
北方民族と野生食用植物 (0

前回の「北方民族と野生食用植物Iは日

本固有の領土である千島などを欠き不完全

なものでありました。

今回は、オロッコの部分の足りないとこ

を補い千島、カムチャッカ半島、アラスカ

の一部についてもふれてみたく、その第二

編をまとめることにしました。なお、今後

も資料の集まり具合によっては第三編、第

四編ー・ ー とまとめてみたいと思っていま

す。

今回入手した資料で願ってもいなかった

好資料の一つは「ウイノレタ語辞典J(澗潟

久治("ガタ・ヒサジ〉編、昭和56年刊行

)とL、う実によくまとまったオロッコ語辞

書であります。恐らくこの辞書は、厳初で

最後のオロッコ語の辞書となりましょう。

この「オロッコ語辞書Jの中には、オロ

ッコが利用じた植物が百種類以上も載って

おりますが、それらがどのようにオロッコ

によって利用されたのかは、ほとんどふれ

られておりません。しかし、近接民族の食

文化との関連から、ほぼオロァコの食文化

をとらえることができます。

1. Iウイルタ語辞典Jのこと

「ウイルタ」というのは、オロッコ自身

がいう言葉で、アイヌは fオロッコj、ギ

リヤ -IJ v-1 Iオγ グノレ|キーリ /'i主「ボグ

デγカン」、 ロシア人は「オロチョ /'Jと

石狩郡新篠津村 外 山 雅 寛

呼んでいます。

さて、この「ウイノレタ語辞典Jはi関潟久

治氏が一生をかけてっくりあげた最初て最

後のまとまったオロッコ語辞書であります。

辞書の序文から著者の歩みをたどってみる

と次のようであります。

-大正14年大阪外陣語学校ロシア語部を卒

業

・同年から昭和9年まで福島商業高等学校

でロシア語を担当

( i閲潟久治氏のウイノレタ語研究〉

ウイノレタ語の研究調査は、夏休みを利用し

て行なわれました。

・昭和3年-40日間調査〔幌内川の下流チ

カリ部落を基点として)
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・昭和5年-40日間(オタ λ を中心に)

・昭和10年-10日間(オタスを中心)(こ

のような調査を通して「ウイノレタ語辞典j

の旧稿は、戦前に既にできあがっていたと

L 、う o ) 

• I昭和35年網走で北川五郎、小川明さんよ

りウイノレタ語を聞く。

@昭和51年10月~昭和日年4月まで40日間

佐藤チヨさんよりウイノレタ語を聞く。

@昭和田年 3月「ウイノレタ語辞典 lの完成

を目前に他界された。

この「ウイノレタ語辞典Jを見ることによ

って「北方山車J第4号に記した内特の中

でいくぶん不鮮明なところをよりはっきり

議
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示すことが可能になったものがし、くつかで

てきました。それらについて、先ず最初に

ふれてみましょう。

2 オロッコ・ギリヤークの野生食用植物

「カッシュJと呼ばれるユリ科植物は、

ウイノレタ語辞典にはつ("dZUk8'Jギョウジ

ヤニンユ Fと明確に示されていて他の植物

でも、この辞典の入手により正確な種名が

明らかになったものが多L、。

パー7 と呼ばれるコケモモとはPamaガ

γコウラ γの果実であり、ヤマイモー

小さな野生のイモ(ニヨロ)f士、エソ。エン

ゴサクの根であり、辞書によるとエンゴサ

ク(俗称アイヌイモ)をオロッコは「ヨロ

-J、ギリヤ-!1f土「ジノレプj とL、し、利用

したことが記録されています。さらに辞書

に"1010" 小さい山イモとあるのもたぶん

エゾエンゴサグのことかと思われます。

そして、この「エソェγゴサクjは北海

道本島アイヌ、樺太アイヌ、千島アイヌ、

オロッコ、ギリヤーグの共通の食用野生植

物として欠かすことのできないものであり

ました。イチゴ(ホヨー)というのは、jE

確には !Ihoyo (( (ウイノレタ語)ホロムイイ

チゴRubus chamaemors L.をきしてい

ることがわかりました。ホロムイイチコは、

湿原植物であり、樺太島内各地の湿地や泥

炭地に生ずるといわれる植物で、ギリヤー

ク族は「エリギ=ゴノレケグラ y トj 左称し

生食したものであります。ホロムイイチゴ

は、エゾ本島アイヌ、千島アイヌ、オロッ

コ、ギリヤークの共通の食料であったばか
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りではなく、シベリ了、ダフリ了、カムチ

ヤツ力、ベーリング、ヨーロッパ、北アメ

リカ等にも広く分布する北方植物であり、

世界の北半球北部で広く生食された著名な

植物でもありました。

Rubus Chamaemorus L. 

〈寺崎:r続日本植物図譜」より〉

〈昭和 11年 8月 15日樺太栄浜産によって

寺崎氏が描いたもの〉

ホロムイイチゴの世界的な多産地は北ヨ

ーロッパ亜寒帯地方(中でもスカンヂナピ

ア)で、唯一の果実としてこれを磁んに採
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取生食し、ジャム、ゼリー等に製してい

たことが石山哲爾報告( 1南樺太産有用野

生植物j第二報ー樺太中央試験所)に書か

れております。

~'LORA EUROPAE VOL.2 (欧州

植物総覧第2巻)によれば、ホロムイイ

チゴはヨーロッパでは山岳地の湿原、Itl沢

地に績生し、北西チェコ兄ロパキアの南部

まで広がる北ヨ ロッパまで分布すること

を言己し、プノレガリ了、チェコスロバキ了、

デγマー夕、ブイ Yラソド、ドイツ、アイ

ノレランド、ノノレウェ一、ポーラ y ド、 ソピ

エト連邦ヨーロッパ部(北部地方、中央地

方)、スピッツパーゲソ、スウェーデγを

分布閣として示しております。

「シドホJというのは、コケモモ Vacc-

inium vi tesの実で、一般にアレップと称

されているものでありますが、辞書=1ウ

イノレタ語辞典Jには、 siduxu gatapuri 

beni (旧暦日月日・ フレップを採る月

)と記されていることから、オロッコの女

達は 9月にはコケモモ採取の最盛期を迎え

冬期の貯蔵用のために精を出したことが浬

解できます。

「オロツコ・ギリヤーク民俗調査報告書

J (北海道教育庁振興部文化課)の中で、

林善茂博士が調査の土あげた食用植物のう

ちイヌカイと呼ばれるユリ科植物というの

はユリ科植物ではないようであります。ウ

イノレタ語辞典で「イヌガイjを調査すると

lnuglショウプAcorus cal amus L. 

var. angustatus Bess. inugai labok~ 

toni inugai laboktoni Sノヨウプの実

と記載されております。また、 labokto. 
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loboktoをヲ|し、てみると s.lougalと記載

されている。 1日本植物総覧J(FLORA 

OF JAPAN)で調べてみると媛果は長楕

円形、赤色と記されております。この果実

を食用として利用したのは、オロッコのみ

かもしれません。ショウプは、もちろんア

イヌ民族問でも利用されました。しかし、

この果実を食用にしたとLづ記録は全くな

し知里氏「分類アイヌ語辞典植物編J

によると、この根をトリカ 7 トの毒の解毒

剤に用い su日lk-kusuriといい、 その根

茎を利用したことが書かれております。ま

た、 pawchi(魔). h i na (草)・「魔

よけ草Jの意ともL市、、薬用とされたこと

を記すのみであります。(以上知里氏辞典

〕さらに、朝鮮における利用を調べてみる

と端午の節句にショウプを用いる東俗は邪

気をはらうの意に出づるなり、朝鮮にては

ショウプ根を浸してケョウプ酒Tchyan-

phu-chyuを醸すO これを飲めば、能く邪

気を去り病魔を除くと報告されています。

(出典 「士名対照満鮮植物字禁j村田著

昭和9年成光館蔵版による)これらの植物

の他にオロッコが利用した植物をあげると

次のようであります。

チシマイチゴ、チシマオドリコソウ、ナ

ナカ 7 ドの実、カラアトイパラ、ハマナ兄

の突、オドリコソウ、キハナシャクナゲ、

エゾノコギリソウ、コーリャ γ、クリの実、

エゾゴゼyタチパナの実、エゾスグリの実、

エゾマツの葉、オオパスノキ、ヒメツノレコ

ケモモの実、シャ夕、ハマボウフウ、グロ

ミサンザシの実、 トガスグリの実、シロウ

マアサズキ、キイチゴ(キイチゴ類の総称)
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エゾミズタデ(イタドリトスイカズラ、

オオ7-ctドコロ、クロマメノキ、エゾハマ

ウド、エゾカ γ ゾウ、パイケイソウ、エゾ

イチヤクソウ、ミズバショウ、ウメパチソ

ウ、ヒツジグサ、 ミヤマハ γ ショウズノレ、

ミツガシワ、オニ:ンモツケ、オオカサモチ、

j努力ネナナカマド、ミヤ 7 ナナカマド、オ

オヤマフスマ、グノレマユリ、エンコウソウ、

ホタノレサイコ、オオパイラクサ、ホロムイ

ツツジ、サカイツツジ、グサソテツなどで

あります。しかし、これらが全て食用にさ

れたとはいえないと思われますo (明らか

に食用植物として利用されたとは思われな

いものは全部除外しであります)

以上のうちから、おもなものについて次

に記してみたいと思いますr

Oイチゴ類について

ここにあげた植物のうち、イチゴ類即ち

チシマイチゴ、キイチゴ(キイチゴ類の総

称)のほか「ウイノレタ語辞典jにないイチ

ゴのうち中華太に産するほとんどのイチゴ類

は生食されたと思われますo

それらをあげると、コガネイチゴRubus

petatus SMITH (北侮道の他南樺太、

アラス方、北米等にも分布)、 カラフトイ

チゴRubus idaeus L. var. subinermis 

Koidz. ウラジロエゾイチゴRubus stri-

gosus MI CHX. エゾイチゴRubusstr-

igosus MICHX var. kanayamens i s 

Koidz などであります。

オロッコ文献一 r!ll村秀弥採録 カラフ

ト諸民族の言語と民俗J(網走市北方民族

文化保存協会)26 Pに reya i tama 木
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イチゴーコノ葉ヲオロッコオ茶ニスノレ」と

いう記載が見えます。このことについて追

求してみますと、おもしろいことに気がつ

きます。即ち、キイチゴ類の葉をお茶に利

用する民族は、樺太を含めそれより以北の

民族に見られるということであります。

知里氏「分類アイヌ語辞典植物編Jに

エゾイチゴの茎葉をせんじてお茶にして飲

んだとL、う記録がありますが、機太におけ

る場合であります。また、中間功・前田満

著「ソビエト連邦の樹木jのヨーロッパキ

イチゴの項を見ますと「若葉の浸剤は、茶

の代用として狩人や旅人が用L寸叫と記載

されています。キイチゴ類の葉をオロツコ

が茶として利用する風習は、多分大陵から

の影響によるのではないかと怨像されるの

です。

Oミツガシワ Menyanthes trifoliata L. 

ミツガシワは、機太では泥炭地のどこに

でも牛A えている植物であるといわれている

ものでありますが、オロッコ文献からは、

どのように利用されたかは全く不明です。

もちろんミツガシワをアイヌが利用した

という記録も全く残されてはL、ません。た

だロシアにおいては、!かつてこの植物の根

が救荒植物として利用されたとL、う記録が

あり、また、ヨーロッパではこの葉を茶と

して利用したという記録があります。いず

れにしてもアイヌ民族にはミツガシワを表

わすアイヌ語もないので、ソビエト連邦、

ヨーロッパ北部など大陸の民族とのかかわ

りが非常に深いと思われる植物であります。

文献はずいぶん当たっておりますが、食物
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文化史という視点から書かれた書物は皆無

に等しく、ついに利用のわからない値物で

ありました。

0ナナカマド Sorbus

樺太産のナナカマド属には、

の他にタカネナナカマド、

ナナカマド

オオナナカマド

の3種が知られておりますが、ナナカマド

属は元来北方の樹木であり、資料で見る限

りこの実をアイヌが食べたとL、う記録は全

くありません。ただ、 z ゾノウワミズザク

ラと同じようにアイヌが悪魔払いを目的と

してナナカマドの木を利用したとL、う記録

はあります。しかし、樺太の民族のうちで

もオロッコはナナカマドの実を生食してお

りました。 (ギリヤーグも生食した)

ナナカマドは、 オロッコ語では「メジラ

J 、ギリヤータ語では「メジラグ」とL市、

ナナカマドを表す言語については両民族問

で大変似ているのに驚ろかされます。

ナナカマドの実を食用にするということ

もオロツコが大陸の民族と深い関係をもっ

ていたためて、あります。即ち、 ヨーーロツノミ

では古くからナナカマドの実は降霜後それ

を生食し、あるいは、 ジャム、 ゼリー、 シ

ロップ、 コーヒ一代用、 リキューノレ酒の原

料にさえしてきたのであります。

先に述べたように、 ナナカマドは北方系

の樹種であり、田中・前田著の「ソピエト

連邦の樹木Jによると、ナナカマドのほと

んどの種類はソ連邦全域にわたって生育し

ているとL市、、 この文献に載ぜられている

ものだけでも次のような多きに達しており

ます。

オオミノナナカマド Sorbus domestica 

L. 夕方ネナナカマド(オオミヤ7 ナナカ

マド)Sorbus sambucifol ia Roem シ

ュナイダーナナカマド Sorbusschneid 

eriana Koehne シベリアナナカマド

Sorbus sib irica Hedl ナナカマド So

rbus commun i s Hedl. テンザンナナカ

マド Sorbus tianschan ica Rupr. ピロ

ードナナカ 7 ドSorbus veltiana (Alb-

ov) Schneid. プーシアナナカマド日。

rbus buschiana Zinser1. コーカサス

ナナカマド Sorbus caucasica Zinserl. 

ウオロノフナナカ 7 ド日orbusworonovi i 

Zinserl. ギリシャナナカ 7 ドSorbus

graeca (Spach) Hedl. ベノレシャナナカ

マド Sorbuspersica Hedl。トノレケスタ

ンナナカマド Sorbus turkestanica ( 

}'ranch) Hed 1 マノレパノナナカマド So

rbus aria (L.) Cr. その他、和名のな

いものもあげると S.subfusca ( Ldb. ) 

Boiss. S. albovii Zinserl. S. colchi 

ca Zinserl. S. schemachensis Zinse 

rl. S. torminalis (L.) Crantz. S. me-

1 anocarpa lIeynh.日.intermedia (Eh 

rh.) Pers等があげられます。

以上、文献の上からみると大陸、 とりわ

けソビエト連邦はナナカマド属の植物の宝

庫であり、オロッコが大陸の北方の影響を

食物文化史の上で強く受けたであろうとL、

うことが容易に想像することができましょ

う。
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Sorbus aucuparia (1); Sorhus sibirica (2); 

Sorous sambusffolia (3); Sorbus subfusca (4); 

アムールナナカマト・ (5);天山ナナカマド (6);Sorbus gracea (7); 

トJレケスタンナナカマド (8)

ナナカマド属8穏の分布図

〈出典:田中・前田著「ソヒFエト連邦の樹木Jより〉

0;えグリの類

「ウイノレタ語辞典Jの中に収録されてい

る兄グリの類は、エゾスグリ Ribes lati-

folium JANEZ. とトカ守スグリ R.sach-

alinense NAKAI の2種のみでありま

すが、いずれもオロッコが生食したもので

あります。

様太島には、これらのスグリ類の他に、

ハリスグザ、トカチスグリ、カラフトスグ

リ、クロスグリ、ハイスグリの植生が知ら

れておりますが、これらのいずれもが利用

されたと思われます。これらのうt;倖太島

で最も分布の広いものはエゾスグリですか

らオロッコにとってはきっとなじみ深いも

のであったにちがいありません。

更科源蔵・更科光共著「コタ γ生物記!
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0>樹木・雑草編によれば r1ガスグリ

は屈斜路では、オラウネ・フレップ(はっ

ている木の赤い実)といってコタ γの子ど

もたちに味覚を喜ばせる存在であったQI

と記され、この実はアイヌ、オロッコ、ギ

リヤーグ共通の果実でありました。

そればかりではなく、ヨ ロッパにおい

てはスグリの類は非常に古い時代から食用

とされ、あるいは栽倍・改良されてきた植

物でもあります。ヨーロッパには、極めて

多くの種類が知られてし、ますが、それらの

中て最も著名なものは7 ノレスグリーし、わゆ

るグ ス・ベリー(gooseber ry )であり

ます。この植物が調味料として栽培された

のは16世紀に入ってからであり、 ドイツ、

オランダ、イギリスなどであったといいま
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すO そして、出代ギリヅャ ローマ時代に

は野生においても採取されなかったとL市、

ます。(加茂儀一訳・ドウ・カンドノレ「栽

培植物の起源J改造社@昭和16年)

0スグリrr;類のほかオロッコが生食した

果実について

スグリの類のほか生食された果実はグロ

ミサンザシ、カラフトイバラ、ハマナス、

エゾゴゼンタチバナ、ヒメヅノレコケモモ、

クロマメノキ等の果実をあげることができ

ます。 iウイノレタ語辞典Jによると、ヒメ

ツノレコケモモ(俗称チャブレツ)hxaxa 

とみえ、ツルコケモモは俗称「プランコj

といわれました。

これらの果実のうち、オオノくスノキ、 ツ

ノレコケモモ、 ヒメツノレコケモモは酸味が強

く、主に調味料として利用されたというほ

うが適当かと足、われるのです。

t記のいずれもが、北方民族がほぼ共通

して利用してきた野生の食用植物です。

エゾゴゼγタチパナは、樺太の湿原、丘

陵地のいたるところに植生し紫色の花を

つけ、日月には球形の果実が熟しi収穫期を

迎えるとL市、ます。樺太では平地に普通に

見られ、北海道、黒竜江、満州、オホーッ

夕、シベリア、北ヨ ロッパ、北米等にも

分布する典形的な北方植物であり、樺太ア

イヌも好んでこれを食べ食欲増進の効力を

もっているといわれているものであります。

(ゴゼンタチパナも同様の効力をもってい

るようであります。)

クロミサンザシCrataeguschlonosa-

rca MAXIM.はオロッコ語ではdarakta
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といい、その実は kTjoktoといわれ、生食

されました。しかし、アイヌ語にはこの実

を表わす言葉もなく、エゾ本島、樺太アイ

ヌの間て寸工「茎jを表わすアイヌ名しかな

しそれを薬用に利用したとL、う記録を見

るのみであります。オロツコがグロミサン

ザシの果実を食するのは、全く大陸の食物

文化の影響によるものであります。グロミ

サンザγは、樺太では島内各地の湿潤な原

野に普通に続生するといわれますが、極東

では天山i1損厭西部、パミノレーアライ、 コベ

ト・ダグ、後コーカサス東部地方(グノレジ

ア共和国、ゴリ地方周辺)、イラン北部、

トルコに分布L樺太島と異なり海抜 2，000

mの石れき性乾燥斜面に牛育しているよう

です。サγザシ属は北半球の混滑に約1，0

00種、 北米に最も多いといわれる植物で

なお、樺太にはグロミサンザシの他に、エ

ゾサンザシCrataegus jozana、カラ 7 f 

オオサンザシCrataegusMaximowi cz i i、

アカサγザシCrataegus sangu i neaを産

するとL、L、ます。

0疏菜として利用されたもの

説i菜として利用されたものをあげると、

シロウマアサスキ、 己ノャ夕、ハマポウ 7ウ、

イタドリ、グノレマユリ、エンコウソウ、ハ

ナウドそのほかなどがあります。これらの

うちハナウドは皮をむいて生食されたこと

が記録に見え、また、シャグはヨーロッパ

では l年生の根部を秋から春にかけて採取

され、古くから食用とされていたものであ

ります。このほかにその利用の詳細がわか

らない植物がたくさんありますが省官在した
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いと思います。

0特殊な利用の植物

特別な用いられかたのする植物としては、

エゾマツの葉をあげることができます。エ

ゾマツの葉や枝はこれをたくことによって

発生する煙にオロッコは除魔力を認、めるこ

とはよく知られておりますが、これは極北

シャーマニズム圏の民族に共通のことであ

りますが、オロッコでは、エゾマツの葉は

熊の肉をにる時に臭気消しに一役をかつて

おります。

× × × 

オロッコには、生活を豊かにするために

大陸との交易が常にありました。従って食

物文化の上においても大陸の影響は樺太の

原住民の中でも最も強く受けてきたことを

うかがうことができます。

交易は全く物々交換によったのでありま

す。オロッコがアイヌと大変異ることはノミ

γを食べていたことであり、そのパンの原

料であります麦粉はロシア人との交易によ

って入手したものでありました。茶もまた

ロシア人より入手していたもので、 j友茶と

いって現代の紅茶に最も近いものであった

ようです。酒などはオロッコ独自のものが

なく、アイヌから入手したりロシアからウ

オツカーなどを得ておりました。木綿地な

どは、非常に古い時代からロシアや支郡か

ら入手しました。

3 千島アイヌの野生食用植物
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アイヌの野生食用植物については「北方

山草J第四号に比較的詳しく述べましたが

わが国固有の領土であります「千島Jアイ

ヌの食物文化については全くふれておりま

せん。そこで、本稿で改めてそのことにつ

いてふれることにしました。

北千島アイヌの食用植物については短め

て興味深い事実があります。結論から先に

述べますと、千島の南部と北部のアイヌと

の野生食用植物の比較をしてみますとそこ

に違いが見られることであります。河野広

道さんは、このことを考古学の上から立証

されております。郎ち、生物分布線一宮部

線を境にしてそれより以北の千島アイヌの

文化圏は非常に異なり、宮部線以北のアイ

ヌは北千島アイヌと呼ばれております。こ

こでは、考古学上の出土品がカムチャッ力、

アラスカ方面の原住民の用いるものに様式

が酷似し、北アメリカ北部のアメリカイン

ディアンのものともよく似たものが出土さ

れ、北洋系原住民の影響を強く受けている

とL市、ます。

18世紀の千島地隙(]780年〕

CARTE IJES ISLES KOURILES 
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千島列島のアイヌのうち南千島アイヌの

野生食用植物はエゾ本島アイヌのものとほ

とんどかわらないのであります。そのうち

でも特にエゾ地東部アイヌとの共通性が強

いようであります。

また、調理の方法等についてもほとんど

異なるところがありません。

ドングリの実などはタンニンの大変多い

食物であったが南千島のアイヌはこれをチ

エトイ(食土)といっしょににることによ

ってタ γニン酸を消すことをおぼえてしイお

そして前述のように種々の食料はエゾ本

島アイヌとほぼ同様で、中でもエゾエンゴ

サ夕、ギョウジャニンニ夕、ウハユリなど

は彼等の重要食料でありました。ユリ類で

特にグノレ7 ユリ、エソスカシユリ、グロユ

リ、カタクリの根等が多く利用されましTぉ

果実類では、コケモモ、 ツノレコケモモ、

ハマナスの実は重要なビタミ γ源であり、

前二者は生食もしたが、重要な調味料でも

ありました。これらの果実はアイヌのみな

らず、北の大陸一アラスカやソビエト連邦

ヨーロッパの北部にも共通した食料であり

ました。南千島の野生食用植物はエゾ本島

とほとんど異ならないので以下を省略 Fる

ことにしました。

きて、興味深いのは北千島アイヌの野生

食用椋物でありますO 北千島アイヌの食用

植物でありますが、残念ながら日本側の資

料では、それらについて書きとめられたも

のをほとんどみません。

国外の資料で重要なものは、グラシエニ

ンコフの「力ムチャッカ地誌Jであり、他

の一つは、デイホア兄キーの「シュムシュ
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島アイヌ語方言小辞典Jであります。

前者には:jt千島のうちシュムシュ島とポ

ロムシノレ島の 2島のアイヌ語集が載せられ

後者はソ連側の門外不出の文献のようで、

村山七郎氏がソ連側より特殊なノレートを通

して得たマイクロフイノレムが日本では唯一

のものといいます。 CROZPRAWY AK 

ADEMII UMI E.T E'l'NOS C 1. WYD 

ZIAL FILOLOGICZNY Serya II. 

'l'om 1. Krakow. 1892 科学アカデミ一

紀要ブロロギ一部、第2集第 1巻 クラ

コフ 1892年刊)

この 2文献には北千島アイヌの野生食用

植物がわずかではあるが載せられていて、

その両者とも和訳され「北千島アイヌ語J

(村山七郎著)となりました。

前者の文献で明らかなものは、ヤマハマ

ナシの近縁種といわれる Rosaamblyotis 

C.A.M.C和名もなL、) 樺太やカムチャ

ッカにも分布する植物 けい谷や特に丘や

台地の乾いた土地に生育、果実は球形、紅

色の実をつける、直径12棚、 2つめは、ハ

マナスの果実であります。 北千島では砂

地の海岸やみさきに生育 。現地北千島で

は、やぶをなして 1mくらいの高きになる

ようです。 3つめはオオタカネパラ、 4つ

めは、クロミノウグイスカスラの果実であ

ります。

しかし、これらの植物は北海道アイヌ、

南千島アイヌも共通して食べたものであり

ます。ところが、 「ゾユムシュ島アイヌ語

方言小辞典jのほうには、グロミノウグイ

スカスラ、エゾイチゴ、ナナカマド、アカ

スグリの果実、ノバラ(種名不詳)、 コケ
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モモ、長ネギ(現地語でpaskurpuksi 

と記載され、この中の paskurはカラスを

意味するアイヌ語で、 puksiはギョウジャ

ニγニクの葉を意味するアイヌ語でありま

す)、ュリの球根(種名不詳)をあげてい

ます。そして、注目すべきことは、 「ナナ

カマドj の果実を一種除いて他は北海道ア

イヌ、樺太アイヌ、南千島アイヌにも共通

であり、かっ、それより北の大限とも共通

なものであるということであります。

なお、これらにあげられていないツノレコ

ケモモ、 ヒメツノレコケモそなどもまず食用

にしたと思われるのです。そして最も注目

すべきものは、 「ナナカマドJの果実であ

ります。ナナカマドに限っては、エゾ本島

アイヌ、樺太アイヌ、南千島アイヌも食用

にしなかったもので、日本近辺では、樺太

北部のオロッコ、北千島アイヌが食用とす

るもので、北千島アイヌの食文化は、それ

よりさらに北方の大陸の食文化の影響が強

「千島列島植物図鑑J(北部軍管区司

令部軍医部編)より エゾイチコー
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く感じられます。このことは、カムチャッ

カ半島やアリューシャン列島原住民の食文

化をさく、ることにより一層明確になってき

ます。

長ネギ〔現地語 paskurpuksi )は葉

の長い野生植物ニエゾネギをきしたものと

思われます。(コノレシカ島またはギリシヤ

から南部スウェーデンまでの全ヨーロッパ

シベリアにおいてはカムチャッカまで、ア

メリカにおいては北アメリカの北部及び五

大湖周辺部のうちヒユーロ γ、シューベリ

オノレにとんで分布するものであります。

paskur =カラス・ puksi=ギョウジャニ

ンニグを意床するアイヌ語であります。)

このほかに千島アイヌが利用したものと

してはっきりしているものにはイラクサ、

かぶら、大級があります。後者のかぶら、

大根は千島アイヌの栽培植物でありますが

日本からではなく、ロシア側からその栽培

法が伝えられたものであります。

植物以外の食物においても南千島とはた

いへん異なり、陸産の野獣の肉はほとんど

口にせず、海産の野獣の肉を主食とし北洋

系原住民の食物文化の影響が非常に強く感

じられます。

4. 18世紀古文献よりみた北洋原住民

の野生食用植物

最近筆者が入手した文献で、重要と思われ

るものは 1780年(安永 9年〕ロ γ ドンで

刊行された下記の書物であります。

.;fAccount of the Russian disco-

veries between Asia and America. 
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，/to which are added the conquest 

of Siberia and the history of the 

transactions and commerce between 

Russia and China.〆 書名訳 「ロシ

ア人のアジア及びアメリ力発見史 それに

加えるシベリ 7の領土及びロシアと支那の

交渉交易史J(著者:WILLIAM COXE， 

A.M. Fellow of Kings Co11ege， Cam 

bridge) 

なお、この書物は18世紀の特に千島・カ

ムチャッカを含めたロ γア、支那、北アメ

リカの北部のことを記した歴史的古典とし

て極めて少ないもののようですo r北海道

史料所在日録jにもなく、道内では唯 l冊

の書物かも知れません。 1781年(安永 9

年)には、フランスで仏訳されパリでも刊

行されました。

可

Lh

安永!日年刊行の仏訳本(札幌弘南堂書

庖古書目録より)

ACCOUNT  

o F T Il E 

RUSSIAN DISCOVIlRIES 

n E T、VEEN

ASIA  AND  AMERICA  

γ。WJlICI! AI¥& AODEP， 

TH8  CONQUEST OF  SIDCRIA， 

"̂ " 
THt HISTORY 01' THE TRANSACTlONS AND 

COMMIJ.I¥CB DET、VEENJtυS$IA AND CI-IINA 

lly、NILLIAM COXE， A. M 

fdlo.v of KioS" CQUC{;<， C'I"b，iJr;<，則川口'1'1，川 '0凶 Gfl<O，1，. 

Ou.. of M̂ ""o，oUGIl 

L 0 N D 0 N， 
F 民lN'l"F-D aY J. NICIIOLi 

fOR T. CADEl.L， IN THE STRAND 

上記に示したものはその初版本のタイト

ノレベージであります。(筆者蔵原本より縮

小図〉以下この資料を中心とし、他の文献

を参考にしながら、極北原住民の食用野生

捕物を紹介しましょう。

A) カムチャッ力及びアリューシャン

列鳥原住民の野生食用植物

カム子守ツカの原住民はアイヌの一分派

でカムチャッカアイヌともいわれておりま

すが、その生活のようすは、北海道アイヌ、

樺太アイヌ、南千島アイヌとはよほど異な

っていたもののようです。注目すべきこと

は彼等はかつて農耕を営んでいたことであ

ります。

前述の古文献を邦訳しながらそのようす

79 

北方山草 5 (1984)



についてもふれてみたいと思います。

「ロげ人のアジア及びアメリ力発見回

(省略題名)の第一章をまず紹介Lましょ

う。

・第一章 カムチャッカの発見と征服ーそ

の半島の現状人口 原住民一産物

「半島全体を通して見たこの地方の景観

は主に山岳が多い。ある地方の産物は機、

ポプラ、ハンノキ、ヤナギ、雑木、そして

各種の祭果類である。葉菜類や他の野菜は

いとも簡単に栽培される。即ちホワイ}キ

ャベッ、かぶら、大根、ビート、人参、他

キュウリなどである。農耕は非常に劣悪な

状態であるが、これは主に土庄性質や厳し

い矯によるためで、ある。それ故にコーンや

オート麦(カラスムギ)、大麦、ライ麦の

栽僚について試作が行なわれた。しかし、

どの作物もその労力や栽活費用にみ合うだ

けの生産を上げ得ることはできなかった。

しかし、大麻は近年非常な成功を上げて栽

培されてきTこむJと書かれております。

きて、この原文の中の媛果類については

詳細が記されておりませんが、たぶん北洋

系民族が共通に利用するガンコウラン、ッ

ノレコケモモ、ヒメツノレコケモモ、コケモモ、

ホロムイイチゴ等の果実を含んでいること

は、まちがし、ありません。第一章について

は、栽培植物に重点がしぼられているので

カムチャッカ半島の原住民が利用した植物

については数種を日本文献によってあげて

みたいと思います。特に著名なものの一つ

は、ムカゴトラノオであります。 r千島列

島植物図鑑Jによると「本邦においては食

用に供せざるも、観察加にては之を用い味
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f千島列島姐物図鑑J(北部軍管区司令

部軍医部編より)ームカゴトラノオー

は油気ありて胡桃を想、はせると記す著書あ

り。中央亜細亜においては重要なる救荒植

物のーったり。jとされています。

オオハナウドは「以前勘察加土人に経済

的必要として大なる役割を演じ、多くの北

洋著書に問題とされし植物なり。茎に苦く
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甘い液じゅうを含み、土人はこれを甘草と

称し、砂糖を製造し、火酒を蒸りゅうせし

ことありJCI千島列島植物図鑑J)とみ

えます。

その他、カムチャッカ半島てフ利用された

もので著名なものをあげると、オオパタケ

シマラン、オニシモッケ、キンロバイなど

をあげることができます。

オニシモッケは、その茎棄が食用とされ

根は冬期のための食用としてこれを乾燥状

態てや貯蔵するなどの工夫がされていまし九

キンロバイはカムチャッカ原伎民が茶とし

て利用したことが知られる野生植物であり

ます。(茶の代用というよりは、彼等の本

当の茶であったにちがいありません。〕

以上数種あげた野生植物のうち、オニシ

モツケは、エソ本島アイヌ、千島や樺太ア

イヌの間で食用にされたとL、う記録を見ま

せん。ただ、薬用には使われることがあっ

たようであります。ムカゴトラノオ、キン

ロパイも上記アイヌ民族の聞では利用され

なかったとみられるものであります。

さて、次にウィリアム・コックスの著書

によって別の地減の野生植物を紹介しまし

工う。以下コックス文献 54P-57Pまで

の第5章、 1756年-1758年までの航海

言己 (CHAP.V目 Voyagesfrom 1756 to 

1758)の重要部分を邦訳してみました。

1756年9月17日アンドリアン・ナタ

リア号 (Thevessel Andrean and 

Ntalia)はセレギγ旦夕日elenginskの

商人アンドリア γ ・トノレストアANDREAN

TOLSTYKによって験装され、指名のロ

シア人とカムチャッダノレ(カムチャッカ原

住民ニカムチャッカアイヌ)を乗組ませて

カムチャッカ河口から出航した。秋の暴風

雨の到来とそれによって起こる食料不足の

ために彼等はベーリ γ グ島に到達し、そこ

で彼等は 1757年6月 14日まで滞在した。

冬の海岸にはラッコがこないので、彼等

はアザラシ、アシカそれに海牛を殺したに

過ぎなかっt..::..o そして、それらの肉は食料

として貯蔵され、皮はカヤック(アザラシ

の皮などをはヲて作る小舟)のおおいを作

るために使われた。 (baidarsをカヤック

と邦訳した)1757年 7月 13日、 彼等は

抜錨し、 11日間航海した後、ネボトシコブ

NEVODSIKOFFによって発見されたア

リューシ弓 γ列島のー烏アタク ATAKUに

到達した。ここで彼等は他の二島と同じ定

住者が集まっているのを見い出した。一こ

れらの島民は、 トラベスニ γコア号TRA

PESNINKOFF'S VESSEL の乗組員

に丁度別れを告げたところであった。その

船はカムチャッカに向って航海した。ロシ

ア人達はこの機会を逸せず、彼等に貢物を

支払うよう説得した。この目的で彼等は、

the Toigon (アリューシャ γー士人語で頭

を意味する)に合図した。

彼の名はTUNULGASENといった。最

近再び集められた船乗の一人でコリアック

Kori acであった。そして彼等の言語につ

いてはある程度知っていた。銅の湯沸、毛

皮のコート、 l着のスボン、くつ下とくつ

がこの頭に贈物として与えられた。彼等は

これらの贈物によって説得され、貢物を払

った。彼はこの島を去るに当ってロシア語

を学ばせるために 3人の婦人と l人の男の
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J./il J."I・、 Jι'σ '7" 

中国新図〆NOUVELLE CARTE DE LA CHINE. et les pais 

ClrconVOI日 1S.刈 IEUWE KAART VAN T KEIZERRYK CHINA 

en de aangrensende Landen. Lie町 scommunes d Angreterre./ 

。

A AMSTERDAM Che z ISAAC TIRION. (18世紀中葉・筆者蔵原本)

O日本北部に巨大カムチャッカ半島がせまっている珍図である(部分図原寸大〉
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シベリア北西部地図 /CHART OF SYND S VOYAGE toward T，ehukot，koi 
Nofs〆North East Part of S耐 na〆Account of the Russian discoveries bet-

ween Asia and America to which are addcd the conquest of Siberia and the 

history 0 [ the transa山 ns and commerce bctwecn Ru四 aand China〆1780

(安永日年)干j、筆者所蔵本折込凶より部分図を原寸大で示した。 書名訳 rロ γ ア

人のアゾア及びアメリカ発見史ーそれに加える γベリアの領土及びロシア止支那の交渉

交易史j前関に比較Lカムチャッカ半島が驚嘆すべきほど正確に表現されている。
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