
北方諸民族と野生食用植物 (N)

はじめに

食別になる野生果実の芸術化については

かつて「北方山草J 第4号 (11日和58年)に

記したところでありますが、今回再び、そ

の詳細についてかきとめてみようとベンを

とることにしましfこ。

最近はテレビ等で北方圏の人々の生活が

しきりに報1且されるようになりました。

トナカイと共にくらす遊牧民たち、アザラ

シやサケをとってくらすアメリカインディ

アンの生活など。

しかし、それらの報道に見る北方問の人々

の生活は必ずしも正しく紹介されていると

は決して言い難いのであります。

すでにお気づきの方もあるとは思います

が画面の中には野生食用植物と彼等の生活

とのかかわりについて報道されたことは

度もありません。たとえ彼等の生活の'1'に

新しい文明が入り込み、かつての伝統的な

食文化が失われたとしても、 M物(食用と

する)との関係を切り離した彼等の生活は

あり得ぬはずで、納1物なしでは生きていく

ことさえできないはずなのです。

内外の書物を関わず、これまで北方圏の

人々の生活を描いた文献は、かなり日を通

してきたつもりですが、食文化、特に野生

植物とのかかわりについて記した文献は驚

くほど少ないのです。

本稿では野生食用果実の芸術化と野生植

物の根をi'fOfzする掘棒等についてもふれて
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みたいと思います。

(1) 野生食用果実の芸術化

ツルコケモモの芸術化については先に記

したように「北方山草」第 4号に掲載しま

したが、北方圏でツノレコケモモの果実をデ

ザインして優れた芸術作品をつくりだした

のはエスキモー達でした。そして、その'1'
で最も興味深いことはツルコケモモの果実

や花を有核の輪で表現していることでした。

o L M. Turner氏のサークJレ紋の分類

エスキモーの民具彫刻された民共の中

には様々な形式のサークノレ紋が見いtHされ

ますが、L.M. Turner氏はこの複雑な形式

のサークんを紋を世界的な視野に立って研

究した方として著名な人物です。したがっ

てこのサークル紋はエスキモーが用いた特

有なものではなく広く北方民族が{"J等かの

形のサークル紋を利用しています。

それらのサークノレ紋は意味のない単なる

かぎりのために別いられたものもたくさん

あるに遠いありません。しかし、極北の民

族が用いたサークJレ紋の中にはある意味を

持っているものが多く、それ等を数多くの

民具を観察することによって見事に分類し

たのがターナ一氏でありました。

次の関はターナーによる分類です。
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〈解説〉

Fig. 1-単純な有核のサークノレ紋で、骨

製の諸道具や装飾品に最も普通に見られま

す。

Figs. 2、3、4、7、lO-線々な形の有

核のサークノレ紋を示したもので、装飾品と

してf史われます。

Fig. 5-ー般的に見られるものではあり

ませんが、明らかに FねじまftJで作られた

ものです。

キモーの有核のサークノレ紋とも共通するも

のであります。

図-2
τ1m IV. CEBE問，¥.31!"TCKIIIl

~ 6 d 0⑥ 
TAb.11l11A 1、

( Istoriko-Etnoraficesl日 Atlac Sibri 

Figs. 6， 8、12、13-これらは様々な重uJ 1961 .より引用関)

物の像に見られるもので、阪を表現するた

めに作られたものです。 oツルコケモモを彫刻jした民具の数々

Fig. 9-これは異形(Variant)でThlin. 図-3

!日tの標本に見られ、明らかにエスキモーパ

ターンのイミテーションです。

Fig.11-ツルコケモモの茎と花。

Fig. 14、15-ツルコケモモの花の奥形。

(以ヒ、 Reportof U .S. N ational M useum， 

1895 -Hoffman.より訳出)

図譜に見るような紋はエスキモー以外に

も見られるもので、同形のもの、それらに

酷似するものは、ソビエト領の北方原住民

族にも数多く見い出されるものであります。

特に類似紋は LevinM.G. Potapov L.P 

(1961) Istoriko-Etnoraficeskij Atlac Si司

biri Moskva Leningrad (シベリア謄史民

族関説~レニングラード刊)の中に数多く

岡示されてあります。うち、明らかにツ

lレコケモモの花を表していると推定される

ものも見られます。

次に凶示したものは、上記文献(レ二ン

グラード版)に見られるソヒaエト領北方民

抜の有核のサークル紋の令部分です。エス
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< Report of U.S. National Museum， 

1895 -H offmanより関係分のり!用〉
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図-4

圃

< Report of U.S. National Ml1seum， 

1895 -Hoffmanより関係分のワl則〉

図-5

< Report of U.S. National Ml1seum， 

1895 -Hoffmanより関係分の引用〉
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図-6

< Report of U.S. N ational Museum， 

1895 -Hoffmanより関係分の引則〉

〈図版の解説〉

① Belt Buttor 0 コレクター-E.W. Nel. 

sonサークノレ紋~ツノレコケモモの花

② Spear Guard for Kaiah。コレクタ一一

E. W. Nelsonサークノレ紋~ツノレコケモモ

の花の異形 (Vat・iant)

③ SpearGuard。コレクター-E.W.Nel. 

sonサークノレ紋~ヴノレコケモモの花

④ N eedle Case (針箱)。サークノレ紋~ツ

ノレコケモモの茶と花

⑤ 千枚とおし。コレクター-E.W. Nel. 

sonサークル紋~ツルコケモモの茎と花

⑥ 木製箱。地方 Cape Norme。コレク

ター-E.W. Nelsonサークノレ紋~ツノレコ

ケモモの花

北方山草 8 (1989)



⑦ 帽子の装飾品。地方-Premorska， Yu 

konRiver 。コレクター-ThomasDeni-

son (米同立博物館Cat.NO.5604 )サー

クル紋~ツルコケモモの茎と花

⑧ Kantag Handle 。地方-Norton Sou-

nd。コレクター-L.M. Turnerサークノレ

紋~ツルコケモモの果実と茎

⑨ 骨製のナイフ。コレクター-E.W. Nelson 

(米国立博物館Cat.NO.36576 )サーク

ル紋~ツルコケモモの茎と花

⑬ 1 very Casket (骨製手箱)。地方-St 

Michaels。コレクター-L.M. Turnerサ

ークノレ紋~ツノレコケモモの花

⑪~⑪ 骨製パイプ。サークノレ紋~ツルコ

ケモモの花

※骨製ノマイプについては、これまで「北方

山草J に紹介したものと重複をさける様

配慮しであります。

0ツルコケモモを彫刻した戻具とヱスキモ

現したものです。そして、それらの模様も

またエスキモーの彫刻民具に特有なもので

はなく、ソビエト領原住民の伝統芸術品の

中に共通に見られるものなのです(詳細は

文献によって後述L

数多くのジグザグ模様をさらに比較観察

して見ると、決して同ーではなく、異形の

ものもあり、さらにソビエト領ではこのt~

様が曲線化するものさえあるのです(実例

は後述L

多くのi主具に見るツノレコケモモやアザラ

シの歯の彫刻iは極北のエスキモー達の食文

化そのものの J 端を表現したものであり、

彼等はアザラシのi均を食べるだけでなくビ

タミン ci原をツルコケモモの果実から得て

いたのであります。

このような食文化は樺太を合めた北方民

族に広〈存在したことは他の文献からも、

認めることができるのであります。

ーの食文化の一端 図-7

これまであげてきた民呉はすべてエスキ

モーのものでありますが、野生食用植物で

あるツ/レコケモモを彫刻したものが多数あ

ることに驚くばかりです。

ソピエト領の原住民遠の間にも陪似する

彫刻模様があることは前に述べた通りです

カ大これらからはっきりといえることは、

北半球の極北の人々とツルコケモモとは食

文化の上から非常に深い関係があるという

ことであります。

紹介した民具のうちのNO.6， 10、11、12、13、

14には珍奇なジグザグ桟様が彫刻されてい

ますが、それらはすべてアザラシの掬を表

一-82

8EAl.1I包AII，川WWINfI'l'P.F:'I'Jt. 

時盟盈b
AUnAN(lKMHNT m' INCISIONS唱。

P削りす民 n:I!TJI州問Aι

アザラシの歯を表現した彫刻J(いずれも

Hoffman文献より)
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関のようなアザラシの歯を表現した彫刻 図-9

紋様は特に骨製ノマイプに於いては顕著に見

られますが、ほかの民具にもしばしば見ら

れるものです。次にこれらの紋様がソビエ

ト領の民族問でも共通であることを示して

おきたいと思います。

図-8

Y.Y.V.Y.Y.T.Y.Y.Y.T.V.Y hA'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A 

rrrrr""""r.r.，rrr 
‘uμ:4.4.4.4" L4.4 A.4A .4.4.4，4 

( Istorilζo Etnoraficeskij Atlac Sibri 

1961より)

上関はソビエト領原1t民の民兵に見られ

る紋様で、エスキモーの使用した紋様と酷

似しており、 11月らかにこれらもアザラシの

歯を表現したものと見るべきものでありま

しょう o 同文献に見られるシベリア!ポit民

の帽子にあまれた模様は今層興味深いもの

があります。帽子に見られる模様の中のジ

グザグはアザラシの歯、核を持った小さな

サーク凡殺を直線で留吉したものは、 Hoffman

氏が示した代表的な分類の中の Fig.9一郎

ちエスキモーノマターンのイミテーションを

つなぎ合わしたものと見ることができ、 12

らくはこれもツノレコケモモを表現したもの

でしょう。

MymCHf¥n ;1l'TfIlIH IIIl1l1Wl 

(Istoriko Etnoraficeskij Atlac Sibri 

1961より)

St. MichaelsでE.W.Nelson氏が採集し

た骨製子箱~⑬に彫刻されているツノレコケ

モモの花をアザラシの歯でしっかりとつな

いでいる模様もたいへん興味深いものです。

しかし、このような貴重な伝統文化も新

しい文明のかげに、現夜ではほとんど失わ

れているのでしょう。

(2) 野生植物の根の採取用具

~掘り棒について

O人類が手にした最初の道具

大古の昔人類が最初に干にした道具はと

関われたら何と答えられるでしょうか?あ

る人は「石」、またある人は「木」や木の「校」

などと答えるに違いありません。

それらはいずれも正解と認められるべき

ものと忠われるのです。そして最初はそれ

らが人間の子によって加工されることなく、

-83ー
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そのまま使われたに遠いありません。

次の発達の段階では加工したものが使わ

れ、 r石Jは「石を加工する道具」として L

使われ、あるl時はまた木を加仁する道具と

してもイ史わt'Lるようになりました。

0野生植物の採取用具~掘棒

「木J は人聞が生きていくための重要な

戦略として使われてきました。一一例えば動

物をとる道具として、部族問の戦闘の則具、

干のとどかぬところにある木の実をとる用

具、食用野生航物の根を掘る用具、木その

ものから樹皮をはがして衣服を作るなど、

これらはすべて人聞が生きるための戦略で

ありました。ここでは人類が身につけてき

た戦略のうち相棒についてまとめておきた

いと思います。

食用野生植物のうち、人ー古の人々は、木

の実、草の実のほかに、野生植物の根を重

要な食料源としてきました。

子で引き抜くことのできるものは道具の

必姿はありませんが、引き抜くことのでき

ないものは、人間の子の代わりになるもの

が必要であり、そのために使用されたもの

が掘棒でありました。そして、描棒は南方

系、北方系民族を関わず地球上で共通に使

用されてきました。

そのうちでも、最も興味深いものは北方

の諸民放が用いた揃棒であります。

最初は:木の枝がそのまま利用されたに違

いありませんが、やがて効果的に利用でき

るように加工され、子の延長としてすばら

しいものが開発されるようになりました。

加藤九前者「北京アジア民族学史研究J(19 

84 

86) : ffi.文社)にはレワショフ(女帝エカ

チエリナーの命令によって1768年アラスカ

半島を探検した人)氏が報告した珍奇な摂

棒が紹介されています。本来なら原本から

引用すべきものでありますが、孫引きとし

てレワショフ報告の掘棒を示しておきます。

図一10

@ ~ 

長室

E2ヨ
(加藤九神文献より)

図一11

間
f哩重静

(加藤九itrF文献より)
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2つの凶はいずれもレワショフが描いた

ものであり、員ij凶は女性の坐泣用具で、関

の中央に;Rされているものは骨製の品目棒て"

す。 解説の音1I分には、食用草根をJ¥Ilる道

具として記されていて明らかに揃棒とJlR解

することができます。後図はそれを右手に

持った凶が示され、-}，手に持ったかごの中

には採取された草根が入っているものと思

われます。(いずれもウナラスカ烏のものL

形態は子そのものの形をなしていて驚く

ほかありません。

エゾ地のアイヌの人々が使用した摘棒は

なお一層興味が引かれるものがあります。

掘棒とはいい難いかも ~jlれませんが、 r;lt

HIII草」第 4号に示したシタップは「大地

を撮るもの」という意味を持った掘株の I

種ですが、非常に古い形態のものらしく多

fI 0<]な用jaiをもっていました。

注目すべきことはアイヌの人々が俊則し

た掘棒には採取する草根別に専用のものが

あったということであります。

詳細については故知lli.真忘保氏によって

貴重な報告が残されていますので、文献に

基づいて紹介したいと思います。

〈エゾノリュウキンカ用の掘4奉〉

エゾノリュウキンカ-)jrj名ヤチフキは樺

太でも北海道てM も、アイヌの人たちはその

根だけを食用にしておりました。

この線をt揺るための専用の棒は知里真志

保箸「分類アイヌ語辞典J (植物編)の中に

記録されていて、「長万部ではそれをプイ・

タ・ウライ~ Puy-ta-urayniといい長さ60cm

の俸の先端を尖らせて使った。自j甫では
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aixturi-ta-kuwa (ヤチブキの根・掘る・棒)

といい、普通はナナカマドで閃のようなも

のを使った」と書かれています。

図-12

axturi-ta-I日lwa

(inf野!ム道氏旧蔵品)

(分類アイヌ語辞典

より)

《オオウパユリ用の掘棒〉

オオウノてユリ Cardio口 inumGlehni Ma-

kinoは北海道・千島・樺太アイヌの人々の

最も重要な食用野牛'fili物(特に根)であっ

たことは「北方111草J 4号に記した通りで

あります。知l'里真志保著「分頒アイヌ語辞

典J (植物編)に「オオウパユリの鱗茶を似

るには、特別の棒を用意した。長万部では、

それをトレプ・タ・ウライ二 turep-ta-ura

yni (姥百合・掘る絞り木〕といい、長さ60cm

くらいの持で、先端Lを、l'たく薄くl'Irjる。美

幌では、卜レプ・タ・ニ二 turep-ta-ni(姥

百合・掘る・木〕或は「トイ・オウリ・プ」

toy-oun・p(士・摘る・もの〕といい、イタ

ヤ或いはその他の畏い木で作り、やはり先

を乎たくする叫と報告されています。
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