
源をさぐりますと hure(赤い)・ p(物〕

という意味になりますが、樺太アイヌの場

合は、木の実や草の実の総称としての言葉

であります。

「樺太土人研究資料J(47 P)に「フレ

ップあめ、ブレップ餅の原料の果実は、ア

イヌ語でイヌヌカ enonoka(コケモモ)と

祢するもので、そのほか鱒漁の季節に 3-

4尺の濯木になるプドウ如き実はサップレ

ーと呼び、日本人は鱒7 レップと呼ぶ。類

似の潅木にして鮭漁の季節に成る同じくブ

ドウの如き実はアイヌはチュップトレーと

いい、日本人はアキアジ(鮭)フレップと

いう。海岸にあるサワラの葉に似たる小木

の実はアイヌはクラスノといい、日本人は

苔の実という。外アイヌの食用とする 1-

2寸の草に生ずる赤き実をカッカ、谷草に

生ずる赤き実はフープレ}とL、ぅ。其の他

種類多々あり。」と述べ樺太アイヌの重要

食用野生果実を記録しています。

〈上記について筆者註〉

上記中「サップレーjというのは、間宮

林蔵が「北蝦夷図説J(嘉永 7年原本)の

「南方初島之部Jにあげている「γャッグ

トレップjつまり、 saxturep……語源

sak ( )( )・ turep(木の実)口…・・「夏

突をつける木J…ー -夏の鱒漁の季節に実

をつけるエゾクロウズコ vacci n i um cha-

missonis Bong.及びオククロウズコ V.

ovar i folinm Sm.の果実であります。ま

た、文中の「チュップトレーJもまた、間

宮林蔵があげている「チュックトレップj

と同じで、 chuxture語源 chuk(秋)・

turep (木の果実)・… ー秋の鮭漁の季節

に実をつけるクロマメノキ vaCClnlumu 

liginosum L.の果実であります。 さら

に、 「カッカJというのは、 kakaで、 エ

ゾゴゼγタチバナの果実Chamaeperi c 1-

ymenum suecicum Aschers.et Grae 

bnを指すものであります。 rクラスノJ

は果して樺太では「苔の実jといったので

あろうか?(グラスノは、ガンコウラ γの

果実のアイヌ名であります)

和人にして最もアイヌに親しく接したの

は、蝦夷地探検家:松浦武田郎翁でありま

した。その著書も多く、国立公文書館に保

存されているものだけでも 800点を越える

といわれております。日誌類の中には、し

ばしば、アイヌの食生活のことが記されて

おりますのでその中からいくつかを紹介し

てみようと思います。

「アランコロは東西蝦夷地にての名にし

て此地是をハーと云則黒巻丹のこと那り。

其余ニヨカイと云ものあり。是車巻丹のこ

と那り。また、トマと云て延胡索の根をも

食用とするo延胡索ハ薬名にして通名はヒ

ッチリと云。漢名を潟金卵と云。其図本草

図譜に出たれハ略し次にハー、ニヨカイの

二種を出し置もの那り。 J( r唐太日記J

上、 17-18葉)

〈筆者註〉

上記の内容のうち、ニヨカイーグノレマユ

リLiliumrnedeoloides A. Gray.は、

「北蝦夷図説jに報告のなきものでありま

す。アイヌの人々はユリの種類を形態的に

区別し、グノレマユりについてはnimaki 

(その歯). ane (細い)といい、 zゾス

カシユリはその鱗茎がクノレマユリに比べて
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幅が広いので、引maki(その歯). pa問

ra (広い)とL、い両者を区別しますo (ユ

リの区別は、 「分類アイヌ語辞典J積物編

によりました)

さらに、その調理法をながめますと、

「ハー(草の根)といへ留草の根を入れ、

玄米にて粥を焚て食す。ハーは少し苦味あ

れとも巻丹(ユリ)の如くにて風味雅なる

もの……・…J( r唐太日記J巻之下第一

葉より)とみえ、蝦夷本島でもほぼこのよ

うに利用されたようであります。また、

「夷人の常食コロクニ、シログ其外さまざ

まの草の根を貯へ置き水実にして海獣の油

を少し入食す。塩ハ食せず、玄米を与ふれ

は鍋にて麦て粥となし、海獣の油、水豹の

油を少し入て食す。膳椀ハなしO 帆立貝に

盛る。……… J( r唐太日記J巻之二第

六葉より)

〈筆者註〉

文中コログニとは「フキJ、シログは不

明であります。

最もE重要な食用植物はオオウハユリで、

冬季の食料とするためにアイヌの人々はこ

れを乾燥させました。 r分類アイヌ語辞典

」植物編の中に故人河野広道博士所蔵のト

レプアカムが図示されています。(円盤に

ひとつの穴があるのはめずらしく、普通は

数個の穴をあけてひもでつるします)

turepというのはオオウパユリの根で、

akamというのは円盤という意味でありま

すO

「樺太では鱗茎を洗ってから細くきりき

ざみ、ライム:/ray-munテンキグサを敷

いて、これに細かく刻んだオオウパユリの

根を包み、半月ほどねかせておく O 乙れは

戸外に棚を作り、その上に雨が入らないよ

うにして置くoこれまでの過程を onl日オ

γカ=風化させるというo その後包みを解

いて otokaオトカ(木製深鉢)に入れてす

りこぎで潰し、円盤状にまるめ、早く乾く

ように穴を 5つくらいあけて、それをざる

などに波ベ乾燥させる。こうして乾燥させ

た円盤状の食糧をエラパシ・アカム erap-

as-akam (オオウパュリ円盤)といし、ま

す。冬になると、これでエラパン・チカリ

ベ(ウバユリ料理)を作りますO この時 2

回水をとりかえて水の中でやわらかくして

鍋に入れ、これに米を少量と獣油または魚

油を少量加えて煮る。粥状になったらまた

油を入れかくはんすると恰も粥に澱粉を入

れたようなおいしいものができる。 …・

....J ( r分類アイヌ語辞典J植物編より

)トレプ・アカムは、樺太のみでなく広く

アイヌ民族問で作られたもので、オオウハ

ユリの根がし、かに重要な食糧であったかは、

千島アイヌ請にみることができますO 即ち

オオウパユリのことを千島アイヌ語では、

ハノレ haru=食糧といわれております。

(鱗茎部分)

オオウバユリと並んで重要な食糧はギョ

ウジャニンニタで、これらの 2つの植物は、

ノリレイッケウ haru-i kkew =食糧の背骨

といれ、長い説話が残されております。

ギョウジャニ γニクは、障太では茎が多

く利用されたようで、普通はこれを焼いて

油をつけて食べられました。(主に獣油を

利用した。〕
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ギョウジャニ γニグは、冬季にそなえる

ために茎は締く刻み、乾燥して貯蔵されま

したo冬は御飯の中にまぜて食べたが、こ

れにエンコサクなどもまぜるのが普通であ

ったようでありますO

エンゴサクは、煮てから乾燥させられた

ので、食べる時は湯につけるだけでよかっ

たのです。また、エンゴサクの根は、ひも

を通してじゅずつなぎにして乾燥しましT必

(これも冬季の貯蔵食糧としてたいへん重

要なものでありました。)

ギョウジャニンニクやエンゴサクなどと

伺じような利用のきれ万をしたものをあげ

ると次のようなものがありました。

ツリカ'ネニ γジン、エゾツリカfネニ γジ

ン(いずれも根)、エゾノリュウキγヵ(

根…" 冬は、海豹の油、鱒の筋子等を

入れて食べた)、ヤマシャクヤクの根、ベ

ニバナヤマシャクヤクの根(乾品を煮た後

刃物で刻み、鱒の筋子を入れてよ島(つ)き、

油を入れて食べた)、ウラヰノロイタドリや

イタドリの茎、タチギボウシ〔茎葉)、 コ

ジヤッグ(普通焼いて油をつけて食べた)、

マノレパトウキなどがあります。

果実類では、ツノレコケモモの実が生食さ

れたり、調味料として利用されましたが、

これはエλ キモ一族、極地シベリヤの原住

民、カムチャッカの原住民等の他、蝦夷本

島アイヌの人にも共通して利用される北方

民族の重要果実でありましTこ。樺太では戸

外で自然冷凍によって貯蔵されました。ほ

かのツツジ科植物 オオバスノキの果実な

ども調味料として役に立ちましたO

調理に大量の池(獣油や魚油)が使用さ

→7 

れたのもオロッコ・ギリヤークなどと共通

したところであります。酷寒の地にあって

は、そうしなければならなかったのて、あり

ましょう。関連してオロッコについての記

録をたどってみますと次のー交があります。

「…"• .・土人等我々に脂を温めさせ、

、一(巻丹の根)を粥の如く湯に通し:呑L.，

呉々るか是にて少し心地能くなりたるなり。

一椀の米を湯にひたし、鱒の卵と水豹の油

を入れて(此地粥におば何にでも魚油を入

れ喰するは寒さを防ぐを見る為のよしなり

)一同の者らにも少しづっ舞う。…

〈途中略〉…… -我々のもてなしトマ(

延胡索)、ハー(黒百合)の類を煮、是を

揚てチェトイをとかして入れ、其に鱒の卵

と泊を入れさませしなり。是を子マ(盆の

類の器なり)また海扇(ホタテガイ)にも

り、水豹の肉、鱒の卵の干たるを膳等に慮

りて家々より持ち来たり。呉々るか余も始

めには臭気に困りしが、後には馴れてきて

甚だ宜敷ぞ思いたり。チエトイとは、白き

土なり。草の根を食する時是を入れて食せ

ば毒にあたることなしとかや。ヵラフトに

てもマーヌイ(真縫)なるシコマナイに有

り。東西蝦夷地にては数ケ所有り。余此後

は好みて此の土を喰するが馴れたり。J

(松浦武四郎著「北蝦夷余誌j万延元年原

本第 8-9葉、筆者読解)

上記文中より、寒さを防ぐために魚油を

とったことがわかりますO また、食土を食

するのは、北方民族に広く共通するもので

あり、動物がこれを食していることから学

びとったものでありますが、このことにつ

いては後述したいと思いますo
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食土は海岸地方に多く、特に樺太には豊

富にありました。蝦夷本島では根室に多く

分布するようであります。文献によります

と白い土を食べる風習は、アイヌの人のみ

ならず、東北地方でも明らかに、その風習

がありました。このことは、次の一文にて

明らかであります。

「天保四年ノ冬ヨリ翌春ニ歪テ自l倭最モ甚

v.........(途中略〉…・…叉此辺ニテ小児

共ノ飢テ其母ノ乳房或ハ手足ナドニカミ着

キテ餓エ苦有様ヲ見ノレニ忍ヒス箱ナトニ入

レ情ケナグモ海淵へ投ヶ棄シ村々モアリシ

ト叉白亜ヲ粥ノ如ク煮立テ一時ノ僅苦ヲ凌

キタノレ所モアレハ…・・・・」

( r家々要用凶歳必携J報徳社蔵版、明治

19年刊による)

〈筆者註〉

この記事は、奥羽地方のものでこの年の

飢鐙は、この地方が最もひどく、飢穫の時

に土を食べたようでありますo参考までに

上掲書の「飢僅ノ統計jによれば、人皇第

百二十代仁孝天皇、天保四笑己八月大風、

奥羽殊ニ甚タシク五月ヨリ八月ニ至ノレ晴天

七八日と記録されております。

次に樺太アイヌの間で生食された野生植

物をまとめてあげると次のようなものが知

られております。

フキ(織太では根も食用とされました)、

ツノレコケモモ(果実)、コケモモ(果実)、

エゾゴゼンタチバナ(果実)、ゴゼンタチ

バナ(果実)、コジヤッ夕、マノレバトオキ、

ウド、ミヤママタタピ(果実)、ヤマブド

ウ(果実)、イタヤカエデ(樹液)、ガン
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コウラン(果実)、ハマナシ(果実)、チ

シマイチゴ(果実)、ホロムイイチゴ(実

)、エゾイチゴ〔果実)、チョウセンゴミ

シ(果実)、イチイ(果実)、その他数多

くのもの生食されたようでありますO また、

有毒であることを知りながら食されたもの

をあげますと次の如きであります。

カラフトヒロハテンナンショウArisa-

ema robustum Nakai var. sachalin-

ense Miyabe et Kudoは、 そのうちの

ひとつで根元の青い部分が有毒なので、そ

の部分を取り除き普通はこれを焼いて食べ

ました。ときには、御飯の中にまぜてたき、

油を入れて潰して食べたことが知られてお

ります。

(蝦夷本島アイヌもこれと同属のものを食

べる風習がありほぼ共通点が見られるのは

注目すべきことであります。)蝦夷本島ア

イヌの場合は、エゾテンナγショウ(コウ

ライテンナンショウ)Ar i saema angus 

tatum var. peninsulae Nakai を晩秋

のころあつい灰の中に入れて焼いて食べま

した。ただし、球茎の中央部にある黄色の

部分は有毒なので取り除きましたo おそら

くこの植物と同居のヒロハテンナ :';vョウ

も同じような被いをして食用とされたので

はないでしょうか。

次はイケマ Cynanchnmcaudatum Ma 

Xlffi. でありますo この植物は猛毒で知ら

れた著名な植物で、少量のみ灰の中で!焼い

て食べたようです。 r家々要用凶歳必携j

(明治19年刊、報徳社蔵版)には凶歳無害

植物として「牛皮消J(イケマ)をあげ、

「東北諸州深山ニ生ス甲州ニテハ「ユカモ
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チJト称へ根ヲ凶年ノ糧トナス」とありま

すが危険なものであります。アイヌの人々

が、これを有毒と知りながら、少量に限っ

て食するのは、イケマに偉大な霊能を認め、

いろいろな呪法にイケマを用いたからであ

ります。これは根をのき先にぶらさげてお

くだけで、悪魔退散に効めがあると信ぜら

れました。また、これを携行するときは、

山でも海でも護身用として役に立ったと伝

えられておりますo

その他、薬用として用いられた植物も数

多くありますが、アイヌの薬用植物につい

ては、参考文献をあげ略します。

アイヌの薬用植物を詳細に記録したもの

のうち、代表的なものをあげると下記のよ

うですo

× × × 

知塁真志保 r分類アイヌ語辞典J植物編

(知煙真志保著作集、別巻 l 平凡社とし

て複製されています)

関場/fミ二彦の名著 rあいぬ医事談J東西

書屋蔵版(関場不二彦博士の私刊本で極め

て入手困難ですが、 「関場理堂選集Jの中

と{也にもう l社より複製されております)

宮部金吾 rアイヌの薬用植物に就いて」

(北海道薬学講演会誌・第 5号別刷・昭和

14年)以上代表的なものでありますが、こ

の万面の参考文獄は極めて多くに達すほど

知られております。

(IV) エゾ本島アイヌの野生食用

植物

きて、極地方面より、オロッコ、ギリヤ

ーグ、律太アイヌの野生の食用植物をたど

ってみましたが、さらにこれを蝦夷本島の

アイヌの野生食用植物がどのようなつなが

りを持ち、どのような相異が認められるか

をながめてみたし、と思いますo

蝦夷ケ島時代植物探索のために、最初に

蝦夷本島に足を踏み入れたのは、阿部友之

進(幕府勤務の本草家ー盛岡出身)であり

ますo その第 1回目は 1727年(享保 12年

)、第 2回目は、 1729年(享保 14年)で、

この探索によって「三使採薬行記J(版本

にならず)をまとめました。その後蝦夷本

島の植物調査は、しばらく絶えましたが、

その後、大がかりでアイヌの薬用植物や食

用植物が調査されましたo 1792年(寛政4

年)最上徳内、小林源之助等とともに、 3

月7日松前を出発、 4月中旬機太島シラヌ

シに到達。西岸fi7シュ Yナイ、東岸はト

ーフツまでを調査しました。

小林源之助は、この時の調査で多くの植

物を写生し、 「蝦夷草木図Jを完成させま

した。(箱館の医師栗本昌歳は 1797年寛

政 9年にこの書物の奥書を作りました。〕

なお、これより先 1780年(安永 9年)松

前広長が「福山秘府jを完成し、蝦夷本島

の薬用植物を記録したことが知られていま

す。その後、 1799年(寛政11年)3月24

日奥詰医師渋江長伯〈この人は 1760年(

安永 8年)8月将軍家治にお目見、 1793

年〔寛政 5年〕奥詰医師となりました=

「蝦夷地医家人名字実」未定稿島田保久

編著〉が蝦夷地採薬の命を受けて一行34名

が江戸を出発しましTこbこの時の蝦夷地本島

-69ー
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の踏査は、東南海岸から厚岸にまで及ぶも

ので、そのころの蝦夷島はオオカミ、熊な

どの野獣の天国でありましたから、原住民

であるアイヌの人々の案内がなければ果し

得ないことであったでありましょう。一行

の紀行は、 「東遊紀勝J13巻にまとめられ

これとは別に「渋江長伯蝦夷採薬記J( 1 

名を「蝦夷草木写真jという)1巻がまと

められましたo この時同行した絵師谷元旦

は「蝦夷紀行jの中でこの蹄の行動を記録

しましTこ。

別に谷元旦による蝦夷巡視の時の写生図

譜であります「蝦夷紀行図譜'J (上下 2巻

)があり、当時の蝦夷地の風俗ゃいろいろ

な器物等を写生しました。道庁書庫に現存

する「蝦夷紀行図譜J( 2巻)は原本より

の写でありますが原本の所在は小生にはわ

かりません。どなたか御存知のお方がおり

ましたら御教示下されば幸いですO

「函館山植物誌J(菅原繁蔵・小松泰造

著 1958年・函館図書館)12 Pに「この

行に於ての著述東遊記勝13巻(函館図書館

蔵)・北遊草木帖5冊は、本道紀行文で開

拓の参考文献として貴重な資料である0 ・・

・・というー交が見えますが、このうち

の北遊草木帖の記載は明らかに誤りであり

ますO 前者は紀行文でありますが、後者は

この時採集された膳葉標本集で、渋江長{自

白身がこれを 5冊にまとめ「北遊草木i防J

と題したものでありますO この「北遊草木

帖Jは、一説には西園某が作ったとL、し、ま

す(河野常吉説)が、そうではないと思い

ますo r北遊草木帖J5冊は東京上野の帝

室博物館に永く保存されましたが、虫害を

受け、牧野富太郎先生個人の手に払い下げ

られ、さらに宮部金吾先生が譲り受け手厚

く補修されました。(その後の行方はわか

りません。)

なお、周年(寛政11年)アイヌの人々が

用いた極彩色の精密な植物画「東夷物産志

J 2巻が作られました。これは日本博物学

史上の逸品として著名なもので、原本は巻

物形式だそうです。(東京大学蔵)r日本

博物学史J(上野益三著)によると「蝦夷

地探検に同行した門人の 1人、谷元旦が著

した東夷物産志 2巻がある。伝本、渋江長

イ白著というものである。」と記されており

ますが、他にこの植物画の著者をめぐって

二つの説があります。

① 白井光太郎説.谷元旦を著者としますO

②宮部金吾説:絵図は谷元旦が、本文は

渋江長伯が書いたとします。その理由

として、当時の本草家として相当の卓

， 

1

j

i

 

-

-

、

み，つ
μ
d
j

最近の古書市場に現われた「蝦夷草木

譜Jこの書物は「蝦夷草木志料J写と

思われます。この本の写本はある程度

流布したようであります。
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見がなければ書けないと思われるよう

な記事が見られることをあげておりま

す。(北海道薬学講演会誌・第 5号)

さらにまた、同年(寛政11年〕薩摩藩侍

医占春(本革学者岡村藍水の門家生)は前

掲の襟本を見ることによって「蝦夷草木志

料J2巻を作りました。 l巻に革本 114種、

2巻に革本67種をあげています。

その後アイヌの野生食用植物について調

理法に至るまで詳しい記録をたくさん残し

た人物としては、松浦武四郎をあげなけれ

ばなりませんO 松浦武四郎は、本草学を京

都の山本ilt儒(1778-1859・ …小野蘭

山の門人)について学び、当時としては最

も進んだ博物学的な知識を広く身につけて、

日本の博物学史上で優れた動植物図をのこ

しましfこ。刊本になったもので特に動捕物

のことを豊富に記録したものは、 「東蝦夷

日誌j初編-8編、 「西蝦夷日誌」初編~

6編、 「蝦夷山JlI地理取調紀行J一一「石狩

日誌J(万延元年)、 「久摺日誌J(文久

元年)、 「十勝目誌J(文久元年〕、 「夕

張日誌J(文久 2年)、 「天塩日誌J(文

久 2年)、 「納沙布日誌J(文久 3年)、

「知床日誌J(文久3年)と版本にならな

かったものでは、 「丁己蝦夷山JlI地理取調

日誌J(昭和田年初めて活字本となる)は

動植物の記事が多く見られます。

その後、新しい時代を迎え、明治・大正

岡昭和の三代にわたり多くの植物研究者、

郷土史研究者等によって、蝦夷本島につい

ては最も色濃くアイヌの食用野生植物の記

録が咳されております。現在までに明らか

にされているもののうち、主なものをあげ

ると次のようでありますo

エゾエンゴサグ(塊茎)、エゾテ γナン

ショウ(根)、コケモモ(果実)、スイパ

(根，茎葉)、ツノレコケモモ(果実〕、ヤ

マドリゼンマイ(葉)、ワラビ(葉)、ヒ

エ(種子)、フキ(茎葉)、エゾネギ(葉

球茎)、ギョウジャニンニク(茎葉)、ノ

ヒツレ(鱗茎)、オニノヤガラ(塊茎)、ザ

ゼンソウ(葉)、ユキザサ(葉)、エゾス

カシユリ(鱗茎〕、クノレマユワ(鱗茎)、

タチギボウシ(葉)、キバナノアマナ(根

茎)、ェゾカンゾウ(葉・花)、クロユリ

(鱗茎)、カタクリ(根)、オオウパュリ

(根)、カラハナソウ(根)、ココミ(裸

葉)、ヤプマメ、アキグミ(果実)、ガン

コウラン(果実)、コジヤック(茎葉)、

ミツパ (michipa... ー茎葉)、ハナウド

(茎〉、オオパスノキ(果実)、アマニウ

(葉柄)、ウラジロイチゴ(果実)、コガ

ネイチゴ(果実)、グロイチゴ(果実)、

ナワシロイチゴ(果実)、オオイタドリ(

茎)、ウラジロタデ(茎)、ヤドリギ(茎

葉・・・日名寄では、これからでんぷんをと

ったといいますo一「分類アイヌ語辞典J)、

エゾリュウキンカ(根)、アカザ(種子)、

ウチワドコロ(根茎)、ニンニク(根)、

サイハイラン(塊茎〕、コオホネ(根茎)、

ジュンサイ(茎葉)、アイヌワサビ(根)、

クワ(果実)、スギナ(茎)、ニリ γ ソウ、

ノダイオウ(根・茎葉・果実)、タネツケ

バナ(茎葉)、シコロ(実)、クルミ(突

入コクワ(果実)、クザ(実〕、ドング

リ(実)、ヒ γ(実)、アワ(種)、ハン
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ゴγソウ(若葉)、プドウ(果実)、ヒメ

イズイ(普段は食べなかったが、飢鍾の時

には食べたようであります。)

以上は主要なものでありますが、知られ

ているもの全てをあげると 120種を越える

ものと思われますO また、ここにあげたも

ののうちには、古くはアイヌの食用植物で

なかったものも含まれておりますO それら

については、後述したいと思います。

さらに、いくつかもれた種についても述

べてみたいと思います。特に茶や、たばこと

して使われた積物は上記には含めておりま

せん。

以下代表的なものについて、野生食用植

物の実態をながめてみましょう。

松浦武四郎の日誌をみてみますと r..…

其妻我に黒百合、赤沼薦、山慈胡等を以て

団子を務へ出す。惣て当所山中は是等の草

根を半食に当る由なりJ(蝦夷山川地理取

調紀行「久摺日誌」文久元年原本 〉

とあります。また、同第6葉には、延胡索

と赤沼蘭の彩色版画を載せております。こ

の美図は日本博物学史上の傑作といっても

過言ではないでしょうO この赤沼蘭の色刷

版画には次のような解説が付されておりま

す。 r夷言ハラテキ、アシヘキナ、和名燕

衡と伝えり。日光赤沼ケ原に存るが放にこ

の名ある由しなり。Jと記されておりま示。

〈筆者註〉

この赤沼蘭というのはラン科植物のテガ

タチドリ Gymnadeniacamtschatica ( 

Cham.) Miyabe et Kudoで、 山滋胡と

いうのは、カタクリであります。 rアシへ

キナ」というのは、テガタチドリ(根)の

斜里アイヌ万言であります。

さらに「赤箭天麻(オニノヤガラ)、斑

杖根(へピノタイハ)、また、赤沼蘭多Lo

是土人の食糧に宜し因に記す。喜任常に憾

む和蘭舶来の楽品に沙列布(サーレップ)

と云う物は、是オノレキス・モ担オという草

の根なり。糸をもってつらぬき、乾かして

来る。享熟すれば葛粉(クズコ〉の如き粘

液となり、乳汁の不足なる小児、不食の病

容に与えて滋養の大効ありo ...…........J 

とみえます。

〈筆者註〉

文中オノレキス・モリオ・・…ー・これは何を

指すのであろうか?オノレキスとあるから、

ラン科植物Orchisハクサンチドリ属の植

物を指すのであろうか?r喜任jとあるの

は、 「阿部喜任J(あベ よしとう・・・

・・…・・本草家)のことであり、この人は武

四郎と親しく交った人物で、通称を阿部友

之進といい、岩崎常正に本草学を学び、江

戸本石町で本草学を講じた当時としては本

草学の第 l入者であった人。英語学にも通

じ、 「英語築階梯鳥の部;J1巻、 「挿訳英

吉利文典J(英文法書)などの著書のほか

に地理学者でもあり「東西半球図弁図説J

1巻、武四郎校訂になる有名な「蝦夷行程

記J2巻(安政3年)のほかにいくつかの

本草学書を刊行しました。

喜任は、植物のみならず動物についても

博識を持った人て海外の書物を読破し、近

代的な昆虫標本作製法も身につけておりま

した。 1867年(慶応3年)昆虫を針でさす

近代的な昆虫標本作製法を田中芳男(虫捕
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御用役……当時28歳)に教えました。幕命

によって芳男の標本はパリて悌催された第

4回万国博に出品され、それが好評を受け

パリ殖産会とナポレオン三世よりそれぞれ

賞状と銀メダノレを獲得しておりますo これ

はわが国で昆虫標本が海外に大量に紹介さ

れた最初のできごとでもありました。

× × × 

オニノヤガラについては日誌に「赤箭天

麻 l名ヌスピトノアγを5.6本取り、是は

土人の薩摩芋なりとて焼て我に勧め、また

味そ汁にも致し呉ぬ。JCI石狩日誌j万延

元年原本・第9葉)とありますO 味曾t士、

樺太アイヌの手にはほとんど入らなかった

と思われますが、蝦夷本島アイヌはこれを

しばしば利用したようであります。別の日

誌には、 「夜は貯えの米も及ばずと粥を炊

き、夜前の寒さと今朝の冷さを忘れ、彼等

もチナナ(干鮭)と当所の名物なりとして

コウホネの干たるを煮て出しぬ。J(r後方

羊蹄日誌J原本第22葉)とあり、コオホネ

が干物として冬の貯蔵品とされたことを知

ることができます。アイヌの人々はコオホ

ネのみならず、数多くの植物のうちから「

糧Jとなるものを見つけ出し、干品とする

ことによって厳しい冬をしのぐことを身に

つけてきたのでありますo

そればかりか、それらの産地を生きるた

めの財産として後世に遺そうとしました。

植物地名(植物の産地を示す)は樺太、蝦

夷本島にアイヌ諮で多数遣されております

が、それらは彼等の子孫に遺すための永遠

の財産目録でありました。

コオホネについて更科源蔵・吏科光氏の

記録された美しい文を紹介しましょう。

「明治初年、北海道にできた最初の集治

監が現在の月形町の倖戸集治監であった。

このカパトとはコオホネのことで、この地

を流れる石狩川の古JIIの跡にはコオホネが

静かに花を浮かべていたのである。もちろ

んこの花には格別の用途はなく、人々は沼

底に泥にうまっている根茎を木の鈎でひっ

かけてあげ、食糧としたのである。これは

貯蔵食糧とするために削って茄で、編袋(

サラニップ)に入れて川の水にさらしてか

ら汁の実にしたり、乾しておいて混ぜご飯

に入れたりもしたが、主として氷を破って

採り、塩汁に魚と一緒に入れて煮て食べTこ0

これを沼底から引きあげるとき、胆振の幌

別では

ホーリセ(そらひっこぬけ)

ホーリセ(そらひっこぬけ)

と口をそろえてうたったというは crコタ

ン生物記J:更科源蔵・更科光著 178 

~ 179 P)これは、アイヌの人々のほんと

うの姿でありますo コオホネの場合のみに

限らず、植物採集に歌をともなうことは、

しばしばあったようであります。

「アイヌの伝統音楽J(NHK)が日本で

初めて集大成され、しかも、従来見られも

しなかった五線符付きで姿を現わしたのは

世界でも初めてのことでありました。初版

が出版されたのは、昭和40年でありまし式こ。

その索引には「植物採集歌IとL、うのがあ

り、内容に往時のアイヌの人々のほんとう

の姿を見い出すことができるのであります己

この書物の中に 5つの「植物採集歌jが集

録されているので、その一編をあげてみま
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しょう。

菱採り歌 釧路地区・美幌野崎

Keta hata 

Keta hnre 

茎を取ったか

ケタ赤いよ

Ket!chaha hnre ，/ 

菱の実の果柄とってみたか 9

巣柄は赤 いよ /

crデイヌ伝統音楽JNHK : 334 P) 

今はうたわれなくなったこの歌もかつて

は空高くひびきわたったのでありましょう。

この歌の最後に「この歌は、網走湖の女満

別付近でむかし菱の実を採るときに女達の

うたった歌で、アイヌの労働歌の多くは祈

願的な呪文といったものが多いのに対し、

この歌は純粋な喜びの歌である。 jと結ば

れております。

ke-ta ha-ta 

4a ト¥
/'---'----'1_-L 11 11 
l ， ，----.-OI 11 
1 ， .: r 1I " 
f 11 ----.r ，一、-

ke-t a hu-re -.:r-

(楽符上掲書より号開)

アイヌの人々にとって香りのある植物が

重要な意味をもっていることは注目すべき

ことであり、書き落とすことのできない性

質であります。なぜならば、臭気のある植

物にアイヌは、 「除魔力Jとか「霊能jを

認め、 「聖なる植物Jとして扱ってきたか

らであります。

それらのいくつかをあげてみますと次の

ようなものがあけ@られます。

ナギナタコジュウ、エゾノウワミスザク

ラ、エゾヨモギ、ニンニ夕、ギョウジャ

ニYニ夕、 トドマア、エゾマツ、エゾハ

ッカ、エゾニワトコ、グノレマノミソウ、イ

ヌエ γジュ。

これらは、ほんの少しの例に過ぎませλ。

そして、全てが食用とは限りませんo

なお、驚ろくべきことは、臭気ある植物

に「除魔力Jとか「霊能」を認めるのはア

イヌに限らず、北方諸民族に広く共通する

ことでありますo 即ち、蝦夷本島アイヌの

みならず、機太アイヌ、オロッコ、ギリヤ

-(7、千島のアイヌや他の民族、エスキモ

ーやアジアの北地原住民、シベリアの極地

原住民等にも認められるところでありま七九

北の民族にはシャーマ:/(人々の願いをか

なえてくれる超人的な魔術部)の修法とい

うのがありますo この修法中に必ず燦ベる

のt主、エゾマツ Piceajezoensis Carr. 

の枝とイソアアジLedumpal us t re var. 

diversipilIosum Nakaiの茎葉で、 こ

れで作った火は「神の火Jとよばれ、この

ときに発する臭気に「除魔力Jや「霊能」

を認めるのでありますO 太鼓には偶像が描

かれ、それに神がのりうつると考えられて

おります。

ついては、興味深い「臭気ある食用野生

植物Jの利用法を紹介しましょう。

「…u ・・また、傍に香需(セタエγ ト)

を植えたりo是は飯を炊いて後湯に香を出
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し香が為に槌置とぞ。この香需なき時は、

五針松、姫石楠花を入れるよしなり。j

( r夕張日誌j文久 2年・原本・第 7葉)

〈筆者註〉

セタェントというのはナギナタコジュウ

(シソ科植物)であります。むかしは、自

然にあるものを採集したと思われますが、

この一文により、栽培されるようになった

IOJKI!OCHBlIPCRUil TI1I1. 

λJITA白CKl!n日APIIAHT

〈シベワ 7地方のシャーマン修法で用

いられた太鼓:ソ連文献ーLevin，M. 

G. Potapov， L.P. Istoriko Etno 

raficeskij Atlas Sibiri Moskva 

Leningrad 1961ェドイツ、マインツ

大学図書館蔵払下げ筆者蔵本による〉

ことがわかりますo セタエントの湯は、い

わゆるアイヌの茶でありました。

マツの類もアイヌの茶に利用されました

が松浦武四郎のいう「姫石綿花jには注意

を要します。彼は「姫石楠花Jをヒメシャ

クナゲ、エゾイソツツジの両方に適用させ

ることがあるからでありますO 武四郎がこ

こでいうのは、エゾイソツツジの茶であり

ますO しかもアイヌの茶は、単なる茶では

なく、その臭気に「霊能jや「除魔力Jを

認めるのでありますO これら以外に蝦夷本

島アイヌの茶に利用された植物のいくつか

をあげますと次のようであります。

エゾオオパセ γキウ、ハナウド、エゾノ

ウワミズザタラ、クスノキ(再11って茶にし

て飲んだ)、キタコブシ(樹皮〕、 ヒトリ

シズカなどがそうであります。そして、よ

い香は悪魔にとっては耐えられない臭だと

考えられました。これらの植物によって作

られた茶は、彼等の本当の茶であり、茶の

代用品ではありませんでした。アイヌのみ

ならず、北方閤民族の茶は悪魔払いを目的

として発達したようであります。

北方圏民族の「茶Jについて、世界的な

視野に立って記録にとどめた人は河野広道

さんでありますo その貴重な記録をみると

「……昭和19年、私は大興安嶺学術調査

隊の自然科学班長として満州国に招かれ世

界の秘境といわれる大興安績山脈を縦走し

たとき、再び同様の問題に直面したのであ

る。大興安嶺の東の入口である大陽樹部落

で昼食をとっていたら、ロシア系のいち婦

人が、気をきかしてチャーイをのみなさい

といって、茶を入れたやかんと野猪の汐潰
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をもってきてくれた。茶を飲んでみると、

香がわれわれの用いている茶とはかなりち

がうので、やかんのふたをとってのぞいて

見たら、何やら野草らしいものの切り刻ん

だものが入っていた。しらべてみたら、 8

種以上もの、その附近に自生している野草

をかげ干しにして切り刻んだものである。

シベリヤメドハギ、ナガパハギ、コガネパ

ナ、オトメジγチョウ、キ γ ミズヒキ、キ

ジムシロなど、名の識別できるものだけで

も7種類もあり、そのうちシベリヤメドハ

ギの量が一番多L、。私たちはひと休みして

からロシヤ婦人の親切に厚く礼をのベて其

処を出発した。道々隊員たちとあまり僻地

なので、茶の入手が困難なために野草を代

用にしているのだろうなどと話しあった。

ところが数日後、大興安嶺奥地でオロチ

ョγたちと生活を共にすることになって、

そこでもやはり各種の野草をチャーイ(茶

)と呼んでいるのを知った。しかも、オロ

チョ yのチャーイとアイヌの茶とは、共通

の種類が少なくないばかりでなく、用法が

ほとんど同じであるという事実にぶつかっ

て改めてムイサシ-::/';Jさんのことを思い出

した。

そして人類文化史上、オロチョンやアイ

ヌのように、野草を利用するチャーイの方

が古く、支那茶のように栽培された茶は文

化が進んでから生れたものではあるまいか

という疑念をもつに至ったのである。

-・〈途中省略〉

「チャイj叉は「チャーイjという言葉

は大興安嶺のオロチョンから樺太のギリヤ

-!J、さては北極圏のコリヤ -!Jまで同じ
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発音で意味が通じる。ロシア語も同じであ

る。そして一般には支那茶の利用が周辺地

区に及んで「チャイjとL、う言葉が広く伝

ばんしたかのように考えられているが、却

って野草利用の北方簡の「チャイJが古く

からあったのて、あって、中国の茶も同じ起

源から分れた 1分派にすぎないのではない

かという疑問さえ生ずるのである。

コーヒーも茶も、共に遠いむかしには薬

草として、病魔よけのまじないに用いられ

ていたものが、文化の進むに従って本来の

意義が忘れられ、ただ、晴好品として愛用

されるというようになってしまったので、は

ないだろうか。Jcr河野広道著作集JHニ

続北方文化論より引用)

右記に図示した「魯西亜言語」の中に、

茶を「チヤJたばこを「タ YハコJと記録

されていることを見ることができますo

また、北米では独立戦争の時やはりエゾ

イソツツジの葉を茶として飲用したことが

記録されており、ラプラドノレ・テイニLa

brador teaと称されました。(石山哲爾

:樺太中央試験所報告ニ「南樺太産有用野

生植物J. 1後生花被盛綱、昭和7年 208

p )エゾイソツツジの揮発性油は麻酔性の

強い香気を発し、これを多量にとると中毒

症状を起こすといいます。このエゾイソツ

ツジは怒らく北アメリカ北部の原地人がむ

かしから利用していたであろうし、アイヌ

のエゾイソツツジの茶とも深い関係があっ

たのではないかと想像されるのですo

茶のほかに「たばこj として用いられた

ものには、イソツツジ(葉)、キパナシャ
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それから非常に興味深いものは、ワラピ

でありますO 世界でワラビを食用としてい

るのは日本人のみで、その際史はたいへん

古いようですが、むかしアイヌの人はこれ

を食べることはなかったようです。幌別で

ミズクナゲ(葉)、エゾユズリハ(葉)、

バショウ(葉)があり、幌別ではかつてア

イヌカ1タパコ NicotianaTabacum L.を

栽培したといいます。

はワラビのことをWarumpe(ワノレγベ)、

沙流て"はWarambi(ワラ γピ〕と L、し、、

これらは和語からの借用語であります。

地方によってはワラビの利用部分に対す

るアイヌ名が存在する地万もありますが、

それらは和人がワラビを食べ始めた頃より

もすeっと後にできたアイヌ名で、古くはア

イヌはワラビを食べなかったと思われるの

ですO ゼンマイなども古い時代のアイヌは

食べなかったと推定され、多くの地方でこ

れをカムイ・ソノレマKamuy-sorma と称

sormaとは「シダj吃総称

Kamuy はここでは神の意

「分類アイヌ語辞典」植

物編(知里真志保著〕にカムイ・ソノレマを

「魔の・ソノレマjと解しております。この

Kamuyという語は「神」を意味する場合も

ありますが、ここでは「魔jとか「怨ろし

いJの意であり、恐ろしいものはまた「神

jとして対象ともなり得ます。

ワラビは万葉の時代から和人によって食

された記録がありますが、その食用の歴史

はおそらくは、有史以前にさかのぼること

事
。
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これも、古来か

ら恐れられてきた植物で、その毒性はむか

しから認められていたのて。す。

極めて新しい資料ですが、 「家々要用凶

tm，必携J(竹内拙三編:明治19年、報徳社

蔵版〕に「ワラビ粉は米の粉か麦の粉を交

しかし、でありまし Iう。

「蝦夷語雪量H甘録「魯西亜言語J(おろ

しゃことば):嘉永7年筆者所蔵原本・

服食部.蝦夷語通辞上原熊次郎著
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へ食へば、害なし。雑物(まぜもの)笠か

らざれば甚だ害あり。また、ワラビ粉ばか

りを久しく食へば艮踏く、髪務つる。小児

久しく食へば脚弱く行くことかなわず。 j

とあり、腰が立たなくなること等が広く知

られておりますO

このほかアイヌの人が古来から食用にし

なかったものとして、セリとミツバをあげ

なければなりませんo この両者は和人にと

っては最高の山菜ですが、ミツパやセリに

はアイヌ名がなく、これは古来から食用と

しなかった証拠であります。ミツパについ

てはmichipa(幌別アイヌ語)がみられ

ますが、これさえ和語からの借用語であり

ミツバがアイヌの野生食用椋物として利用

された歴史が非常に浅いことを意味するも

のであります。

ヒグマが好んで食べる植物にザゼンソウ

があり、アイヌがこれを食するようになっ

たのはヒグマがこれを食することから学ん

で食用にすることをおぼえたのかも知れま

せん。長い間松浦家によって未公開のまま

となっていた資料、 「丁己東西蝦夷山川地

理取調日誌Jニ丁巴第16巻、由宇発利日誌

巻之二によると次のように記されておりま

す。 r.... ー・・・・我に、 クックノレアママ(

ウラジロイタドリ)の粥を煮て振舞、土人

等へ、シケレヘキナ(ザゼンソウ)といえ

る草を鹿の泊にて煮て出す。是を我も少し

喰せしが、如何にも妙味なるもの也けり」

× × × 

夷本島アイヌには古来から農耕文化があっ

たことでありますO 勿論、樺太アイヌも豆

類や根菜類を栽培した事実は記録により明

らかでありますが、それらは和人から教え

られたもので、古来からのものではありま

せん。 r石狩日誌Jに「家に傍に狸豆(ム

ニノカン)、眉豆(マーメ)(インゲン)、

粟(ムンシロ)、橋粟(リテナアママ)、

稗(ヒヤハ)等を作る。是皆黒唇(メノコ

〉の業なりJとありますo

〈筆者註〉

文中のムニノカンは、アイヌの食用野生

植物として重要なヤプマメで、これが栽培

されるようになったものでありますが、古

来からの栽培植物ではありませんo

ただ、そのうち粟と稗だけはアイヌの古

来からの重要な栽培植物でありました。文

中のムンシロというのは粟の総称であって、

ヒエもアワもアイヌは多くの品積に分類し

ておりました。そして文中に見えるリテナ

7""'1ムは、アイヌの古来より栽培してきた

アワの一品種であります。

ヒエ、アワの両者ともアイヌの伝説に出

てくる横物であるから、とても古くから栽

培されたものでありますが、アワについて

はサマイクノレが日本より盗んて、きたという

伝説があるから、ヒエの後に栽倍起源を求

めることができるでありましょう O しかも、

古い時代に日本内地より入ってきたものと

推定されます。

しかし、知里氏の分類アイヌ語辞典:植

物編によれば、アイヌは「米を Slsam

北方諸民族の聞で、蝦夷本島アイヌが、 amam 11日本人の・穀物μ といし、、それに

他の北方民族と謙著な相違を示すことは蝦 対して稗や粟を aynu-arnam 11人間の穀
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北海道程害報告書:明治15年開拓使札

幌勧業係(筆者所蔵原本より〉

物H とL、う。Jと書かれておりますo

若干の農具も使用されましたが、彼等の

最も古い農具はシFップで「大地を掘るも

のJの意で、アイヌの石器時代の遺跡から

も発見されております。その形状は、 「北

海道蜂害報告書Jに示されているものと同

形で、木製と角製(鹿)のものが知られて

おります。この農兵は野生食用植物の根を

採集するときにも使用されました。

来や稗などの収穫はその穂をカワシンジ

ュガイ Unismargaritiferusで刈り取り

ました。一般的な形は、ふちを砥石でとぎ

ちょうつがいの付近にひもを通し、ひとき

し指、中指、くすり指の 3本が入るように

作られたものが使用されました。この用具

は明治に入っても使われました。

O アイヌ¢鉱物食糧のこと

アイヌの鉱物食糧として唯一のものは、

先に記載しました食土であります。一部に

詳細を欠くと思われますので、ここで若干

の補説をしておきたいと思いますo

食土といわれるものは、いわゆるケイソ

ウ土 Infusorialearth灰白色の地層で

ケイソウの遣がし、が堆積して形成されたも

ので、北海道に多く見られるものでありま

す。

アイヌはこれを単独に利用することはな

く、必ず野生の食用植物などにまぜて利用

しました。この土は蝦夷本島のみならず、

樺太アイヌもまた利用し、チエトイとよば

れました。(我ら・食う・土という意味で

あります)

文献に「ーー ・チェトナイウ γ(小沢)

喰土があるの意。前に云土人草根を喰する

時此土を少し入れるや草根の毒に当らざる

由。是を探るは鳥獣の喰て居るを見て其を

試として取る也。別て鹿は好て喰すよし也

J ( r東西蝦夷山川地理取調紀行・知床日

誌J松浦武四郎、万延元年原本二十二丁

より)
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〈筆者註〉

上掲書により、アイヌが食用植物と共に

この喰土を混ぜるのは草根の毒に当らない

ためであることがわかりますが、野草のア

クぬきにこの喰土は効果があると認められ

ていたことと、これをとることによって獣

油を中和させるためにも利用されましたo

古くは、動物からそれを食することを学

んだのでした。喰土の中にも鉱毒を含み、

食用に苧らないものがあったようで、鳥獣

が食して何事もなかったものを利用したの

でした。また、食する前に犬などに食べさ

せて試験すること等も行われました。食用

になる喰土が多量にとることのできる場所

を発見した時には、それを子孫の代にまで

も残すための財産自録として地名をつけた

のでした。十勝管内本別町利別川中流の右

岸に「チエトイj という地名がありますか、

語義は ci rチJ(我等)・ erェJ(食べ

る)・ toyrトイJ(土)の意であり、む

かしのアイヌ達の食土採集地であったこと

を伝えるものでありますO

( r北海道地名誌J北海教育評論社、 NH

K北海道本部編、昭和50年による)

チェトウシナイポは樺太島旧真岡郡野田

町の地名で、語義は「チエトイ・ウシ・ナ

イポJcietoy -us -naypo (食用粘土・

いつも採取している・子J11)という意味で

あれまた同じく樺太島旧中知床半島北部

地名トイオマイの語義は「トイ・オマ・イ

J Toy ー oma~ i 食用土・そこにある・

所}という意味であり、いずれも喰土の産

地を示したものであります。(r樺太アイ

ヌ語地名小辞典j佐々木弘太郎著・みやま

書房・昭和44年より)

以上は、資料不足などから満足の得られ

るものではありませんが、北方民族の食用

野生植物を中心としながらながめてみた食

物文化史でありますo

北方の諸民族といっても極地の酷寒の地

域から、北アメリカ、カムチヤッカ、千島、

樺太、北海道に至るまで多くの原住民から

なりますが、原始時代の彼等の生活を想像

するとき、飢えと寒さから身をまもること

が先ず第ーのことで、あったでありましょう。

そして、似たような環境が本能的にある

面では酷似する生活習慣を作ってきましT缶

さらに、彼等の知恵と勇気が生活をまもり

北の文化を創造してきました。

~tの食用野生植物のうち、広く北方人種

に共通して食用とされてきたものは、ツノレ

コケモモ、コケモモ、その他のツツジ科の

果実類でありました。(ツツジ科以外にも

若干の種類イチゴなども含みます。)

寒さから身をまもるために多量の獣油を

摂取したのもまた北の原住民の共通点で、あ

りました。そして、本能的に野生の果実や

草の根やその他植物質の食物を摂取するこ

とによって栄養のバランスを保持してきた

のでした。

そしてまた、臭気ある植物のある種のも

のは地域によって植物の種類こそ違えど、

茶として利用されたことは世界的にみても

北方民族に共通することであり、その香気

にも共通して「除魔力j とか「霊能jを認

めていたことは最も注目すべきことであり

ました。中でもイソツツジの類は北方民族

0
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の聞で、かなり広く共通して茶に利用され

ていました。ェゾイソツツジは北方の茶と

して北海道や樺太で利用され、北米でもま

た利用されましたo 欧州においては、北部

に限つてのみエゾイソツツジが薬用として

利用されてきましたo蝦夷本島アイヌは、

エゾイソツツジのみでなく、ほかのイソツ

ツジ類も同じように茶として利用され、樺

太アイヌもエゾイソツツジのほかに、カラ

フトイソツツジ、イソツツジ、オオイソツ

ツジ、コノミノイソツツジ、チγマイソツツ

ジなども茶として利用したようです。

広く北方民族にとって生きるべく最も工

夫されたのは、住まいであり、食糧であり

ましたo前掲のソ連文献を見るとシベリア

原住民の多くの住居が図示されております

が、地域によっては地下式、半地下式、地

上式の住居などに驚くべき工夫と知恵が見

い出され、時には毛皮で覆われた住居など

も見い出されます。食糧、特に冬に向けて

の食糧の貯蔵は乾燥によるのが共通点で、

食用になる植物は干品として貯えられまし

た。魚類などもその例外ではありませんo

サケやマス等も干品とされ、筋子などの干

品も冬の重要食糧であり、生品は冬の野獣

などの猟によって入手されました。

そして、春の到来を待ちこがれたことで

ありましょう。アイヌの人々はまずフクジ

ュソウが咲き出すのを心待ちしておりまし

た。この花が咲き出すと、大地の自然が生

きづいてくるからでありました。フクジュ

ソウの花がチライ アパポ(イトウ・花)

と称されるのは、この花が咲きだすと氷が

とけだして川にイトウがのぼってくるから
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で、この花の聞き具合には異常な関心が示

されたようであります。そして、地上にさ

まざまな野の幸が散りばめられるとメノコ

達の活動の舞台となりました。

しかし、前述したように古くから農耕を

営んでいた北方民族は数多い民族の中でも

蝦夷本島アイヌのみで他の民族と大きく異

なるところであります。これは極北文化の

流れをくむと伺時に、東北地方から津軽溜

峡を経て渡ってきた本州文化の影響をも受

けた証拠て、もあります。

× × × 

文中「オノレキス モリオ」は不明であり

ましたが、三浦道哉のLISTOF PLA-

NTS IN MANCHURIA AND MO-

NGORIA (南満洲鉄道株式会社興業部農

務課大正 14年刊)91 PにOrchisMa-

r io (non L.) Makinoを見い出すことが

できました。オノレキス モリオとは恐らく

この学名に棺当する植物でありましょう O

きらに和名を見ますとニョウホウチドリと

記されております。
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北海道の自然とその保護

くはじめに〉

わが国では、高度成長に伴って昭和40年

代の後半から公害・環境問題が注目され始

め、自然保護についての関心も高まってき

ました。昭和47年には環境庁が誕生し、ま

た全国各地で自然を守る住民の組織ができ

無謀な自然破壊に対して歯止めがかけられ

るようになりました。

ところが石油ショックを境にして、日本

の経済が落ち込んでくると、今度は「環境

なんて言ってられない」といった風潮が世

間一般に広がり、それが環境行政へも反映

されて、昨今では環境行政の緩和、見直し

がはじまっておりますO

環境庁は発足して1C年を経過したにもか

かわらず、環境アセλ メ Y ト条例が数度に

わたる国会提出の見送りとなって未だ法制l

化されておりません。各地でおこった自然

保護運動も、社会状勢の変化と運動自体の

行き詰りもあって以前のような勢いはなく

なってしまったようです。

しかし今や自然保護は、一国或いは一地

横浜市 俵 昌芳

域だけの問題ではなく、地球的な規模で真

剣に考えられねばならないことであり、そ

の理念や保護内容等の具体化が急がれる時

期にさしかかっていると思われます。

〈日本人の自然観と自然保護〉

人間の歴史は、居住しやすいところの森

林等を伐係し、農耕を営み、やがて村がで

き、それが Fっと発展したものが現在の都

市であるのですから、自然を人間の都合の

よいように変えてきたともとれますo それ

は時代によって違っているほか、人それぞ

れの生活のしかたなどによっても異なって

います。

日本て、は古来からずっと「自然と人関の

共存Jという自然観で自然を変えてきたの

に、明治時代に入って西洋からもたらされ

た「人聞は自然を支配すべきであるJとい

う自然観が急に中心的になってしまったた

めに、今になって色々な問題が起こってし

まったのではないかと一般に言われていま

す。
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