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北 方民族と野生食用植物

はじめに

北方山草会の高野英二さんからアイヌの

食用野生植物のことを書いてはとのお話を

受けたのは、たしか昨年の12月であったと

記憶しておりますo

しかし、わたしは、小学校の一教師であ

り、直接アイヌの人々について調査したも

のが何ひとつとしてもたないことを冒頭に

お知らせしておかなければなりません。

ただ父がむかしから古書庖を経営してお

ったためか、その影響を受けいつの間にか

古書集収歴も2C年を経過してしまいましT匂

幸いにも小生の集書分野の資料が北方関係

ー北海道・樺太千島・極地方面を中心と

するものでありました。これは単に父の影

響だけでなく、北海道を限りなく愛してい

るためかも知れません。一度に給料の数倍

ものお金を何のためらいもなく本代に投ず

ることができたむかしがなつかしく思い出

されます。今まで集めた文献が役立てば幸

いと思いつつ本稿を書きだしております。

さて、アイヌの食用野生植物について記

録されたものでありますが、このことにつ

いては、ぼう大な資料が出版されているこ

とを記憶しております。しかし、一連のつ

ながりを求めて、極地・樺太・北海道とま

とめられた資料については見かけたことが

ありません。このような理由から、ここで

は単にアイヌの食用野生植物のことを紹介

するよりも、北方諸民族の食用野生植物と

石狩郡新篠津村外 山 雅 寛

してまとめてみたほうが意味があるという

結論に達しました。以下、極地より北海道

へと北方諸民族の食用野生植物をながめて

みたいと思います。

一北方民族一

一口に北方民族とL、っても非常に広範聞

に及んでしまいます。本稿では特に北海道

・棒太アイヌ、樺太の先住民族オロッコ・

ギリヤ-:;さらに北方のエスキモ一種族な

どの野生食用植物についての興味あをこと

がらを紹介してみたいと思いますo いわゆ

る極北文化(Pol ar Cu1ture)をつくり

上げてきた人々が野生植物についてどのよ

うなはたらきかけをして、それらを生活に

どのように役立ててきたのかを文献をたど

りながら見ていきたいと思います。

(1) 極北エスキモーの野生食用植物

エスキモ一人は、グリーンランド、カナ

ダ北部、アラスカ、シベリア北東部に分布

する酷寒地の民族であります。中でも、グ

リーンランド、極地アメリカ、アリューシ

ャン列島の大部分にはエスキモ一人が往ん

でおり、シベ担アにおいてはチュクチ島の

小域に住んでいるくらいのものでありま寸九

また、北米大陸の奥地にはさまざまなイ y

ディアンが住んでおります。言語学上では

数種の顕著な種族に分類されますが、 Z ス
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キモ一人は常に泡岸または、内陸から50"<'

イノレ以内で生活を守っているようでありま

す。獲物を追跡しながらさまざまなJlI筋を

通る場合は例外であります。

エスキモーの最東方系は、グリーンラン

ドの東部及び西部海岸の原住民によって代

表され、 1823年〔交政6年)クレパリング

船長 (CaptainClavering)が、 それら

の2つの種族に出会っております。その後

ホノレム船長(Captain Holm)が北縁日

度と66度の南東海岸で彼等を発見しましTこC

彼等は、グリーンランドの西海岸では、北

緯74度あたりまで分布しておりますo ジェ

ネラノレ・グリーリ氏 (General Greely) 

は北緯 81度 44分ブオートコ γガー(Fo-

rt Conger)の近くのグリネノレランド(

Gr innell Land)で永住の徴候を見い出

しております。

大変興味があるのは最北のエスキモーで

あり、へγリー 'G プライアγト(Mr 

Henry G， Bryant )の "Noteson the 

most northern Eskimos 11 ( r最北の

エスキモーに関する覚え書J)によると、

最北のエスキモーは 1818年(交政元年)

ジョ γ・ロス(日 irJohn Rβ55 )によっ

て訪ねられ、 「極地の高地人」という言葉

を初めて彼等に適用しました。しかし、海

岸に住んでいる名祢としてふさわしくない

ので、彼は「最北のエスキモーJという言

葉を使用することにしまし1::.0 この種族は

北西グ担-:/ランドの深く入り込んだおう

とつのある細長い地帯に住んでおり、ヶイ

プヨーク (CapeYork)から7:/ボノレト

氷河の南部まで550マイノレにわたります。

そして、ここでは最も典型的エスキモ一族

が見られ、しかも、原始時代そのままで、

毛皮を着、生の肉を食べ、有史以前の祖先

が使ったものと同じ原始的な武器を持って

獲物を追うのであります。

(以上のエスキモ一族の紹介は、最も信頼

のおけると思われる「米国国立博物館報j

より筆者が邦訳したものであることを付記

しておかなければなりません。)

エスキモーの l種族NOMIKSE'NER，

A KA V IAGMIUT lvlAN (米国国立

博物館報-"The Graphic Arts of 

Eskimosll ( rエスキモーの芸術J明

治 30年ワシ γ トン刊より)

極北民族のうちでもエスキモ一族のこと

を記録した書物はきわめて多いようです虫丸

その食用植物について記した本は非常に少

ないようであります。
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最近「アメリカ北西海岸発見を完成する

ためのアジアからアメリカへの諸航海、そ

れに先立つ北東航路の探究に当って北氷洋

において口シア人によって行なわれた諸航

海の要約J(ベテノレスプノレグ科学アカデミ

ー刊、 MULLER原著)としづ長い題名

のついた毒物が北構保男氏によって「千島

シヘリア探検史」として英訳版により日本

語に重訳されました。これは日本文として

初公開されたものでこの中に食用とされた

植物の貴重な記録が見い出されますので一

部分を引用しましょう。(その記録は 2百

数十年前おのものであります)

まず初めに、シベリアのヤタート人につ

いての興味ある事実を紹介しましょうo

r. ・・彼等は、耕しも植え付けもし

ないのである。彼等は、ほとんど塩分をと

らないが、ときとしてそれを他のものと交

換によって入手する。樹木が活気を帯びる

2-3月が彼等の収穫期である。その時期

は、森へ行き、若い松の木を切り倒す。そ

して、靭皮、繊維を取り、乾燥させて冬期

の食料とする。彼等は、それを細かく挽い

て、ミノレクの中に入れて茄で、やはり粉末

にした魚の乾物とともに食べる。彼等は、

その住居をトボルス夕、タターノレ人のよう

に移動させる。彼等の冬の家すなわち小屋

は、四角形で薄い板とはりからできている。

屋根は、土で覆われており、穴が中央部に

煙出しとしてあけてある。夏の住居は丸く

円鍾状の形をしている。………-…

彼等が干魚、草木の根、果竣をすりつぶ

す容器は、乾燥した牛ふんからできている

.J (上掲書「千島シベリア探検

史jより) ・・ ーこれは極めて貴重な記

事であります。後述する樺太先住民族 オ

ロッコ、ギリヤー夕、機太アイヌ人と色濃

く共通性をもっているからであります。即

ち、樺太の先住民族も同じく冬の家と夏の

家をもち、果媛類を食すること、塩分はほ

とんど模原しないが、他の物と交換によっ

てそれ等を入手することなどは極めて酷似

するからであります。

また、ヤクートは獣油を多量にとるが、

これもまた、樺太の先住民族と一致すると

ころであります。しかし、このことは民族

問の共通性を巨視的な見地から観ているも

のですから、細部に至ればさまざまな相違

が見られることでありましょう O

さらに同文献の中に、エスキモ一族の I

種族でありますチュグチ人の生活について

の記事がありますので紹介しましょう。

(この記録は、今からおよそ 280年前のも

のであることを先に付記します)

r..・H ・..…チュグチ岬はまったく木のな

いところである。飼い慣らされたトナカイ

をもちチュクチはそれで暮を立てている。

しかし、徒歩で歩く者は、セイウチ、鯨、

魚をとって生活をしている。岬の中央の岩

山にはさまれたところにはトナカイを飼う

チュグチ人が住んでいる。そこには黒テ y

その他の獣もいないし、ただ赤ギツネとト

ナカイがL、るだけである。セイウチの歯は

海岸には豊富にある0 ・ ・ ・彼等は地

面に穴を掘って、土に覆われた固定的な小

屋をもっている。彼等は双方ともに野生の

トナカイを狩り、鯨、セイウチ、アザラシ

その他を獲り、また、草やその他の根を食
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って生活していたo … ・仰の向こうに たが北方民族の食用植物に焦点を当てたも

は、大きな牙をほほにつらぬくようにさし のはありません。

こんでいる人が住んでおり…・・ …別の陸 極地方の著名な植物としては、コケモモ

地の方には、黒テ Yや数種類のキツネ、狼、 Vacc in i um vi ti s-idoea、 クロマメノ

白熊、ラッコという動物がいた。住民は飼 キVacciniumulginosum L. !Jロウズ

い慣らされたトナカイの大きな群をもって コVacciniumchamissonis Bong. チ

いた。彼等は、獣類を捕えたり、竣果類、 シマイチゴRubusarc ti cus L. (北極圏

根菜や草の類を食って生活している ....J に植生するイチゴて千島にも分布する)ツ

(前掲書「千島γベリア探検史jより) ノレコケモモ Vacciniumoxycoccus L.ヒ

メツノレコケモモ Vacciniummicrocarp 

um ( Turcz) Schmaeh.などをあげるこ

とができます。

エスキモ一人は、これらの竣果類のうち

最も多く利用したと思われるものは、ツノレ

コケモモやコケモモでありました。このツ

ノレコケモモの赤い果実は、生でも食されま

したが、重要な調味料の役割を果しましずこ0

今でいえばソース広代用品であったといえ

まし IうO そればかりか、ツノレコケモモや

コケモモは、北極圏民族から千島の先住民

族、アイヌ、オロツコ、ギリヤー夕、樺太

アイヌ、蝦夷本島アイヌ(北海道アイヌ)

に共通する震要調味料でもあったのであり

ますO エスキモ一人は、ここに写真で示し

た海獣セイウチRρmarus obesus 11-

ligerの牙などで数々の道具を造りそれら

に彼等の生活そのものを彫刻として残しま

セイワチRosmarusobesus. Illiger した0 ・・・…・…アイヌ民族が優れた彫刻家

("Graphic Art of Eskimos" Reー であったようにーo

port of U. S. Natio回 1Museum， 驚くべきことは、それらの彫刻の中にツ

1895.-Hoffmanより〕 ノレコケモモやコケモモの彫刻紋様が数多く

残されていることであります。これはとり

今日では、時間と空間を越えて世界のよ もなおさず、それらの果実が彼等にとって

うすがテレビで報道される時代になりまし 最重要なものであることを意、味するもので
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ツノレコクそその採取のようすを示した

セイワチの牙製パイプ(米国国立博物

館蔵-"TheGrapfic Art of Eski-

rnoSIl - U. S. National Museum， 

1895.← Hoffmanより)

ありますo米国国立博物館にはエスキモ一

族が造った多くの民具が保存されておりま

すが、図に示されている牙製パイプは逸品

であります。

彫刻紋様の中て。二/グザグの紋様はアザラ

シの齢、 φ印の紋様はアノレコケモモ

の花を図案化したものであります。このサ

-!Jノレ紋 "circlcfigurc/lについて世界

的な視野に立って研究した人はL.M.ター

ナ一氏 (L.M.Turner)であります。そし

て、ツノレコケモモ、コケモモの紋様を彫刻

した多数の民具を図示し、それ等について

詳細な解説を付したその珍本は "TheGr 

aphic art of Eskimos by Walter 

James Hoffman， M.D.， Washington: 

Govenment Printing Office 1897 

〆グFrom the Report of the U.日.

National Museum for 1895， pages 

739-968， with eightytwo plates・H

(エスキモーの芸術、ワシントン刊 明治

30年)であります。

盛μ」の図をパイプの彫刻の

中から見つけ出してくださL、。この図はク

ランベリー Cranbbery(ツノレコケモモ属

の実)を採取しているところでありますo

原本の解説(859 P )には次のように記さ

れておりますo "A clever sketch pト

esented in the next illustration， 

52ー

in which a native， with a pack on 

his back and a small bucket in his 

hand， is gathering berries
ll 

これを日本文にi直すと次のようになりま

しょう。 以下筆者訳ー

「この務用なスケッチは、次の図に表わ
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雰「

されておりますo 図の中では背中に梱(こ

り)をしよい、手に小さな寵(かご)を持

った現地人が、ツノレコケモモの実を採取し

ております。jさらに、原本(863P)に次

のような記載が加えられておりますO

グ Fig.70represeots a native pi 

cking berries. This illuslration 

is of peculi-ar inlerest， as the n 

ucleated circles upon the short 

leaved stems denote the fruit. 

The same figure with the blossom， 

in which the three short radiating 

lines are added to denote the flo 

wer， is shown on the plate 46 in 

the powder measure. Upon this too 

are the short lines running on the 

measure， to which， are attached 

three berries， i.e.， three nucle-

a叫te吋dc引 Ir刊cle目s."(原著記載 H

4“6"〆は "th加1刊ep凶late4必8〆"の誤椋でありま

す)一以下上記筆者訳一

「第70図はツノレコケモモを摘んでいる原

地人を表わしております。この図がとり分

け興味深いものであるのは、短かい葉のつ

いた茎の上にある有核のサークノレが、その

果実を示しているからでありますO

同じような形で花をともなうものには、

3本の短かい放射状の線がその花を表わす

ために付け加えられますが、それは第48図

版の火薬量測定器に示されておりますo

(powder measure を火薬量測定器と訳

した)さらに、これには火薬量測定器の輪

から下方に走る短かい線があり、それには

3個の果実、即ち、 3個の有核のサークノレ

が付いておりますoJ
一以上筆者訳文一

原本に示された「火薬量測定器」の写

真:これは米国国立博物館所蔵の民具

の内でも逸品中の逸品と但し書きが付

されているものであります。

=上記に関連するソ連邦の資料=

昭和田年の 1月の末、札幌在住の弘南堂

主人・高木庄治きんを訪ね、 「雑草三百種

J (牧野著)と「台湾高山植物図説J(伊

藤著)の 2冊を購入したところ、奥より「

こんなのはいかがでしょうJといって持ち

出されたのが極大判一非常に大きい一露文

原書でありました。内容に白を通して露語

を解し得なし、小生にも、これこそ、アジア

の極地方(特にソ連邦)とオロッコ、ギリ

ヤー夕、カムチャッカの先住民族、千島や

樺太アイヌ、さらに蝦夷本島アイヌ等の関

係をつなぐ貴重な資料であることに気づき

ました。さらに驚ろいたことはエスキモ一

族がセイウチの牙に多数残したツノレコケモ

モを表わすnucleatedcircle 有核のサ

ークノレ紋様が多数見られたことでありまボロ

これは、アジアの極地方 ソ連邦の極地原
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住民の閤でもツノレコケモモが重要な食沼野

生植物であったことを証明するものである

と思われるのて、すo

この資料がなお貴重であるのは、シャー

マY修業の時に使われる用具、住居の数々

おびただしいほど多くのカ γジキ、スキー

の原型、イヌぞり、衣装等がはるかなる北

海道にまで深いつながりを持ったものであ

るからであります。また、一部には、間宮

林蔵の「北蝦夷図説Jの中に示されている

イヌぞりも収録されておりました。

(ソ連邦の資料ニLevinJ M.G.Potapov， 

L.P. Istoriko -Etno raficeskij 

Atlas Sibiri Moskva Leningrad 196 

1〆ドイツ・ 7インツ大学払下げ筆者所蔵

本より)

(n) オロッコ、ギリヤークの食用

野生植物

北海道文化財保護協会より、 「オロッコ

ギリヤーク民俗資料調査報告書J(北海道

教育庁振興部文化諜編集)という 63ベージ

の小冊子が出版されたのは、昭和49年であ

りました。

この資料の中にオロッコ ギリヤークの

食用野生植物を記録したものがありますの

で紹介したし、と思います。

林善茂博士が調査したところによりま

すと、オロッコの野生食用植物として下記

のものをあげております。

llPち、 「カシッカ、ヨロ一、イヌカ事イと

よばれる各種のユリ科植物の根を食べたり、

シドホ、ノレシッテ、ノレショオト、パーマと

-54 

よばれる各種のコケモそを取って食べたり、

グイマツの実(ボウト)、イチゴ(ホヨー)

等も係集し食用にした。殊に、コケモモの

類は越年時にもとれ、へたな野菜よりもは

るかに美味であったから、タライカの海岸

などで多く採集された。また、むかしは海

水以外には調味料として塩もなかった程な

ので、コケそその類が調味料として食物の

味っけに利用されていた。JUオロッコ・

ギリヤ-!J民俗資料調査報告J10 Pより

〈対話者:佐藤チヨ 62歳>) 

また、対話者北川コロゴコ72歳、北JIIウ

メ52歳について調査されたものの中に次の

ような記事がありますo

「植物質の食料は7レップ(シドフ)、

ハパー(一種の草、北海道にはなし、)、ふ

き、ゆり(カスカ)、いちご(ホヨウ)、

やまいも(ニヨロ、小さな野生のいも)な

ど、いずれも野生のものを採取して利用し

た。J(前掲書 7Pより)

以上は数少ない生き証人から得られたオ

ロッコの貴重な記録であります。この中で

注目すべきことは、横物質の食料のすべて

を自然から採取していることであります。

そして狩猟は男、野生植物の採集は女の仕

事でありました。コケモその類については

やはり、酷寒の極北民族の場合と同様に彼

等の重要な調味料として欠かすことのでき

ない野生植物であったわけであります。

オロッコの野生植物の利用について見の

がすことのできないものとして「モニjを

あげなければなりません。 rモニjという

言葉は「共物」を意味する言葉で、彼等は

特別の祭儀を行なう時にこの「モニj とL、
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う共物を{乍りましたo

北方諸民族の狩猟についての祭儀につい

ては2つの共通点が知られておりますO そ

のlつは、 「恐ろしい動物を神あつかし、j

し、祭儀を行う場合… …熊祭りはその

よい{JUで広く北方民族に共通して行われる

もので正しくは「熊送りJといわれるもの

であり、民族によっては、オオカミをその

対象にするものも知られています。

もう 1つは、重要な食料資源で、その豊

凶によっては生活がおびやかされるような

動物を対象とする祭儀の 2つがあります。

ここでは、アザラシ猟における祭儀の特に

作る「モニjを紹介しましょう。

「アザラシ猟がはじまる前に、オロッコ

は、神祈りの祭儀を行う O この際、山の神

(ナウジュウ)と海の神(ムウジュウ)を

弊(イッラウ)を作って祭る。山の神のイ

ッラウは、ヤナギ、ナナカマド、エゾノウ

ワミズザクラの何れかで作り、海の神には

ヤナギだけを用いる。山の神の弊は 2本作

り、大木の根元に立てる。この持、共物(

モニ)として、魚皮を煮てといたぜラチン

に、ハイマツの実(ボーリト)、コケモモ

(スド)、クロマメノキの実(ドスクタ)、

黒百合の球根(カノレツカ)などを混ぜて固

めたものをもちのように切ったものを共え

る0 ・…-…・以下略J(前掲書 5Pより〈

犬飼哲夫博士調査))

この「モニ」にはいろいろな作り方があ

ったようで、冬期のために乾物として保存

されたサケやマスの筋子を水でとかしたも

のをこね、コケモモをなべてーたいてねり、

それをまぜて作る場合もありました。 rモ

55 

ニ」は、祭儀の時の特別なもので、オロッ

コにとっては、最上の食べ物でありましT占

さらに、別資料「樺太土人研究資料J( 

樺太富内郵便局長・葛西猛千代著・昭和3

年40部刊行)の中に「ギリヤーク・オロチ

ョン族見開記」という珍らしい記事があり

ますので紹介します。

「アイヌは野生疏菜を多く食用に供する

もオロチョン・ギリヤーク人は野生果実を

生食する外ほとんど茎葉、境根等を採取し

て食用に供することなし。食用野生果実の

主なるものは、リシりピャグシン、ホロム

イイチゴ、ゴゼンタチバナ、フレツプ、ツ

ノレコケモモ等なりO

また、耕作に依りて穀菜を収穫する事な

く、 等の調理法ば慨ね簡単にして粗雑な

るものなり。 JとありますO この文中の前

半の記事は疑問であります。コケモモにつ

いては生食するほかに、加熱される場合も

記録にとどめられておりますし、 「茎葉、

塊根等を採取して食用に供することなし|

のところも疑問であります。多数の文献を

参考にした限りでは「茎葉・塊収Jもけっ

こう利用したと解せられます。

オロッコにせよ、ギりヤークにせよ、彼

等は狩猟民族であり、春は氷境上で休眠す

るアザラシ猟に従事し、夏のマスの捕獲に

さらに10月に入るとテンを求めて露領へ足

をのばし、冬期にはまた、狩猟あるいは氷

下の魚類「コマイJrキウリJをとるなど

の生活が主でありました。従って、いずれ

にしても野生植物は彼等にとっては副食物

であり、主食はサケ、マス、コマイ、キウ

リ、カジカ、カレイ等で他の食物には獣肉
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一野生のトナカイ、カワウソ、ウサギ、キ

ツネ、クマ等がありましt.:.o

先にあげた野生植物のうち、ヤナギは北

方諸民族の間では共通した「聖樹jであり

ます。アイヌには、人間の背骨はヤナギで

あるという神話もあります。

エゾノウワミズザクラ Prunuspadus 

L.も北方諸民族にとっては聖なる棒休であ

ります。知里真志保の「分類アイヌ語辞典

J植物編にはKik印刷「キきンニJ(身代

りに出て危険を追っばらうもの) 註 1-

kik(-i)は、 危害を加えようとして

襲ってくるものに対して、被害者の身がわ

りに立ってその危険な襲来者を追っぱらう

ものをいう O ……・ ・・と霧かれておりま

すo (分類アイヌ語辞典・ 119P ) 

鈴木叢尚(すずきしげひさ)の「唐太日

記J(安政 7年刊)が、オロッコ、タライ

カを欠いているので、これを補うために刊

行されたものに、松浦武四郎の「北蝦夷余

誌J(万延元年干IJ)があります。この書物

の中には、オロッコの生活習慣や、周囲民

族との交渉のことなどが記されていますO

次ページに引用した図版には、魚類とフキ

の図が示されておりますが、 「アイエンケ

チイjとは「とけ守するどき魚JとL、ぅ;意味

であります。一般的には、 トゲウオの仲間

の総称を r7イエンケチイJといし、ますが

明らかに捕かれている「鱗板Jから判断す

るとサヨワ属のイトヨ Gasterosteusac-

図中のもう lつはフキの一種で「アカシ

」と記され、 「長三尺斗茎管にして其形図

するごとし渇する時オロッコ人好て是の皮

をむきて食す・・・…..Jと解説されており

ますO

これによってオロッコ人はアキを生食し

ていたことが明らかであります。

ここに図示されているフキは、アキタプ

キではなく、アイヌプキ(いち名をポロナ

イプキという)=Petasites palmatus 

A. Gray.であり、 オロッコ・ギリヤーク

の疏菜として著名な野生植物です。彼等が

このフキを生食するのは、極めて道理にか

なっておりますo なぜならば、彼等は塩、

味曾などを持たぬ民族でありますが、この

ブキには、塩が含まれているからでありま

すO このポロナイプキは、北米にも産し、

石山哲瀬氏の報告によりますと、 「北アメ

リカのインディアンのある種族はポロナイ

プキの葉と茎をまるい塊として、これを除

々に乾燥した後岩上に置き、火て焼きつく

して製塩する技術を身につけている。 Jと

いうことでありますo ( r.樺太庁中央試験

所報告ー南樺太産有用野生植物・ 1、後生

花被亜綱・ 67P.昭和7年樺太庁中央試

験所によりました)

(J[) 樺太アイヌの野生食用植物

nleatus (Linnaeus)で、圏外では樺太、 樺太は、北海道よりもさらに過酷な自然

沿海州、朝鮮東部、ユーラシア大陸、北ア 条件の中で人々が生活をしていかなければ

メリカに産するものであります。(北海道 ならないところであります。従って、生活

では石狩)11の河口の近くで多数見られる) の様式などにも北海道のアイヌとはちがい
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が見られます。その最も顕著な例は住居に

見られます。

即ち夏には夏の家、冬には冬の家をもち、

生活も二分され、 1年は夏の生活と冬の生

活に分けて考えられてきましt.::.o 1年を二

つに分けた理由は、春は夏の始まりであり

秋は冬の始まりであるとL、う考え方が、そ

の根底にありましたo

間宮林蔵口述の「北蝦夷図説J(嘉永 7

年)には、橋本玉蘭の美図で夏の家、冬の

家が示されており、山本祐弘著「樺太アイ

ヌ住居と民具(相模書房・昭和45年)には

専門的な立場から住居について記載されて

おります。彼等の生活を大きくつかむため

に最も参考になるのは月の呼び名で、それ

らは彼等の生活そのものを表わしているか

らであります。

山本著「樺太アイヌ住居と民具jにタラ

ントマリにおける 1年間の月の呼び名と生

活一覧表が示されているので引用させてし、

ただきますと、

l月 toetanne (日が永くなる月)

男:狩猟、薪取、海馬捕女:針仕事、い

らくさ撚

2月 haxra (黒百合根茎掘る月)

男:同上 女:同上

3月 kiuta (うば百合線茎掘る月)

男:向上 女:向上

4月 akoj noka (キウリ魚の姿見る月)

男:ニVン漁女:針仕事、製布、野草摘

5月 ihumpa (刻uみものをする月)

男:向上 女:問上

6月 ima cux (焼きものをする月)

男:マス漁、熊狩、海馬捕 女:同上

7月 saxcexharacux (乾魚作る月)

男:マス漁 女:向上

8月 ikaracux ( ? ) 

男:マス漁 女:向上

9月 urexkita (足裏に霜を感ずる月)

男:同上 女:いらくさ採取

10月 suranicux (松明によるJI[漁の月)

男:向上

11月 mancux (寒冷な月)

男:向上

12月 ru cux (凍結する月)

男:狩猟、薪取

以上引用部分であります。

この月の呼び名は地方によって異なり興

味深いものであります。夏期の野草の採取

は女子の仕事でありました。

次に彼等の食生活でありますが「北蝦夷

図説J南方初島之部に詳細なものが見られ

ますので紹介しましょうo ( r南方初島」

というのは南樺太に相当します)

二以下引用部分=

一、飲食の事大抵蝦夷島と異なることなLo

只其根を貯うること移しく、海獣の油を

食すこと甚しO 是を異とする。

一、獣肉として食する物

トド、水豹(トッカリ)、犬(セタ)、

狐(チロノッフ)、綴(イシヤマン)、

ホイヌ<Martes zibellina brachyura 

( TEMMINCK et SCHLEGEL)・・

・エゾテン))、 トナカイ、リキ γカ

モイ(ジャコウジカのこと)

一、魚肉にして食する物

鮭、鱒、緋、ハチュチエップくこの語知

竪真志保箸「分類アイヌ語辞典j動物編、
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能登屋円吉の「番人円吉蝦夷記J、世界

最古の蝦夷語辞書「蝦夷方言藻汐草J( 

文化元年、上原熊次郎著〕にもなく、魚

名は不明であります))、 アノレコイ(ワ

カサギ科のキウリウオのこと)、其の他

雑魚。

一、草根にして食する物

キトー(ギヨウジャニンニク)、ハップ

(クロユリ)、イレラウ(調査しました

が植物名は不明です)、トマ(エゾエン

ゴサク)、シトリキナ(ハナウド)、イ

チヨラボ(コシャツク)、ウニ yコ(不

明)、チマキナ(ウドの茎葉)、イケマ、

イカイカイ(不明〉、ライベウシニいち

名モシカノレへ(ツリガネニンジンまたは

エゾツリガネニンジンの根)、ホメシュ

=いち名オタクノレ(ヤマシャクヤクの根

)、チンヲタ二いち名ノレーェキナ(不明

)、 トレップェいち名チト(オオウバュ

リの鱗茎)、ピンキナ(フキ)、イテレ

タラ(不明)、フーウレッフ=いち名カ

タム(ツノレコケモモの果実)、ア γネカ

(トガスグリの果実)、ウネハム(不明

)、チリケγ(ミヤママタタピの果実)

シラタチ(エゾネギ?)、ハピドン(不

明)、イマウリ(エゾイチゴの果実)、

チクイラ(イワツツジの果実)、カツツ

7 (不明)、シャツクトレップ(エゾク

ロウズコ及びオクグロウズコの総称で果

実をさしている)、チュクトレップ(ク

ロマメノキの果実)

一、木の実にして食する物

シケレベニ(キワダまたはカラフトキワ

ダの果実の総称)、ニセウ(カシワの果

実)

以上「北蝦夷図説j より。

林蔵は常陸国築郡上平椀村の農家間宮庄

兵と妻クマの子として出生、 1808年(文化

5年)3月12日機太探検を命ぜられましTこ0

文化 5年 6月初日にはその探検結果を報告、

再度探検を願い出て許可を受けていますo

同年7月13日単身で樺太に渡り 9月3日ト

ツショカウに到着、北進を断念して11月初

日ト Yナイにもどり越年し、帰途高橋景保

(たかはしかげやすニ地理学者)に調査報

告の書簡を送りました。(r北海道開拓功

労者関係資料集録j下巻北海道総務部行

政資料室昭和47年刊行 122P) 

「樺太庁博物館報告J(第 2巻 1号、樺

太庁博物館・昭和13年刊)によりますと昭

和8年 6月18日、鹿児島高等農林学校図南

会で「間宮林蔵第 5回先哲祭」を開催した

時、同校動物学実験室で「関宮林蔵先生遺

物展覧会jが合わせもたれ、その遺物とし

て俸太産植物標本 275点が出品されたこと

が記録されておりますO

しかし、これらの植物標本について詳述

された報告書を筆者は一度も見たことがな

く、それらの植物標本の内容については全

く知りません。また、林蔵自身もそれらの

植物標本について詳述した著書を書いては

おりません。元来地理学者であり、本草家

でなかっt，:;林蔵にとヮては当然のことであ

ったのかも知れません。

「東縫紀行J(とうたんきこう)も「北

蝦夷図説Jも間宮林蔵が書いたものではな

く両書とも間宮林蔵口述、吉備秦貞厚手編と

なっております。
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「北蝦夷図説Jは 1811年(文化 10年) (γベワア歴史民族学図説:ソヒ‘エト科学

には既に完成しておりますが、この時版に アカデミー・モスクワ レニングラ一人

はなっておりません。高橋景保(たかはし

かげやす二シーボルトはグロピウスと愛称

)が1826年(交政 9年)4月1日、 γーボ

ノレトに送ることを約束した「北蝦夷図説J

や、レニングラード国立図書館の「北蝦夷

図説jは文化10年完成本(原本)からの写

と思われる重要な書物であります。 r北蝦

夷図説jには多くの諸本が知られ、幕府に

提出された清書本「北蝦夷分界余話」、国

立国会図書館所蔵本の「北蝦夷地部J、 「

北蝦夷島新図説j、 「北蝦夷島新説Jその

他の諸本が知られております。

AMYPCKH“BACC乞itll 11 O. CAXAJHIH 
(HA YAJW XIX B.) 

ソ連保有の「北蝦夷図説j

文化10年稿成る原本からの写と思われま

す。犬の尾の先端の形が版本と異なるほか

はあとは版本とほとんど同じであります。

(北蝦夷図説の一部分)

Levin M. G. Potapov L. P. istor叩

iko Etnoraficeskij Atlas Sibiri. 

Moskva -Len i ngr ad. 

1961年刊より)

〈補説〉

( )内はアイヌ名を筆者が調査して書

きそえたものでありますが、(不明)と記

したものは、 L、かなる資料をもってしても全

くその植物名が不明のものでありますO ま

た、(ワ)は、確定しかねるものでありま

す。

〈追記〉

ギョウジャニンニグは茎葉、グロユリは

鱗茎、エゾエンゴサクは根と茎葉、ハナウ

ドは茎葉、コジャッグは茎葉のアイヌ名で

あります。

。ここにあげられている植物の部分名の

うちイワツツジの果実については、次のよ

うな言い伝えがありますO

「樺太島白浦では、この実を恨みある者

の網の中に密かに入れておくと魚が入らな

いという言い伝えがある。JU分類アイヌ

語辞典J植物編・ 258P J )と記されてお

ります。

ここにあげられている「北蝦夷図説」の

中の植物は、機太アイヌの重要野生食用植

物のほとんどが含まれているように恩われ

ますが、この他になお多くのものが食用野

生植物が利用されました。アイヌの利用植

物は単に食用としてのみて、なくなお各種の

用途が知られています。

かつて樺太大泊において、フレップ餅、

7 レップ酒、ブレップあめと称して販売さ

れたものがありますO フレップという語は、

特定の植物を指さないようであります。語
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樺太のアキタプキ cr.唐太日記j鈴木重尚著・松浦武四郎校訂、安政 7年刊

筆者所蔵原本より)図は、誇張されたものではありませんo石狩地方浜益

山中にもこれと同等な犬きさに達するアキタプキの植生地が見られます。
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