた。また、円の一
周をさらに細かい公倍数である 360°に定めた

同

形状を人間型に安定させたことで神々のサイズが固定化された。これにより神々に
とってサイズは可変なものという意識から固有なものという意識が生まれた。そして
度量衡が作られることになった。エルトでもサールでも悪魔でもない中立な存在とし
て少女ユーマの身長と体重を単位とした。5 歳程度の姿をしていたユーマの身長は約
107.2cm、体重は約 17.4kg

同 エルトの一族とサールの一族がフィーリア島で互いに分かれて暮らし、派閥を形成

同 tikno がエルトが作った最初の家から九十九の bakkus 神を生む。バックスが城と家を
建築する。これで魔法を使わずともある程度寒さを凌げ、楽になった。

meitia 5 fenzel が hain を無性生殖にて生む
同 kalzas が上弦の月の光から duurga を生む
同月下弦 tikno が下弦の月の光から viine を生む
meltia 6 tiitel が自らに湧いた性欲をマグラン（チョウマメ）に単離し、娘の magla を生む

meltia 8
ティクノ、フィーリアの山で自然銅を発見。美しいと思ったポエンは自然銅から gilius
神を生み、銅およびその仲間すなわち金属を支配させる。ギリウスは銅の製錬技術を発
見

meltia 9 ギリウス、青銅を製錬

meltia 11 ギリウス、蛍石からパルティール照明を開発。これにより炎を使わずとも夜間でも作業
ができ、暗所も調べることができるように

meltia 12

ユーマは生まれて 4 年ほどで捨てられ、そこで 5 歳程度の幼女の姿になり、その後 8 
年ほどかけて 12 歳程度の少女に育つ。ヴァルゾンが少女ユーマに恋をし、ご馳走で誘
惑してユーマを娶る。ユーマは性交渉を拒むが強姦され、ヴァルゾンの元を逃げる。こ
のときユーマの膣内からヴァルゾンと交わったことで ort 神が生まれ出てくる。ユーマ
が一番最初に産んだのは人類ではなくサールのオルト神

同 ユーマ、クレーヴェルとハインに離婚を嘆願するも却下される。ユーマは無理に離婚を
し、クレーヴェルらの恨みを買う

meltia 15 成熟したユーマは 15 歳程度の姿になる。五つ年下の duurga と出会い、恋に落ちる
meltia 16 ユーマ、ardu を出産

meltia 17 ヴィーネ、ユーマを誘拐し、強姦。ユーマ、クレーヴェルに訴えるも、過去の因縁のせ
いで救助されず

meltia 18 ユーマ、解放されるも隠れて娘の esta を出産
同 ・フランヴェールの魔女
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ヴィーネに恋するマグラがユーマを妬み、エスタを強奪。当時は皆フィーリア住まいな
ので、離れたガルヴェーユの flanver の泉に投げ捨てた
ユーマは娘の居所を知るために再びクレーヴェルとハインにすがったが、人探しはお門
違いと断られる。しかしサールを面白く思っていなかったカルザスはクレーヴェルの報
告を受けてユーマの元へ行き、マグラが下手人であることを告げる
ユーマはマグラの元へ行くと居場所を問うたが、マグラはエルトでもサールでもない
ユーマを見下していたため、にべもなく追い返そうとした。ユーマが泣きすがると、そ
れなら力ずくで聞き出すがいいと挑発。エスタを取り戻すため、ユーマは力を解放し、
マグラを超越的な力で破る
娘の危機を知ったティーテルはこれを見て慌て、援護に入る。しかしティーテルは無力
なため、見かねたティクノがユーマを止めようと横槍を入れた。だがティクノをもユー
マはあっさりと撃退した。この事態を見守っているエルト、特にカルザスは思わぬ展開
にほくそえんだ
しかしこの事態を見ていたのはエルトだけではなかった。異変に気付いたメルティアは
アルマに状況を伝えた。アルマはユーマの力を見、その潜在能力に恐怖した。圧倒的な
力を持ちしかも宇宙に住む悪魔には敵がいなかった。だがユーマが強くなればテームス
を凌ぐ可能性がある。テームスが敗れれば復活ができず、ユーマに一族ごと滅ぼされか
ねない
アルマはヴォテムを召喚し、ユーマに対する策を論じた。フレスティアとブレイスはユー
マが脅威となる前に殺すべしと主張した。一方ヴァルテとクレートは下手に手を出せば
ユーマがこちらを攻撃する意志と理由を持ってしまうと主張し、ユーマはもともと非好
戦的なので自分たちと利害関係が対立しない限りは無害なはずだと主張した。残る一票
を持ったアルマは「今はユーマは確かに好戦的でないが、力を付けた後も同様にしおら
しいかどうかは保障できない。アトラスより宇宙を好んで領土をよこせと言わない保障
はない。後顧の憂いを断つべきでは」と考え、前者に票を投じた
一方ティクノはマグラをユーマに謝罪させ、ユーマは矛を収めた。エスタの居場所を知っ
たユーマはガルヴェーユへ向かう。しかしフランヴェールの泉にはアルマがすでに待ち
伏せしていた。アルマはユーマを殺そうとしたが、子を守ろうとするユーマの力はすさ
まじかった。ヴォテムを戦線に加えても不利な消耗戦になると踏んだアルマはヴォテム
を召喚すると、全員でユーマを巨大な水晶に封じ込めた。水晶は小高い尖塔となり、フ
ランヴェールの泉に槍のように突き刺さった。ユーマを恐れた悪魔たちはこれをフラン
ヴェールの魔女と呼び、宇宙へ帰還した

meltia 20 マグラがヴィーネを口説いて妊娠
meltia 21 マグラ、サールの putin（毒蛇）を出産
meltia 26 ギリウス、金を製錬

meltia 28 ギリウス、銀を製錬。金と比べ製錬に費用がかかることと、銀のほうが魔力の伝導率が
よいことから、銀が最も高価な金属となる

meltia 29 ギリウスを通じてユーマの一族に金属が宝飾品として伝わり、製錬技術も伝わる。ギリ
ウスの目的はユーマの一族から採掘の労働力を得ることであった

meltia 32 ユーマの一族が製錬技術を習得。住んでいた地域が銀山の麓だったこともあり、ユーマ
の一族の中では金が最も高価となった

meltia 34 アルドゥ、ユーマ捜しの途上でエスタと出会い、恋に落ちる。エスタはマグラにかけら
れた淫の魔法のせいで次々と子供を産んでいく

meltia 35
エスタ、eres を出産。以下、子供たちはすべてエルトでもサールでもなかったため、ユー
マの一族としてサルト（エルト・サールの総称）から蔑まれ、ガルヴェーユ島へ追いや
られる

meltia 36 エスタ、karfan を出産
meltia 37 エスタ、tromekia を出産
meltia 38 エスタ、parte を出産
meltia 39 エスタ、xinke を出産
meltia 40 エスタ、facet を出産
meltia 41 エスタ、kyuk を出産
meltia 42 エスタ、deit を出産
meltia 43 エスタ、sever を出産
meltia 44 エスタ、kap を出産
meltia 45 エスタ、jimn を出産
meltia 46 エスタ、subek を出産
meltia 47 エスタ、koolel を出産
meltia 48 エスタ、distel を出産
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meltia 49 エスタ、yeevel を出産
meltia 50 エスタ、twarzel を出産
meltia 51 ギリウス、白金を製錬

meltia 52

トロメキアはネルメスに口説かれたが、遊びと知って断り、ネルメスを怒らせる。後に
兄のカルファンと契る。パルテは水をほしがるオルトに水を与え、その代わりに女らし
くするように頼んだ。オルトはパルテに初潮を与えたがパルテはそれが何であるか知ら
ず、オルトを罵った。怒ったオルトはパルテに不妊の呪いをかけた。パルテは兄のカル
ファンと契ったが、呪いのせいで妊娠しなかった。パルテはオルトに許しを請いに森を
彷徨う途中、毒蛇のサールであるプティンを踏んでしまい、怒ったプティンに噛まれる。
泣くパルテを見つけたカルファンはパルテの足を切り落としたが、パルテはその痛みに
喘いで気を失った。後にこの脚はエレスの魔法で治してもらう。さてパルテの血は黄色
い花に飛び、斑点を作った。オトギリソウである。そのときオルトが現われ、オトギリ
ソウの根に妊娠を司るエルトの iidis を作り、イーディスを連れて去った

meltia 60 コーレル、姉エレスの姦計で同エレスを強姦
meltia 61 エレス、娘 testeel を出産
meltia 65 フェンゼル、テステェルがあまりに美しいため、これを誘拐し強姦
meltia 66 テステェル、息子 vales を出産。この息子はサールでなくユーマの一族でもなくエルト

meltia 67 以降 エスタの子供たちは次々に近親婚を繰り返し、ガルヴェーユで増えていく。ユー
マの一族の数が増える

meltia 88
ギリウス、鉄を精錬。セイネルスを構成する物質によく似ていることに気付き、剣を作
れるのではないかと考え、鉄器を発明。鉄器はユノの伝導率がよく、剣の材料に最適で
あった

meltia 89 ユーマの一族に鉄器が伝わる。剣と異なり、鎧の需要は神同様になかった

meltia 100
［言語］［文字］悪魔ベルトが文字を発明。神はそれに倣う。ベルトはこれまでの歴史をまとめ
るため、空間に文字を書く魔法 xante を開発。ならびに筆記用具を開発。歴史の記録に
はセルトの記憶を受け継ぐアルミヴァも協力した

meltia 256 ［言語］ベルトがイカ墨からインクを作り、棒に浸して動物の革に文字を書く
meltia 389 ［言語］悪魔の中で人気を博した筆記用具だったが、この年、ヴァルテが麻から紙を作る

meltia 423
［言語］ヴァルテが鉄の金属片に金属片を差し込んだペンを開発する。これら筆記用具は神
の間にも流行るが、貴重だったため人間にはごく少量しか取引されなかった

meltia 430 ［言語］［魔法］ベルトが anxante を開発→ anxante
meltia 444 ［言語］［魔法］ベルトが elxelt を開発し、各地に設置→ elxelt

約 78 万年前 直近の地磁気逆転現象が起こる
約 50 万年前 北京原人の出現

約 23 万年前 ネアンデルタール人の出現。この前後に初めて etan から言語が生まれる。また、この
ころ温暖期がピークに

200,147 年
前ごろ

meltia 85'0000 ごろ。ユーマの一族第三世代（エスタの 16 人の子供たち）が死亡。ユー
マの一族の勢力が大幅に崩れる

200,147 年
前

meltia 85'0000。神々はフィーリアで暮らしていたが、寒いフィーリアには食材が乏
しいため、フィーリアよりも温暖なガルヴェーユやアルヴァノスやルカリアに食材を求
めて移住。第三世代を失って弱体化したユーマの一族をガルヴェーユから追放。サール
系の血が強いマレット族はサヴィアへ、エルト系の血が強いシフェル族はファベルに移
住。この時点ではマレットのほうがサールの血が強いが、後のルティアはエルトと神人
貿易をしている→ lanpit 同 ファルファニア人はアルファエル川流域で文明を作り始め、
シージア人はセーレル川流域で文明を築き始める

同 神々は引越しで土地を選んだ際、候補地について話し合うために便宜上、各大陸に名前
をつけた（ファベルやアデントに住む計画もあったため）

約 20 万年前

ファベル人の集落が犬を家畜化。その後、牛、羊、豚を家畜化し、定住した。その結果
密集して暮らすことになり、不衛生な環境で伝染病が起こった。ユーマの一族はウィル
スの存在を知らないころから魔法（利の古代魔法で、ラルトと呼ばれた。現存するラル
トは長い時間を経て意味が変わっており、このときのとは別のもの）でこれを治すこと
ができたため、気にすることはなかった。しかし天然痘ウィルスなどは家畜を介して生
き残った。ほとんどの集落は狩猟採集生活を続けていた
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約 20 万年前

meltia 85'0000 ごろにはファベルでホモ・サピエンスが出現していた。ユーマの一族
は自分たちに比較的似た知能の高い動物がいることに驚いたが、彼らは空も飛べず魔法
も使えない無力な存在だった。また、生活レベルも低く、容姿は醜かった。彼らは言語
を操る能力があったが、その能力は地球の現代人と見劣りするものである。当然ユーマ
の一族から見ても劣悪なもので、ユーマの一族は彼らの言語を複雑な鳴き声程度にしか
解していなかった。ユーマの一族とヒト（ホモ・サピエンス）は交配できないが、姿か
たちはよく似ていて、遺伝子もよく似ている。免疫システムも類似しており、ユーマの
一族がかかるものはたいていヒトもかかる。メルティア 85 万年ごろに両者が接触し、
ユーマの一族からヒトへ天然痘などの病原菌が次々と感染。免疫も魔法も持たないヒト
からヒトに飛び火し、絶滅。ネアンデルタールも既にホモ・サピエンスの手にかかって
いたため、人型の生き物はアテンのみとなった

約 19 万年前 meltia 86'0000 ごろ。ユーマの一族の第八十八世代が死亡。2 万年生きる長寿の人類
がアトラス上から消える

約 14 万年前 氷期（リス氷期）のピーク
約 13 万年前 温暖期のピーク

約 10 万年前

meltia 95'0000 ごろ。メルティア 95 万年ごろ、ファルファニア人の一部が食料と土
地を求めてファベルからアンシャルへ入る。リュディア人はハーディレイ川流域で文
明を築く。一方マレット人の一部はサヴィアからインサールとケヴェアに入る。前者は
zg までにハーディアン、カルセール、メディアンを作る。後者は zg までにフッカ、ジュ
ヴァルノ、メルモアを作る。
シフェル人の間で内戦が起き、ファルファニア人とリュディア人が争い、前者が勝利す
る。これを記念してファルファニア人はリュディア中心部周辺をファルファニア (falfa
nia) と改名。リュディア人はリュディア国辺境、すなわち現アルバザードへ追いやられ
る。リュディアの一部は奪われてファルファニアと改名されたため、リュディア人は残っ
た国土をレスティルと改名した。彼らは神がいるのでフィーリア、ガルヴェーユ、ルカ
リアには原則として住めなかった。この後元リュディア人の一部がアルディアルとスカ
ルディアを作る。少数ながら神の土地に入り込んで住んでいた部族もいる

約 10 万年前 ハーディアン、フッカ、ジュヴァルノ建国
約 8 万年前 サルディーン、カルセール建国
約 8 万年前 スカルディア建国
約 7 万年前 カルセールで魔法陣が開発される。

約 7 万年前 meltia 98'0000 ごろ。神々がさらなる食料を求めてガルヴェーユ・アルヴァノス・ル
カリアからレスティルに移住。レスティル人の多くを追い出して住み着く

同
ティクノ、ポエンをレスティルの大地に寝せ、空から精子の雨を降らせる。ポエンが土
と一体化し、直後に土からカルテ神を出産する。この時点ではまだ夫婦でなく兄と妹。
カルテは農耕を司り、食料を司るようになり、農耕文化が始まる

同 天秤が使われ始める。後に秋の女神アリスが司るようになる

同 獣王ポエン、既にユーマの一族が家畜化していた犬を独自に家畜化し、この犬から pul
uut 神を生む

同 プルートは牛、羊、豚を集め、家畜化した。するとプルートの姿はそれらが混じった姿
になり、牧畜文化がユーマの一族に遅れて始まる

同 クレーヴェル・カルテ、月の満ち欠けの周期を元にメルティア暦を太陰太陽暦に変える。
（幻日 palt 参照）

同 ティクノがミティクノを、カルザスがミカルザスを生む
約 7 万年前 アルディアル建国
約 65000 年
前

［言語］［文字］ilhanoi が alhanon を開発→ hac 約 6 万年前 メディアン、メルモア建国

約 6 万年前 ［言語］［文字］メディアンに魔法陣とアルハノンが伝来→ hac
約 5 万年前 マレット系メディアン人がスカルディアに流入
同 ［言語］［文字］スカルディアに魔法陣とアルハノンが伝来→ hac
50,148 年前  
meltia 
999,999

・ヴァステへの道程

レスティルでメルティア 100 万年の前年祭が神々によって行われる。この日は下弦の
月で、ヴィーネが月に縛った悪魔シェルテスの番をすることになっていた。しかしアル
ミヴァが主催する祝賀に出席しないわけにはいかないため、代わりに娘のエスタに番を
させた。エスタはユーマの子として神の一族とみなされていなかったため、出席を期待
されていなかったためである。
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不慣れなエスタが番と知ったシェルテスは月を脱走。エスタはこれを追うもあちこちへ
と逃げ回られてしまう。やがてガルヴェーユへ逃げたシェルテスはフランヴェールの泉
に行くと、封印されたユーマを見つけてこれを侮辱し、エスタを辱めた。この行為によ
り温厚なエスタの力が覚醒し、シェルテスを八つ裂きにする。

同

これに驚いたのは神でなく悪魔であった。アルマはフランヴェールの魔女の再来を恐れ、
これを警戒した。ユーマに煮え湯を飲まされたアルヴァは自分たちで行くのが不安だっ
たため、ソームを捨石にエスタの力を調べさせた。エスタはユーマを封じた悪魔を恨ん
でいるはずなので、戦わないという選択肢は採用されなかった。
ソームはエスタの元へ行くも、父ヴィーネが娘を守って応戦した。これを知ったティク
ノは援護しようとしたが、計算高いカルザスはティクノにヴィーネ親子を見捨てるよう
警告した。しかし実直なティクノは耳を貸さず援護し、ソームを追い返す。このときティ
クノはベーゼラットを入手するも、ミティクノを失う。

同

木星に帰ったソームは会議を開いた。冷静なヴェルムはあくまでヴィーネ親子が標的と
主張した。パルトはティクノが参戦した以上それは現実的でなく、少なくともサールが
標的と主張。一方、好戦的なベーゼルとイルヴァは結局のところサールも神なのでこれ
は神と悪魔の戦いだと主張。2 票得たベーゼルらは多数決による決定を主張したが、全
体の過半数にも達していないのに何が多数決かとヴェルムに却下される。
これに業を煮やしたベーゼルらは単身クレーヴェルの元へ赴き、戦いをしかける。これ
を知ったカルザスは挑発に気付いてクレーヴェルに無視するように警告するも、プライ
ドの高いクレーヴェルは応戦。義理堅いヴァルファントがセイネルスとともに援護に入
る。こうなってはもう戦いは避けられないと察したコノーテも援護に入る。コノーテの
参戦を受けてようやくカルザスも仕方なしに参戦し、ベーゼルらを追い返す。このとき
ミカルザスが戦死。

vaste

神と悪魔の戦争。終末から数えて 50,147 年前から始まり、9,823 年間続く。

50,147 年
前

meltia 1,000,000 年。カルザスは戦争が避けられないと知り、ティクノに共闘を提案。ティ
クノはこれを受け入れる。神側はこの時点でヴァステ開戦の態勢に入った。
ベーゼルらの勝手な行動を受け、ソームはやむなくヴァルテに報告。ヴァルテはアルヴァに
戦争が避けられないことを上申し、ヴァステ開戦となる。
皮肉なことにエスタがシェルテスを八つ裂きにできたのはクリスタルに入ったユーマのなけ
なしの加護によるものであり、エスタ本人の力ではなかった。しかし本人も悪魔も当時その
ことに気付かず、ヴァステは開戦されるに至った。
メルティアが teej を作り、悪魔らがアトラスに入る。

同

こうなったら鍵を握るのはユーマである。戦力で劣る神々はユーマの封印を解いて共闘を請
うのが唯一の勝ちうる手段である。エスタがヴィーネについている以上、ユーマが神につく
であろうことは明らかであった。そこでアルヴァはユーマの封印を強化するため、ガルヴェー
ユへ赴いた。案の定封印を解こうとした神々を追い払うが、この場を離れるわけにはいかない。
そこでガルヴェーユを本丸とし、その守備にアルヴァが当たることとした。一方ソームらに
は攻撃を担当させた。 翌日
サールは人間の作った国カルセールに本拠地を移し、深い山と森の地帯にヴェマという名を
冠し、そこに住み着いた。ヴァルゾンが長に立候補するも、ポエンが唆し、諦めさせる。こ
れによってティクノは速やかに長になる

同日夜 長決定の宴の後、ポエンはティクノを呼び出し、知略を用いてプロポーズをさせる

同日 一方エルトはレスティル北西に逃げ、ルカリア南西部（現ヒュート）に本拠地を築いた。長
選びは難航し、カルザスとヴァルファントが決闘することとなる

4 日後 メディアン海岸にて両者が決闘を開始。サールのエイヴが生まれる

4 年後 meltia 1,000,004 年。両者の実力は拮抗しており、4 年間構えたまま動けなかった。その間
にヴァルファントの剣が潮風で錆びたためカルザスが勝利し、長となる

meltia 
1,003,568 クレーヴェルがデスパを生む

meltia 
1,004,000 アルミヴァは戦略を立てるため、本からユルグを生み、会議をする

翌日 神々は myuul（当時は klendia）に陣取ったソームと戦う。神々は氷の魔法でベーゼルを倒
すも、ベーゼルのセレスはテームスのもとへ行く。神々は隠れてこれを観察

1004004 ベーゼルが復活して出てくる。テームスは倒せないということを知り、会議を始める。そこ
にデスパが現れ、テームスを殺すのではなく封印すればよいと提案
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1,004,000
年代

再三ソームが神々と戦う。神々は防戦一方で、デスパをかける余裕がなかった。激しい戦い
でテージュ下のクレンディア大陸は破壊されミュールと名を変え、土地を失った神々は後半
500 年間はアルカット南岸でソームを迎え撃った。しかし南岸も破壊され、神々は徐々に東
へ前線を移していった。およそ 1000 年続いた戦争の結果、アルカット南岸は抉られていっ
た

1004998

神々はソーム本拠地への攻撃を決意。ミュールへ。最初にカルザスとコノーテがデスパに成
功し、ベーゼルとエルヴァを封印する。一方、ティクノとポエンはヴェルムとパルトを封印
する。次に神々はテーヴェを封印。その後、逃走したサティを探すと、小さな星で寝ている
のを発見。一斉に魔法を撃ち、これを封印。最後にイルヴァを封印し、ソームに勝利した

1005000

ミダンとヴェンシートはアゲイトに陣取っていたが、ヴァルテが vaste にあまり賛成してい
ないため、なるべく交戦を避けていた。ソームが倒れたことで仕方なしに前線に出る。 デス
パを発見し、最終的にそれが何か勘付くが、確信がない。そのときコノーテがヴェンシート
を奇襲。戦闘が始まり、悪魔は神々を圧倒するが、最後は罠にかけられ、ミダンとヴェンシー
トは互いに自分の技を当ててしまい、弱ったところを封印される

1005001 ミダンとヴェンシートを失ったヴァルテは怒り、アルカンスで雷の魔法を撃つ（→ arkans）。
神々はこれを恐れて逃亡する

1005578
悪魔もまた駒を進めており、ミダンらが封印されたころにはユーマの封印の強化が終わって
いた。これでアルヴァが攻撃に転じられる。悪魔の勝利は決まった。だが神々は悪魔よりも
強かだった。
賢者ユルグは悪魔ほどのヴィードをもったアテンを回復できる環境は一体何だろうかと考え
た。ふつうのアレットでは不十分であろう。さらに悪魔の使う強大なヴィードのエネルギー
源はどこから来ているのだろうと考えた。そこでユルグはソームなき今無人となっている木
星に入り、調査を始めた。すると莫大なヴィードを蓄えたクリスタルを多数発見。これが悪
魔の戦力を底上げしていたのだと知る。 しかしユルグの侵入に気付いたヴァルテがこれを攻
撃。ユルグはほとんどクリスタルを確保できず、命からがら逃げる。
ユルグが持ち帰ったクリスタルにより、各惑星にクリスタルがあるだろうことが神々に知れ
渡った。攻撃に転じられるはずだった悪魔は自らの住処を守らねばならなくなり、防戦を余
儀なくされた。
ヴァルテは木星のクリスタルを運びたかったが、ユルグの報告を受けた神々がすぐ留守の冥
王星に行くだろうと踏んだため、持てるだけ持って木星を去った。クリスタルは大地に根付
いて効果を持つものも多いため、すべての星のクリスタルをひとつの星に集めて攻防 2 チー
ムに分けるというような戦略は取れなかった。

同 神々がテージュを通って冥王星へ行き、ヴァルテを奇襲。ティクノが魔杖ヴァルデを得、ヴァ
ルテを封印する

1006021 神々がテージュを通ってニムラとフレスティアのいる土星に行くも、大敗する

1006566 ユルグに作戦を聞き、再戦する。インプラ、ホーラ、テクラ、プスホーラの順に封印する。
カルザスはセルティアを得、フレスティアを封印する

1007049 ブレイスは天王星を、クレートは海王星を住処としていた。神々が天王星に攻め込むと、クレー
トは速やかに天王星に来て、ブレイスを守った。知略を用いて戦うも、神々は敗退

1007573 ブレイスとクレートと再戦し、クレートをまず倒し、その後ブレイスを封印する
1007999 カルザス、来年産まれる自分の子供の命名をさせるためにアイムルを生む

1008000 エルトは現ヒュート、サールは現ヴェマで束の間の休息を楽しんでいた。この年、エルトに
ダルケスとルフェル、サールにアルデスとフェルデンが産まれる

1008257 神々はレスティルで軍事会議を開く。このときダルケスとフェルデンが会い、恋に落ちて
フェールが生まれる。一方アルデスはルフェルに王の器を感じる

1008561 ヴァルゾンがテージュを見張る中、キルセレスがティーナを狙ってレスティルに現れる。ヴァ
ルゾンはキルセレスを騙すも、結局キルセレスはティーナを改めにアルミヴァを探し出した

同日
ティーテルはキルセレスの邪気を感じ、ティクノの元へ逃げる。ティクノは外出し、キルセ
レスと出くわす。キルセレスにヴァルゾンの嘘はバレており、戦闘開始。ティクノは斬られ、
逃亡。キルティクノを得る

1008562
キルセレス、ヒュートでヴァルファントと戦闘。その最中、カルザスが城から出てくる。カ
ルザスは斬られたが、キルセレスを追い返した。カルザスはキルカルザスを得る。結局キル
セレスはティーナの居場所が分からず、悩んだままこれ以降オーディンまで眠り続ける

1009047 神々は太陽の元に行き、アルマと戦うが、大敗

1009500 神々はアルマと再戦し、これを封印する。封印が十分でなかったため、アルマディオでさら
に封印する

1009823 神々は太陽の裏側にいたテームスと戦い、これを封印。かくして神々は悪魔に勝利した
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同

テージュを通ってアトラスへ帰り、既に海へ沈んだミュールを北上し、現カテージュに着い
たところで、ベルトとメルティアに会う。メルティアは悪魔の敗北を宣言し、テージュを閉
じるとともに停戦を申し出た。神々はこれを受け、テージュを封じさせた 同 もともと険悪な
エルトとサールは共通の敵を失った結果、ヒュートとヴェマへ別れ、袂を分かった

saria

神々の休息。meltia 1,009,824 ～ 1,030,031 の期間。

1009824

エルトはヒュートを本拠地としてアルカットに住み、サールはヴェマを本拠地としてインサー
ルに住んだ。ユーマの一族は既にアルカット中に拡散していた。神の一族は少人数だがかつ
ては農耕や牧畜をしない狩猟採集生活だったため、何万年も生きていくには広大な土地が必
要だった。しかしレスティルに住んでからは農耕と牧畜を覚えたため、非常に限られたスペー
スで満足に生きることができた

1009928

ルカリア（現ヒュート）に住むルカリア人は上等な飛竜を飼いならしており、飛竜を用いた
交易をしていた。種類の豊富なユーマの一族の商品に興味を惹かれた神々は、ルカリア人に
供物を捧げるよう要求した。これに困ったルカリア人はすぐに態度を決められないと時間を
引きのばしてきた。神々は無傷で商品を得たかったため、ルカリア人に 4 年間の猶予を与え
た

1,009,932
年夏

ルカリア人は供物を捧げることを拒否。温厚なコノーテはあくまで交渉ルートで話を運ぼう
とした。しかしプライドの高いクレーヴェルはかつて少女ユーマに逆らわれたことを根に持っ
ており、神を愚弄したとしてユーマの遠い子孫であるルカリア人の外交官を見せしめに処刑

同秋

ルカリアはレスティルと同盟を結び、エルトとの交易を拒絶。攻撃を受ければエルトに報復
すると宣言。まだユーマの一族の力が強い時代であるため、神々もおいそれと手を出せない
状況であった。エルトは無傷でいたいと思っていたため、供物でなく交易で構わないという
旨を伝えた

同冬

冬のルカリアは不毛で、たびたび食糧難に襲われる。交易品への需要が高まり、レスティル
との交易が始まり、神々もこれに参与する。商品の代わりに神々は有事の際の軍事力となる
ことを約束。こうしてルカリア・レスティル人は傭兵として神の加護を得、周辺諸国に対す
る軍事力を強めていく

同 職業翻訳家が台頭し、貿易商人となった
1009933 エルトの話を知り、ヴェマでもサールがユーマの一族と交易を開始する

同
交易の都合で人里と神の町の間に交易者たちの村ができていく。飛竜で交易をしていたルカ
リアは、飛竜の休憩ポイントとなる山間部ごとに点的に栄えていった。ヴェマは森林地帯な
ため、サールの本拠地の周辺で交易者の村ができた

1,010,000
年代

メルティア 101 万年代は特に大きな争いもなく、ユーマの一族の寿命もまだ現在よりはずっ
と長く、緩やかに時が流れていた。このころに起こった大きな変化は、交易者の村で神々とユー
マの一族の混血児が生まれたことである。このころはユーマの一族は神性をかなり失ってい
たため、神とユーマの一族の差は artem より明瞭になっていた。その状況で生まれた半神半
人の混血児は、神々よりは脆いがユーマの一族よりは強いという性質を持っていた。神々は
彼らを完全な神の子として認めることはなかった。つまり、ティクノの息子のアルデスのよ
うな存在とは認めなかった。逆にユーマの一族も混血児をユーマの一族と認めることがなかっ
た。明らかに神ともユーマの一族とも性質が異なるためである。このようにして生まれた混
血児は lozet（亜神）と呼ばれ、交易者の村で暮らした

同 ［魔法］結界がカルセールとメディアンで作られる→ despel

1,020,000
年代

サリア後半は、ロゼットの時代である。ロゼットは神がユーマの一族と交わることで増え、
またロゼット同士が結ばれることでも増えた。彼らは徐々に交易者の村から出て、ルカリア
やレスティル、カルセールやメディアンに散っていった。彼らは神ほど強力ではないがユー
マの一族よりは強力なため、半分神な存在としてユーマの一族に畏怖され、逆に神々からは
自分たちに親和性のある扱いやすい兵とみなされた。この考え方が後のラヴァスでロゼット
が主な戦死者となった理由である

同

個々のロゼットはユーマの一族より強かったが、数が多くなかったため、ユーマの一族を
追い出すほどの力は持っていなかった。ところが 2 万年かけて徐々に数を増やしたため、
15,000 年を過ぎたころから徐々に勢力を強め、よりよい土地を求めてユーマの一族と争う
ようになった。ユーマの一族は住みよい土地を奪われ、山間部や森の奥深くへ追いやられた。
この結果、ユーマの一族は森を切り開いたりトンネルを作ったり、いちいち飛ばなくてもい
いように橋を架けたりといった建設・開拓技術を洗練させていった。なお、ロゼットとは常
に険悪だったわけではない。ロゼットにも村や部族がたくさんあるため、一部のロゼットと
は交易を行っていた。また、同盟を組んで互いに別のロゼットの集落と戦うようなこともあっ
た
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1029892 メディアン・スカルディア国境で銅山の採掘権を巡ってエルト側のロゼットとサール側のロ
ゼットが衝突

1029893
両陣営の小競り合いはこれまでにもたびたび起きてきたが、いずれもローカルな争いで終始
していた。しかしサール勢がスカルディアの外交責任者を暗殺したことで銅山問題は混迷化
し、スカルディアとメディアンの争いに発展した

1029895 スカルディア・メディアン戦争を仲裁するため、エルトとサールがレスティルで会談する。神々
は和解案を出し、ロゼットらに停戦を命じる

同 アルデスら 4 人は王の候補として会談に同席。ここで美しく成長したダルケスとフェルデン
が再会し、激しい恋に落ち、内通するようになる

1,030,031
末  ダルケスとフェルデンの内通が発覚。彼らは駆け落ちし、城を飛び出す

cavas

エルトとサールの戦い。meltia 1,030,032 ～ 1,040,000 の期間。

1030032

ティクノらはダルケスの討伐をアルデスに命じ、カルザスらはフェルデンの討伐をルフェ
ルに命じた。ダルケスはアルカンスでアルデスと戦い、戦死。アルデスがダルケスをセレ
スティアする。それを恨んだフェルデンがルフェルにセレスティアを願い出て、ルフェル
はフェルデンの首を泉で刎ねる。ルフェルは兄を殺された恨みでアルデスを攻撃し、アル
デスは逃亡。この事件がきっかけで険悪だったエルトとサールの間に遂に戦いの火蓋が切っ
て落とされた

1030033
エルトもサールも一族すべてをまとめ上げる王がおらず、戦争をするには一枚岩でなさす
ぎた。そのため、まずアルデスとルフェルは一族をまとめ上げて王になることから着手し
た

1030034

ヒュートはヴェマほど肥沃でなく、ルカリア交易に依存する割合が大きかった。サールに
はカルテ神がいるので、食糧問題は少なかった。そこでルフェルは安定した農作物獲得の
ため、木々から年の前半の女神アシェテを生み、畑の土から年の後半の女神アリスを生み、
万世の豊穣を命じた。これを知ったアルデスは対抗心を燃やし、陽炎から女神フレアを生
み、雪から女神シエルを生み、それぞれを夏と冬の司にし、アシュテとアリスを分断させ、
仕事が巧く回らないようにした。こうしてアシュテは春の女神になり、アリスは秋の女神
になった

1030192

ルフェルはルカリア交易の要所、ヒュート東南部に位置するケートに、自分の息のかかっ
たロゼット軍を送り込み、制圧させる。表向きロゼットの侵略と見せかけ、ケート人を追
い出す。ロゼットにルカリア交易を管理させ、エルトに有利な条件で貿易を進めた。ケー
トのロゼットは輸入元であるアルディアルやレスティルに重い関税（貨幣がまだないので
物資やコモディディの交換レートを操作して事実上の関税とした）をかけ、その利鞘の一
部を着服しながら残りの利鞘をルフェルに渡した。ルフェルはロゼットを手厚く擁護し、
ルカリア交易を手中に収め、エルト内での地位を高めていく

1030535 アルデスは誰が王になるべきか戦で決めようと持ちかけ、我こそはと思うものすべてをヴェ
マに召集し、トーナメントを持ちかけた

1030539 トーナメントが開かれ、アルデスが優勝し、王位に就く。アルデスはヴェマを王都とし、
ロゼットを国民として扱ったが、そこにユーマの一族は含まれなかった

1030782
ルフェルが貿易で付けた経済力を背景にエルトをまとめ上げ、エルトの女王になる。これ
によりルフェルは全権を委任される。ルフェルもまたロゼットを国民としたが、ユーマの
一族は外国人として扱い、一定の居住は認めるものの、国民としては扱わなかった

1,031,000
～ 4,0001000 年を区切りとしてルフェルがアルデスに改めて宣戦布告。スカルディア・
メディアンが前線となり、ロゼットによる前哨戦が始まる。ここから 2000 年間の争いは
ほぼスカルディア・メディアン国境線沿いで行われ、カルメディ戦争と呼ばれた

1033000
ロゼットの小競り合いは細々とした国境線の変動を引き起こしたものの、大幅な戦況の変
化はもたらさなかった。スカルディア東部、メディアン西部は度重なる戦闘で焦土と化した。
もともと砂漠の多い地方だったが、戦災によってますます砂漠化していった

同

膠着状態が続くカルメディ戦争に神々は業を煮やしていた。ロゼットだけでは埒が明かな
いとルフェルがエルトを送ると、負けじとアルデスもサールを送り、膠着が続く。かといっ
て総大将の自分がのこのこ城を空けて出て行くわけにもいかない。また、仮に出たところ
で一騎打ちをしても相打ちかルフェルの辛勝になるだろうことが予想されるため、そうや
すやすと出ることはできなかった。そこでエルトとサールはどうにか互いを出し抜こうと
知恵を絞った

1033642 ティクノとポエンの間にテュアが生まれる
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1,033,645
～ 896

ルフェルはアルデスが幼いテュアを守るので手一杯な状況を利用し、カルメディ前線を攻
略。押されていた国境線を東へ押し戻していく

1033897 早熟なテュアが成熟し、アルデスとの間に 4 人の子を設ける。アルデスは子供の世話をテュ
アに任せ、ルフェルに押された国境線を西へ戻していき、ふたたび戦況は膠着する

1,034,000
～ 1,034,877

アルディアル戦争。アルデスは膠着したカルメディ戦争の終戦を宣言し、新たな局面に入っ
たことを宣言する。アルデスは 3 人の子供ジンティ・アッティ・トゥッティを率いてアル
ディアルを強襲する。戦争経験の乏しいアルディアルはスカルディアより手薄で、アルデ
スの 3 人の息子も強力だったため、ルフェルの派遣したエルトはことごとく敗れ去った

1034878 アルデス、アルディアルの征服を宣言
1035023 アルデス、遂にルカリアに侵入。ルカリア交易の要所であるケートを目指し、西進
1036128 アルデス、ケートを占拠。ルカリア交易を打ち切る
1036896 アルデス、本拠地ヒュートを目指し、西進。エルトは戦慄する
1037575 アルデス、ヒュート南西部まで軍を進める

同
ルフェルが被災地エルフレインを訪れ、ロゼットの少女である姉妹フレイヤとミレットを
見つけ、従者とする 1037580 ルフェルはエルフレインの姉妹が類稀な才能を秘めている
ことに気付き、戦闘訓練をさせる

1037921

ルフェル、エルフレインの村の奪還を目指し、エルフレインの姉妹を投入。姉妹はルフェ
ルを凌がん戦闘力で活躍し、あっという間にアルデスの子らを撤退させる。ルフェルとア
ルデスはほぼ互角だったが、エルフレインの姉妹とアルデスの子らだと、前者のほうが圧
倒的に強かった。この戦功に対する褒美としてルフェルはエルフレインの姉妹をエルトと
した

1038052 ルフェル、エルフレインを率いてケートを奪還
1038664 同、アルディアルを奪還。続いて東へ駒を進める

1039002
フレイヤはサルディーン南部からカルセールに攻め入り、ミレットはカルセール西部から
攻め入り、サールのロゼット兵を次々と破っていく。防戦一方のサールは戦慄し、策を練
る

1039000 頃

カルセールのヴェマを本拠地とするサールの勢力が弱くなったことで、周辺諸国へのヴェ
マの影響力が低下する。この結果、東洋諸国特にヴェマから離れた地域において独自の文
化が育つ土壌ができる。特に大陸の東端で防衛に適したハーディアンでは人の往来も少な
いこともあり、閉鎖的な環境の中で独自の文化が華やいでいった。ハーディアンの最初の
国風文化である。

同

［言語］［文字］ハーディアンは神との繋がりが弱く、神の筆記用具がヴェマ以上に手に入らなかっ
た。人々は甲骨などに文字を刻んでいた。線種の多い幼字は刻むのには適しておらず（甲
骨などに星型や三角や丸を器用に刻むのは難しい）、幼字の形は徐々にハーディアン建国以
降簡略化され、線形化していった。
このころまでに既に文字は線形化され、直線を主とする字体ができていった。線形化に併
行して幼字にはない文字が多く作られ、独自の文字を形成するに至った。これを極字という。

1039573

アルデスらはエルフレインの村によく似たアルタの村に姉妹を誘い込み、あえて破壊させ
る。しかしアルデスは撤退せず、焦土と化した村に隠れ込んだ。姉妹は不審に思うも村を
探索する。すると、そこで巻き添えを食らったロゼットの姉妹を見つける。彼女たちはア
ルデスらが用意した生贄で、エルフレインの村が破壊された当時の姉妹によく似た少女で
あった。エルフレインの姉妹は目の前で死んでいく彼女たちを見て、ルフェルに洗脳され
てきた聖戦思想を失い、自分たちの行いは蛮行なのではないかと疑念を抱くようになる。
これにより、激しいサールへの恨みの感情が減り、姉妹は急激にヴィードを失い、アルデ
スの 3 人の子と同じ程度の強さになる

1039786 アルデスはカルセールとサルディーンからエルトを追い払い、ふたたびラヴァスは膠着状
態を迎える

1039999 ルフェルとアルデスはアルカンスで会談をし、膠着化した戦争に終止符を打ち、ラヴァス
を終戦させた

1040000 yuuma 0。神々は生き残ったロゼットを連れ、神界アルフィを創造し、そこへ去る

azger

西の民シフェルと東の民マレットの戦い。yuuma 0 ～ 4,000 の期間。 
前期アズゲル、千年の冷戦、後期アズゲル――の 3 部に分かれる。
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yuuma 0

神とロゼットが去ったことでルカリア交易はふたたび人間の手に返り、ルカリア貿易と
称するようになる。当時の人口はロゼットが約 2731 万だったのに対し、ユーマの一族は
4239 万人もいた。そのため、貿易事業のマーケットサイズは急激に膨らんだ。ルカリア
交易時代は進物の代わりに軍事力を得ていたため、貨幣の必要性はなかった。また、人間
同士の交易も物資の交換で、貨幣はなかった。金による交換もあったが、この時点では金
は貨幣ではなく、コモディティのひとつであった

同 神々がいなくなったことで、王座を狙って各豪族間で対立が起こる

yuuma 23 ルカリアでは、ケートに居住してロゼットの下働きをしていたギルケート族が貿易で経済
力を強め、各部族をまとめ上げる

yuuma 56

アルカンスでケートと友好的な交易関係を結んでいたレスティル人のヴェルディア族が、
ギルケートと同盟を締結。アルカンス貿易の経済力とギルケートの軍事力を背景に、ヴェ
ルディア族の長シフェランがレスティルの王となり、アルカンスに王都レスティリアを建
てる

yuuma 113 ハクシウス族がヒュートの領有権を得、軍事的に台頭
yuuma 146 ハクシウス軍が飛竜兵を指揮してギルケートに侵攻
yuuma 149 ギルケートは降伏し、ハクシウスがケートを占領
yuuma 150 漁夫の利を得る形でヴェルディア軍がケートに攻め入る

yuuma 152 ヴェルデイア軍は勝利し、ケートを含む現ケートイア周辺の領土を占領。ケートはレスティ
ル国のものとなる

yuuma 153 戦争続きでルカリアからの貿易が滞ったため、エルトが占領者ヴェルディアに厳重注意を
する

yuuma 172 ケートの奪還を目指し、ハクシウス軍がケートに侵攻。しかし貿易がふたたび滞ることを
嫌がったエルトはヴェルディア軍についた

yuuma 173
ハクシウスは遺憾に思い、神々への貿易を打ち切る。しかしこの短絡的な報復をヴェルディ
アに逆手に取られてしまう。アルフィへの経済封鎖にレスティル国は当然賛同せず、かえっ
てヴェルディアは神人貿易の売り上げを増やし、神の恩恵を篤く受けることとなる

yuuma 254 ラピシア族がヴェマを占拠し、東洋の神人貿易の運営を握る

yuuma 293 シレジア族がシージアを占拠し、長のマレティスが王位に就く。シレジアはシージアの天
然資源をエルトに輸出した

yuuma 321

ユーマの一族は飛べたため、船の必要性を感じなかった。しかし飛行しながら多くの荷物
を運搬するのは多大なヴィードを必要とし、労力がかかる。そこでアクオリアと貿易を始
めたマレティスが、運搬に便利な船を開発。風と水の魔法を駆使して難破を防ぎ、大量の
荷物を一度に運んだ

yuuma 346

マレティスはリディア国の占拠を狙ったが、各地の豪族を攻略するのに苦心していた。特
にリディアで最も有力なカディア族には手を焼かされていた。マレティスはラピシア人と
同盟を結び、天然資源をラピシア人に売った。サールがシージアの天然資源をほしがったが、
シージアはエルト派なので手に入らない。そこでラピシアが間に入ることで全員の面目が
立つという状況であった。このラピシア貿易によりシレジアは力を付ける

yuuma 440

封印の衝撃により意識を失っていたテームスの意識が戻る。封印の檻から出ようと暴れ、
蠱動を開始。この衝撃でメルティアが仮止めしていて不安定だった空間のテージュにふた
たび穴が空き、同時にテームスが maltiia をして新たな命を生む。このアテンはテームス
の体からこけらのようにこそげ落ち、テージュを通ってアトラスへ降り立つ。茶色が地色
で黒と白のまだらが混じった鱗のような形で、アトラスに降り立つと、アトラスの環境に
合わせて 100 種の身体性を形成した。あるものは人型になり、あるものは動物型になった。
これがアデルである。このとき生まれたアデルは知能の低いものが主体で、動物的であった。
神はアデルがアルフィでなくアトラスに降りたため、アトラスの恐慌は対岸の火事であっ
た。それよりもテームスの復活のほうが脅威であり、もし復活すれば今度は確実にアルフィ
へ侵攻してくる。そこで神々はテームスの封印を強化し、テージュも強く塞いだ。これに
よりアデルの産出は止まったものの、アデル自体はアトラスに残存した。
このとき流入したアデルはミュールを中心に分布した。ミュールは vs で島の集合になって
以来、広大な農地もなく山も崩れやすい。また、地理的に台風も多い。そのため住み着く
民族がほとんどいない状態で、容易に魔族に支配された。

yuuma 593 ラピシア貿易で力をつけたシレジアはシージア国内を統一。豪族をすべて支配する
yuuma 645 魔族レプトールが falfania で大繁殖し、ファルファニア人は大打撃を受ける
yuuma 647 レプトールの駆除に追われて疲弊した隙に乗じ、ヴェルディアがファルファニアに侵攻
yuuma 648 ファルファニア、ヴェルディアの支配地に
yuuma 729 シージアがカディアに侵攻
yuuma 740 スカルディアでダイズアイライが大量発生。スカルディア人に大打撃を与える
yuuma 743 荒廃したスカルディアにヴェルディアが侵攻
yuuma 744 スカルディア、ヴェルディアの支配地に
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yuuma 753 シージアがカディアを降伏させる。マレティスはアルカットの監視をする必要があり、直
接南へ下ることに抵抗を示し、進駐軍を置いて間接的に支配した

yuuma 794

支配地が広がったことで貿易商品のラインナップが増え、コモディティの交換だけでは不
便になってきた。そこでシフェランは物の価値を金の量で測ることに定め、金を加工して
小さなコインにした。コインには文字を刻み込み、シフェランがこの価値を保障すると約
束した。金貨の登場である

yuuma 802 遅れてアルディアルをサラ族がまとめる。ルカリアと友好的な貿易関係を続ける
yuuma 823 金貨の信用力はまだ弱く、ようやくこのころ商人の間で広がり始める
yuuma 870 金貨が下請け企業に流通しはじめ、経済活動が活発化する
yuuma 882 大商人が金貨で下請け商に支払いを始め、金貨が徐々に浸透していく
yuuma 890 マレティスがシフェランをまねて金貨を作る
yuuma 911 マレティスはカディアを前線都市とし、リディア国に残った豪族を平定しおわる

yuuma 924 下請け商に勤める奉公人（前回は下請け商自身）が金貨で給与を得るようになり、一般人
にも貨幣が浸透する

yuuma 951 レスティリアにて世界初の銀行ができる

yuuma 1000 マレティスはリディア国から進駐軍を撤退させたものの、リディアは事実上の植民地とし
て扱われた

yuuma 1066 遅れてサルディーンをファラン族がまとめる
yuuma 1112 マレティス、リディアから派兵し、フッカを支配
yuuma 1201 シフェラン、レスティル・スカルディアから派兵し、アルディアルに侵攻
yuuma 1226 シフェラン、アルディアルを支配。ルカリアを孤立させる
yuuma 1299 マレティス、ジュヴァルノを支配
yuuma 1365 シフェラン、ルカリアに侵攻するも、イネアートにて敗北

yuuma 1389

イネアート戦線の大敗により、王都レスティリアの銀行で取り付け騒ぎが起こる。金貨の
ストックが足りず、国は後で金と換えられる紙幣を刷る。紙幣を大量に刷ったせいでイン
フレが発生。物価が上がると紙幣に対する金貨の価値が上がり（商人が紙幣の受け取りを
拒否したり、期日までに紙幣が金に換えられるかという信用リスクが高まったため）、紙幣
と金貨が等価でなくなった（＝金との引き換え券としての価値を失いだす）。これにより市
場での紙幣による売買成立はさらに減り、実質紙幣は国債と化した。

yuuma 1401
インフレに耐えかね、政府はデノミを敢行。国債となっていた紙幣は紙くずとなった。レ
スティルの紙幣は国外でも保有されていたため、初の世界恐慌が起こる。同時に金貨の価
値は急激に上昇し、唯一の貨幣として見直された。

yuuma 1466 マレティス、ヴァルハノイを支配。サヴィアを統一する
yuuma 1587 シフェラン、ルカリアに再度侵攻し、これを破る

yuuma 1602 ルカリア辺境で大規模なインフレが起こる。ルカリア暫定政府は大量の国債を発行。ルカ
リアの復活を支援するグループから主な援助を受ける

yuuma 1627 しかし経済は持ち直さず、ルカリア暫定政府は国債をデフォルトし、コモディティでの納
税をさせた

yuuma 1636
ルカリア辺境からレスティルへの亡命が相次ぐ中、暫定政府は預金封鎖を行い、あわせて
デノミを行った。国は荒れ、それでも歳出のほとんどを軍事費に充てるという凄惨な状況
となった

yuuma 1678 シフェラン、ルカリアの暫定政府を倒し、地方豪族らを平定。アンシャルを統一する
yuuma 1680 マレティス、メルモア西部を支配
yuuma 1721 マレティス、メルモア東部を支配

yuuma 1755
マレティス、メルモア南部を支配。ケヴェアを統一する yuuma 1892 マレティス、ハーディ
アンを支配。アルカットに侵攻したことで、インサールのみならずアンシャルも騒然とな
る

yuuma 1955 シフェラン、スカルディアを足がかりにメディアン西部を平定

yuuma 2002 ラピシア、シフェル系ハーディアン人と協力してメディアン東部を支配。資源の一部を渡
すことを条件に、ハーディアン人を雇って勝利した

yuuma 2098 ラピシア、メディアン東部に流入したマレット人に国籍を与える法律を制定。マレットと
シフェルの婚姻が許可され、混血が公然と行われるように

yuuma 2107
ラピシア、マレットの軍事力を背景にサルディーンを支配。マレットに居住権を与え、混
血化が進む。アルカットに入ったマレットは徐々にアルマレットを失っていき、西洋魔法
化していく
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上下間

大勢力のシフェランとマレティス（＋ラピシア）の領土が境界線を共有したため、両者と
もおいそれとは手が出せず、両雄睨み合いの冷戦が起こる。冷戦中は戦闘がほとんど行わ
れず、アズゲル前期はこれにて終わり、長く――しかし緊張を伴った――平和に入る。以
降 3619 のシフェランによるメディアン進出までの約 1600 年間、東西は小競り合いのみ
が続き、大きな争いは起きなかった。ただし 3619 の侵攻の背景にあったメディアンの内
戦といったような対立は冷戦期間にもあり、この内戦ではシフェル系とマレット系のメディ
アン人が対立している。

yuuma 2120 シフェラン、冷戦の中、内政を強化するために veldian 帝国を建国。属国の統制を強固な
ものに。シフェランは初代皇帝となる

yuuma 2125 マレティス、シフェランに呼応して silezian 帝国を建国

yuuma 2129
［言語］［文字］ベルト会談。400 のベルト幼字ができる。その読みとして響字ができる→ hacyuu
ma 2133［言語］［文字］節字ができ、極字のルビとして用いられるようになる→ hac

yuuma 3529
テームスが再び蠱動を開始。アデルが maltiia され、空間に穴があく。テージュは神々が
強固に塞いだため、別の弱い空間だったスカルディア西南部の地方バルマーユ上空に穴が
空き、アデルがふたたび降り出した。この穴はバルマージュと呼ばれるようになった。
このとき降ってきたアデルは竜族のような強力なものや精霊族のような知能の高いものの
比率が多かったため、後者が社会を形成し、人類と対立した。スカルディアは人類の支配
が確立しているため、魔族の村を作る程度が限界であった。
魔族はスカルディアを中心に拡散。総じて言えば分布は南北より東西のほうが速やかかつ
広大であった。北への移動は気候の変化を伴い、つらい。南への移動はそもそも陸がない。
これに比べて東西はアルカット大陸が東西に伸びた陸塊であることからも容易であった。
とはいえ個々の種については身体性の違いにより、それぞれ得意な気候があったため、逆
に南北に早く分布したものもいる。精霊族や妖精族は寒冷地を好むため、北への移動がほ
かの魔物に比べて速やかであった。
ここで拡散した魔族は後に belgand や velxion を建国したり、anje のような海賊になった
りした。
アデルの言葉については belgandren 参照。

yuuma 3586 バルマーユ人はアデルの対応に追われたが、逆にアデルの一部を飼育することに成功

yuuma 3591 シフェランがバルマーユを視察。その際、飼いならされたアデルをバルマーユ人に見せられ、
驚嘆する。シフェランはアデル遣いを兵科に取り入れることを決意。訓練を開始する

yuuma 3606

バルマーユから広まっていった魔族がミュールへ入る。土着の魔物は知能の低いものが多
く動物社会を形成するにすぎなかった。今回入った知能の高い魔族は人類の少ないミュー
ルを好都合と捉え、ここに belgand 共和国を築いた。最初にできた国は王国となるイメー
ジがあるかもしれないが、人間と違って魔族の集まりは異なる種の集まりであり、その点
を考慮せねばならない。belgand は多種多様な魔族の集まりで、知能の高いヴェイガン・
エルヴェイグ・エリアンが主に支配階級にいた。彼らは各種族の代表からひとりの執政官
を選んで共同統治をさせるという政治システムを採っていた。
belgand の領土はミュールと現カテージュで、カテージュは少数派だが個々では力の強い
liant, lilm, galfrei, libeeze などの魔族が多い。ごく少数だが verlans なども存在する。ま
たここにも veigan は多い。カテージュでは混血が多く、魔人が多い。

yuuma 3612 シフェラン、バルマーユ人の中から竜族を飼いならした竜騎兵を編成する
yuuma 3614 メディアンで ademina が大量発生。農作物を荒らし、家畜も犠牲となった

yuuma 3615

メディアン国内ではシフェル系メディアン人とマレット系メディアン人が暮らしていたが、
マレット人の多くは移民で土地や手工業の工場がなかったため、金融を営んでいた。ade
mina 恐慌で食料を得ることができた少数派マレット人にメディアン人の不満が募り、打
ちこわしと虐殺が起こる

yuuma 3616 マレティスはメディアンのマレット虐殺を強く非難。これに対してメディアンは革命軍が
政権を握り、真っ向から対立

yuuma 3618 マレティスはラピシアと合同で新政府軍を討伐開始

yuuma 3619 連合軍は新政府軍を討伐。しかしそれを狙ったかのように竜騎兵を率いたシフェランにメ
ディアン西部を奪われる。シフェランはメディアンをメティオと改名

yuuma 3620 シフェランは破竹の勢いで北方に攻め入り、カルセール西部を制圧。ユクレシカを建国。
カルセールの首都ヴェマは国家名となる

yuuma 3621 ヴェマのラピシア族はマレティスにハーディアン国からの援軍を求めるも、竜騎兵を恐れ
たハーディアン国は余裕がないとしてこれを黙殺。竜騎兵はヴェマに進軍

yuuma 3626 防戦の末、ラピシア族は降伏を宣言。難民はヴェマ北西部に逃れ、リーシアを建国。ヴェ
マの土地は小さくなった

yuuma 3630 シフェランはヴェマにラピシア族による暫定自治政府を置く
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yuuma 3631
マレティスはハーディアンの守りを固めた。その結果、メディアン（既にメティオが建国
されているので旧メディアン東部を指す）での影響力は弱まり、移住者である少数派マレッ
ト人は煽りを食らい、一部は追い出されるようにしてハーディアンに入り込む

yuuma 3632

メディアンでマレット人迫害が激化する。マレティスの影響力が減ったこと、ヴェマが侵
攻されたときにマレティスがハーディアン国からが援軍を出さなかったことが原因である
が、メディアン人（ラピシア族がほとんど）の本音は金融業を営んでいた一部の裕福なマレッ
ト人の財産を没収したかったため

yuuma 3633
宗主国だったヴェマを 3626 年にシフェランに奪われて以来、ラピシア系のメディアンは
財政難に喘いでいた。マレット人迫害で得た財産では到底持ち直さず、社会情勢は年々悪化。
そこで地域ごとに次々と自治政府が起こっていった

yuuma 3635 ヴァルマレアが独立

yuuma 3636 メディアンからユベールが独立を目指すが、ヴェマの暫定自治政府に邪魔をされる。しか
しラピシア系列の解体を促し、後顧の憂いをなくそうとするシフェランはユベールを援助

yuuma 3638 ユベールが独立 yuuma 3639 同様にシフェランの力を背景にマイナが独立

yuuma 3642 同様にユロが独立。ユロは援助を引き換えに、シフェランの軍の基地を置くことを認め、
同盟国となった

yuuma 3646 同様にヒュグノーが独立し、前線基地となった

yuuma 3650 シフェラン、ハーディアン国のアルティア都市と同盟を結び、不可侵条約を締結。ハーディ
アンの首都ロロスはこの裏切りを遺憾としたが、内戦をしている余裕はなかった

yuuma 3651 シフェラン、ユロからハーディアンに進軍

yuuma 3655

シフェラン、首都ロロスを陥落。ハーディアン人は北の都市フィギットへ撤退し、フィギッ
ト国を建国。これにより、ハーディアンは亡国。フィギットとなる。同時にハーディアン
の都市だったアルティアは国家に単位を変える。従ってこの年にアルティア王国が建国さ
れる。翌年にはアルティアはロロスを支配地としてシフェランから任される

yuuma 3656 西へ散ったほうのハーディアン人がヴェマのヴォザモ地方に入り込み、混血する

同
シフェランは同盟の見返りとしてロロスをアルティア人の支配地とさせる。その代わり自
分に有利な関税をかけた。この結果ハーディアン、特にアルティアの国力は高まり、極字
開発に次ぐ国風文化の兆しを見せる。

yuuma 3658

［言語］［文字］この時期に豊かな国力を背景に国風文化を誇る風潮が高まり、文学などの余剰な
学問にも注力する余裕が生まれる。ルビとして用いられていた節字の崩しはこのときまで
に幾種も存在したが、政府は学者の協力の下、これらを集めて崩し字の統一規格を創るこ
とに成功した。この規格を学者らが都で定めたことから京字 (yula) という。政府は覚える
のが簡単な京字を使って文を書くよう推奨したものの、極字 (sanla) のほうが見てすぐ意
味が取れることからその計画は失敗に終わった。しかし完全に失敗だったわけではなく、
このことがきっかけとなり、機能語は京字で記すようになった。
京字が機能語を表し、極字が内容語を表すようになった結果、これらのハーディアン文字
をまとめて京極 (mana) と呼ぶようになった。京極はハーディアン文字ともいうが、既に
ハーディアンは滅んでいるのでアルティア文字といっていい。この時点ではロロスは独立
していないので、なおのことアルティア文字でよいように思えるが、人文史上ではハーディ
アン文字と称されている。というのも、京極がハーディアン地方で発展してきたためである。

yuuma 3659 サルディーンからピッカが独立し、サルディーンはデスパナと改める
yuuma 3668 シフェランはロロスの前線基地からフィギットへ進軍

yuuma 3672

全体的に見れば竜族はもともと暖かい地方を好む傾向があるため、寒い地方の戦闘には不
向きである。フィギットでは吹雪にも遭い、進軍は厳しいものであった。戦線についたこ
ろにはすっかり兵が疲弊しており、フィギットの厚い防御を切り崩すことができなかった。
そのため、シフェランは竜騎兵を撤退

yuuma 3673

ヴォザモが独立 yuuma 3680 シフェラン、アクオリア人から同盟の話を持ちかけられる。
アクオリアはマレット系の民族から成るが、負けのこんできた同法に見切りをつけ、シフェ
ランにすりよろうとしたためである。アクオリアは土地柄テーティス（風竜）とエリティ
ス（水竜）が多く、アクオリア人はこれを飼いならしていた。これらの竜は寒さに強く、
進軍できる。しかし骨ばっていたり氷で覆われたりして乗りづらい。そこでシフェランは
断った。だがアクオリア人は引き下がらず、魔獣遣いを紹介した。魔獣遣いは器用にこれ
らの竜に乗りこなし、また、降りた状態でも鞭を使って器用に操ることができた。しかも
一人で複数の竜を操ることができた。これに感動したシフェランはアクオリアと同盟を結
んだ

yuuma 3682 シフェラン、魔獣遣いを率いてフィギットへ侵攻

yuuma 3684 フィギットが陥落し、シフェランは統治をアクオリア人に委ね、その代わりアクオリアに
前線基地を置いた

yuuma 3698 シフェランはシージアのユピトール地方へ進軍
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yuuma 3723
シージア本土の守りは堅く、ほとんど上陸前に海岸で撃ち落されてしまう。侵攻 25 年を
区切りにシフェランは休戦を決意。一方のマレティスにはアクオリアへ攻め入る余力がな
かったため、ふたたび冷戦が訪れる。

yuuma 3731 バルマーユから移動した魔族が fiilia を中心とした国家 velxion を建国→ velxion
yuuma 3759 ティリア海とトーリア海で海賊被害が相次ぐ。シフェランは海軍を強化

yuuma 3768 シフェラン、海賊船を一隻撃破。海賊が人間ではなく知能を高めたヴェイガン・エルヴェ
イグ・エリアンからなるものと知って騒然となる

yuuma 3772 シフェラン、海賊の長アンジェと同盟を結び、強力な海軍を得る

yuuma 3774

シフェラン、北は魔獣遣いを編成してユピトールに攻め入り、南は竜騎兵を編成してイー
ルゥートに攻め入り、同時作戦を展開。兵力を分散されたマレティスは苦心した。さらに
そこにシフェランは同盟軍の海賊を投入。対空作戦ばかり主眼においていたマレティスは
意外な伏兵に圧倒される

yuuma 3775 ユピトールが陥落、建国
yuuma 3776 イールゥートが陥落、建国
yuuma 3793 シフェラン、アンジェと合同でヴィルハノイに侵攻

yuuma 3813 ヴィルハノイを制圧。アンジェの領土とする。この行為にマレティスは人類を売る行為だ
と激怒。シフェルの一族からも非難が上がる

yuuma 3815
マレティス、ヴィルハノイを取り戻さんとリディアから侵攻。アンジェはシフェランに援
軍を要請したが、シフェランはシフェルの一族からも非難があがっていることを背景にこ
れを見捨てる

yuuma 3817 アンジェ軍は壊滅し、ヴィルハノイがマレティスの手に戻る
yuuma 3823 第一次シージア戦争。シフェランが敗退し、撤退
yuuma 3848 第二次シージア戦争。シフェランが敗退し、撤退
yuuma 3863 第三次シージア戦争。シフェランが敗退し、撤退
yuuma 3879 第四次シージア戦争。シフェランが敗退し、撤退
yuuma 3896 第五次シージア戦争。北部が陥落し、リーゼルを建国
yuuma 3900 第六次シージア戦争。シフェランが敗退し、撤退
yuuma 3922 第七次シージア戦争。シフェランが敗退し、撤退
yuuma 3952 第八次シージア戦争。シフェランが敗退し、撤退
yuuma 3983 第九次シージア戦争。シフェランが敗退し、撤退

yuuma 4000 第十次シージア戦争。シージアが陥落し、ルティアを建国。十次に渡る長き戦いにより、リー
ゼルやルティアでは東西の血と文化が入り混じるようになった

同
［言語］ vernlens シージア戦で zg 以前の情報が途絶えた。これにより szd と szl の区別は rf
や fv との比較で行うこととした。

同

本拠地であるシージアを失ったことでマレティスは指導者としての立場を失った。このま
まではマレット人はシフェル人に根絶やしにされかねないと危惧したマレティスは人類史
上最大の暗殺計画を立てる。せめて指導者のシフェランさえ暗殺してしまえばシフェル人
の攻勢は急激に弱化する。しかし強力なヴィードを持った人間の暗殺には同じく強力な
ヴィードを持った人間の力が必要であった。そこでマレティス自身によるシフェラン暗殺
計画が浮上した。問題はいかにシフェランとの邂逅を果たすかであり、いかに守りをかい
くぐって対面するかであった。最終的には壮大な国家規模の計略が功を奏し、マレティス
はシフェランを襲撃する機会を得た。そこでシフェランと一騎打ちとなり、相打ちとなる。
指導者を失ったシフェルとマレットは慌しく揺れた。指導者が消えたこの時点でアズゲル
の時代は終了する

mertena

宗教戦争の勃発から召喚士の台頭までの時代。yuuma 4,001 ～ 6,016 の期間。

メルテナ前期：宗教戦争 (yuuma 4,001 ～ 4,444) 
メルテナ中期：パックス・ディマリア (yuuma 4,445 ～ 5,109) 
メルテナ後期：召喚士戦争 (yuuma 5,110 ～ 6,016)

――の 3 部に分かれる。

前期

宗教戦争アズゲルでシフェルとマレットの争いが終わり、シフェルの時代が到来する。 
マレットの一部はシフェルと共存し、残りはケヴェアやアデントなど別の大陸に追いやられた。 (yuuma 
4,001 ～ 4,444)
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神人貿易の利権を巡ってルカリアでアトラス初の宗教が興り、レスティルを通してアルカット全土へ広がっ
ていく。 
初の宗教はアルテ教であり、辞書の arveete を参照。

yuuma 4001 ルカリアでアルテ信仰が隆盛する。民間的には貿易商の間で既にアズゲルからアルテ信仰
の源流はあった

同 レスティルの小都市 arvette で lidel が koppel と gildo（商工会）を設立

yuuma 4002
リデルが流行っていたアルテ信仰を利用しコッペルとアルテ教 (arveete) を作り、商工会
の結束を高めようとする。集団で購買し、かつ売れ残りの持合をしてリスクヘッジをする
ことで、神人貿易商の購買力に対抗することが商工会の当初の目的だった

yuuma 4023 商工会の支部がルークスに設立
yuuma 4044 商工会の支部がイルケアに設立

yuuma 4067 商工会の支部がレスティリアに設立。神人貿易商の圧力が強いため、本部はアルヴェッテ
に置き続けられる

yuuma 4088 小麦の豊作が仇となり、値崩れが起こる。先物による損失とその結果であるところの大量
の在庫を抱えた商工会は窮地に立たされる

yuuma 4090 リデルが meldoya の実験を行う
yuuma 4099 メルドーヤの実験に成功

yuuma 4102
ケートで凶作が起こり、ライ麦の先物をしていた商工会は打撃を受ける（4088 のときは
凶作を見込んでの失敗で、今回はその逆）。メルドーヤの研究は一時中断され、リデルは
恐慌の収拾に就く

yuuma 4117 レスティリアで大麦が豊作となり、在庫があぶれる。小麦に続く損失で、これにより三度
目を防ごうとメルドーヤの研究が再開される

yuuma 4123 リデルがアルヴェッテでメルドーヤを運用開始

yuuma 4127 各支部でメルドーヤが建てられる。秘密保持とスペース確保のため郊外に建てられ、見張
りが付けられた

yuuma 4134 レスティリアで大麦が凶作となる。リデルは蓄えていた大麦を安価で供給し、一躍名声を
浴びる。これを神の救済としたため、たちまち庶民の間にアルテ教が広まっていく

yuuma 4137 リデルに対抗して神人貿易商の名士 ignast が神商会を設立

yuuma 4141

イグナスト派がレスティリアのメルドーヤに侵入し、仕組みを盗もうとする。見張りは有
事の際の取り決めに従ってメルドーヤを破壊し、秘密を保持した。これにより、商工会と
の対立が明確となる。商工会は凶作のときにメルドーヤを使って信者を獲得してきたため、
庶民ほど恩恵を受けており、庶民に信者が多い。対して神商会は富裕層が多い。数では商
工会、個々人の経済力という意味の質では神商会という構造があった。

yuuma 4142 リデルがメルドーヤを破棄し、商工会の地下に広大な空間を作り、その中にメルドーヤを
移しはじめる

yuuma 4152
リデルはアルテ教会をアルヴェッテに設立し、商工会から独立させる。これは神商会およ
び国王から商工会が睨まれていたことに対する方策であり、実態は商工会の人間で上層部
が占められた。

yuuma 4172

レスティリアの王府からアルテ教は異教 (myukale) だという公言がなされる。実際に歴
史的に見ればアルテ教のほうが間違っているわけで、存在しない神を崇められては当然サ
ルトとしては鼻持ちならない。また、神商会としてはこれ以上商工会をのさばらせておく
わけにもいかなかった。そこで両者が時のレスティル王マールを炊きつけ、アルテ教を邪
教とし、yuuma 4174 にはさらに宗教の禁止を公布させた。宗教はアルバレンで myuka
le といい、「嘘のもの」「存在しないもの」を意味する。これにより、アルテ教迫害の下準
備が整う

yuuma 4175 レスティリアでアルテ教の弾圧が開始。間接的な商工会への攻撃が開始された

yuuma 4176 本山アルヴェッテに弾圧の手が及ぶ。教会は商工会の経済力を背景に清教徒兵団という私
兵団を設け、弾圧に対抗。本山は守られたが、教徒に対する各地での迫害は続いた

yuuma 4182 レスティル全土に弾圧が広がる
yuuma 4184 周辺国家でも弾圧が開始される

yuuma 4189 レスティル北部の都市アデュにアルテ教徒の収容所が設立される。これがかのアデュ収容
所である

yuuma 4205 王府はアルテ教会が違法な邪教の組織であるとし、教会の解体を命じる。教会はこれを不
服として拒絶

yuuma 4206 レスティリア軍がアルヴェッテに侵攻。内戦が始まる

yuuma 4207 弾圧の厳しかったケートイア地方で義勇軍が立ち上がり、人人貿易で利益を得ているアル
ディアル人が主な兵力として参加

yuuma 4208 ケートイアの義勇軍のレスティリア侵攻がきっかけで、アルヴェッテに侵攻していたレス
ティリア軍に後顧の憂いが生じ、撤退。結果的に清教徒兵団が勝利する
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yuuma 4212 レスティリア軍、ケートイア義勇軍をケートまで追いやる

yuuma 4214 清教徒兵団、ケートイア義勇軍と挟撃してレスティリア軍をアデュで破る。彼らはまとま
り、清教徒軍を名乗る

yuuma 4217 清教徒軍、ドフレットに侵攻
yuuma 4218 清教徒軍、ドフレットを奪取。清教徒軍はレスティリア奪取を目指して準備を始める

yuuma 4219 ラヴァスの再来を恐れてアトラスの内政に関与できないサルトだが、このままでは神人貿
易の存続が危ういと見て、ルフェルとアルデスがアルカンスで会談を行う

同冬
サルトがリデルにレスティリア侵攻を自重するようにとの警告を発する。リデルも神と直
接戦うのは分が悪いと考え、アルテ教の公認と引き換えに停戦を受け入れた。サルトはそ
の結果を受けてひとまず矛を収め、時のレスティル王 maal に決断を委ねた

yuuma 4220 マール王がアルテ教を邪教としたことは誤りであったと認め、アルテ教を公認する

yuuma 4221
公認は多くの教徒にとって喜ばしいことだったが、一部の過激派には不満が残った。あの
まま進軍していればレスティリアを奪取できたと考えた教徒はリデル及びマール王に対す
る怒りをあらわにした

同夏
過激派がテロと化し、神商会への攻撃を開始。一時騒然となる。教会は一切関与していな
いと明言。この発言を言質として受け取ったマールは神に掃討を依頼。アルデスとルフェ
ルが降臨し、過激派を掃討

同秋

過激派が容易に掃討されたことを受け、ユーマの一族に衝撃が走る。皮肉なことに、サル
トを思想的に貶めていたアルテ教の信者さえもその圧倒的な力を見せ付けられ、神の偉大
さを知るようになる。この件がきっかけとなり、アルテ教徒の中にサルトも信仰しようと
いう多神教の考えが生まれる

yuuma 4222 リデルは多神教の考えを否定。多神教の考えを邪悪な考えと非難した

yuuma 4236 神商会の harklet が年々教徒を増やして力を付けていく教会の力を押さえ込むために、多
神教派の先導者 rudia をバックアップしはじめる

yuuma 4241 rudia は多神教のサルト教を樹立し、アルテ教から分派・独立し、jelika に居を構える。
教会は二分され、内紛が起こり、力が弱まる

yuuma 4278 ハークレットの進言で王はサルト教も公認する。神商会・アルテ教・サルト教の三頭体制
が生まれる。神商会とサルト教は比較的同盟関係にあった

yuuma 4312 神商会のバックアップを受けたサルト教は躍進し、アルテ教に並ぶ規模に達し、対立が激
化

yuuma 4349 両宗派の宣教師がスカルディアのルビー鉱山地帯 faredia の採掘権を巡って抗争を開始
yuuma 4352 抗争がレスティルに飛び火。小競り合いの繰り返しが起こる
yuuma 4380 リデルとルディアが会談し、和議を結ぶ。緊張を伴う平和が訪れる
yuuma 4404 マール王が崩御し、娘のディマリアが女王に就くも、神商会の力は一時的に弱まる

yuuma 4405
虎視眈々とアルテ教が神商会に狙いを定める。しかし直接的な戦いに持ち込むとサルトが
口を出すだろうことは分かっていたため、神商会を政治的に潰して教会が神人貿易を取り
仕切り、利益を上げようという計画をコッペルが立てる

yuuma 4406 ハークレットは教会の陰謀に気付き、サルト教会との連携を強め、神人貿易の一部に参加
させることを条件に連立を行う

yuuma 4408 連立した神商会とサルト教会はアルテ教会を攻撃
yuuma 4416 連合軍が清教徒軍を攻撃
yuuma 4418 アルヴェッテが陥落。リデルとコッペルは戦死し、教会は解散となる

yuuma 4444

後継者 abelis がアルディアルの heist で教会を建て直す。ハークレットは神人貿易に参加
しだしたサルト教を内心邪魔に思っていたが、アベリスの台頭により共闘を維持せねばな
らなかった。しかしサルト教としても神商会をなんとか出し抜きたいところで、実際には
三頭体制の再来になっていた。アベリスは地道に信者を増やし、争いを避けるために政治
には極力口を出さないようにし、宗教の本来的な形を取って布教した。個々の布教効果は
微弱だったものの、長年の積み重ねは功を奏していく。以後およそ 700 年間、女王ディ
マリアの治世のもと、比較的安定した統治が続く（パックス・ディマリア）

中期

パックス・ディマリア (yuuma4,445 ～ 5,109) 
女王ディマリアの治世のもと続いた約 700 年に渡る平和な時代。

yuuma 4673 ハークレット死亡。カンダルが神商会の新たな代表となる
yuuma 4891 ルディア死亡。ディートアが新たなサルト教の代表となる
yuuma 5023 カンダル死亡。ユキナが神商会の新たな代表となる
yuuma 5109 ディマリア崩御。息子のミハリルが 203 歳で即位する
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後期

召喚士戦争 (yuuma 5,110 ～ 6,016)

yuuma 5199 サルト教のディートアが死亡。後継者は後のカルマント派を作る ireus と、後のエスピー
ル派を作る teezus の 2 人となった

yuuma 5238

サルト教が二派に分派。アルテは実在であり創造主であるとする kalmant と、アルテは概
念であってすべてを生んできた自然の流れをそのように呼んだにすぎないとする espir と
に分かれた。カルマントはアルテの偶像崇拝を行った。エスピールはアルテを偶像視しな
いので、それが高じてほかのサルトを含め偶像崇拝そのものを嫌った

yuuma 5266 アベリスが死亡。ガルマがアルテ教の新たな代表となる
yuuma 5288 ミハリル王に息子ハリカルが誕生

yuuma 5367

このころメティオ美術が盛んとなる。メティオはカルマントが多く、アルテの偶像崇拝を
行い、皿や壷などの調度品にアルテを描いた。サルトの感情を考慮して輸出は自主規制し
てきたが、この年人的ミスによりルフェルのもとに一枚の皿が届く。それまでも誤った輸
出品に関してはエルフレインがチェックを行って弾いていたが、このときはエルフレイン
も気付かず通してしまった。たちの悪いことに、その皿はルフェルがアルテにひざまづい
ているものであった。これを見たルフェルは気分を害したものの、不処分とした

yuuma 5368 しかしエルトの一族は神に対する冒涜だと激昂。カルマント派からの輸入を制限する

yuuma 5369 同じサルト教ということで怒りがこちらにまで向いてはたまらないと思ったエスピールは
カルマントを排してスピンオフ

yuuma 5375
カルマント派を失ったことはサルト教全体で見れば教会の脆弱化を招いた。そこにつけこ
んだ神商会はエスピールの掃討に動き出した。エスピールを排せば昔同様神人貿易の全権
は神商会が握れるためである

yuuma 5376

レスティリア軍がジェリカに侵攻開始。エスピールは軍事力で劣っていたため、神人貿易
の契約である有事の際の保護を申し出、神に助力を請うた。しかし同様に神商会も契約に
基づき神の助力を請うた。結果、神はどちらの味方につくこともできず、なんの役にも立
たなかった

同冬
ジェリカは記録的な豪雪に見舞われ、包囲していたレスティリア軍は一時撤退を余儀なく
された。エスピールも神商会も神が自分たちを助けなかったのは契約違反だと抗議。この
動きはインサールにまで広がった

yuuma 5377

神人貿易を手放すわけにはいかなかったルフェルとアルデスは会談し、契約の方針を変え
ることで合意。従来は神人貿易を行う団体と契約をし、その団体の求めに応じて召喚され
ていた。それだと契約団体同士が抗争した場合、神は助力できなくなる。そこで契約を貿
易商個人と直接行うことにした。どちらのサイドであろうがその個人契約者の求めに応じ、
その敵を攻撃するという契約に変えた。契約者はヴィルを使って神をアルフィからアトラ
スへ転移させる。このとき強い神であればあるほど大量のヴィードを持っているので、移
送にも大きなヴィルがかかる。団体でなく個人単位で召喚するため、召喚時間は短く、原
則として神は相手に一撃しか攻撃を加えることができない。例えばアルデスと個人契約を
結んだ商人がアルデスを召喚すると、アルデスは敵を一回攻撃して去る。アルデスはその
ときその契約者の求めに応じて敵を攻撃するだけなので、敵が別個にアルデスと契約を結
んでいたとしても攻撃を受ける。従って決闘などでは先に召喚したほうが有利となる。も
し一撃で勝負がついてしまえば、先に召喚したほうが勝者となる。召喚時間が短くなるこ
とで神に代わりに戦ってもらうことはできなくなり、神はただの兵器の一種となった。こ
れにより神は「相手が契約者団体だから動けない」というしがらみがなくなり、責任も追
及されないようになる。それでいて人類としてはやはり強力な兵器である召喚を使わない
わけにはいかず、このシステムを飲んだ。この出来事がメルテナ後期の召喚士時代を築く
ことになる

yuuma 5388 レスティリア軍、ジェリカに再度侵攻。歴史上初めて召喚士同士の争いが起こる
yuuma 5402 長期に渡る戦争が終わり、レスティリア軍が撤退

yuuma 5408
内乱で疲弊したレスティルにルカリアが攻め入ってくる。ミハリル王は神商会とエスピー
ルをまとめて外敵に対抗しなければレスティルは占領されるであろうと唱え、神商会とエ
スピールの融和を目指した

yuuma 5412 ルカリアがケートを通過
yuuma 5419 同、アデュを通過

yuuma 5426 同、ドフレットを通過。前線に出ていた時期国王のハリカルがまさかの戦死を遂げ、レス
ティルは騒然となる

yuuma 5428 危機を感じた神商会（王寄り）は、エスピールを国教と認め、アルテの概念としての存在
を認め、信仰を奨励する。これによりエスピールが王に協力的になる

yuuma 5433 神商会はカルマント派を抱き込み、兵力を増強。しかしエスピールの不満を呼ぶこととな
る。ミハリル王はカルマント軍を別の戦役に置き、エスピールと別々に配置した
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yuuma 5437
神商会はガルマを抱き込み、アルテ教も受け入れた。サルト教の不満が上がり、アルテ教
軍は危険な前線へと追いやられた。しかしそれでも狂信者たちはアルテ神の公認のために
戦った

yuuma 5440 レスティル、ルカリア軍を撤退させ、勝利する

yuuma 5444
スカルディアのアルシェリア人がカテージュ地方に侵攻開始。竜騎兵から成り、双龍槍を
振るう、小柄ながら屈強な戦士を中心とした軍隊で、接近戦と中距離戦に長けた。ルカリ
アとの戦いで疲弊していた王府は満足な対策を講じられなかった

yuuma 5456 カテージュ東部の山岳地帯の要塞都市 alkidel が陥落。アルシェリア人の侵入を許す
yuuma 5469 カテージュが征服される
yuuma 5481 ミハリルに娘ペティが誕生

yuuma 5491 ミハリルが崩御。10 歳のペティが即位する。アトラス史上ありえないことで、物議をか
もすこととなった。結果、ユキナが政治を見る摂政という地位についた

yuuma 5495
カテージュ軍、混乱に乗じてイルケアに侵攻。戦争は長期に渡る。皮肉なことに、長引く
戦いのせいでかえって異教間のわだかまりは弱くなっていき、召喚士の地位が高まってい
く。何教かよりも召喚士か否かという区別のほうが重要視されつつあった

yuuma 5521 レスティル軍はカテージュ軍を退け、アルシェリア人はカテージュに撤退

yuuma 5565

ユキナ死亡。メリウセルが神商会の新たな代表となる。メリウセルは力でのし上がった人
物で、強力な魔力を持っていた。その力を活かして神と次々に契約を結んでいった人物で
ある。このときペティがまだわずか 100 歳にも達していなかったため、メリウセルが関
白という地位を築いて政治を見た

yuuma 5576

先の戦いで戦功があったのは主に召喚士で、宗派を越えて召喚士そのものの地位が高まっ
ていった。召喚士同士の横の繋がりのほうが宗派よりも重要視されるようになり、ほとん
どの人間は各宗派の違いよりも職業の違いを意識するようになった。この状態を受け、関
白メリウセルは日本でいう神仏混合（エマルジール）を行い、アルテもサルトも漠然と崇
める対象と広く定義し、アルテの存在を認めない神商会に対しては「このアルテは原初に
存在して分裂したアルテのことで、概念でも唯一神でもない」と説明し、飲ませた。神商
会としてはエマルジールを行うことで富国強兵になり、体よくサルト教とアルテ教を吸収
できると考えた。この時代は昔ほど宗派の違いが重要でなく、召喚士や魔導師といった職
業のほうが重要視されたため、メリウセルは新しい風潮に合わせて宗教理念を柔軟に解釈
した

yuuma 5587 エマルジールがインサールでも起こる
yuuma 5603 エマルジールがレスティル周辺諸国に広まる

yuuma 5612 メリウセルの王府における権限が強くなりすぎたことに対し、国王派の嫌気が高まり、神
商会との対立が浮き彫りに

yuuma 5621
メリウセルが宗派を統合し、artilia 教と改名。アルテの解釈を広く取り、宗派をまとめた。
これにより教会の力は高まり、いちはやく統合を行ったレスティルは諸国に対し秀でるよ
うになる yuuma 5635 ルカリアで統合が起こり、artilia の普及が一歩進む

yuuma 5648 ヴェマで統合が起こり、artilia の普及が一歩進む
yuuma 5653  artilia の力を背景に、カテージュのレコンキスタ（再征服）が開始

yuuma 5655

カテージュのスカルディア人は artilia に対抗するため、首都 iksdia にて iksante 教を興す。
教祖はシフェル系スカルディア人の hastil で、もとは被支配民族であった。iksdia はシフェ
ル系古スカルディア語の地名で、iksante はマレット系古スカルディア語であり、マレッ
ト系古メティオ語にほぼ等しい。iksante は iksdia を外来語としてマレット系古スカルディ
ア語に取り入れてから「～教」を指す形態素を加えてできた名である。ハスティルは「封
印されたテームスが復活して神と神の軍を倒すであろう」と唱え、魔獣兵を率いて、レス
ティル率いる神の軍 artilia と戦った

yuuma 5659
iksante の守りは堅牢で、カテージュのレコンキスタは至難のわざであった。また、レス
ティルには常にルカリアという後顧の憂いがあったため、戦争を長引かせるわけにはいか
なかった。この年、レスティル軍は撤退

yuuma 5667 周辺諸国で次々と統合が起こり、artilia が世界宗教に

yuuma 5670 iksante がスカルディアで国教となり、artilia が強制退去させられる。迫害・虐殺を行わ
ないところが温厚なスカルディア人らしいと評された

yuuma 5680
iksante がメティオで国教となり、artilia が迫害・虐殺される。庇護を求めて artilia がレ
スティル及びアルディアルへ亡命。迫害に対し、artilia の iksante への非難が高まり、こ
れが第二次レコンキスタへの呼び水となる

yuuma 5686 第二次レコンキスタ開戦
yuuma 5703 レスティル軍撤退
yuuma 5705 レコンキスタでの失敗をかさに国王派は関白メリウセルを追及。失脚を狙う
yuuma 5708 国王派の過激派 diorel がメリウセルの暗殺を企てるが、強力な mejtel により失敗
同月 メリウセルが報復でじきじきにディオレールを暗殺。国王派との内乱が勃発する
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同冬 メリウセルはレスティリア城の西部に陣を構え、国王派と闘争

yuuma 5709 メリウセル軍が国王軍を破り、ペティを廃位。下克上という言葉ができる。メリウセルは
自らが王となり、レスティルを支配。召喚士から輩出した初めての王であった

yuuma 5710 血の革命が起こり、元国王派が次々と要職を追われ、虐殺される。この行為に国民の不満
が爆発し、メリウセルは対応に追われる

yuuma 5716
メリウセルは国民の暴発を鎮めるため、元女王ペティを嫁に迎え、王家の血を絶やさない
ことを約束。譲歩を見せられた国民の一部は溜飲を下げたものの、完全に納得したわけで
はなく、治安は完全には回復しなかった

yuuma 5732 メリウセル、息子 ivil を授かる。王家の血と混ざったこともあり、非常に強力な才能を秘
めて生まれた

yuuma 5755 ヴェマで召喚士 krius が王を倒して新王となる
yuuma 5766 ルカリアで召喚士 hakxilia が王を倒して新王となる
yuuma 5777 周辺諸国で召喚士が王を倒して新王となる。ただし、スカルディア、メティオは除く
yuuma 5787 第三次レコンキスタ開戦
yuuma 5799 レスティル軍、カテージュを再征服
yuuma 5806 第四次レコンキスタ開戦。レスティル軍、要塞都市アルキデルへ侵攻
yuuma 5811 レスティル軍、撤退
yuuma 5823 アルキデル軍、カテージュに再び侵入
yuuma 5829 カテージュ陥落。ふたたびスカルディアの領地に

yuuma 5836

第五次レコンキスタの準備を整えていたが、度重なる戦争で疲弊した国民から非難の声が
相次いだ。経済は悪化し、軍事費がかさみ、何よりレコンキスタが最初に行われたころに
比べ、この時代の新しい世代にとってカテージュは生まれたころから異国であるため、レ
コンキスタといわれてもピンと来なかった。初期はレコンキスタに強い思い入れがあった
国民も、いまや半分どうでもよくなっており、それより目の前の生活を王府は改善しろと
いう声の方が圧倒的に多くなった。そのため王府はレコンキスタを凍結し、カテージュを
切り捨てた

yuuma 5859 イルケアにカテージュ軍が侵攻
yuuma 5862 カテージュ軍、撤退
yuuma 5878 ケートにルカリア軍が侵攻
yuuma 5883 ルカリア軍、撤退
yuuma 5899 ケートにアルディアル軍が侵攻
yuuma 5903 アルディアル軍、撤退
yuuma 5919 ルカリア・アルディアル連合軍、ケートに侵攻
yuuma 5923 連合軍、ケートを陥落
yuuma 5938 レスティル軍、ケートをレコンキスタ開始

yuuma 5941
レスティル軍、ケートを再征服 yuuma 5955 死期を悟ったメリウセルが妻ペティを暗殺。
自分の死後に元国王派のペティ派とイヴィル派に割れるであろうことが明白だったため、
国と国民を守るために妻を犠牲にした

yuuma 5973

母を殺したのが父メリウセルだと知り、イヴィルは激怒。病床にあったメリウセルを刺し
殺す。メリウセルが崩御し、イヴィルが即位する。召喚士が王となって国を統治するシス
テムが安定した時期で、召喚士はエルト派とサール派に分かれ、アルカットは東西に分断
されはじめる

yuuma 6003 イヴィル、メティオおよびスカルディア（＝中洋）の支配を狙い、カテージュに侵攻開始

kako

月戦争。西のドゥルガ圏と東のヴィーネ圏の戦い。yuuma 6,017 ～ 8,095(imul 16)

カコ前期：アリスカンテ時代 (yuuma 6,017 ～ 6,804) 
カコ中期：イシリウス時代 (yuuma 6,805 ～ 7,491 flea) 
カコ後期：アディア交戦 (yuuma 7,491 alis ～ 8,095(imul 16))

前期

アリスカンテ時代 (yuuma 6,017 ～ 6,804)
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yuuma 6017

クリウス、中洋の支配を狙い、メティオ東部 alhante に侵攻。中洋は上弦でも下弦でもなく、
イクサンテ（拝魔教）に属している。このため神人貿易に非協力的で、イクサンテ樹立以
降は特に鎖国状態に近いものがあった。豊富な中洋の資源を巡って東西が争うようになる。
クリウスのメティオ侵攻で東側も中洋の支配に乗り出し、西側との対立が浮き彫りになる。
ゆえにこの時点を以ってカコの開始とし、6016 をメルテナの終わりとする

yuuma 6021 クリウス、娘の iihal を授かる
yuuma 6055 クリウス、アルハンテを陥落
yuuma 6137 イヴィル、遠征先の anje で娘誕生の報を聞き、lanje と名付ける
yuuma 6172 イヴィル、カテージュをレコンキスタ
yuuma 6225 クリウス崩御。イーハルが即位 yuuma 6284 イヴィル、アルキデルを陥落

yuuma 6321 イヴィル崩御。強力な力を持ちながらも、寿命がほかの王より少し短くなっている。ランジェ
が即位

yuuma 6356 ランジェ、アルシェリアを陥落
yuuma 6380 ランジェ、genos を陥落
yuuma 6391 イーハル、アルハンテ西部の reixan に侵攻
yuuma 6400 アルシェリアが独立国家となるが、レスティルは宗主国となり、事実上の属国であった
yuuma 6401 ゲノスが独立国家となるが、レスティルは宗主国となり、事実上の属国であった
yuuma 6403 イーハル撤退

yuuma 6415 ランジェ、lazdia を陥落。現魔方に食指を伸ばす。魔方はこの時点で既に iksante によっ
て lazdia など、悪魔的な地名に塗り替えられていた

yuuma 6423 イーハル、第二次レーシャン戦争
yuuma 6437 レーシャンを陥落
yuuma 6442 イーハル、tonkan に侵攻
yuuma 6450 トンカンを陥落
yuuma 6466 ランジェ、bertia を陥落
yuuma 6472 イーハル、娘の diomante を産む
yuuma 6480 イーハル、mansei に侵攻
yuuma 6492 イーハル撤退
yuuma 6503 ラズディアが独立国家となるが、レスティルは宗主国となり、事実上の属国であった
yuuma 6511 イーハル、マンセイに再度侵攻
yuuma 6523 マンセイを陥落
yuuma 6532 ランジェ、estia を陥落

yuuma 6543 イーハル、現アリディアの tselin に侵攻 yuuma 6556 イーハル、ツェリン前線でまさか
の戦死。ヴェマに衝撃が走る

yuuma 6557 宰相 erin と diomante 姫の派閥に分かれ、ヴェマ連合国（ヴェマ及び沙方からなる連合国）
で政治戦争が起こる

yuuma 6573  diomante 派が宰相派を政治的に倒し、宰相派は暗方に封じられる

yuuma 6588 ランジェ、娘の azeria を産む。東方遠征は最大戦力であるランジェが前線を退いたことで
一時中断。レスティルは防戦の構えを取る

yuuma 6593 ディオマンテ、イーハルに代わってツェリンに再度侵攻
yuuma 6600 敗戦による内政不安からスカルディアが 3 国に分裂。merdia, kiltia, askaldi に
yuuma 6601 ツェリン陥落
yuuma 6619 ディマンテ、ツェリン西部の anpel に侵攻
yuuma 6623 ディオマンテ撤退
yuuma 6631 アスカルディがメルディアに侵攻
yuuma 6636 メルディアが陥落
yuuma 6638 弱体化したメルディアにレスティルが侵攻
yuuma 6639 メルディア陥落。焦土と化す
yuuma 6652 メティオ、ツェリンのレコンキスタを開始

yuuma 6672
若きアゼリア姫、キルティアの外相を巧みな交渉術で取り込み、キルティア王を説得させ
て無血開城を実現。レスティルは労せずキルティアを物とする。キルティアには自治権を
与え、優遇税制を取った

yuuma 6680 メティオ、ツェリンをレコンキスタ
yuuma 6699 ディオマンテ、ツェリンのレコンキスタを開始
yuuma 6703 経済的に栄えたキルティアとレスティルの連合軍がアスカルディに侵攻
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yuuma 6707

アスカルディの激しい抵抗に撤退を余儀なくされる。アゼリアは敗戦の理由がレスティル
兵とキルティア兵の宗教の違いによる不和にあるのではないかと考えた。この時点の宗派
の違いは弱くなっていたものの、それはアルティリア教内部における話であって、拝魔教
イスカンテとの間には根本的な違いが残っていた

yuuma 6708 ディオマンテ、ツェリンをレコンキスタ

yuuma 6714
アゼリアの進言を受けてランジェは神魔混合（ミレムジール）を行い、artilia と iskante
を ariskante 教に統合。旧宗教のうち統合反対派から激しい反対を受ける 同夏 反対派の過
激派がキルティアでテロを開始

yuuma 6722 ランジェ崩御。アゼリアが即位。テロに格好の機会を与える
yuuma 6729 ディオマンテ、アンペルに再度侵攻
yuuma 6735 ツェリンでダイズアイライが大量発生し、ディオマンテはアンペルから撤退
yuuma 6737 テロがメルディアでも発生
yuuma 6738 ダイズアイライが沙方に飛び火。連合は混乱する

yuuma 6739 ヴェマ王府がアルティリア教徒を優先的にダイズアイライ災害から救済したことで、連合
内のイスカンテ教徒から非難が上がる

yuuma 6740

その対策としてディオマンテがアリスカンテを取り入れ、国教と定め、アルティリアとイ
スカンテ間の異教徒という壁を取り除き、差別を禁止する法を制定。しかし法はしばしば
ザルで、現場では守られないことが多く、不満の声は残った。またこの結果、反対派の反
発を招くこととなり、インサールにもテロが飛び火

yuuma 6743 テロがレスティル本国に飛び火

yuuma 6745

アゼリア、アリスカンテ以外を邪教と宣言。信仰心の篤いもののうち旧アルティリア教徒
を letis と呼び、旧イスカンテ教徒を teetia と呼び、それ以外を veles と呼び、veles を強
く非難した。反対派はこれによって邪教徒 harva と呼ばれるようになり、弾圧の対象となっ
た

yuuma 6746 アゼリアは教祖を名乗り、自らを預言者にしようとしたが、国民の賛同は得られなかった
yuuma 6749 アゼリア、邪教徒の本拠地であるアルヴェッテに侵攻

yuuma 6750 アルヴェッテの大虐殺が起こり、邪教徒は一掃され、散り散りになる。このとき既に国内
はアリスカンテ教が優勢だったため、アゼリアは賞賛を浴びる

yuuma 6752 アゼリア、息子の andant を産み、andant を預言者と公言。国民は邪教徒討伐の一件があっ
たため、これを受け入れる

yuuma 6753 ディオマンテが連合国内の邪教徒を一掃しはじめる
yuuma 6754 邪教徒を一掃しおえる
yuuma 6758 ディオマンテ、息子の ikstan を産み、これを預言者とする

yuuma 6759 アリスカンテの預言者が 2 人となったことで東西は正当性を互いに主張し、対立が濃くな
る

yuuma 6762 ディマンテ、アンペルに再度侵攻
yuuma 6767 アゼリア、アスカルディに侵攻

yuuma 6774 ディオマンテ撤退 yuuma 6777 アスカルディを陥落。アルマティア、カルテール、ガルテ
アに分割する。アスカルディ王家はフレスティルに封じられる

yuuma 6786 アゼリア、アンペル西部の toutou に侵攻
yuuma 6792 トウトウ陥落

yuuma 6803

アゼリアは長い因縁のあるアンペルとヴェマを見て、アンペルのメティオ政府に同盟を提
案。アンペルはこれを受け入れ、自治権と優遇税制のもと、アゼリアと組む。こうして無
血開城でアゼリアはアンペルを手に入れ、メティオの領土は一時アンペル自治区のみとな
る

yuuma 6804

アゼリアはアンシャルの大部分を支配していたが、未征服の土地も多かった。しかし西は
既に東という共通の敵を持っていた。勝手に西をひとつの帝国とするわけにはいかないが、
東という共通の敵を浮き彫りにするために、アゼリアは西をドゥルガと呼び、ひとつの文
化圏とした。これを受けてディオマンテは東をヴィーネと呼び、月戦争カコが完全に勃発。
こうしてカコは中期に入っていく

中期

イシリウス時代 (yuuma 6,805 ～ 7,491 flea)

yuuma 6808 アゼリア、ルティアと同盟を結び、ルカリアへの圧力をかける

yuuma 6809 ルカリアにてドゥルガへの帰属運動が起こる。レスティルの属国化は拒絶するものの、今
は西で争っている場合ではないと考える人々がドゥルガへの帰属を唱えた

yuuma 6813 アゼリア、ルカリアと同盟を結ぶ
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yuuma 6817 ルティアから大魔導師 yuklesia がアゼリアに招聘される。引き換えにレスティルはルカ
リアに経済的援助を行う

yuuma 6822 ユクレシア、lyuux 研究所をレスティリア城郊外に置き、宮廷魔導師の養成を行う
yuuma 6835 レスティルでダイズアイライが大発生。被害は甚大を極めた
yuuma 6837 レスティル全土でダイズアイライが猛威を振るう
yuuma 6838 ディオマンテ、アンペルに侵攻

yuuma 6839

ユクレシアがダイズアイライの二次感染が魔族 aldilik や arvain による疫病と類似してい
ることに気付き、dizia（病原菌）の存在を仮説として立てる。dizia の駆除は清潔にする
ことであると説き、実証のため、比較的人口が少なくかつ症状の出ていた地方都市アルシ
アに出張する

yuuma 6841

ユクレシア、アルシアでのダイズアイライの駆除に成功。同時に病気の感染も減らし、
dizia 理論が正しいことを証明する。ここから実験をさらに実証するため、ユクレシアは
地方都市へ次々と行き、ダイズアイライの駆除を行う yuuma 6844 ユクレシア、地方都
市のダイズアイライを駆除しおえる。首都レスティリアはなまじ人口が多いため、駆除が
困難であった

yuuma 6845

アゼリア、レスティリアからアルナに遷都。レスティリアは封じられ、嘆きの壁という巨
大なバリケードで囲われた。感染が酷いものは見捨てられ、嘆きの壁の内側に打ち捨てら
れ、火が放たれた。レスティリアは廃墟と化した。この「嘆きの焔」事件に対し、国民の
怒りがあらわとなり、アゼリアの退陣が叫ばれるようになる

同
［言語］vernlens 遷都の際、図書館も近寄れないまま廃棄されたので lss 以前の言語情報が途
絶えてしまった。そのためこの時代のものは lsd か lsl の区別しか保証されないものがある。

yuuma 6846 反アゼリア派が新首都アルナで暴動を開始
yuuma 6847 アンペルが陥落。アゼリアはさらに名声を失い、窮地に立たされる
yuuma 6850 レスティル全土で反アゼリア運動が盛んとなる

yuuma 6852
アゼリア、国民の反感を反映し、息子 andant が 100 歳になったのを契機とし、退陣。慣
例により、王は 100 歳以上であることが望ましいため。ただし未熟な andant には任せら
れないため、アゼリアは関白となった

yuuma 6856

ユクレシアは地方都市遠征の際に、病人を看護するための施設を設けたが、この病院はユ
クレシアが旅をしている間はユクレシアの弟子たちによって運営されていた。ダイズアイ
ライの脅威が去った後は病院として使われており、ユクレシアの弟子によって amiti など
の魔法が使われたり、清潔な環境での入院治療が行われたりしていた。また、弟子らは患
者への生活指導や衛生指導を行っていた。弟子というのはもともと lyuux 研究所の研究員
で、嘆きの焔以降はアルナ郊外に研究所が建っていた。時間が空いたときは弟子たちは魔
法の研究をしており、特にユクレシアが最初に行ったアルシアには彼の右腕がこぞって付
いていったため、非常に優秀な弟子が集まっていた。この年、弟子たちは病院の隣に lyus
ia 研究所を建て、lyuux の姉妹校とし、魔法の研究に専念した

yuuma 6859 ディオマンテ、トウトウに侵攻
yuuma 6860 遅れてルティアでダイズアイライが発生

yuuma 6861 ダイズアイライの件を受け、ユクレシアはルティアに帰国する。lyuux の所長は弟子の
ivles が就任した

yuuma 6865 地方都市で続々と lyusia 研究所の姉妹校が生まれる

yuuma 6867
イヴレスが各 lyusia に年次ごとの研究の成果のまとめを提出するように命じる。しかし各
lyusia は自分の研究所の成果が奪われることを心配し、中央集権的なイヴレスのやり方を
嫌った

yuuma 6868 トウトウが陥落

yuuma 6870

イヴレスはアンダントを抱き込み、指示に従わない lyusia には研究費の援助を行わないと
脅迫する。これに対し、各 lyusia が徒党を組んで反発。lyusia はレスティル全土に 11 箇
所あり、各研究所の所長が共同でアルシアに velmare 研究所を設立。各所長は一季節に一
度ずつ velmare に集まり、各々の研究所の成果を述べ合った。このときの所長はいずれも
ユクレシアが初期に教えを授けた同期で、苦楽を共にした仲間であり、個人的に非常に仲
が良かった。lyuux には見せたくない内容でもお互い目の前でということなら腹を割ると
いう間柄であった

yuuma 6875 アンダント、トウトウに侵攻
yuuma 6880 ディオマンテが戦死。イクスタンが即位

yuuma 6881

はじめは季節ごとに訪れて研究発表をしていた所長たちだったが、そのうち自分たちの研
究所よりもここで仲間と研究しているほうがはかどると感じ、velmare で暮らすことに
決める。velmare は手狭だったため、アルシアの lyusia と velmare をいちど壊し、yusi
fel 研究所を設立。これにより国内には 10 の lyusia と 1 の yusifel と 1 の lyuux ができ
た。lyuux を除く所長ら 11 人は yusifer（アルシアの 11 魔将）を名乗り、首都アルナで
は alsia の名で親しまれるようになる
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yuuma 6883 トウトウが陥落
yuuma 6884 lyuux 研究所のイヴレスが心労で自殺し、衝撃が走る

yuuma 6885 ルティアからユクレシアが帰国。lyuux 研究所を病院として建て直し、院長に元副長の ixi
rius を選定。以降は lyuux 研究所でなく lyuux 病院とする

同秋 ユクレシアはユシフェールに招かれ、名誉所長に就任

yuuma 6894 リーゼルで大麦が大暴落。先物取引をしていたルティア人の富裕層が一斉に先物証券を投
売り。これにより富裕層の投機家が大打撃を受け、ルティア経済は恐慌に陥る

yuuma 6895 ルティアでデフレが発生

yuuma 6902 ルティア経済が急激なインフレに転換。レスティルは経済的援助を行うが、効果は薄かっ
た

yuuma 6904 ユクレシアが本国に呼び戻され、ユシフェールの運営は 11 魔将の共同統治となった

yuuma 6905 アンダント、アンペルに侵攻。ユシフェール研究所にも徴兵令が達する。しかし研究所は
病人の看護と研究を理由に従軍を拒否。国王とユシフェールの間に対立が生じる

yuuma 6907 ユシフェール、アルシアを独立国家と宣言。国王と真っ向から対立し、レスティルから独
立

yuuma 6912 アンペルが陥落
yuuma 6920 アンペル戦から体勢を立て直したアンダントはアルシアに侵攻

yuuma 6924

ユシフェール（アルシアの 11 魔将）の魔力は凄まじく、レスティル軍ではまったく歯が
立たなかった。あまりの強さにアンダントは戦慄。前線でアンダントは捕虜となるも、拘
置先の研究所で厚遇され、そのまま解放される。その後逆に攻め込まれるものと覚悟した
アンダントであったが、ユシフェールの要求は奇妙なものであった

同冬

ユシフェールは「レスティルがアルシアの独立を認め、自分達が研究に勤しめる静かな環
境を提供してくれれば、それ以外には何も要求しない」と述べた。ユシフェールは戦禍の
復讐も行わなければ、レスティルへの侵攻もしないと約束した。このあまりに控え目な要
求に王は混乱した。武人である王は生粋の学者の心理が理解できなかったのである。アン
ダントは是非もなく要求を受け入れ、アルシアを独立させた。こうして人口 30 万人の小
さな国家アルシアが誕生した

yuuma 6934 アンダント、旧アルティリア系・旧神商会系貴族 xigius の娘 xilfia を娶る
yuuma 6947 アンダント、ツェリンに侵攻
yuuma 6955 アンダント撤退
yuuma 6958 イクスタン、旧アルティリア系・旧エスピール系貴族 luksant の娘 lukletia を娶る
yuuma 6967 アンダント、シルフィアとの間に息子 iifa を授かる

yuuma 6968

度重なる戦役にメティオ国民（＝当時のアンペル人）の暴動が発生。前年にイーファがで
きたことにより、アリスカンテ内で旧アルティリアの厚遇が予見されたことも暴動の大き
な原因となった。メティオ人は主に旧イクサンテで、戦地に近いことから戦役も多い。に
もかかわらずイーファの誕生により旧イクサンテの冷遇が予見されたための暴動であった

yuuma 6970 アンダント、アンペルの暴動を押さえつける

同 イクスタン、ルクレティアとの間に娘 cuukiite を授かる。西の暴動を見ていたイクスタン
はこの年、旧イクサンテ系貴族のメティオ人 kalman の娘 toriste を第二夫人として娶る

yuuma 6971 アンペルの暴動は激化。イクスタンの援助を受け、アンペルが東につく。この時点で戦わ
ずしてアンペルはイクスタンの手に

yuuma 6972 旧スカルディア圏にも暴動が広まる

yuuma 6974
アンダント、旧イクサンテ系貴族のアルシェリア人 kreptia を第二夫人として娶る。クレ
プティアは人種的にはシフェルだったため、マレットの多いイクサンテの完全な理解は得
られなかったものの、暴動は一時沈静化

yuuma 6980 アンダント、クレプティアとの間に息子 haane を授かる。暴動が治まりを見せる。代わっ
てレスティル宮中はイーファ派とハーネ派に分かれる

yuuma 6984 イクスタン、トリステとの間に息子 ulo を授かる。強力な魔力を持って生まれたウロに王
は喜び、旧アルティリアの高官たちは暗殺を企てる

yuuma 6993 イクスタン、トウトウに侵攻

yuuma 6994 旧アルティリア高官 yamer、イクスタンがトウトウ遠征でウロのもとを離れたのを機に、
10 歳のウロを暗殺しようとする。しかしわずか 10 歳のウロに返り討ちにあう

翌日
ウロはヤメール派を洗い出し、城門前でヤメール派及びその家族を引き回した上虐殺。高
官の拷問は法律で禁止されており、斬首か絞首刑が量刑によって選ばれたが、ウロは拷問
の末に凄惨な処刑を行った

同月

ウロに対する国民の暴動が起こる。10 歳のウロは主導者 anzen を単身本拠地に乗り込ん
で捕らえ、城門前で高官らと同じように処刑。anzen 一派も処刑され、少年ウロの恐怖政
治に国民は静まり返った yuuma 6995 ウロの暴挙を聞いた王軍がトウトウから急遽引き
返してくる。イクスタンは治世に戻り、ウロは懲罰館への軟禁が決まる
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yuuma 7002
lyuux 病院の院長 ixirius は増え続ける患者を減らすため、あらゆる魔法を跳ね返す魔法イ
シリウスを開発。宮中の魔導師に実演し、たちまち評判となる。アンダントはイシリウス
講座を開設し、これを教えることのできる魔導師の育成を開始した

yuuma 7004 アゼリア崩御
yuuma 7008 教官の準備が整い、各 lyusia に配属させ、イシリウスの使える魔導師の育成を開始
yuuma 7014 アンダント、イシリウス部隊を編成。トウトウに配置
yuuma 7021 アンダント、アンペルに侵攻
yuuma 7023 イシリウス部隊の戦力は絶大で、たちまちアンペルは陥落
yuuma 7024 イクスタン、アンペル戦の生き残りからイシリウスの情報を得、イシリウスの開発に臨む
yuuma 7026 イクスタン、ヴェマに ardegant 研究所を設立。イシリウスの研究に当たる
yuuma 7035 アンダント、ツェリンに侵攻
yuuma 7038 ルクレティアが捕虜となる。旧アルティリア派から救助の請願がイクスタンの元に集まる

yuuma 7039

ルーキーテ、母が捕らえられているルークスに隠密に飛ぶ。ルークスの歓楽街で飲み歩い
ていたイーファが、飲むと運転したくなる困った性格で飛竜に乗って遊びまわっていたと
ころ、歓楽街から離れた幽閉館横の飛竜小屋でルーキーテを発見。たちどころに一目ぼれ
したが、ルーキーテは顔を見られたと思って焦って逃げる

yuuma 7040 ツェリン陥落。イクスタンは焦りだす

yuuma 7044
ardegant はいまだイシリウスを作れないまま、結局ウロがイシリウスを独自に開発。軟
禁を解けばイシリウスを与えるとの条件で父イクスタンと交渉。イクスタンはウロの軟禁
を取り払った

yuuma 7045
イクスタンはツェリンに再度侵攻を試みたが、アンダントがルクレティアをカードに、侵
攻しないよう脅迫する。国民の絶大な支持を受けるルクレティアを見殺しにするわけには
いかず、アンダントは侵攻を取りやめた

同冬 ウロは単身ルークスに潜伏。幽閉館に忍び込むと、ルクレティアを刺し殺し、看守を気絶
させ、刃物を持たせた

翌日 ルクレティア暗殺の報がレスティルを駆け巡る

同月

暗殺の報がヴィーネに届く。レスティルは看守ごときがルクレティアを暗殺するのは幻晄
的に不可能と主張。この主張がかえって「力のあるレスティル宮中の誰かによって暗殺さ
れ、その罪を看守が着せられた事件」という考えをヴィーネに与えた。一方レスティルで
は旧イクサンテ派クレプティアの一派が疑われた。シルフィア派はウロの可能性も知って
いたが、確証がない上に、これはクレプティア派を一掃できるチャンスであった。結果、
クレプティアとハーネは幽閉される

yuuma 7050

国民の報復感情を背景に、イクスタンはツェリンに侵攻。前線にはイシリウス兵を加えて
いた。イシリウス兵を両陣に構えた戦争は戦死率が極めて低く、戦争のペースは極めて遅
くなる。その結果戦争は長期化し、篭城している側は兵糧攻めを最も恐れた。アンダント
はツェリン行きの補給部隊に多くのイシリウス兵を配置したため、イクスタンは補給路を
断つことができず、篭城は長期に及んだ

yuuma 7100 ツェリン陥落
yuuma 7172 アンダント、ツェリンに侵攻
yuuma 7223 ツェリンにはウロとルーキーテが配置されており、守りが堅く、アンダントは撤退

yuuma 7260

この年までにアルシアの 11 魔将が全員寿命を迎える。アルシアは小さな政府で、官僚が
おらず、政治・経済・軍事などはすべてユシフェールが取り仕切っていた。また、ユシフェー
ルに子供はなかった。ユシフェールは各村長に統治を任せていたが、この村長たちはいず
れも学者あがりの人間で、政治に疎く支配欲も少なかった。村長は会議をしたが誰も後継
者になろうとしなかったため、アルシアはレスティルへの帰属を願い出る。ユシフェール
の全滅によりアルシアを虎視眈々と狙っていたアンダントはこの申し出に対し狐に摘まれ
るような気持ちであった。困惑を隠せないアンダントであったが、願ってもない話という
ことでアルシアを併合した。アンダントは「アルシア人は晴耕雨読をさせておくのが一番。
余計なちょっかいを出さなければ大人しく働いて納税してくれるありがたい国民」という
ことをようやく理解した。その結果、アンダントは学問を奨励して助成金を出し、学者に
優遇税制を設け、当時写本しかなく一冊一冊が高価だった書物を無税とした。アルシア人
の多くはこれを大歓迎し、大人しく晴耕雨読の生活に戻った

yuuma 7295 クレプティア派の嫌疑が解かれる。ハーネはウロが陰謀の首謀者だと気付いており、ヴィー
ネに対する徹底抗戦の構えを見せる

yuuma 7357 アンダント、前線にイーファとハーネを置き、ツェリンに侵攻

yuuma 7362
イーファが前線でルーキーテと再会。傷ついたルーキーテを泉で見つける。憧れの人が敵
将と知ってショックを受けるイーファであったが、ルーキーテを逃がす。ルーキーテはイー
ファの恋心を知り、戸惑いを感じる
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yuuma 7365
maglea 山の戦いでイーファはルーキーテと再び出会う。イーファは剣を収め、泉でルー
キーテと話す。イーファが恋心を打ち明けると、ルーキーテは彼を受け入れる。その後、イー
ファは戦争を止めるべきだと主張。ルーキーテも賛同する

同 イーファとルーキーテは和平を実現するために、密かに自分の息のかかった人間を集めだ
す

yuuma 7378 アンダントが崩御し、ドゥルガは撤退。イーファとハーネの間で後継者争いが始まる。両
者は互いに王を名乗り、ひとつの王府に居座った

yuuma 7380 混乱に乗じたイクスタンがアンペルに侵攻

yuuma 7381 侵攻したのも束の間、イクスタンも崩御。ヴィーネは撤退せず、ウロが総大将を務める。
王府では後継者を争ってウロ派とルーキーテ派に分かれる

yuuma 7400
ルーキーテ、王府にて勝手に王位継承を公言。ドゥルガとの和平案を唱えだす。ウロは一
切ルーキーテに従わず、自身も後継者を名乗り、前線から撤退せず。ヴェマの王府に対抗し、
前線地帯に近いツェリンに暫定王府を建てる

yuuma 7414 イーファとハーネの対立が暴力的なものに発展。抗争が勃発 同春 ハーネが破れ、ハーネ
派はアルカンスに新レスティリアを建て、王府を作る

yuuma 7416 アルナ王府がヴィーネとの和平案を唱えだす。一方、レスティリア王府は徹底抗戦の構え
を見せる

yuuma 7422 ウロ、アンペルを陥落。アンペルを陥落させたことでウロの名声が高まる。逆にレスティ
ルではアンペルを奪われた国民感情がハーネの支持に結びつく

yuuma 7424
ルーキーテもウロも王を名乗っていたが、アンペル陥落で名声を高めたウロに対抗するた
め、ルーキーテは皇女を名乗る（この皇女は女皇帝の意）。しかし国内では空回りの去勢
に終わる

yuuma 7425 ウロが同様に皇帝を名乗る
yuuma 7433 クレプティア死亡
yuuma 7450 シルフィア死亡

yuuma 7465 イーファ、ルーキーテを娶り、停戦を宣言。これに対しハーネとウロは徹底抗戦の構えを
見せる

yuuma 7466 ハーネは抗戦の意思を明らかにするため、アンペルに侵攻
yuuma 7477 ハーネ、息子の arxe を授かる
yuuma 7481 イーファ、息子の mete を授かる
yuuma 7484 ハーネ、イーファを暗殺しようとするが失敗
yuuma 7487 ハーネ、息子の arba を授かる
yuuma 7489 イーファがハーネの暗殺に成功。一気にドゥルガで和平ムードが高まる
yuuma 7490 ルーキーテが過激派トリステを暗殺するために、究極魔法ルーキーテを開発
同 ルーキーテがトリステを暗殺

yuuma 7491
夏

皇女ルーキーテがウロの暗殺を決行するが、究極魔法ルーキーテでもウロを倒しきれな
かった。彼女は最後にウロを道連れにするために全力でルーキーテを撃ったが、ウロの魔
力は皇女を凌駕。皇女ルーキーテは力尽て息絶える

同冬 愛妻を失ったイーファが立場を忘れて単身ツェリンに乗り込む。冷静さを欠いたイーファ
はウロに破れ、戦死する

後期 アディア交戦 (yuuma7,491 alis ～ 8,095(imul 16))

同秋 わずか 10 歳のメテが即位。イーファの右腕 mals が摂政となる。ここからカコ後期とな
る

yuuma 7492 ウロの西方遠征開始
yuuma 7542 ウロ、現ガルテア・カルテール国教の東側までを征服

yuuma 7544

ウロはメティオの皇帝を名乗り、旧ルーキーテ派をヴェマに封じる。さらにウロはヴェマ
から領土を奪い、メティオの領土の東側を拡大。現在のメティオの国境線を作る。sorna
と tunas が yuklesika となっている点以外、現在の地図におおむね近い領土を形成する。
ただし細かい異同はある

yuuma 7545 ウロはユクレシカに強力な影響力を持ち、自分の息のかかった人間で高官を構成し、ヴェ
マとの間に地理的な緩衝材としてユクレシカを利用した

yuuma 7578 ウロが魔方に侵攻。メテが防戦で前線に出る

同夏 強大な魔力を持ったメテの勢いは凄まじく、総大将のウロがじきじきに相手をした。とこ
ろがウロはメテに力負けし、ヴィーネは撤退を余儀なくされる

yuuma 7591 メテがアルシェの秘めた力を見出し、彼の男気に惚れこむ。アルシェにとってメテは政敵
でありかつ父の仇の子であったが、アルシェもまたメテの男気に惚れ、親しくなる

yuuma 7599 メテがアルシェを右腕とし、ドゥルガ圏内から有力な猛者を集めだす
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yuuma 7608 メテが私兵団 restant を作る。レスタントは超人集団の集まりで、小国のものなら軍隊す
ら殲滅できるほどの戦闘力があった

yuuma 7621

メテ、メティオに侵攻。一騎打ちを避けたかったウロは徹底抗戦の構えを見せ、戦争は長
期に及んだ。メテは一騎打ちをしようとしたが篭城するウロをおびき出せず、かといって
単身軍隊の中にいけば流石に戦死することが明らかだったため、若く気のはやるメテには
受難であった。この戦争で多数のレスタントのメンバーが戦死。逆にこの戦いを生き延び
たメンバーは後の使徒になる精鋭として残ることとなる

yuuma 7684 メティオ城を陥落させ、ついにメテがウロを追い詰め、一騎打ちをする。メテはウロを倒
し、メティオをドゥルガの属国とした

yuuma 7718 メテ、ユクレシカに侵攻

yuuma 7724 木星圏でデスパに封印されていたベーゼルが封印を破る。続いてほかのソームも次々と封
印から出てくる

yuuma 7728
ソームよりずいぶん後に封印されたミダンとヴェンシートであったが、特にヴェンシート
の呪いが激しく、デスパの弱まりが激しく、封印が解ける。ヴェンシートはミダンの封印
が解けるのを待った

yuuma 7729

ミダンの封印が解け、ソームと落ち合う。ヴァルテの復活を待つかどうかを会議したもの
の、ずいぶん時間がかかりそうなため、先に神に復讐せんと決議。彼らはバルマージュか
らバルマーユに降り立つ。しかしその土地には脆弱なユーマの一族の子孫が大勢いるだけ
であった 

同

teetia は悪魔の降臨を歓迎したが、letis はこれを拒み、攻撃を開始。ベーゼルが軽く
letis の魔法を振り払ったところ、人間はあっという間に灰と化してしまった。これを見
てあまりの弱体ぶりに悪魔たちは驚きを隠せなかった。ベーゼルは「ユーマの一族に特に
恨みはない。彼らは一度死ぬと蘇ることができないので、むげに殺しては可哀想だ」と言
い、ほかの悪魔もこれに賛同。人間が死なないように適当に攻撃をかわしていると、letis
は圧倒的な力の差に怯え、逃げるように魔方から去っていった。エルヴァがバルマーユの
民に話を聞こうとするが、彼らの言葉が分からない。エルヴァがベルトを呼ぶと、メルティ
アも一緒についてきて、歴史について説明。事情を知ったソームは落胆すると、ヴァルテ
復活まで待とうと木星に帰ることに決めた。ところが teetia の知識人がフィルヴェーユ語
で必死に滞在を請願。気をよくしたソームは魔方に住むことに決めた。魔方は度重なる戦
争で荒れ放題で、砂漠化も深刻であった。テーヴェは土を大地に敷き詰め、エルヴァは水
をやり、サティは風を吹かせ、ベーゼルとパルトは夜を照らし、日照の強すぎる日はヴェ
ルムが空を覆い、letis の侵略者はイルヴァが雷で薙ぎ払った。キルセレスらも魔方に住
み着き、剣術などを指南した

yuuma 7730

アルフィはテームスの復活に騒然とした。ルフェルとアルデスがアルカンスで会合を行う。
ウロなき今、カコはほぼドゥルガの勝利で固まっていたこともあり、今は東西で争ってい
る場合ではないと神々は人間に告げる。こうして人々の意識は東西の対立から letis と tee
tia の対立へと揺れ動いていく

yuuma 7884

緊張状態がアトラス全土を覆うも、当の悪魔は魔方人との生活を楽しんでいた。もともと
vaste が数万年単位で行われていたこともあり、人間に合わせて気が短くなっていた神々
に比べ、ずっと眠っていたテームスは非常にゆったりした速度で生きていた。この温度差
が当世の神やユーマの一族には理解できず、アトラスもアルフィも緊張したままであった。
しかし皮肉なことにこの緊張が束の間の平和をもたらした。150 年以上続いた平和はベー
ゼルの「そろそろ神を倒しにいくか」という気まぐれな言葉で破られた。これに対しヴェ
ルムは「気が短いな」と答えたが、反対はしなかった。悪魔は魔方人に相談をした。自分
たちは神を倒すためにアトラスに来た。しかし神はアルフィへ去っている。どうすればよ
いかと。すると魔方人は神人貿易に使っているサリュを開放し、ここから悪魔をアルフィ
へ移送する計画を持ち出した。アトラスからアルフィへ悪魔を移すのは召喚を逆ルートで
行うだけのことであり、要は召喚と同じことである。召喚士は神を呼び出すので、当然
letis に多い。teetia は召喚士がほぼいない。そこで彼らは召喚士の技術を盗み、悪魔召喚
士を養成することに決定。一人の悪魔召喚士が悪魔をアルフィへ送っても、悪魔が活動で
きる時間はわずか数秒で、それでは意味がない。そこで teetia は数千数万の悪魔召喚士を
養成することにした。活動は秘密裏に行われた

yuuma 7886

しかしそんな大きな活動を隠し通せるはずもなく、2 年と持たずに計画は神とユーマの一
族に洩れることとなる。計画を知った神々は騒然とし、ルフェルとアルデスはメテを交え
て今度はアルナで会談を行う。そこでユルグがこのような計画を立てた。「1: 召喚士との
個人契約制を一時廃止 2:letis の召喚士をなるべく多く集め、魔方にて神を召喚 3: 神々が
テームスを押さえている間に、メテら letis が魔方に侵攻し、teetia を殲滅 4: さらに魔方
のサリュも破壊」 三者はこれに同意し、準備を整える。主に準備が必要なのはユーマの一
族側であった

yuuma 7889 メテ、魔方へ侵攻
yuuma 
7905g enos を突破
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yuuma 7914 アルバ、息子の freigan を授かる

yuuma 7926

敵本拠地 lazdia を陥落。ユルグの作戦通り事は運んだ。しかし思わぬ誤算が起こる。虜
囚となった teetia を助けるため、悪魔が神の罠にかかる。アルデスとルフェルが召喚され、
ソームらと戦う。ソームは teetia の命を保障すれば今回は大人しく侵略を諦め、デスパの
眠りにつくと約束。アルデスとルフェルとメテはこれを飲み、ソームらを封印。メルティ
アらが現れ、バルマージュから木星へ去っていく

同冬 メテは虜囚となっていた teetia を一人残らず処刑した

yuuma 7927

魔方戦争でアルカットの支配権を掌握したメテは、アトラス全土に teetia の掃討令を発布。
国籍や人種に関係なく、teetia であれば無条件で掃討すべしと命じた。teetia は悪魔と結
んで神はおろか同胞のユーマの一族をも裏切った正真正銘の邪教徒で、到底許すことはで
きないと強く主張し、自ら進んで広場で虐殺を演じて見せた。これにより、世界中で teet
ia の大虐殺が起こる。teetia は国も故郷も失い、流浪の民となる

yuuma 7935 メテは魔方戦争で生き残ったレスタントを集めて metel という新しい団体を設立。アル
シェを右腕とした。メテは自らをルシーラと呼び、メテルのメンバーを使徒と呼んだ

yuuma 7944 ［言語］［文字］メテ会談。444 のメテ幼字ができる→ hac
yuuma 7946 ［言語］［文字］神々がメテ幼字を採用→ hac
yuuma 7969 ［言語］［文字］ルティアがメテ幼字を公用文字に→ hac

yuuma 7976

teetia という共通の敵が去ったことで、徐々にドゥルガとヴィーネの対立の構図が戻って
くる。背景には、メテがドゥルガであることによるヴィーネの冷遇にあった。また、同じ
ドゥルガ内でもアルシェリアや魔方各国は属国のような扱いを受けており、レスティルの
専制的なやり方を疎んじていた。遂にこの年、ヴィーネからレジスタンスが現れる。ウロ
によってユクレシア南部に封じられていた元メティオ王家の子孫である sonaria が立ち上
がる。ソナリアは旧イクサンテの血筋で、要するに teetia の血筋である。ユクレシアがメ
テの手の届きにくいヴィーネ側であることと、ソナリア自身が王家の人間であることから
迫害はどうにか免れていたものの、メティオの復興を目指して立ち上がった。これに対し、
離散していた teetia が世界中からユクレシアに集まり始める

yuuma 7980 ユクレシア王府は teetia の亡命を禁止
yuuma 7981 これに対し、ソナリアは王府の意向を完全に否定。勝手に teetia を受け入れ始める
yuuma 7984 ユクレシア王 harmitte、ソナリアの本拠地 mistin に侵攻
yuuma 7987 ハーミッテ撤退

yuuma 7988 ソナリア、ユクレシアからの独立を宣言。ユクレシア南部を sorna と称し、自身はソーナ
の暫定的な王を名乗る。これによりユクレシア北部は tunas に改名

yuuma 7990 メテがメティオからソーナに侵攻。しかしメティオに潜伏していた多数の teetia が暴徒と
化し、兵舎は大火災に巻き込まれ、メテは撤退を余儀なくされる

yuuma 7991 撤退を受け、ソナリアがメティオに侵攻。teetia の助けを得て letis を追い出し、メティ
オを取り戻し、メティオの王になる。ソーナは娘の yulia が女王となる

yuuma 7993 teetia が大量に潜伏していた魔方がソナリアの助けを得て次々と letis を追い出し、レス
ティルの支配から脱する

yuuma 7994 ソナリア、実の娘ユリアとの間に娘 sorn を授かる

yuuma 7996 アルシェリアがレスティルの重税を嫌って独立を図る。teetia の虐殺は不当として、メテ
が出した掃討令を破棄する

yuuma 7997
メテがアルシェリアに従属を命じるも、アルシェリアの letis も teetia もこれに逆らい、
徹底抗戦の構えを見せる。それを後ろからソナリアがバックアップし、メテは引き下がら
ざるをえなくなった

yuuma 8000 レスティル、アルディアルと同盟 yuuma 8002 連合軍、北部から直接エスティアへ侵攻

yuuma 8004 ソナリア、メテとの戦いで戦死。ソナリアが崩御し、ソーンが若干 10 歳でメティオの女
王となる。摂生はソーナ女王のユリアが兼任した

yuuma 8006 エスティア陥落。勢いを止めず、メテはベルティアに侵攻（キルティアはここからだと山
がちで、いくら空が飛べるといっても越えづらい）

yuuma 8007 13 歳のソーンがベルティアで総大将となる

yuuma 8009
15 歳のソーンが前線でメテと対峙。ソーンはわざと未熟を装い、命からがら逃げる振り
をする。油断したメテが使徒を連れずにソーンを追う。そして kandira の丘でソーンに葬
られる

同
メテを失ったレスティルに衝撃が走り、レスティル軍は撤退する。アルシェが王になりメ
テルを指揮するも、レスティルの影響力は下火となる。アルシェはメテルをアルシェに改
名

同
［言語］［文字］ソーンがメテ幼字を廃止、アルハノンを公用文字に→ hacyuuma 8010 ケートで
独立が叫ばれるようになる

yuuma 8024 ソーンがエスティアに侵攻
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yuuma 8031 エスティア陥落

yuuma 8043 ソーン、アルディアルを脅迫。アルディアルはレスティルとの同盟を解消。アルディアル
は同盟に固執した西側と同盟の解消に賛同した東側に割れる

yuuma 8046 diminion がアルディアルから独立。同時に eniik も独立し、こちらはソーンについた。
当時の eniik は現在の arta も含んだ

yuuma 8052
ユリア、新王府 eniik の政治が不安定なのをいいことに、eniik 東部に自分の息のかかっ
た人間を放つ。eniik は慢性的な人材及び経験不足であったため、これを受け入れざるを
えなかった

yuuma 8069 ソーン、世界各国から有能な人材を集め、アルシェに似せて私兵団ソーンを結成
yuuma 8078 ソーン、ディミニオンの脅迫を終え、ようやくディミニオンを寝返らせる

yuuma 8080 アルシェがイムル暦を採択する。アルシェのミスにより、yuuma 8080 が imul 1 に等しい。
アルシェ、みなしごリディアと出会い、10 歳の少女を自分の恋人として密かに育てだす

imul 2
ソーンが使徒を引き連れ、ディミニオンを通過してレスティルに侵入。アルシェとソーン
の抗争、アディア抗争が起こる。抗争の結果、使徒のすべてが戦死し、アルシェもソーン
に倒される。しかしソーンは大きく負傷し、命からがら本国へ逃げ去る

同 アルシェの弟アルバが王となる

imul 3 アルバがリディアをソーンの元に刺客として放つ。女色のソーンはこの美少女をいたく気
に入り、腰元に入れた

imul 4

リディアが寝室でソーンを果物ナイフで刺し殺す。ソーンはリディアを愛しており、何か
あれば彼女に起こすように頼んであり、この日は mejtel をつけていなかった。リディア
は逃走するも捕縛され、拷問死する。メティオは王を失い、混乱。適切な後継者がおらず、
混乱は激化

imul 5 ［言語］［文字］アルバがアルハノンを廃止、響字を公用文字に→ hac
imul 7 アルバ崩御。freigan がアルバ二世として即位

imul 10 レスティルからケートイアが独立。アルバ二世は対抗する戦力がなく、これを承認。レス
ティルをアルバザードと改名する

imul 12 ユリア、メティオ高官の ranton と再婚
imul 14 ユリア、息子の varmilia を授かる
imul 15 ユリア、ヴィーネ圏を解体

imul 16 ユリア、アルバ二世に和平を提案。アルバはこれを受け入れ、ドゥルガ圏を解体。カコの
終了を宣言する。ここでカコは終わり、17 年からセルメルとなる

selmel

カコとオーディンの間の時代。イムル 20 年から 1500 年までの 1480 年間。

0 ～ 800 前期 
800 ～ 1200 中期 
1200 ～ 1500 ごろ後期

寿命比でいうと、0 ～ 1200 までの 1200 年間で地球の 400 年に相当。実質 sm は 700 年間に相当 
王族など高ヴィードな人間以外は 1200 以降は現代人程度の寿命。王族は前期は 3 ～ 500 年前後、中期は 2
～ 300 年前後、後期は一般人と同じか長くとも百数十才程度まで。

sm 以降は魔法学や科学の発展に伴い、社会や文化が複雑化した。現代の文化の多くがこの時代に源流を持つ。
出来事をすべて列挙したり各出来事についてすべて記載すると年表でなくなるため、仔細は幻日の文化欄に
預けてこちらでは概略に努める。dolmiyu や seles などを項目ごとに分けて表にしたら年表が何倍にもなっ
てしまう。

前期

20 二世、arnon 設立 22 カノイがインフラを整備
67 アルティア人の間に vir が少なく noa と yuno の多い遺伝子が普及する
99 フェリウス、二世とともにアルナ学校建設
122 ルシフェル魔法学校
159 アルティアで魔導師が減少し、武士の台頭への機運が高まる
200 imul200 年を記念してフェリシア学院が建てられる
264 アルティアで武家政治が台頭
387 アルティアのルティアへの貿易が停止
399 二世崩御
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444 ルティア、アルティアへ攻撃。開港を迫る。アルティアで開国と攘夷に分かれ、内乱
572 アディア 2 期開始。エンデミルとクレタティス
622 内乱が収束。攘夷派が勝つ
684 アルティア、ルティアへ侵攻
724 三世崩御
745 トモエ陥落

中期

821 アルティア、ルティア西部を支配
927 アルティア、ミディートと同盟
989 四世崩御
1000 アルティア、サヴィアからアンシャルへ侵攻
1056 同、ファルファニアを支配

1102 同、アルバザード南部を支配。カレンシア王国が建国される。最大版図は北はワッカで東はカテー
ジュ。アルティアを本国ないし宗主国と称し、アルティア王への忠誠を誓った。

1189 五世崩御。王族の寿命の短さが顕著になり、国内に不安が走る。ケートイアが侵略の好機と捉え
る→ ragnalok

1192 六世、対ケートイアを意識し、武器開発に注力

後期

1202 オスティア、グレアを発明
1204 ケートイア、アルバザードへ侵攻。アルバザードがグレアで防ぎきる

同
長年の魔法学研究が成果を見せ始め、アルバザードは徐々に国力を付けていく。それを追う形
でルティアも力を付けていく。魔法の苦手なカレンシアはベルガンドの脅威もあり、徐々に力
を弱めていく。

1205 ラグナロク工科大学
1244 アディア 3 期開始。プルフェとハイジング
1336 六世崩御
1441 七世崩御

1456 belgand の共和制が崩壊を見せ始める。原因はヴェイガン族の隆盛。エルヴェイグ族とエリア
ン族が危機感を持ち、共闘。これにより内乱が発生

1467 内乱が鎮圧され、ヴェイガン族の執政官であった hanival が王位に就き、王制を開始。これに
より belgand は王国となる。

1471

内乱の功労者に報いるための禄が足りず、内紛の気配が高まり、緊張が走る。hanival はアル
バザードへの侵略を開始。このときカテージュ南西部は belgand の土地で、この地域を統治
していたのは内乱で負けたいわゆる外様大名に当たる領主であった。内紛を消すためにここに
功労者を置きたい。しかしそれでは外様が反乱を新たに起こすのは目に見えている。そのため
カテージュに侵攻し領土を奪い、そこを外様に支配させようと考えたわけである。内乱が終わっ
て 4 年して少し落ち着いたこともあり、hanival はカテージュへ派兵。人類との間に亀裂が生
じる。このときの出来事が後の vernsaal での魔族間の同盟をもたらすこととなる

1473 カテージュが陥落。カレンシアに衝撃が走る。カテージュを失ったことでカレンシアはアルバ
ザードとの同盟を強める

1498

vernsaal セルアが大噴火し、火山灰がフィーリア上空を中心とし西アンシャル全域を広く覆
う。灰が上空に留まりつづけた結果、気温が低下。これにより農作物が軒並み凶作となり、食
糧が高騰。主な被害はヴェルシオン、イネアート、フレディスク、ヒュート、ディミニオン、ケー
トイア、アルバザード北部に及んだ。
土地柄自給率の低いヴェルシオンは輸入に頼っていたが、アンシャルは国内の食糧確保で精一
杯だったため、特にヴェルシオンで食糧が高騰。この時代はまだ飛行機がなく、また航路も開
拓されておらず、さらに西アンシャル以外のほとんどの地域と貿易が行われてこなかったため、
食糧供給がおぼつかなくなる。
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食糧が高騰し、低所得者を中心に餓死者が現れ、民衆の間に不満が生じる。このままでは飢え
て死を待つばかりで、奪う以外の選択肢はないというところまで追い込まれたヴェルシオンは
飛水晶を利用した飛空挺の開発に着手。これは略奪のための開発であった。しかし国家として
は大義名分がなければ戦争はしかけられない。そこで貿易における条約違反を細かくあげつら
い、厳しくフレディスクを非難。因縁をつける形で戦争をしかけ、飛空挺を投入。むろん実際
の目的は街を襲って食料を収奪することにあった。それゆえ始めから飛空挺は多くの積載量を
見込んで船の形をしていた。造船技術は既にあったため、船型にすれば飛水晶の動力室を設け
るなどをすればすぐに実戦投入できるという利点もあった。船型は一度に多くの兵士を送るこ
とができる点でも効果的であった。また、略奪後は当然船の重さが増す。そもそもの目的が収
奪なので、重量は相当増す。帰りはその分だけクリスタルに負荷をかけることになってしまう。
そこで帰りは海路を使うことでクリスタルの消耗を減らした。つまり一度海上で着水し、あと
は船として帰港する。これだともっとも無駄が少ない。しかも行きは全工程が空路なので、沿
岸部以外の街からも直接収奪できる。
このころ飛行機はまだないが、火山灰は飛行機にとって不都合な高さを維持していた。このた
め飛空挺はその下を飛んだ。飛水晶があればこそ低い高度が維持できた。また飛空挺は上空か
ら攻撃をしたので、ある程度地上に近い必要性もあった。
この年に起きた噴火は農作物の被害から飛空挺を生み、飛空挺は戦争を生み、戦争はオーディ
ン（悪魔と人の戦い）に発展してアシェットを生み、歴史をセルメルからオーディンに変えた。
この出来事をヴェルンサールの悲劇といい、これをもってセルメルの終わり、オーディンの始
まりとする

ordin

1498 ～ 1591 前期、1591 ～ 1611(mel22) 後期。

前期

前期の間に庶民を中心にヴィードの弱い 3,2 遺伝子が生まれ始める。

1498 食料を求めてヴェルシオンから逃げ出す国民が増える

1499
飛空挺が完成。最初に狙われたのは沿岸部にあるフレディスクで、海岸から少し離れた地域が狙
われた 
続いてイネアート西部、ヒュート西部も襲撃された

1500 西アンシャルが連合を作り、対 velxion 戦を宣言。belgand はこれに便乗して velxion につき、
連合は挟撃される形となった。ここに悪魔と人間の戦いが始まる

1501 ヴェルシオンが jindia 山脈上に飛空挺の航路を見出す
1522 八世崩御。vernsaal と合わせて国内の混乱がピークに

1527

アディア 4 期 1 代開始。アルタスとフェリス。規模が小さく、アディアの末裔を名乗っただけで、
その上混乱期でもあったため、記録がかなり焼失しており、仔細は不明。混乱期にありがちな「混
乱を収めるという名目の小規模戦闘集団」と目される。恐らく別々の利権団体が対立してアルシェ
とソーンを名乗っただけと思われる。ソーンには東アンシャル、アルシェには西アンシャルが多く、
地域経済的な要因を感じる

1520
～ 30
代

1 代と経済的な直接の関係があるのか不明なるも、2 代が開始。ナルシェ＝グラントとテスティ
ア＝メテ。2 代にはリーザらの直接の知り合いや先生がおり、3 代との繋がりが確実

1544 テームスに復活の兆し
1569 九世のもとに十世ヴレヴラントが遅れて誕生
同 リーザ＝ルティア誕生
1575 ミスティア錬金術舎
1579 アディアが 3 代のリーザらへ継承。86 年ごろまで抗争が断続的に起こる
1581 クミール＝メテ誕生
1584 この世界のヒロイン、リディア＝ルティア誕生

1586
リーザらがアノの要求を飲み、ソーンと停戦。86 年以降アルシェはテームスの封印強化に努める。
2 代までは言ってみればただの武装集団の利権闘争でしかなかったが、テームスの封印に乗り出
したことや、リーザがルティア女王だったことから、アディアが再び世界の注目を集める

1588 九世崩御。若き十世ヴレヴラントが即位
1590 テームス復活。アデルの増加。混沌の世の中へ
同 ベルガンドの猛攻によりカレンシアが弱体化

後期
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後期の間に優性遺伝子である 3,2 が徐々に普及していく

1591 2/9/7 セレン＝アルバザード、ユマナから転生。初期位置はサプリ村付近のシオン山。9/7 にリディ
アがサプリの村で見かけて声をかけるも、言葉が通じず去ってしまう

同 2/9/15

リディア、この日の午前にセレンと出会う。リーザの元に連れていき、リーザがこれを保
護する。言葉を一切喋れないことからリディアが「静かな子」という意味で「セレン」と
名付ける。リーザは村で教師と医者を兼任しており、ふだんは子供たちの勉強を見ている。
セレンを学校兼住居の家屋に住まわせ、言葉を教えることに。リディアもセレンを気にし
てアルバレンを教えることに。セレンに分かりやすいよう、簡略化して教えだした。これ
が原初の古アルカとなる

90 年代 アルシェは使徒を集めつつ、異性魔王を撃退。名を上げていく。使徒が多国籍に渡るため、
古アルカは様々な言語の混ざった状態になり、ar を中心とした複雑なピジンとなっていく
一方 90 年代後半はソーンと抗争の兆しがあり、緊迫感を増していく

1600 アディア和平。アシェットへ 160011 zan tan アシェット、テームスを殲滅。英雄へ
これで悪魔は復活ができなくなった。残る悪魔の殲滅へ向けて仕切りなおす

1600 末 
11/13/1

このとき既にアルシェとソーンのアルカは異なっていた。ソーンが暗号化の名目で意図的
に変えたことと、主に東側諸国の単語を多く取り入れたためである。かといって使徒が全
員 ar に堪能なわけもないため、共通語に ar も使えない。そこでリーザは帰属意識向上と
意思疎通のため、制アルカ制作依頼をセレンへ

1601 春 12 
dyu ral アルテージュができて悪魔が降り注ぐ

悪魔アルマが悪魔の長となる
ソームなど、一部の悪魔がアルテージュから攻め来る
ソーンはアトラス防衛軍となり、星を守った
アルシェはアルテージュを通って残る悪魔らを倒し、最後にアルマを殺した
この後アシェットは逃げた悪魔とアトラス上の魔族の掃討に追われることになる

1601 夏 セレン、制アルカ着手
1601 アシェット、国内のインフラ整備を強化開始。教育や通信も強化開始

1601

アシェット、トルバドールを結成。アルバザードはカレンシアと合わさり、カレンザー
ド筐堺となる。この時点ではまだヴェルシオンとベルガンドは敗戦を宣言していない。ア
シェットはこれらの征服を目指すべく、予めラヴァにヴェルシオンを、クノンにベルガン
ドを宛てがい、ヴェルアンジェ筐堺とサントミュール筐堺を作る

1605

弱体化していたカレンシアに bg が猛攻をしかける。これによりカレンシアはアルバザード
へ吸収される道を選択。カレンシアは亡国する。この時点でアルティア本国へ帰ったもの
もいれば、残ってアルバザード人となったものもいる。少数ながらベルガンド側に亡命し
たものもいる

1608

アシェット、より自然言語に近い人間にとって自然な言語を目指し、新生アルカに路線変更。
ソーンには難聴者のエンナがおり、ｎ対語などの聞き取りが苦手だったことから、かねて
よりソーン側が勝手に制アルカを改造していた。そのことがこの年リディアに露呈したこ
とで、改造制アルカの存在がアルシェ側に公に伝わった。それを受けてセレンらが路線変
更をした結果、自然主義人工言語の新生アルカが誕生した

1608 初夏 アシェット、すべての veldir を星座に封印しおえる
1608 ヴェルシオンとベルガンドが敗戦を選言。改めて正式にトルバドールに編入される
1609 末 アシェット解体。使徒は各 kalkovel の統治に注力するようになる
1611 21 ～
22

このときのアルバザードはすでに多くの民族からなっていたため、アルバレンでは不都合
かつ不平等であった
民衆は英雄の言語アルカを歓迎したが、アシェット特にセレンとリディアは普及に乗り気
でなかった この年、一部の民衆に押される形でアシェットは国の基幹部分にアルカを用い、
公用語のひとつにした
上がやれば商人が追従し、やがて下も真似るようになる
しかしアシェットはそれを焦らず、なるように自然に任せた。アルバレンに回帰するなら
それもまたよしとした
公用語のひとつにした後、アシェットはレミール言語庁にアルカを託し、資料を公開
国民が言語を自由に変えたり使ったりできるようにした

1611 
22/9/7 役目を終えたセレンがユマナへ帰る。異世界人説が民間人の間でも囁かれだす

リディアは彼に付き添って姿を消した。彼女は去る前に自分たちの転生を予言した。後の
アルティス教はこの予言をテームスの復活とアシェットの再来と解釈した



イルムス 616

nadia

22 ～ 149 の期間。

nadia になると 3,2 遺伝子が更に普及。年を追うごとに 3,2 遺伝子の数は増えるので、年々 3,2 遺伝子の増
加量も増えていく。つまり年を重ねるごとに 3,2 遺伝子の普及速度は増加していく。

庶民ほど子供を作るサイクルが早いため、庶民を中心に無力な遺伝子が広がっていった。そしてこのことが
国軍の弱化を招き、後のアッティ＝メテの火薬銃発明などに繋がっていく。

1611 
22 ～ 23

ルテティア筐堺（事実上ルティア国）はリーザが統治し、カレンザード（カレンシアが滅
んでいるので事実上アルバザード国）はアルバ王家が統治することとなった
残された次世代の育成はメルが引き受け、「ルシーラ先生」の愛称で親しまれるように

1617  
28 ～ 29 10 才のルシアがルティア女王となる。摂政にはリーザが就いた

ルシアは幼いころから「智慧の杖」と呼ばれ、万人に畏怖されるほどの知力を誇った。恋
心を持たない少女で、生涯ユルトに世話女房気取りでくっついて回った

1621  
32 ～ 33 14 才になったルシアらのもとからメルが忽然と姿を消し、ひと足遅れでユマナへ転生した

ケートイアは混乱に陥る
ユルトがケートイア王となる。「アディーユ王」の愛称で親しまれるほどの人格者で、国民
から慕われた

62 アッティ＝メテ、火薬銃を開発

65
同、世界一周。大航海時代の幕開け→ kepi70 同、メティオ～ルティア～アルバザード間に
貿易路を大成 82 最も長命だった kunon と milf が死去。アシェットが全員この世を去る。
死んだ使徒はいずれもユマナへ転生している

98 xelii alteems, xeliibolt115 xiva alhaik, 10 才で親を失い、海賊との対峙を決意。このころ
海賊時代

120 アルバザード、メティオ、ルティアで対海賊連合が結成される

124 gaav frestia 敗走。海賊時代が終わる。連合が勝ち、利権を握り、強国の成立アルメティア
へと駒を進める

130 代  植民地政策
141 アルバザード海軍が海賊の残党を掃討

artil

149 ～ 300 の期間。

3,2 遺伝子がほぼ全ての人間に普及し、魔法は事実上この世から消えた。魔法技術が消えたことで人類の技
術力は一旦後退し、vl までは rd よりもむしろ遅れた文明に甘んじることとなる。 
このことが神への畏敬の念を強めるとともに、無力となった人間たちによる信仰の兆しとなり、やがてそれ
がアルティス教の出現へと繋がっていく。また、資本主義や共産主義といった近代的な概念が台頭した時代
でもある。

149 「黒のヴェルム」が発生。ブラックマンデーに相当する事件で、世界経済が悪化

150
年代

世界経済の悪化の中で、人件費削減による長時間労働や解雇などが社会問題となり、資本家と労働
者の間の溝を深めていく。打倒資本家を目指す組織や打倒国家を目指す組織など、様々な反政府組
織が乱立していった。その中からやがて共産圏を作るイグレスが台頭しだす

154 イグレスタができる
157 アルバ王によるイグレスタ迫害。イグレスはデスパナへ
162 イグレスがデスパナで台頭
173 トール＝ヴァルベス、デスパナで共産革命
174 イグレスタがデスパナで与党に
175 イグレスがトール＝ヴァルベスの残党に暗殺される
185 イグレスタ圏の経済が戦争等により疲弊
200 シオン＝アマンゼ誕生 203 ミナリス台頭。近代的かつ民主主義の選挙制度を訴える
205 ミナリスがミナレットを樹立
214 ユベール＝ゲノス、嘆きの牢獄を襲撃。ミナリスを救出
同 シオン、マルテを懐妊
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215 マルテ誕生
同 アジュネ、アルティス教樹立
217 イーレス＝ヴァマのインフラ企業との癒着が発覚。ミナレット台頭への契機となる

219 ミナレットがイーレスを暗殺。アルバ王から功績を認められ、その後インフラ関係に権力を持つよ
うに

227 ヴァルゾン＝アルサール暗殺
229 ミナレットが台頭
230 第一回選挙
同 アフレインのもとでアルマスト派ができる
同 アジノンのもとでヴァルテス派ができる
234 第二回選挙
238 第三回選挙
240 ジャガイモの種枯れ病が蔓延。テスラン＝ナオンによるファベル侵攻の契機となる
242 第四回選挙
244 副王ミナリス、アルバ王を教唆し、アルティス教徒迫害
246 第五回選挙

247 ヴァーサ＝エニーク、アライブ党樹立。ミナレットの分裂へ。以降ミナレットはレヴァレンなどい
くつかの党に分かれていくが、ミナレットから派生した政党をまとめる際はミナレット諸党と呼ぶ

251 ファウス、アデュへ侵攻。マルテをイネアートに追放 253 同、イネアートへ侵攻。イネアートは
アルティスと共闘

254 マルテがイネアートのアルタレスに
255 アルティスがテロとなり、ミナレット諸党を襲撃
257 報復でファウスがイネアートに再度侵攻
259 ファウスによる 3 度目のイネアート侵攻
260  4 度目の侵攻でイネアート陥落
同 アデュで大規模なアルティス教迫害
同 マルテにユレットとアメリ誕生
261 アルカリス＝ヘスティアが獅法力のみによる音声通信機器である電話を発明

262 ファウスがアルティス教根絶を宣言。迫害が最高潮に。ここから 295 までがランティス・タンヴェ
ル

263 ヴァンガード＝リーゼル、蓄音機を発明
267 ヴァンガード＝リーゼル、白熱電球を発明
268 ヴァンガード＝リーゼル、発電機を発明
285 マルテがファウスと相討ちに
288 ペッカ＝ディスト、真空管を発明。二極真空管。2 年後には三極真空管も発明
289 ジンティ＝アルテームス、獅法力のみを使った飛行機の開発に成功
291 アルファウス、アフレインを倒してアルバザードの実権を握る

292
アメリとユレットが共闘してアルファウスとケートイアで戦い、ケートイアを守る。しかしアルマ
ストとアルシオンが相互不信であるため、それ以上身動きが取れない。アルファウスとの戦いも膠
着化

294 アメリとユレットは次の条件をアルファウスが飲まない場合は更なる共闘をすることを約束
条件：アルファウスはアルバ王に「アルティス教徒迫害禁止」の法案を通させること

295 アルファウスはアメリとユレットの共闘の盟約を知り、条件を飲み、5 年後の選挙の実施も受け入
れる

300 ミナレット諸党とアルティス党が和平を宣言。これによりアルティルは終わり、仕切り直しの第一
回選挙からヴェレイとなる

velei

300 ～ 350 の期間。英雄ミロク＝ユティアの誕生から aster 職位の前条までの 50 年。第一次世界大戦が勃
発した

300
仕切り直しで第一回選挙開催。このときは副王アルファウスが事実上の支配者。国王派との対立が
生じていたが、この年、王が無条件降伏をし、王は象徴となり、aster 職ができる。アメリらは第
二のランティス・タンヴェルを恐れる
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同 アメリとユレットはミロクを設ける。自分たちの子だということを隠すためにカイン＝ユティアに
託す

320 年まで 民主政権による腐敗政治
304 第二回選挙。ミナレット諸党とアルティス党が主な政党だったが、腐敗の中、信頼を失っていく
308 第三回選挙

310 ミナレット諸党とアルティス党の和平が破れ、再び交戦状態へ。アルファウスがアメリとユレット
を討ち、共倒れに

同 ミロクがアメリとユレットの子であることが発覚し、幼きミロク＝ユティアがアルティス党の党首
に祀り上げられる。カインが実質党首を務めたが、アメリらに力は及ばず

312 第四回選挙
アルティス党とミナレット諸党は議席が減少。イシリウス＝ゲノスの力があるため、後者が優勢。
弱小政党が勢いをつけるようになる

同 少年ミロクは仲間を募って新党イルミロクを結党し、党首に。カインはこれも修行のひとつとして
見守り、ミロクに代わってアルティス党の党首に

313 ファイゲル＝フランディール、液状ロケットの開発に成功

314 カインはしょせん子供の遊びと看過したが、ミロクのカリスマは尋常ではなく、徐々に有能な人材
が集まりだす
ミロクはアルナ校でリーファ隊を結成。幼馴染のヴェルドゥルネ＝フレイギルドをアルソンとして
迎えるなどした

315 政治腐敗に対する国民の怒りが高まる
316 第五回選挙。レヴァレンが野党に。アルミナ、アミナル、アライブが連立与党に

ミロクが異例の若さでイルミロクの党首として出馬。アルタレスを狙うも選挙で惨敗
国民はいくら政府に怒ろうが少数政党イルミロクに委ねることはないし、小僧をアルタレスに据え
る気もないということをミロクは実感した
この判断を受けてミロクは革命を強く考えるようになる 「正しい選択ができない人間に選ばせてい
たら、いつまで経っても正しい世の中にならない
 間違っているのが王なら王を正し、アステルならアステルを正し、国民なら国民を正す」

320 ミロク革命勃発→ mirokizm, mirok yutia, yuulia arka 独裁政権樹立、選挙の廃止、アルティス教
全盛へ。アルティス党関係者は党自体は消滅したが、イルミロク勢に参与した
反対者は次々とアデュへ送られた

同 ルティアとアルティアはいち早くミロクに尻尾を振って同盟へ。アルバザード、ルティア、アルティ
アは枢軸国を形成し、周辺諸国へ参与を促す

同 枢軸国は資源や財を求め、南半球の征服に乗り出す

同 枢軸国に対し、メティオを中心とした反ミロク主義の国家が連合国を形成する。南半球の資源の奪
い合いが背景にあった

321 主に北半球の国家が枢軸国と連合国に二分され、対立構造が完成する
322 ゲノスがラズディアを攻撃。これにより枢軸国と連合国との間で第一次世界大戦が始まる
323 ミロク、アルナの再開発を開始。特に地下道やシェルターの開発に注力
324 王族がファルシアン宮からジェリオン宮へ移される
325 アルナ学校が改築され、アルナ大などが現在の形に
326 何百回にも及んだミロク暗殺計画もミロクの強大な mejtel の前では何ひとつ意味をなさなかった
327 ミロク、カテージュの再開発に着手
330 連合国が降伏し、第一次世界大戦が終了する。連合国は多額の賠償金を負わせられた
同 枢軸国側は南半球の資源を貪ることに成功
331 アルナの地下道が完成
332 ミロク推進のもとでノイマン型コンピュータが作られる
333 再開発に用いた新インフラがアルナやカテージュ周辺の都市圏でも整備されはじめる
334 ミロクのもとでトランジスタが開発される

339 ミロクのもとで初の商用プログラム内蔵型コンピュータが開発される 344 ミロクのもとで初の人工
衛星打ち上げに成功

345 ミロク、ルシアとの間にアリシアを設ける
348 カテージュの再開発が完了
349 ミロク、その他の大都市で再開発を着手

aleiyu



619 イルムス
350 ～ 408 の期間。

ユティア家による世界支配の構造が定着した時代。しかしその過程では第二次世界大戦を招いてしまってい
る。ミロクがアリシアに譲位したことで、歴史学者は形式的に 350 年を時代の区切りとしている。380 年
のミロクの死後は規制も緩和され、経済も安定し、枢軸国を中心に最も発展し安定した社会を迎える。

350 ミロク、アリシアに譲位。しかし実権はミロクにあった。アリシアを傀儡とし、ミロクは革
命で作った世界を維持向上させようとする

357 アルバザード、初の月面ロケット打ち上げに成功し、月面に到達
363 「ベルティアショック」

連合諸国は敗戦後、明暗の差がハッキリ分かれていた。多額の賠償金を支払いながら国家運
営をしていた点では共通していたが、メティオのように急成長を遂げた国もあれば、ベルティ
アのようにマイナス成長から抜けられずにくすぶった国もあった
敗戦から 30 余年の間に国際社会の協力のもとで復興ないし破綻回避してきた弱小国だった
が、この年ついにベルティア政府がデフォルト。国債の持ち合いをしていた近隣の魔方諸国
が連鎖的にデフォルトを起こす。魔方諸国に多額の債権を保有していたメティオは国単体で
は好況だったが、これにより打撃を受ける。また、連合諸国に復興支援の名目で大きな額を
貸し付けていた枢軸諸国も被害を被った
これが契機となり、世界経済が悪化

364
エネルギー価格が高騰し、枢軸国の経済もダメージを受けた。これにより枢軸国は魔方に豊
富な原油資源に食い指を伸ばす。これを危険視した連合国が警戒心を高める。枢軸国と連合
国の間にふたたび緊張が走る

366 エルトア人によるエニーク王暗殺事件が勃発。これが契機となり、枢軸国と連合国の関係が
完全に悪化。一触即発の状態に

367 エルトアのナオン侵攻が契機となり、第二次世界大戦が勃発
同 ゲノスがラズディアに侵攻
368 アリシアがミロクとの間にアルテナを出産

370 メティオが降伏 371 最後まで奮闘したヴェマが降伏し、連合国は完全に降伏。これにて第二
次世界大戦が終了する

377/1/24 ルティアでユーア王子が生まれる。後のルティア王に

378 アリシアの主導で初の汎用型 GUI を備えた OS である vantems を搭載したパーソナルコン
ピュータが発売される

380 ミロク＝ユティア逝去。直前に国によって精子が採取され、彼の遺伝子は冷凍保存された

同 ルティアでリーザ姫が生まれる。390 年にアルバザードへ留学し、非常に気に入り、住みつ
くようになる

380 以降 アリシアや後のアルテナのもとで、革命時にできた規制が緩和されだす
アルティス教の価値観一本だったアルバザードは本来の多様性を取り戻していく

388 アルテナ＝ユティア、保存していたミロクの遺伝子を用い、ミーファ＝ユティアを出産

391

アリシアの主導でアンセが開発され、それまでの携帯電話に代わってスマートフォンが普及
していく。この時点ではまだ電子ペーパーは普及していない。また、レイゼンに当たるタブレッ
トＰＣもこの頃にはできていたが、やはり電子ペーパーではなく、四つ折り機能などもまだ
実装していない

392/3/11 セレン＝アルバザード誕生

395 アリシア、アルテナに譲位。実権はここから10年ほどかけて徐々にアルテナへ引き渡していっ
た

396 16 才になったリーザがお忍びでアルバザードに孤児院を建て、孤児の面倒を見るようになる
398 ミーファ、リーザと知り合い、孤児院で手伝いをするようになる
400/1/1 メル＝ケートイア誕生
402 リーザ、セレンを孤児院に引き取る

セレンはミーファを姉として慕うようになる
405 頭  リーザ、メルを孤児院に引き取る

メルはセレンを兄として慕うようになる
406 末 トゥッティが月の悪魔シェルテスに襲われ、ヴァルデとエルフィを紛失
407 第
一四半期 フェンゼル＝アルサールの乱。ハイン＝アルテームス、フェンゼルを討伐し、アルタレスへ

［ユマナ］『紫苑の書』

同末 『夢織』 死神シューゼとヴェルギナの間に抗争が勃発しかけるも、すんでのところで事態は収
拾する
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lanj
408 ～ 408/3/10 
午後 7:31 ディミニオン襲来。lamvort 発生

408/5/28 アヴァンシアン設立
422/9/7 午後 8:00 セレン＝アルバザード転生。セレン＝アルバザードの肉体へ入る

422/9/15 午前

リディア＝ルティア、肉体を持って転生。フェリシア大のほたる池の朱塗りの橋に
転生し、セレンが発見し、保護。彼女はアルカを話せ、名をリディア＝ルティアと
名乗り、誕生日を diasel といい、現在 7 才だと証言するが、それ以外のことは何も
覚えていないと述べる

世界人口の推移

原則としてアトラスでは寿命の長いアテンほど人口が少ない傾向がある。 
魂科は最も数が少ない。ただし貴族未満の死神を加えると数は増え、低級死神を加えるとかなりの数になる。 
死ぬことすらない悪魔は 2 桁しか存在せず、死にはするが寿命はないサルトは 3 桁しか存在しない。なお、
悪魔でもアデルは量産型である。 
神と人の中間的な存在であるロゼットは神々よりは人口が多いものの、ユーマの一族はロゼットよりさらに
多い。

ただし、ユーマの一族も上代は神に近い存在であるため、寿命が長く、代わりに人口が少ない。 
ユーマの一族が地球の人類並みのライフサイクルになるのは sm になってからである。 
アズゲル～カコで統治をしていた上のほうの人間は相変わらず長命である。

王も含めて完全に地球の人類と同じ寿命になったのは sm からである。 
従って、地球の人口増加の考え方が適応できるのはセルメル以降で、それ以前は事情が異なることに留意し
たい。

●種族

魂科：アトワーユやルノなど。死神貴族の 4 人、エミリオとミスティ、アッカイなど、数が少ない。10 人前後。 
低級死神：低級は死ぬと砂になる。寿命はないが死ぬことができるため、数は多い。

悪魔：アルマやヴァルテなど。寿命はなく、死んでもテームスによって再生できる。魂科よりは多い。2 桁。 
魔物：弱いため、大量に存在する。強さが 1 階から 9 階まで分かれており、階が上がるほど人口が減る傾向
にあるが、必ずそうとは限らない。

幻神：エルトとサールのこと。神科。人口はラヴァスで最も増えたものの、366 人。 
亜神：ロゼット。神と人の混血。寿命は 1000 年程度。2 万年かけて増えたものの、人間ほど繁殖力は強く
ないため、ラヴァス終戦時で約 2731 万人。このうちラヴァスで功績のあった部族はアルフィ中心部で暮ら
すことが許されたが、それ以外は周辺部で暮らした。

ユーマの一族：ユーマの子孫たち。人類のこと。最も人口の変化が激しい。幻神と亜神はサリアとラヴァス
で増えた後、人口に変化がほとんど見られない。ユーマの一族だけが激しく変化してきたため、以下ではユー
マの一族の人口の変遷について述べる。

fial 0 人
artem初期 3 人 ユーマ、アルドゥ、エスタ。

第３世代 32 人 エスタの 16 人の子供たち。meltia 35 ～ 50 の間に生まれた。寿命がある。
寿命はおよそ 85 万年で短命。

第４世代 64 人

第三世代同士の子供たち。ただし testeel は除く（彼女だけ第三世代に性
質が近いため）。このころになると不老ですらなくなる。寿命は僅かに 2 
万年で、性的に成熟するまで 1 万年かかった。1 万年で人間でいう 15 歳
ほどで、1．6 万年ほどの間 20 代の青年の姿で、1．8 万年ほど中年の姿で、
残りの 2 千年で急激に老いて死ぬ。このため、1 万年ごとに新世代が生ま
れることになる。

64 人の第四世代は男女が 32 人ずつで、やはり親と同じくすべての兄弟
と関係を持って子を成した。32 人の女が 32 人ずつ子供を産んだので、
1024 人となる。 
第五世代は第四世代がメルティア二桁代に生まれたとすると、1 万年後の
meltia 1'0000 ごろに生まれたことになる。もう 1 万年後には第四世代が
死に、第六世代が生まれる。
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第５世代 1024 人
寿命等は親世代と同じ。やはり 512 人ずつ男女がおり、それぞれに子供を
作って 26 万 2144 人の子ができる。しかしあまりに子供の数が多いため、
親の持つ神聖さが分散され、第六世代からは生殖能力が激減する。

第６世代 26 万人

寿命は同じく 2 万年だが、女は生涯に 2 人しか子供を産めず、逆に不妊や
流産もない。まだ半分神なので、自然環境や動物に襲われるといった小さ
なことでは死なない。子供の男女比はきっかり 1：1 である。 
ここからは人口が増えずに一定なので、ユーマの一族の人口はおよそ 26
万人のまま何十万年も世代交代を繰り返していく。

第８９世代 
（melia 
85'0000頃）

26 万人
八十九世代は寿命が極めて短くなり、わずか 2000 年であった。 
住処をガルヴェーユからファベル・サヴィアに移し、人口は徐々に増えて
いく。

meltia 
95'0000頃 117 万人

シフェルの民が食料と土地を求め、ファベルからアンシャル、サヴィアか
らインサールに入る。神がいるので西勢はフィーリア、ガルヴェーユ、ル
カリアには住まず、この後 9 万年ほどかけてファルファニア、レスティル、
魔方、東方、メティオに徐々に広がっていく。 
東勢のマレットは同じ時間をかけて西はメティオ以北と以東まで、南はケ
ヴェアに散布していく。

meltia 
100'0000

135 万人 ヴァステ開戦

meltia 
100'9823

142 万人

ヴァステ終戦。sr で神の文化と混ざり合い、軍事的にも神の恩恵を受け、
適度なパワーバランスが太平の世を生み、パックス・サルトが成立。 
これに便乗してユーマの一族は急激に人口を増やしていく。 
ここからサリアの終わりまで 2 万年もあるため、いくら繁殖率が現代人よ
り弱いとはいえ、100 万程度しかいなかったユーマの一族はここで爆発的
に増える。

meltia 
103'0032

1 億 2645 万
人

ラヴァス開戦 2 万年かけて反映してきたユーマの一族だったが、ラヴァス
の熾烈な戦いに巻き込まれ、徐々に伸び悩んでいく。 
また、戦争で土地が荒廃すると飢饉が発生し、人口増加に歯止めがかかっ
た。 
さらに神々が世界中から持ち込んだ病原菌のせいで、より免疫力の弱い
ユーマの一族は次々と倒れていった。 
戦災・飢饉・病原菌が原因で、ユーマの一族の人口はこの 1 万年でぐっと
落ち込むこととなる。 
だが絶滅には至らず、生き延びることができた。

meltia 
104'0000

4239 万人
ラヴァス終戦。戦災・飢饉・病原菌により、人口は 1 万年で 3 分の 1 に減少。 
しかしアズゲルを迎えるころにはさらなる短命化により、逆に出生率は上
がっていく。

yuuma 794 5620 万人

アズゲル前夜が終わり、アズゲルが開戦。産めよ増やせよの政策で、人口
が増えていく。 
しかし戦災・飢饉・病原菌にたびたび悩まされ、思ったほど人口は伸び悩
んだ。

yuuma 4578 8314 万人 アズゲル終戦。メルテナへ
yuuma 5391 1 億人 世界人口が 1 億人を突破。
yuuma 6451 1 億 2839 万人 カコ勃発。

yuuma 8080  
  = imul 1

2 億 521 万人

アルシェがイムル暦に改める。 
このカコの後のセルメルでふたたび太平の世の中になり、後記 sm では長
寿の王たちも途絶え、完全に人間と同じ人口システムになっていく。 
長寿な王がセルメルで途絶えたため、時代はこれ以降小さい単位で区切ら
れていく。 
イムル暦が終わる 1588 年の間に、人口は爆発的に増加した。

imul 1588 = 
mel 0

4 億 5369 万人 オーディン　メル＝ケートイア誕生。

mel 98 7 億 23 万人 ナディア　シェリーボルト（産業革命）と植民地政策で、この後人口の増
加ペースが早まる。

mel 150 9 億 1121 万人 アルティル　イグレスタ共産圏が成立。

mel 300
32 億 5388 万
人 ヴェレイ　ミロク＝ユティア誕生

mel 320
48 億 8122 万
人 ヴェレイ　ミロク革命開始

mel 330
56 億 2274 万
人 ヴェレイ
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人工言語学　――人工言語学の定義と範疇  

人工言語学研究会著  2011 年 8 月 19 日初版 　Copyright(C)  2011  人工言語学研究会 . All rights reserv
ed. 

●人工言語学の定義 

人工言語は言語学の範疇ではない。これには通時的な理由と共時的な理由がある。   
前者は 1866 年にパリ言語学会 が人工言語に関する論文を受け取らないと決めたというものである。  
後者は人工言語が制作者の恣意によって好きな形に作ることができるため、自然言語の研究と同じような分
析を行うことができないというものである。例えば、類型論において最も一般的な基本語順は SOV であるが、
人工言語は恣意的に作れるため、いくらでもこの研究結果を覆すことができる。類型論のみならず対照言語
学などほかのあらゆる言語学の部門において、自然言語の研究を通じて言語学が明らかにしてきた成果 を覆
すことができる。これでは研究にならないということで、人工言語は忌避される傾向にある。  

人工言語学とは、そんな渦中にある中であえて人工言語を言語学の範疇として研究する言語学の一分野であ
る。主旨は「人工言語で言語学をすること」である。 
人工言語学は 2011 年に人工言語学研究会によって提唱された学問である。ただし実際には研究会が発足さ
れる前に、 2000 年代から実質同じ概念が提唱されていた。研究会の代表が大学・大学院時代に人工言語で
言語学を研究していたためである。  

●人工言語学の範疇

・言語学的考察に耐えうる品質の人工言語  

言語学の対象として人工言語を扱う以上、研究対象となる人工言語は言語学の成果を著しく覆すようなもの
であってはならない。あくまで言語学から見て不自然でない人工言語を取り扱う必要がある。人工言語が持
つ「何とでも作れる」という恣意性を極力排他した、言語学の知識を十分に活用して作られた人工言語のみ
が研究対象となり得る。 
従って、自然言語からの参照の度合いが高いアポステリオリ言語や、言語学に十分即した上で作られたアプ
リオリ言語が範疇となる。  

また、これらの条件を満たす言語であっても、その言語が発展途上であるとか作られたばかりであるとか情
報量があまりに少ないといった状況にある場合は、研究対象として耐えられない。  
人工言語学では「人工言語で言語学をする」という主旨を満たすため、言語学的考察、特に対照言語学的分
析に耐えうる品質の人工言語を対象とする。言語学的考察に耐えうる人工言語とは、具体的には以下の条件
を満たすものである 。 

1: 当該人工言語が言語学的に見てあまりに不自然な造りをしていないこと。詳しくは言語学に矛盾しない人
工言語の作り方を参照   
2: 当該人工言語の日本語資料が論文執筆に十分な程度存在し、かつ日本国内で容易に利用できること。具体
的には 1 万語を超える単語帳形式でない辞書に加え、文法や音韻論等に関する詳細な教材が、書籍かオンラ
インで利用できること   
3: 少なくとも 10 年以上使用された実績があり、対照に用いるだけの信頼性を有すること  

本研究会発足時点で上記の条件を満たしていた人工言語はアルカとエスペラントしか存在しなかったため、
人工言語学ではこれらを自然言語と対照可能な人工言語と見なす。

・ノコギリの押し引きに見る言語学の非独立性  

言語学者の中には人工言語を研究範疇としないだけでなく、他の分野の学問と提携して言語現象を解き明か
そうとさえしない者がいる。これは問題である。というのも、 実際のところ言語現象は必ずしも言語学だけ
では説明することができない ためである。言語現象を説明するには言語学だけでは不十分で、言語学以外の
分野を使わないと説明できないことが多々あるということである 。  
つまり言語学は言語現象を解明することに関しては独立した学問ではないのである。にもかかわらず言語学
者の中には言語学だけで言語現象を解明しようと考える者がいる。これは現実に即していない。 
事実は事実と認めた上で対処しなければならない。人工言語学は言語学の非独立性を認めた上で、諸学問と
連携しつつ言語現象を解明していくというスタンスを取る。  

言語学の非独立性は例えばノコギリの押し引きなどに見ることができる。 日本語には「ノコギリを引く」と
いうコロケーションがある 。しかし 「ノコギリを押す」というコロケーションはない。これはなぜだろうか。
この言語現象は実は言語学だけでは解明できない。 
ご存知の方も多いだろうが、日本ではノコギリは引くときに力を入れるようになっている。一方、欧米では
押すときに力を入れるようになっている。いわゆる引きノコと押しノコの違いである。   
引きノコは比較的柔らかい杉などの材質を切るのに用いる。このため、日本やトルコなどで採用されている。   
なぜ日本語には「ノコギリを押す」というコロケーションがないのか というと、それは日本では引きノコを
使うからである。そして引きノコを使うのは、 杉などを切る機会が多いためである。 
杉が多いという植生は日本の風土によるものであり、杉をよく使うというのは日本の文化によるものである。



625  

つまり、文化や風土という視点を入れないとこのコロケーションについては解明できないのである。  

このように 、言語現象は必ずしも 言語学 だけで解明できるとは限らない。 風土や文化など、言語学以外の
見方 を踏まえて考察せねば解明できないことがある。  
以上から、 言語現象を説明 するには言語学以外の視点も取り入れる必要があるということが分かった 。言語
学は言語現象の解明に関して独立した存在ではないのである。 
また、 当然それは人工言語学にもいえることである。 人工言語学は言語学の一分野だが、考察を行う際は言
語学だけでなく諸学問と 合わせて研究していく ことになる。

人工言語のランドマーク　――人工言語の歴史に名を刻んだ者たち

人工言語学研究会著  2011 年 8 月 20 日初版  Copyright(C)  2011  人工言語学研究会 . All rights reserved. 

●人工言語のランドマーク

ここでは人工言語史を動かしてきた出来事と、人工言語史に名を刻んできた者たちについて通時的に列挙する。
これらの偉人が行った偉業が人工言語史を動かし、 形成してきた。  
このリストでは人工言語の歴史を揺り動かしたランドマーク だけに言及 するため、雑多な出来事や二番煎じの
作品については掲載するに足らないと判断した 。 

西暦 出来事	
12	世紀 ビンゲンのヒルデガルト、 Lingua Ignota （『未知なる言語』） 
13	世紀 ライモンドゥス＝ルルス 、Ars Magna （『偉大なる術』）  
1638 フランシス＝ゴドウィン、 The Man in the Moone （『月世界の人』）  
1647 フランシス＝ロドウィック、 A Common Writing （『共通の文字』）  
1661 ジョージ＝ダルガーノ、 Ars signorum （『記号術』）  

1668 ジョン＝ウィルキンズ、 An Essay towards a Real Character, and a Philosophi cal Language 
（『真性の文字と哲学的言語に向けての試論』）  

1677 ドニ＝ド＝ヴェラス、『セヴァランブ族物語』  
1678 ライプニッツ、 Lingua Generalis （『一般言語』）  
1710 ティソ＝ド＝パト、『ジャック・マセの冒険旅行』  
1797 ド＝メミィユ (Joseph de Maimieux) 、pasigraphie （パシグラフィー）で一躍時代の寵児に  
1827 フランソワ＝スードル、ソルレソル（ソレソ）。 1855 年のパリ万博で 1 万フランの賞金を獲得  
1855 ソトス＝オチャンド、『普遍言語の計画案』  
1866 パリ言語学会、言語の起源と普遍言語にかかわる論文を受理しない方針を明らかに  
1879 シュライヤー、ヴォラピュク。有名になった初の国際補助語  
1887 ザメンホフ、エスペラント。世界最大の人工言語  
1890 「ヘブライ語委員会」が設立され、ベン・イェフダーが代表に就任  
1901 クチュラとレオー、「国際的補助言語を採択するための委員会」を発足  
1907 クチュラとレオー、『新しい国際語』  
1907 Uniono por la Linguo Internaciona Ido 、Ido （イド）  

1919 イギリスの委任統治当局、ヘブライ語をパレスチナにおける公用語の一つと宣言。現代ヘブライ
語を人工言語とみなすなら、世界で最も成功した人工言語と定義できる  

1930 オグデン、Basic English （ベーシック・イングリッシュ）  
1951 International Auxiliary Language Association 、Interlingua （インターリングア）  
1954 トールキン、『指輪物語』。芸術言語が徐々に花開いていく  

1955 ジェームズ＝クック＝ブラウン、 Loglan （ログラン）。サピア＝ウォーフの仮説の調査のために設
計されたという点で斬新であった  

1975 ジェームス＝ノウルソン (James Knowlson) 、Universal Language Schemes in England and 
France 16 00-1800 を出版 

1984 マリナ＝ヤグェーロ (Marina Yaguello) 、Les Fous du langage, des langues imaginaires et 
leu rs inventeurs を出版 

1991 セレン＝アルバザード他、 arka （アルカ）。 2011 年に、アプリオリ自然主義世界を持ったアプリ
オリ自然主義人工言語の中で世界一深く作り込まれた人工言語として同言語を完成させる  

1995 Microsoft 、Windows 95 を発売。人工言語の作業が紙から PC へシフト開始  
1995 ウンベルト＝エーコ (Umberto Eco) 、The Search for the Perfect Language を出版 
00 年代 インターネット・ブロードバンドの普及。人工言語の公開が容易に  
2004 ネリエール、globish （グロービッシュ）。一応国際補助語に分類しておく  
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2005 セレン＝アルバザード、ウェブサイト「新生人工言語論」を立ち上げ。人工言語の作り方や人工
言語そのものの解説を国内で初めて行い、啓蒙する  

2009 アリカ＝オクレント、 In the Land of Invented Languages を出版 

2010

マーク＝ローゼンフェルダー、 The Language Construction Kit を出版。言語学の初歩から説明
しつつ人工言語の作り方を指南。ただし言語の背景となる文化や風土の作り込みについてはあま
り言及がなく、自身が作った言語も地球と異なる舞台なのに地球の言語を基にしたアポステリオ
リ言語であるという矛盾を抱え、造詣が甘い 

2011 セレン＝アルバザード、人工言語学研究会を発足。人工言語学という新しい学問が生まれる  

2011 セレン＝アルバザード、『紫苑の書』を出版。異世界で言語をゼロから学んでいくというリアリティ
を追求した世界初のファンタジー小説で、芸術言語の歴史上大きなランドマークとなった  

2011
セレン＝アルバザード、『人工言語学・アルカ』（本書）を出版。人工言語学が提唱され、アルカ
が出版された人工言語になり、全文アルカの小説『夢織』が収録され出版された。ここまで本格
的にゼロから作り込まれた人工言語が登場し、出版されたのは世界初の快挙である  

工学言語論  ――受け入れられるプログラム言語と受け入れられない最小限

主義的哲学言語 

人工言語学研究会著   2012 年 1 月 4 日初版 Copyright(C)  2012  人工言語学研究会 . All rights reserved. 

●工学言語の定義  

人工言語学研究会 (2006) によると、工学言語の定義は以下のとおりである。  

• engineered language (engelang) ：工学言語。実験的に作られる言語。以下の内訳がある。 
• philosophical language ：哲学的言語。フランシス＝ロドウィックの『共通の文字』など。 
• taxonomic language ：分類学的言語。哲学的言語とほぼ同義。概念を図書分類法のように分岐させてい

く側面を強調している。ジョン＝ウィルキンス『真性の文字と哲学的言語にむけての試論』など。  
• experimental language ：実験的言語。ある構造を持った言語が機能するかどうか確かめるために試験的

に作られる言語を指す。
• ideal language ：理想言語。普遍言語とともに主に 16-18 世紀にヨーロッ パで起こった人工言語の論争

の中で用いられる術語。  
• logical language(loglang) ：論理的言語。工学言語の持つ論理的な側面を強調した術語。人工言語史的に

は下記の programming language の端緒となった。
• programming language ：プログラミング言語、プログラム言語。コンピュータを扱う際に用いられる

言語。 BASIC, C, FORTRAN など。

本論 では主にプログラム言語と、哲学的言語のうち最小限主義的特性を持った人工言語に焦点を当てる。 

●最小限主義的哲学的言語 

美術 ・建築・音楽などの分野で、形態や色彩を最小限度まで突き詰めようとした一連の態度を最小限主義、
ミニマリズムという。この概念を人工言語に適応させたものが最小限主義的哲学的言語 である。トキポナ 、
ベーシックイングリッシュ などが具体例として挙げられる。 
これらの言語は語彙数を少数に絞ることで学習の容易さや言語システムの簡素さなどをアピールしている 。 

●受け入れられるプログラム言語と受け入れられない最小限主義的哲学言語  

現実世界を見ると、C 言語などのプログラム言語は広く社会で実用され、受け入れられている。その使用者
は極めて多く、また社会における必要性や需要も甚大である。  
その一方 、トキポナなどの最小限主義的哲学言語は現実社会に受け入れられておらず、国際補助語同様、需
要もない。同じ哲学的言語であるにもかかわらず、この違いはなんであろうか。

最大の理由はプログラム言語がコンピュータを動かす上で必要な一方、 最小限主義的哲学言語には使い道が
ないためである。 最小限主義的哲学言語は学習の容易さなどを謳っているものの、現実社会の人々は母語や
英語や中国語などで十分と考えているため、需要がない。  
もうひとつの理由は 最小限主義的哲学言語の持つジレンマである。以降はそのジレンマについて述べる。

●最小限主義的哲学言語のジレンマ

一言で言えば、最小限主義的哲学言語は中途半端である。語彙数が少ないことで学習の容易さやシステムの
簡素さを訴えているが、その数が中途半端である。 
一般に最小限主義的哲学言語は音素数や語彙数などをできるだけ少なくしようとする。ではどこまで音素数
や語彙数を少なくすることができるだろうか。それは 2 である。最少の音素数は 2 であり、最少の語彙数は 
2 である。これは 0 と 1 だけですべてを表現する機械語において実現している。 
そう、工学言語における最小限というのは遥か昔に 2 であると既に求められているのである。いくら語彙数
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が少ないことを売りにしても意味がない。なぜならそれは 2 と決まっているからである。ベーシッ クイン
グリッシュの 850 語もトキポナの 123 語も 2 には遠く及ばない。

ではなぜ語彙数 2 の最小限主義的哲学言語が存在しないのか。それは最小限主義的哲学言語は機械語と異な
り、人間が使うことを前提に作られているためである。 0 と 1 であらゆる概念をナンバリング（命名）する
ことは可能だが、現実的に考えてそれは人間が実用できるものではない。 
そこで人間が実用できる範囲にするため、語彙数を増やす必要がある。この時点で最小限主義的哲学言語の
根本的な理念が失われてしまう。しかしそうしないと実用できないのでせざるをえない。帯に短し襷に長し。
これが最小限主義的哲学言語の抱える最大のジレンマである。

理念を失ったあとは、もはや「どこまで語彙数を増やさないで済ませられるか」というチキンレースにすぎ
ない。語彙数を増やすほど人間の言葉に近付き、言語を運用する際に楽になる。その反面、語彙数が増える
ほど覚えねばならない単語は増えてしまう。結局のところ運用効率と学習効率のバランスをどう取るかとい
う問題に帰着し、最小限主義的哲学言語の理念である最小限主義は隅に追いやられてしまう。 
最小限主義的哲学言語が文字通り最小限を目指すならその語彙数は 2 であるべきである。しかし実際のとこ
ろはそれができずに運用効率と学習効率のバランスをどこで取るかという調整作業に終始している。そのバ
ランスをどこで取るかは言語作者の恣意による。だからこそベーシックイングリッシュやトキポナの語彙数
は大幅に食い違っているのである。 
だがどこが最良のバランスかというのは個人個人によって異なる主観的なものであるため、いずれの最小限
主義的哲学言語も万人の満足を得られない。最小限主義という理念を失っているだけでなく、バランスの帰
着点でさえ一致を見ないというおそまつな状況になっているのが実情である。

最小限主義的哲学言語がプログラム言語と違って受け入れられないのは、そもそもの需要のなさに加え、こ
うした恣意的なジレンマによるものである。

そして次に述べる事象が最小限主義的哲学言語が受け入れられない更なる理由である。

●最小限主義的哲学言語の学習効率と運用効率

本末転倒な話だが、実は最小限主義的哲学言語は運用効率どころか学習効率もよくない。考えてもみよう。
いくら語彙数を少なくしたところで、概念の数が減るわけではない。語彙というのはあくまでシニフィアン
の総体の一形態である。一方概念はシニフィエの一種である。シニフィアンをいくら減らしたところでシニ
フィエの数は減らない。これではなんら語彙数を削ることに意味はない。 
語彙数が 1000 以下しかない最小限主義的哲学言語においても、表現しなければならない概念の数は軽く万
を超えるのである。結局語彙という手持ちのカードが少ない状態で、限られたカードを組み合わせて数多く
の概念を表現することになる。 
結果、ひとつの概念を表すのに複数の形態素を繋げて迂言的に表現せざるをえない。するとどうなるか。ひ
とつひとつの概念の語形が長大になってしまう。これでは覚えるのも使うのも不便である。

他の問題もある。たくさんの概念を少数の語彙で示すという性質上、どうしてもひとつの単語が多義的にな
りがちである。 
多義になるということは人によって異なる解釈をするリスクを生じるということである。 
つまりＡさんが意図したことがＢさんに誤って解釈されるリスクが高まるということである。これは最小限
主義的哲学言語を複数の人間の間で使うときに大きな弊害となる。 
たいていの場合このリスクは前後の単語や文脈によって意味を決定するというリスクヘッジを取るが、それ
が満足に機能するかは解釈する人間の能力に依存する。言語側が自己のシステム内で責任を取らず、ユーザー
に責任を押し付ける形になっている点で問題である。

簡単に言えばこういうことだ。語彙数だけ減らしても表現しなければならない概念数は減らないので、長い
複合語が生まれたり多義的すぎる単語が生まれたりしてしまい、使い勝手が悪い。 
しかも結局、概念数の分だけ単語の組み合わせや単語の語義を覚えねばならないため、覚える個数に関して
も自然言語と変わりない。 
つまり運用効率も学習効率も別によくないのである。むしろ運用効率に関しては悪いとすらいえよう。

このように、最小限主義的哲学言語の学習効率と運用効率は、標榜しているのとはまるで逆で、良くないか
むしろ悪いといえる。

●まとめ

最小限主義的哲学言語の問題点は次のとおりである。

・そもそも社会的な需要がない 
・語彙数と音素数が 2 でない時点で最小限主義を放棄している 
・語彙数をどこまで増やさないかというチキンレースでしかない 
・運用効率と学習効率のバランスをどこで取るかという調整作業に終始している 
・どこが最良のバランスかというのは個人個人によって異なる主観的なものであるため、いずれの最小限主
義的哲学言語も万人の満足を得られない 
・いくら語彙数を少なくしたところで、概念の数が減るわけではない。覚えねばならない概念数は自然言語
の学習と変わりない 
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・多義語が多く、解釈が人によって異なるリスクが高く、意思疎通がきちんとできないリスクが高い

これを踏まえて結論を述べると、制作においても学習においても、最小限主義的哲学言語のレーゾンデート
ルには合理性がない。

語法論 ――人工言語の見えない心臓

人工言語学研究会著 2012 年 3 月 4 日初版 Copyright(C) 2012 人工言語学研究会 . All rights reserved.

●エスペラントと語法

人工言語にとって最も見逃されやすく重要なのは、語法である。

エスペラントは西洋語の語法を踏襲した。東洋人のエスペランティストはおしなべて西洋語に精通した識者
である。よって西洋語の語法に合わせるか母語の語法に合わせてエスペラントを使う。

芸術言語は文化を構築し、国際補助語は文化を漂白する傾向にある。 
文化については構築しようが漂白しようが一向に構わない。文化制作から逃げようと思えばいくらでも逃げ
られる。むしろ国際補助語については漂白、すなわち捨象すべきとすらいえる。 
だが語法はそうはいかない。いずれの場合でも、オリジナルの語法制作を放棄するわけにはいかない。 
アプリオリであろうとアポステリオリであろうと、オリジナルの語法を持たねば、異なる母語話者間で意思
疎通を正確にすることはできない。

エスペラントはこの問題に対処しなかった。西洋人と西洋に傾倒した東洋人によって培われてきたためであ
る。 
現在エスペラントの語法は事実上漠然とした印欧語族の言語群の語法の踏襲であり、無意識に形成されたア
ポステリオリな語法である。 
ザメンホフがしっかりと語法を設定しなかったことが、エスペラントの欠点である。

2012 年現在においてでさえ、アメリカの人工言語関連の掲示板に顔を出すと、東洋人が来るのは珍しいと
物珍しがられる始末である。ネットが普及しても西洋と東洋の文化的な隔たりは大きい。 
ということは 100 年以上前に作られたエスペラントが西洋と東洋の語法を合わせて検討しなかったのは仕
方ないといえる。というか時代的に考えて、そもそもザメンホフには無理である。

●アルカと語法

一方、アルカは西洋から東洋まで幅広い母語話者によって構築されたため、早くから語法の問題に直面して
いた。 
20 世紀後半において西洋と東洋が接触すると、大抵は東洋人が西洋人に擦り寄るのが現実だった。 
西洋のほうがおしなべて経済力も軍事力も科学力もあり、東洋は西洋に対する憧れを少なからず持っていた
ので、仕方がないことであった。 
当時の日本からアメリカへ留学する率とその逆の率を比べても、そういうことはすぐ分かる。

そんなご時世にもかかわらず、アルカは 1991 年という早い段階から西洋主導のやり方に侵されていなかっ
た。 
最も原始的なアルカは花言葉を使ったアプリオリの暗号であり、次に原始的なアルカはこれもまたアプリオ
リな暗号であった。 
後の 1991 年にできたアルカは日本語とフィンランド語のピジンからできた言語であった。どちらも印欧語
族でない点で、最初からやや特殊であった。 
その後、西洋人が中心ではあるものの、母語の異なるメンバーが流入した。確かに西洋人の割合は多かったが、
その集団の代表格の一人であった私が日本人だったため、日本語圏の力が強かった。 
つまりアルカは西洋語、とりわけ印欧語族の語法に浸食されなかったということである。

●語法問題：問題に気付いた言語屋と気付かなかった言語屋

さて、 90 年代なかばになってメンバーが急増すると、語法が問題となった。 
なにせ様々な母語を使う話者の集まりなので、同じアルカを使って話したところで、語法の食い違いのせい
で意図が正確に通じないのである。

例えば「公園」はある言語話者にとっては「広い」ものだし、ある言語話者にとっては「大きい」ものである。 
同じく「川」はある言語話者にとっては「幅広い」ものだし、ある言語話者にとっては「大きい」ものである。 
エスペラントでは英仏の large や英語の vast を参考に、「広い公園」を larĝa parko や vasta parko などと
言う（vasta parko のほうが一般的）。そのまま印欧語族の語法を踏襲している。

英語にもフランス語にも日本語の「広い」にぴったり当てはまる単語は存在しない。そしてエスペラントは
やはり西洋語の一種だけあって、日本語の「広い」にぴったり当てはまる単語を持たない。 
もし日本人がエスペラントを使うなら、結局は西洋語圏の語法感に合わせるか、日本語式の発想の誤ったコ
ロケーションを使うしかない。 
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これは国際補助語としてはゆゆしき問題である。なにせユーザー間で語法が統一できていないのだから、意
思疎通が正確にできないのは火を見るより明らかである。 

国際補助語としては語法が特定の自然言語に依存しているのはよろしくない。ユーザーにとって不公平感が
あるからである。芸術言語ならまだ良いが、国際補助語では致命的である。 
にもかかわらず、この語法問題があまり注目されていないのはなぜか。それは異なる母語話者が対等な立場
で特定の人工言語を使用した実績がないためである。 
簡単にいえば、言語を作るだけ作って使用実験をきちんと色んな外国人との間で何年にもわたって行なって
こなかったから、語法問題の存在そのものに気付かなかったのである。

エスペラントの場合、西洋人は西洋語の語法を、東洋人は西洋語が既にできる識者が多いので西洋語の語法
を使用する。西洋人と東洋人のユーザーの関係が対等なものになっていない。 
結局東洋人が西洋人に合わせているというのが実情である。それもそのはず、 2012 年になってもアメリカ
の人工言語の掲示板で日本人が珍しがられるのが人工言語界の実情なのだから。

思うに、 2012 年現在、地球上で異なる多数の母語話者が西洋偏重の語法なしに人工言語を使用した例は、
アルカしかないのではないだろうか。 
なぜそう思うかというと、あらゆる人工言語が語法についてあまりにも考察をしていないためである。

以前日本人の人工言語に関する知識があまりに貧弱なため、義憤でかつての新生人工言語論を作ったときと
似たような気持ちがある。 
ざっくばらんに言うと、「お前ら語法なめすぎ。絶対その言語使ってないだろ。外人どもと使い合ってりゃ、
絶対語法に目が行くはずなんだよ」という思いで満ち満ちている。 
正直、本稿のタイトルを「語法論」ではなく「語法なめんな」にしたかったくらい、憤りがある。

アルカの場合、 90 年代中頃には既に語法が大きな問題となっていた。 
ユーザーによってコロケーションが全然異なることなど日常茶飯事で、相手の言っていることを理解するの
が難しかった。

我々日本人は「最後の日曜日」と言われると人生最後の日曜のことかと勘違いするが、これは単なる last Su
nday の直訳である。 
last は最後という意味だが、最後なので「直近の」という意味もあり、先週のという意味に繋がる。 
相手が「先週の日曜日」という意味で喋ってきても、それを我々は「最後の日曜日」と受け取る場合がある。
その場合、相手の意図を理解できるかどうかは怪しい。

アルカではこのような問題がたびたび起こった。もううんざりするほど起こった。正直当時の会話は実際に
は数割程度しかきちんと通じていなかったのではないだろうか。 
アルカをメインでやっている人間が日本人の少年とフィンランド育ちの少女であり、サブでやっている人間
が大半西洋人だったため、西洋語の語法が優勢になることがなかった。 
優勢な語法が存在しなかったため、かえって共通の語法がなく、それゆえ語法が互いに通じないという問題
が起こったのである。

パワーバランスに偏重があるエスペラントではこの問題が起こらず、逆にそれゆえに語法問題は捨て置かれ
たのである。 
だが考えてみてほしい。国際補助語ならなおさら特定の言語の語法に依存してはならないのである。 
芸術言語であるアルカが国際補助語よりも語法についてしっかり考察してあり、よほど国際補助語然として
いるのは、皮肉にも面白い現象といえよう。

●語法問題の具体例

我々がアルカを運用していて語法の一致を見ないせいで意思疎通に苦しんだ例は枚挙にいとまがない。その
うちの一部を具体例として挙げる。 
これらのコロケーションに関してあなたの言語がどう処理するか、またいかにエスペラントが考えなしに西
洋偏重の語法を選択しているか、考えてみてほしい。

ページをめくるの「めくる」は何というか。では逆にページを戻す場合は何というか。 
アルカでは、ページをめくるのは紙を裏返す動作だから、ページを裏返すと表現する。 
逆にページを戻るにはページを表返すというような表現をする。「紙を裏返す」という物理的な動作をその
ままコロケーションに用いるため、「めくる」に比べてどの国出身の人間にも理解されやすい。

傘を差すの「差す」は何というか。アルカでは「開く」ないし「機能を発揮する」という動詞を使う。物理
的な動作に即しているので万人に理解されやすい。 
日本語では傘は「差す」ものだが、中国語では「打」するものである。一方、英語では open するもので、
フランス語では ouvrir するものであるから、どちらも「開く」ものである。ではエスペラントはというと、
やはりというか予想通り西洋語の語法をそのまま踏襲して malfermi すなわち「開く」ものである。決して「打」
だの「差す」だのという表現は用いない。 
他方、会議を開くの「開く」は何というか。アルカでは「催しを行う」という動詞を使う。これは「機能を
発揮する」と同じ語形の動詞であり、汎用性が高い。
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トイレを借りるというが、トイレは借りるものなのか。いや、使うものである。返しもしないし持って帰り
もしないので、この借りるは借りるの本来的な語義ではない。よってアルカでは「使う」と表現する。

大きな数は「大きい」のか。高カロリーは「高い」のか。大きな質量は「大きい」のか。 
風は「強い」のか。水の流れは「激しい」のか。 
これらの表現に使われる形容詞は言語ごとに面白いほど食い違い、混乱の種となる。 
これらに関して、アルカではいずれも「程度が甚大である」という汎用性の高い形容詞を用いて表現できる。 
この形容詞のおかげで「大きい」や「高い」の比喩語義を宛てがわずに済み、万人にとって理解されやすい。

なお、語法はコロケーションだけの問題ではない。 
「唇」はどこからどこまでの範囲を指すのか。英語の lip は日本語の唇より範囲が広い。 
あなたの言語ではどうなっているのか。 

「水」は「お湯」と区別されるのか。英語や韓国語では水とお湯は単語レベルで区別されないが、日本語で
は単語レベルで区別される。 

「書く」はどこからどこまでの範囲を指すのか。文字なら書くだろうが、絵なら描くではないか。絵でも書
くという言語はあるのか。また絵文字なら書くなのか描くなのか。どこまでが書くの範囲なのか。そういう
ことも決めねばならない。

語法というのは単語の使い方であるが、具体的にはその単語の意味の範囲と、その単語が別の単語とどう組
み合わさるのかという組み合わせの問題に大別することができる。 
人工言語の制作者はこの 2 点について語法を設定していかなければならない。

どうだろう。あなたはきちんとこれらの問題について考えてきただろうか。一人で机上の空論で言語を作っ
ているだけではぶち当たりにくい問題である。 
仮にその言語を実用したとしていても、日本人同士ないしアメリカ人同士などで用いていたら、共通の語法
がある間柄なので、なかなかこの語法問題には気付きにくい。

アルカのように複数の異なる母語話者の間で長年使用してこそ気付く問題なのである。 
もちろん、本稿を読んだ読者はこの限りではない。そのような実験をすることなしに、この問題に気付くこ
とができる。

・語法と文化

なお、「虹」は何色かというような問題は、語法半分文化半分といった問題である。語法の一種ではあるが、
文化寄りの記述であることは否めない。

語法記述と文化記述はしばしば弁別しづらい。それだけに文化を漂白し、語法だけをオリジナルで作るのは
あまり現実的ではない。少なくとも不自然である。 
それゆえ私は文化を漂白すべき国際補助語において自然言語並みの作り込みができるとは思っていない。

まず、文化を漂白するという行為自体がそもそも言語からして不自然な行為である。 
その上、文化記述の一部が語法記述の一部と重複し、かつ語法記述に関しては捨象することができない事実
を考えると、自然言語並みに作り込まれた国際補助語制作というのは現実的ではない。

言い換えれば、国際補助語では自然言語並みの作り込みを持った本格的な人工言語を作るのは不可能ではな
いかと私は考えている。

●最大公約数的語義による語法の漂白

人工言語が語法において取るべき措置とはどのようなものか。

まず、アプリオリでもアポステリオリでもいいから、オリジナルの語法を設定すること。 
エスペラントは成り行き任せで西洋語圏の語法を獲得したが、それは設定してそうなったのではなく、自然
とそうなっただけである。 
語法についてきちんと作者が考察しなかった時点で言語制作としては不十分である。「まぁ言語学専攻でも
ない眼科医だからそんなもんだろう」と私は思っているが。

アルカは共通な語法がなかったので、必然的にオリジナルの語法を設定することになった。90 年代中頃の
ことである。 
最初は言語学の知識をメンバーが持っていなかったため、アポステリオリの語法であった。 
しかしアルカの目指す方向性が異世界の芸術言語という設定に変化していくうちに、アプリオリで語法を持
たせることになっていった。

次に、アプリオリでもアポステリオリでも、語法を漂白するか否か決めねばならない。 
語法の漂白は最大公約数の語義を得ることで実現できる。 
例えば日本語では「広い」は面積に使うが、「広い手」とは言わず「大きな手」という。 

「広い」は単純に面積の甚大さを指す言葉ではない。場所性の有無など、いろいろな要因が絡まっている。また、
「心が広い」などのメタファー語義もある。 
一方、英語の large には「大きい」や「広い」の意味があり、フランス語の large には「幅広い」などの意
味がある。 
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これらの言語の単語に共通する語義は「面積の甚大さ」であり、その語義が「広い」や large の最大公約数
である。

複数の異なる母語話者で言語を使用する場合、最大公約数の語義を使用すると、誤解なく意思疎通できる。 
我々は 90 年代中頃の混乱を経験し、最大公約数の語義を得ることで、ユーザー間で異なる語法を漂白して
統一することができると知った。知識ではなく体得、環境への適応といってもよかった。 
こうして現在でもアルカで「広い」を意味する han は原則として「面積の甚大さ」しか表さない。 
従って手は「大きい」ものでなく「広い」ものであり、公園も「広い」ものであり、机も、そして場所性の
ない紙すらも「広い」ものである。

日本語は「広い公園」とは言えるが「広い紙」とは言わない。これは「広い」に場所性が関与しているからである。 
アルカの han は「面積の甚大さ」しか示さない――最大公約数的な語義しか持たない――ので、「広い紙」
といえるのである。 
最大公約数的な語義であるから万人にとって扱いやすい。迷わずコロケーションを選択することができる。

この特徴は本来国際補助語のエスペラントが持つべきものである。にもかかわらず芸術言語のアルカが持っ
ているのは皮肉であろう。本質的にはアルカのほうが国際補助語に向いているのだ。 
それはそうであろう。アルカの語法はエスペラントと違って多民族の青少年たちが泥臭く青臭い人体実験の
果てに構築したものなのだから。 
西洋語偏重であったエスペラントに比べ、アルカは早くから語法の重要性に着目していた。西洋語に偏重し
ない環境では互いに語法やコロケーションが通じないことを肌で知っていたからである。 
なお、もし私が国際補助語を作るなら、語彙はアポステリオリにし、語法は最大公約数を得るようにするだ
ろう。

●芸術言語としての語法と語義の拡張

アルカは芸術言語なのにもかかわらず、むしろ国際補助語が持つべき漂白された語法、すなわち万人にとっ
て扱いやすい語法を持っている。 
これは 90 年代のアルカが芸術言語でなく符牒言語、広義の国際補助語であったためである。

しかし 2012 年現在は芸術言語なので、漂白された語法だけでは文芸的に物足りない。 
そこであえてメタファーなど人間の認知能力を用いた比喩的な語義を単語に与え、語法を漂白させない方向
に傾けている。

例えば「語彙」は日本語では「大きい」ものだが、アルカでは「高い」ものである。 
これは語彙というものを単語という煉瓦の集積で積み上げた塔と見なしているためである。 
このような比喩的な語義を「高い」という単語に与えることで、脱漂白化し、芸術言語としての価値を高め
ている。

このような措置ができるのは、 90 年代から 00 年代前半に起こった語法の漂白により、メンバーがアルカ独
特の語法を肌で覚えたためである。 
アルカ独特のアプリオリの語法を獲得してしまえば、比喩語義を拡張してもユーザーは迷うことなくアルカ
の語法を使い続けることができるのである。

●語法制作の手順

アルカは符牒言語としての広義の国際補助語に端を発し、芸術言語に落ち着いた。 
その過程で語法も漂白から脱漂白の流れに移行した。

では芸術言語を作る場合、最初から脱漂白しておけばよいのだろうか。私はそうは思わない。 
特にアプリオリで語法を組む場合、最初に漂白しておかなければ、恐らく作者の母語や習得した言語の語法
をそのまま踏襲してしまう恐れがある。 
アポステリオリならそれでもまぁよいのだが、アプリオリだとわりと致命的である。 
そこで一旦漂白作業をしておいて、そこから最大公約数の語義に比喩語義などの拡張語義を追加していくの
が上等なやり方といえよう。

●世界の現実

このような人工言語の語法論を頭の中に入れ、体に染み込ませているのは、地球広しといえど我々アルカと
その影響下の言語だけである。 
アメリカで有名な人工言語制作者のマーク＝ローゼンフェルダーは、自身の言語が別の惑星の言語であるに
もかかわらず、語彙がアポステリオリで地球のものになっているというご都合主義を採っている。

初心者でもすぐにご都合主義だと気付きやすい語彙に関してすら彼はこの体たらくなのだから、語法などに
気が回るはずもない。同様に、欧米の他の論客もここまで語法について経験し考察してはいない。 
あなたは奇しくも世界中で最も先んじた、恐らく数十年から数百年未来の人工言語界の常識を今読んでいる
のである。

せいぜい世の中の人工言語屋は「単語が西洋語に偏重していては不公平だから」などと言って、アプリオリ
な最小限の語彙数を持った工学言語を作るか、世界中の様々な言語から語彙を取り入れた国際補助語を作る
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かといった程度の貧弱な発想しか持たない。 
さらにもっと下らないレベルでいえば、 SVO だとか SOV だとか、あるいは NA だとか AN だとか、そういっ
た語順のような基本的すぎる、ピアノのハノンレベルの問題でくだを巻いているだけである。

私に言わせれば、語彙だ語順だといったレベルで言い争っているようではまだまだ浅い。 
その言語を実用していない、作り込んでいないのがバレバレである。

語法だコロケーションだといった細部に目が行くようになると、ようやっと人工言語屋として上流である。 
ところが欧米にも日中韓にもそのレベルに達している人間がおらず、それどころかそのレベルの存在自体に
気付いていない、山の高みが分からない人間ばかりが跋扈している。 
それが現実である。そして私はその情けない現実を変えたいと思っている。そうしてこの記事を執筆した。
本音を言えば、国語の教科書に載せたいくらい啓蒙性の強い文書だと考えている。

●人工言語の出来を評価する方法

人工言語の作り込みを評価する方法はいくつかある。 
例えば辞書の語彙数と一語当たりにかけた時間の積算。語彙数が少なければ労力が少ないし、一語当たりの
記述量や考察量が少なくても労力が少なく、そのような言語は粗製乱造でしかない。

単語数だけ無駄に多くて一語当たりの考察や記述が足りない言語は作り込みが足りない。 
作り込みは語彙数と一語当たりにかけた労力の積算で求められるものだからである。

このように語彙の作り込みで言語の作り込みを計るのはすぐ思いつくが、意外と思いつかないのが語法であ
る。 
語法をきちんと設定しているか。漂白作業の後に拡張語義を追加しているか。基本語を数十個でもさらって
この点を評価すれば、その言語がどれだけ作り込まれているか分かる。 
さらにその作業が行われていれば、その言語は複数の異なる母語話者の間で実用された実績を持つことも推
定される。 
ただし、もしこの記事を読んだ人間であれば、複数の異なる母語話者の間で実用された実績を作らずとも語
法を作り込むことができるので、その言語が複数の異なる母語話者の間で実用された実績があるかは推定で
きない。

●神話の中の語法

ここからは非現実的なファンタジックな話。お勉強ではない。 
異世界の神話の中で、アルカの語法はどのような扱いを受けているのだろうか。 
下記に語法の起源について述べた文章を挙げた。

アルカは語法に重きを置く言語だけあって、神話の早い時点で既に語法について言及している。 
それほどまでに人工言語にとって語法というのは重要ということである。

なお、これはあくまで神話なので、エーステ理論というファンタジックな解釈を持ち出している。 
神話上で地球の言語学をしているわけではない。その点には注意されたい。

ちなみに、下記程度の文章さえも訳すことのできない人工言語が多すぎるのも問題である。

というより、人工言語の 99% は下記の文章が訳せない。そこまでの語彙がなく、文法も確立しておらず、
語法も文化も設定されていない。 
まったくゆゆしき事態である。

エーステ理論

彼らはある物質や概念が持つ本来的な名前を聞く能力を持っていた。エルトはエルトという名を定められる
べく生まれた存在で、サールも然りである。ゆえに彼らは相手に自分の名を言われた際、それが確からしい
と感じた。 
これをエーステ理論という。エーステ理論では、あらゆる概念は固有の信号を持つ。その信号は 0 と 1 の集
積であるが、音声や光の波長などに規則的に変換することができる。例えば手を丸めて拳を作る。そして手
首を含まずこの拳部分だけを指す概念の信号を得て、その信号を音声変換すると [baog] のようになる。正
確にはその音声は [baog] ではない。 
人間が舌や口腔や肺臓を使って近似的に表現した音声が [baog] だというだけの話である。 
エルトとサールは自分たちの身体が表現できるあらゆる音声を、 30 個の音韻に押し込めた。その 30 個の音
韻とは、後のアルカの音韻に S, Z, H, L を足した 29 音と、そこにシュワーを加えたものに等しい。 
この音韻を使うと、拳を表す信号は /baog/ と表現することができる。こうして神々は概念が発する固有の
信号を音韻に変化し、語彙を膨らませていった。

彼らは物だけでなく概念や行為や状態の名前も知っていた。例えば愛するという行為は tiia という名前を
持っていることを知っていた。 
上下のような形のない概念や、大きいのような形のない状態についても適切な名前を知ることができた。こ
ういった概念の名前を彼らはエーステと呼んだ（名詞以外の獲得）。
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語法の起源

なお、拳に手首を加えると途端にその概念は baog からかけ離れた信号を発するようになる。 
愛するという行為も語法が変化するとエーステが変化してしまう。エーステは少しのことで変化しやすい。

例えば水のことはエーステで eria というが、これは 0 度の H2O のことであり、泥が入ったり不純物が入っ
たり気体になったり液体になったり温度が変わったりするとエーステが途端に変わってしまう。 
これではエルトとサールが日常生活をしていて目にする水は全て異なったエーステで呼ばねばならない。こ
のような言語は不便であると彼らは感じた。 
そこで彼らは eria の温度や多少入った泥などの不純物を気にせず、すべて共通してこれらを eria と呼ぶこ
とにした。つまり特定のエーステで他のエーステを代表させることとした。つまり一般的に水だと思われる
ものをすべて eria と呼んだわけである。 
このとき初めて語法の概念が生まれた。 eria は少し泥の入った水と真水の両方を指し、水とお湯の両方も指
す。しかしワインや果汁は eria ではなく、 eria とは弁別される。つまり eria が何を指して何を指さないか
という語法が生まれたわけである。 
 あらゆる概念をエーステで表現すれば語法は不必要であるが、単語に意味の範囲を与えたことで語法が発生
した。

eestemiir

luus til envi len ser est xano le tul o jip alxa t il. elt et xal le til est del elt xanol kok saal. alson luus nak 
estfit t'ole et daz im estik yu ole. 
el ku tu et eestemiir. xalt eestemiir, il jip til  tex enta. tu tex et lad kon 0 o 1. el miyu sen tu tex a 
fo az far wen haas zettel. 
re lad baog vol bik las. jip del tu vaik tixen tan k til xe tex, see el xim sen fo del [baog] ol miyu tu 
tex a fo. kils, tu fo de [baog]. tio, fo  yut lan le til vesn, kuojim, sapm wen et myul a fo del [baog] da. 
elt o saal aajik 30 lim it il feet le nosse foz se n kon main nossel. tuus 30 lim et lim t'arka le luna sil 
seta, fok lim del S, Z, H, L, alfok q d el seetvesto. 
el volt sen tex l'eks baog lex /baog/ kon tuus lim . yan kon tuus lim, mirok sein soror ilvet vol miyund 
tex enta le jip alxa til a xe lim sein.

luus ser est xano t'en tul hot tet jip, sool, kook  tan. ova luus ser sool del tiials til est xano del "tiia".

luus ser est daz on jip le si mo ovaen xtar, fok k ook le si mo ovaen kai. luus anx tuus est lex eeste.(xim 
t'en asa)

moms e vetyolom 

ol el kav em tank a baog, im tu foni, tu jip til e m tex l'et enk tinka xalt /baog/. 
sool del tiials tan til em eeste enk ol tu sool ti l em vetyolom enk. eeste et dimiyu. tu em sen miyu so
fel.

ova, eeste t'er et "eria". tu eeste eks A2Z le til  gol 0. tu eeste em sen miyu sofel. ol er til bet ul 
robitul, ul ol tu et sap az esi, alul sa f tuul ik miyu, son eeste tuul ik miyu kon foni. 
hayu elt o saal anx fal il er le luus ins fol ikn  skol kon eeste enk. ya, ko eeste taten ko pit t'er. hayu 
luus nak gaato eld et eno vart xalt ikn  skol. 
son luus jalik nosse anx van er dipit lex "eria" k ont sek saf t'er, robitul poten er ovaen bet kalo. alfi, 
luus japik xe eeste lex eelet t'ees te alt sein. alalfi, luus jalik nosse anx van les et kuyu er lex "eria" da. 
see im tu foni, jip del vetyolom fiasik."eria" ek s er le til bet kalo kont eks er le til yuu. fok tu eks 
xiria ont axer. tal rei ont ane de "eria". tuus et velx it "eria". alfi, im tu, vetyolom del eria eks to 
fok tu en eks to fiasi k da. 
el bas vetyolom ol volt il jip kon fe eeste. tal e ld luutes ximik vetyolom im foni del nosse fitik lot 
t'eks a vet.

一意的で完全な抱合語 ――ゲーデル数の利用による一意的で完全な抱合語の

構築への試論

人工言語学研究会著 2012 年 4 月 1 日初版 Copyright(C) 2012 人工言語学研究会 . All rights reserved. By 
ID-03.

・一意的で完全な抱合語

本稿はゲーデル数の利用による一意的で完全な抱合語の構築への試論である。 
完全な抱合語はあらゆる文が 1 語で構成されるものを意味するものとする。 
概念の数は無限である。 
言語 E (eld) の語彙を I (ilvet) とする。I は事実上有限であり、形態素 e (esa) を l (leimalx) 個持つ。 
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形態素 e は無限の概念から任意の概念を写像として有し、固有の自然数を宛てがわれる。ゆえに I は可算集
合である。 
E の葉ノードを t (tekarko) とする。t の集合を T とする。各 t には互いに異なる素数を宛がう。言語の葉ノー
ドは事実上有限なので、 T は有限個の可算集合である。 
任意の t を tl とする。任意の e を ew とする。 
E の文を v (vok) とし、v の集合を V とする。 
任意の v はゲーデル数を用いると t1^ew1*t2^ew2*...*tl^ewl で表現できる。 V の外延は互いに同一な自然数
を持たない。ゆえに E は一意的で完全な抱合語である。以上。以下補遺。

各葉ノードの順序を入れ替えても算出される自然数は同一であるため、 E の形態素の順序は自由である。こ
れは非抱合語でいうところの語順が自由であることと同義である。

・幻英への応用

構文木を用いて miir kui miik (Mir eats the apple) を構文解析する。 
ここで上記とは別個に文全体を V (vok)、名詞句を AS (asasevet)、動詞句を YS (yuosevet)、名詞を A (asa)、
動詞を Y (yuo)、限定詞を J (jian) とする。 
V は A = miir (Mir) と YS = kui miik (eats the apple) に分かれる。YS は Y = kui (eats) と AS =miik (the 
apple) に分かれる。AS は J = M (miut)(the) と A = miik (apple) に分かれる。 
このとき動作主、動詞、限定詞、対象はすべて T の要素であり、各単語はすべて I の要素である。なお、こ
の文における限定詞は対象の限定詞である。

仮に各葉ノードに次のような素数を宛がう。

動作主 = 2  
動詞 = 3  
対象の限定詞 = 5  
対象 = 7 

仮に各単語に次のような自然数を宛がう。つまり概念から単語を切り取り、各単語にそれぞれ固有の単語番
号を付けたということである。アルカには限定詞がないので the の部分は空を意味する miut を宛がう。

miir (Mir)= 1  
kui (eats)= 2  
miut (the)= 3  
miik (apple)= 4 

すると miir kui miik (Mir eats the apple) という文は 2^1*3^2*5^3*7^4 = 5,402,250 という自然数で表す
ことができる。この自然数は一意的であり、他のあらゆる文と重複しない。 
このように、ゲーデル数を用いてあらゆる言語のあらゆる文に対し一対一となるような一意的な文を算出す
ることができる。このことは抱合語だけでなく膠着語や屈折語や孤立語にも適応することができる。

構文論 ――構文数と構文的な成句が少ないほど、その言語は習得しやすく使

用しやすい

人工言語学研究会著 2012 年 4 月 3 日初版 Copyright(C) 2012 人工言語学研究会 . All rights reserved.

人工言語を習得し使用する際、障壁となるのが語法と構文である。 
ある言語が持つ構文の数が多ければ多いほど、その言語は習得しづらく、使用しづらい。 
しかしほとんどの人工言語は作者の母語や参照言語と同程度に複雑な構文を持つ。 
本稿では人工言語と構文について考察する。

・最小の構文数

最小の構文数は理論上 1 である。 
構文が 1 つしかなければどの構文を選択すればよいか迷うことはない。 
国際補助語など、普及を目指す言語であればあるほど、構文数は減らすべきである。

・英語初学者と構文

英語の基本語順は SVO であるが、実際にはこのとおりにならないことが多い。 
筆者は英語教育界に 10 年以上携わっているが、英語初学者を観察していて感じるのは、構文が複雑になる
ほど誤答が増えるということである。

例えば You play soccer. に対し You can play soccer. は比較的速やかに作れるが、これを What do you 
play? に変形できる者は少ない。 
これは You play soccer → Do you play soccer? → Do you play what? → What do you play? という複雑
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な操作を脳内で行わなければならないためである。 
ネイティブであれば What do you というチャンクをそのまま覚えるので問題ないが、外国語として学習し
ている人間にとっては上記のような構文操作をしなければ正解にたどり着けない。 
たいていの学習者は結局 What do you play?が覚えられないまま終わるか、 What do you play?というフレー
ズをそのまま暗記する。上記の構文操作を使って覚える理論的な学習者はあまりいない。これが教育現場の
実態である。

You can play soccer. は作りやすいが、 What do you play? は作りにくい。これは英語の基本構文からの差
異が激しいためである。結局、 what do you ～ ? という構文を新たに覚えるのが実情である。

英語にはたくさんの構文があり、 SVO をそのまま適用できないケースは多々ある。倒置構文然り、強調構文
然り、省略構文然り。

・フレーズのカプセル化

さらに数語からなるフレーズがひとつの意味を持つ場合があり、これも習得の妨げとなる。 
in order to, so that S can, see to it that などなど、枚挙に暇がない。

もしこれらのフレーズがひとつの前置詞や接続詞で表現できれば、非常に学習者にはありがたい。 
外国人にとってフレーズというのは単語よりも覚えにくい。学生時代に単語は覚えられたのに句動詞で苦労
したとか熟語で苦労したという人は多いことだろう。 
人工言語制作においては複雑な意味を持つフレーズはひとつの単語にカプセル化したほうが良い。そのほう
がノンネイティブにとって覚えやすいからだ。 
フレーズをカプセル化することで、覚えねばならない構文数も減り、学習効率と運用効率が向上する。

・韓国語が日本人にとって簡単な理由

韓国語はアメリカ人にとっては難しいが、日本人にとっては英語より簡単である。 
その理由は多くの漢字語が共通していることと、多くの構文が共通しているためである。 
例えば「高速道路が便利」は「고속도로가편리」であるが、カタカナにすると「コソクドロガ ピョンリ」で
あり、ほとんどそのまま日本語に聞こえる。 
  
日本語と韓国語の構文は非常によく似ている。以下に例を示す。

日：アルバザードは私の住んでる惑星アトラスにある国だよ。 
韓：아르바자드는 내가 사는 별 아톨라스에 있는 나라야 . 
英：Arbazard is a country in Atolas, the planet where I  live. 
仏：Arbazard est un pays en Atolas, la planète où je vis. 
エス：Arbazard estas lando en Atolas, la planedo kie mi loĝas.

まず日本語に対して英仏の構文がまるで異なっていることは一見して分かる。 
韓国語であるが、아르바자드はアルバザードという固有名詞。는は「～は」。내가は「私が」。사는は「住んでる」。
별は「星（惑星）」。아톨라스에は「アトラスに」、있는は「ある」。나라야は「国だよ」。 
ただ単語が変わっただけで、構文がまったく何一つ変わっていないのである。このように形容詞節を含んだ
複雑で長い文章にもかかわらず、みごとに構文が一致しているのは驚くべきことである。 
そしてそれゆえに日本人が韓国語を学ぶ際は、構文について学ぶ割合が非常に少ないため、日本人にとって
韓国語は学びやすい言語といえるのである。

一方英語の構文が明らかに異なることから、日本人は英語独特の構文の使い方を学ぶ必要がある。そして英
語の構文は日韓同様ひとつではなく非常に多いのだ。それゆえ日本人にとって英語は韓国語よりも習得が難
しい。 
逆に英仏間はまったく同じ構文を取ることからも、アメリカ人がフランス語を学ぶのは日韓語を学ぶより簡
単であると分かる。

ちなみになぜ人工言語で構文論があまり問題にならないかというと、人工言語の代表格であるエスペラント
が上で見たように国際語の英語と同じ構文を取るためである。 
人工言語をやる人間はたいてい西洋人か英語のできる東洋人なので、英語を受け入れるようにエスペラント
の構文を受け入れることができる。 
結局多くの人工言語屋は西洋人の構文様式に合わせてしまうので、ここで述べたような構文論に気付かない
のである。アルカのように多国籍でしかも英語のネイティブがいない環境で育った人工言語でなければ気付
かないことである。

・アルカの構文数

アルカは芸術言語であるが、実態は多国籍の人間の間で培われた言語であるため、国際補助語以上に国際補
助語然としている。 
語法論で述べたとおり、アルカは最大公約数的な語法を持つ。これは多国籍の人間が同じ言語を用いたとき
に意思疎通に齟齬が生じにくい仕組みである。
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語法と同じように、アルカは構文についても国際補助語以上に国際補助語らしい性質を持っている。 
ふつうの国際補助語は構文について何も考えず、ただ作者の母語か参照言語の構文をそのまま流用する。上
で見たエスペラントのように。 
90 年代前半まではアルカもそうであったが、それでは誤解が耐えないということで構文数が縮小されていっ
た。 
01 年に制アルカができたときには、既にアルカは原則として 1 つの構文しか持たない言語になっていた。

アルカが唯一持つ構文は SVO である。どんなに複雑な文でも SVO 以外の構文を取らないため、センテン
スによって個別の構文を覚える必要はない。 
例えば上記の You play soccer. は ti (you) ar (play) viedgek (soccer). であり、SVO である。そして What 
do you play? は ti (you) ar (play) to (what)? であり、構文が変化しない。

次の例を見てみよう。

日：アルバザードは私の住んでる惑星アトラスにある国だよ。 
幻：arbazard et kad kaen atolas le non xalm. 
  
S: arbazard  
V: et  
O: kad kaen atolas le non xalm  
注）アルカには SVC と SVO の差がない。

形容詞節を含んだ複雑な文でも構文は変化しない。 
形容詞節 non xalm の中も見てみよう。きちんと SVO になっている。

S: non  
V: xalm  
O: 先行詞と同一なので省略

アルカではどれだけ文が複雑になっても SVO の入れ子構造ができるだけであり、構文はたったひとつしか
存在しない。 
そのため習得しやすく、作文するときも容易である。

英語の倒置構文と比べてみよう。

日：よもやそんなところで彼に会うとは思わなかった。 
英：Never did I expect that I would see him there. 
幻：tu at lood tinka xel an densik la beke.

英語は明らかに SVO 構文から逸脱している。倒置構文を別個に覚える必要がある。ではアルカはどうか。

S: tu  
V: at  
O: lood tinka 

その後に格詞節（前置詞句） M であるところの xel an densik la beke が来ている。この内部構造は――

S: an  
V: densik  
O: la  
注）beke は ka beke の略で、前置詞句で、要素としては M であり、SVO 構文を崩すもので 
はない。

つまるところアルカは構文が SVO しかなく、あとは随意に M が後続するだけである。 
すなわちアルカは SVO(M) という構文以外を持たない。文がどれだけ複雑になってもこの性質は変わらない。 
注）アルカにも倒置構文があり、 xion inat lein を yul lein sol xion inat とすることもでき、 OSV の語順に
することもできる。SVO を変形しているという意味では例外的な存在である。 
これは多国籍の人間同士で使う際に非常に重要になる要素だが、ふつうの国際補助語は多国籍の人間の間で
使った実績がないので、これがいかに重要なポイントであるのか気付かない。

語法と構文をきちんと考察していない人工言語は、多国籍の人間の間で使えない。 
もし使えるのならば、その場合は単に特定の語法や構文に周りの人間が合わせているだけである。例えば東
洋人が西洋語の感覚に合わせてエスペラントを使うように。 
だがそれでは平等でもなんでもなく、少なくとも国際補助語としては失格である。

・構文的な成句とアルカ

アルカにも成句のようなフレーズは存在する。 not only but also は en t hot tet k tan である。 
実はこういうものも学習者にとっては負担である。「～だけでなく～も」を表す一つの単語を作ったほうが
合理的である。
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アルカはこういった構文的な成句もできるだけ少なくするよう努めている。 
例えば「～せざるをえない」という構文的な成句は法副詞（助動詞）の teel 一語で表現できるし、"more ～ , 
the more" で表現される「～すればするほど」も milt という一つの格詞（前置詞）で表すことができる。 
このように、アルカでは構文的な成句となるフレーズをできるだけカプセル化しているのである。これのお
かげで学習しやすく、作文するときも楽ができる。

本音を言えば en t hot tet k tan のような構文的な成句はゼロにしたい。アルカが国際補助語なら迷わずそう
するだろう。アルカの場合、単にこのフレーズが定着してしまったので今更変えられないというだけの話で
ある。 
人工言語、特に習得の容易性を売りにする言語であれば、構文的な成句は作らないほうが良い。全て構文的
な成句をカプセル化して一つの単語に収めたほうが合理的である。

・まとめ

人工言語制作において語法や構文は意識を向けられないことが多い。 
だが語法と構文をきちんと考察していない人工言語は、多国籍の人間の間で平等に使うことができない。 
特に国際補助語はこの点を踏まえねばならない。ゆえにこれはエスペラントの欠点のひとつといえる。

構文数は少ないほうが学習しやすく、作文する上でもやりやすい。 
最小の構文数は 1 である。アルカは SVO(M) しか構文を持たない。

構文的な成句も少ないほうが学習しやすく、作文する上でもやりやすい。 
構文的な成句はできればゼロにして、すべて単語で表現できるようカプセル化すべきである。

ただし芸術言語など、学習や運用の容易性を気にしない言語であれば、必ずしも構文数を極端に減らしたり
構文的な成句を減らしたりする必要はない。 
自然言語と同程度に学習しづらい言語でいいのであれば、無理に構文数や構文的な成句を減らす必要はない。 
しかしピジンイングリッシュなどが本場の英語に比べ複雑な構文を避けがちなことからも分かるように、人
工言語も多国籍の人間の間で使うのであれば、構文数や構文的な成句は減らしたほうが実用に耐えうるので
はないかと思われる。

ke と aller の対照言語学 ―アルカのネイティブによる用例と彼女の誤用分析

人工言語学研究会著 2012 年 4 月 4 日初版 Copyright(C) 2012 人工言語学研究会 . All rights reserved. By 
ID-02.

本稿はアルカのネイティブである luxia arbazard の移動動詞に関わる幻仏発話における用例と彼女の誤用分
析である。 luxia arbazard は le 8 mars 2007 （2007 年 3 月 8 日 : 校正者注）に生まれた女児である。彼女
は 3 才ごろからフランス国外でフランス語を教えられはじめた。 
3 才より前にフランス語は耳にしているが教えられてはいない。 2012 年現在ではフランスでフランス語も
使用する。 
本稿は主に ke と aller （行く）に関してそれらの用例と誤用に関して報告する。 
なお、筆者はアルカもフランス語も母語ではない。

・ke の用法

1: 動詞。sol（人）は yul（目的地）に行く 
2: 副詞。～しにいく 
3: 動詞。sol（道）が yul（目的地）に通じている

・aller の主な用法

1: 動詞。行く。Je vais a l'ecole.（学校に行く） 
2: 成句。Tout va bien.（順風満帆だ）これはアルカにはない用法である。直訳すると「全て 
が良く行く」 
3: 成句。Comment allez-vous?（ご機嫌いかが？）これはアルカにはない用法である。直訳 
すると「あなたはどのように行く？」であり、 soonoyun に多少近い印象を持つ 
4: 動詞。～しにいく。補助動詞のように使う。 Je vais voir ma fille.（娘に会いに行く） 
5: 動詞。近接未来。 L'avion va partir.（飛行機がもう出発する） 
6: 成句。Allez. ketta と同じ意味。「さあ」。 ketta の原義が「行く」であることから、アルカ 
と同じ語感を持つ 
7: 成句。Allons. 同上。

aller は学校などの場合は a l'ecole のように a を取るが、 aller chez mon ami などの場合は chez を取る。
対象によって使用する前置詞が食い違う。アルカにはそのようなことはなく統一的である。

目的地が店などの場合は chez を使うと外国人は教えられるが、実際のフランス人は chez の代わりに a を
使うことも多いので注意すべきである。
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・luxia の ke の用例と彼女の誤用分析

女児は ke の代わりに kor を使うので以下にある kor は ke を意味する。なお、副詞の際は ke は ke のまま
で kor にならない。

1: non kor fan benben. トイレに行くの。 
　 luxia は赤ん坊のころ ke が女性で kor になることを速やかに理解した。なぜなら彼女の周りには女性が
多かったからである。

2: non in ke fan yuutxan e. ゆーちゃんを見にいくの。 
　 in fan ke と語順を誤ることが何度かあった。 4 才ごろには自然とその誤りは消えていた。

3:*Maman, je vais parc! ママ、わたし公園行く！ 
    アルカの格組の影響による誤用。前置詞と冠詞が脱落している。 Je vais au parc が正しい。

4:*kor, fit a non! ほら、ちょうだいよ。 
　フランス語の Allez! に感化されて ketta のつもりが kor となってしまった誤用。 4 才ごろによく聞かれた。
本来女性は ketta を使わず leev を使うが、祖父や兄の影響で ketta も知っていたため ketta のつもりで kor 
(=ke) を使ったものと思われる。すぐに本人の中で正しく修正された。

5:*kor, xen xiit! さあ食べようよ。 
　これも kor を leev とすべき誤用。恐らく Allons や mangeons が影響を与えているのではないか。 4 才
ごろに見られた。 kor としているので副詞でなく動詞として認識している模様。すぐに本人の中で正しく修
正された。

6:*mama leev ke in tisse, maal. お母さん、ママがもう行っちゃいそうだよ。 
    maal は ridia （筆者）と等しい。 mama は mel keetoia と等しい。 ke を近接未来の副詞として使ってい
る。フランス語の影響による。 4 才ごろから見られ、 5 才でも直らない。文法的にはアルカ上でも正しいため、
筆者も誤用と気付きにくかった。上記の正確な訳は「お母さん、ママが去りにいきそうだよ」であり、これ
だと意味不明。正しくは mama leev sat in tisse, maal 。

7:*lop ke leev in e. 電車が行っちゃいそう。 
　完全にフランス語の Le train va partir から影響を受けた誤用。アルカの文法的にも非文。ke としている
ので副詞として使っているのだろうが、語順が正しくない。 lop leev sat in e が正しい。

8:*Ils vont avec train. Ils vont avec pied. 電車で行くみたい。歩いて行くみたい。 
　アルカの lain kor kokko lop. lain kor kokko zam. が基底にある誤用。 Ils vont en train と Ils vont a 
pied が正しい。アルカでは zam なのにフランス語では jambe でなく pied としているので、半分は理解し
ているのかもしれない。

9:*Le PC est mal. パソコンがおかしい。 
    Le PC va mal が正しい。 tu sai es avix による誤用。

10:*La jupe est daz a toi, maman. スカート似合ってるよ、ママ。 
　  アルカとフランス語のコード混合。 La jupe va bien が正しいが、基底にある tu lus et daz a tyu, 
mama. に引きずられている。「似合う」に当たる aller bien を知らなかったため、その部分だけ daz a を用い、
しかも etre 動詞で繋げている。幼いころの mel keetoia (1988-) を彷彿とさせるコード混合である。

なお、コード混合は luxia の兄 yult にも起こる。

ridia: te xen du rak, yuutxan. 食べすぎちゃダメよ、ゆーちゃん。 
yult: Ouais. so elf e. ふぁーい。止めとくよ。 
ridia: ren rens "Oui" ist "Ouais" mil tu et xille k al.「ふぁーい」じゃないでしょ、「はい」でしょ。ちょっ
とお行儀悪いわよ。 
yult: Oui, maman. Je dis van "Oui" ist ceci. はい、ママ。僕、それの代わりに「はい」って言うよ。

コード混合はフランス語にない法副詞 van を補うために起こったりしているように思える。 
今のところ yult も luxia もアルカが優位な言語なので、基本的にアルカで何でも表現しようとする。フラン
ス語で話していて語彙が足りないと時折アルカから単語を借りてくる。 
そうやってコード混合が起こっている。彼らのフランス語の語法はアルカのそれである場合が多く、フラン
ス語の視点でいうと間違っているものが多くある。逆にフランス語の語法がアルカに影響を与えて誤用を招
く場合もある。

面白いことに、 Comment allez-vous? に感化され、 soonoyun が soonoke や soonokor になることはなかっ
た。 soonoyun はそれそのものをひとつのチャンクとして脳内に記憶しているのであろう。

今後彼らが成長していくとコード混合は直るのか、彼らはアルカとフランス語を個別に習得することができ
るのか、などといったことが懸念される。 
  
 non dist tu yulfsev a seren sou le nan tiia. 
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