
アイヌの精神文化を通して植物をみる

はじめに

筆者は、 1967年から 1990年まで旭川竜

谷高等学校郷土部顧問として生徒ととも

に、石狩川上流に住む上川アイヌの古老か

ら、人間と植物との付き合い方や食用のみ

ならず薬用、飲料、衣料、燃料、家材、舟

材、矢毒、生活用具、遊具、 l児術、儀礼な

ど多様な柏1物の利用、生活文化における植

物の役割をフィーJレドに立って学んだ。そ

こには、さまざまな植物と暮らしてきた上

川地方独自の自然環境や文化的背景があ

り、根底をなす精神文化は、自然の恵みに

よって与えられる植物資源はすべてカムイ

(神)からの贈り物と感謝し、自然と巧〈折

り合って生きる知恵そのものであった。

現在、筆者はアイヌ文化環境保全対策調

査委員を務め、沙流川流域の調査に入って

いるが 2003年 5月、アイヌ文化の担い手と

植物採取儀礼を行った。今日、表面的には

アイヌ文化がH常生活のなかに見えてこな

いが、精神文化は確かに生きていた。

本稿では、近現代になってからの明治以

降、上川地方のアイヌ文化を伝示する古老

の生活体験を中心に、精神文化を通し植物

がどのような存在として認識され、どのよ

うに利用されていたかについて具体例をあ

げて紹介し、今に伝える植物利用の現代的

意味を述べたいと思う。
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1 .植物をめぐる精神文化

rllJのもんは、カムイ(神)がアイヌ(人

間)のために役に立つよう、地上に降ろさ

れた食べ物であり薬なんだ。だから、カム

イに感謝して食べる分だけいただき、来年

もまたここにf受けてくださいとネ庁り、キ艮は

必「残して置くんだぞJ石山キツエフチ談

(フチはおばあさんの敬称・当時 58歳)。

1969年 6月、石狩川沿いの沢で開いたフ

チの言葉は、旭川i竜谷高等学校郷土部(以

下、旭竜谷高郷ニi部とする)年度テーマ「地

域に自生している木や草が、アイヌの人び

との食生活にどのように取り入れられて

いったのか」をはるかに超える想定外の異

文化接触であり、それは驚きから感動へと

変わっていった(旭竜谷高郷土部・ 1969)。

新しい知見によれば、アイヌの世界では

草も木も神の化身であるという。神は、ア

イヌモシリ(人間の国)の上の方に神々が住

む国(カムイモシリ)があって、そこでは人

聞と同じような生活を営んでいる。神々は、

神の図からそれぞれのf宣告。を担い、ある種

の義務を持って姿を変え池上lこ降り、人聞

のf宣に立ちたいと原Hっている。カムイとは、

人間の役に立つ存在であり、食べ物になる

野生柄物も神と考えた。それは、人間の血

肉となる大切な存在であり、生きていく上

でなくてはならぬtJ:在である。 11[:って、本直

物採取には儀礼が伴う。



日高管内平取町二風谷カンカン(動物や

人間の腸)の沢で、貝i翠薫・かつえ氏夫妻

による儀礼。

アイヌモン') 人間の静かな大地

と云」種の草をI収来 1)、我に焼て目立せしが、

其美なること甘藷をl床ふがごとし。イ主て又

五六蕪をとらせ、是をl山崎にてI1にするに、

是も又可也。然し此京長ずる哉根腐りて

シリコロカムイ 大地の神・樹木の神 不ν喰よしなりけり J (松浦・ 1857)。

ポンノキナ 少しの草を 沢には、ハルイッケウ(食料の背骨)と

イペコロアン 食べる分だけください 呼ぶ重要な食料源であるギョウジャニンニ

イクパスイ(捧j回答)に祈り詞をのせて、

カムイノミ(神への祈り)を行う。採取後、

イヤイライケレ(ありがとう)と感謝の念

を込め、持参したアメなどチャヲパ(撒り

する。

なお、楠物採取は女の仕事である。

2 .植物採取にかかわるアイヌ語地名

アイヌ語地名からそこで何が採れるのか

分かるという(杉村フサ氏談・ 1985)。

1979年、部活動で「食J の聞き取り誠査

に入ったのは 6月も末のこと。石山寺ツエ

フチは、 rillのものは、もうこの辺りでは終

わりだが ・。いや、あそこならある」と

確信ありげに言う。フチの頭の中には、確

実に採取地の7 ップが認知きれていたの

だ。石狩川左岸の沢に入るや、部員の疑問

は解けた。「ここに来るとなあ、食べるもの

が必ずあるんだ。ここは、ハノレウシナイ(食

べ物がたくさんある沢)ってとこよ。アイヌ

は食べ物に困らんよう、ちゃんとその土地

に名前を付けて置く」。アイヌ語に漢字を当

てた春志内(はるしない)は今も残る地名

である。

松浦武四郎は、ここで「アイヌの薩摩芋」

の饗応を受けている。「ハノレシナイ ハjレは

食物の事也 ウニンテドオニノヤガラ)

クやオオウパユリが群生する。オオウパユ

1)の鱗茎からでんぷんを取るが、採取しJJJI

lする作業工棋を示すアイヌ語地名が二つ

の川に見られる。

1971年6月、市立旭川郷 L博物館で石狩

川本流筋のアイヌ語地名調査があり、山田

秀三、尾津カンシャトク、荒井シャヌレ、

司王山キツエ諸氏と同行したが、神肘111がハ

lレウンナイカムイシリ=食料が多くある沢

の神山と知った。一方、上川盆地にみられ

る鬼斗午山(きとうしやま)は、アイヌ語

のキトウンイニギョウジャニンニクカま多く

あるところに由来する o 当て字lま異なるが

同 地名が北海道の各地に見られる(山

田・1984)。筆者の住む小樽市内の日長時(は

りうす)はハ/レウンイ=食料が多くあると

ころを語源とし、ギョウジャニンニクやオ

オウパユリが群生するところである(福

岡・ 1994)。

3 .アイヌ語の摘物名

フィーノレド調査でフチは、 日常では使わ

ないアイヌ語の植物名が仁iを突いて出る。

それがどうも食べる古川立を指していること

に気が付いた。

文献調査によると、「アイヌ語の植物名に

は木や草を総称する名前はなく、牛:.ir!iに必



要な音1¥分にのみ名前がついている。根を利

用するもの、茎を利用するもの、葉と主主を

利用するもの、葉のみを利用するもの、皮

を利用するもの、果実を利用するものなど、

それぞれの古河立を指してu'f，.Jむとある(知

里・1943)。つまり、利用されるあらゆる部

位を季節に応じて活用し、貢献の度合に

よって名古IIが付く。また、「従米の文献に見

られる欠陥 柄物に対するアイヌの考え

方の無視 1 )アイヌ語には木の名も草

の名も存在しない 」とも書いている(知

県・ 1953)。これらの記述によれば、「桜J

は花も葉も幹も総称していう語はなく、「サ

クラ」は獣を獲る道具の万の鞘や弓の柄に

手の滑りを防ぐために巻く「サクラの木の

皮」を利用したのでサクラの樹皮を指して

「カリンパ」とl呼ぶと推察がつく。

なお、知里辞典のカード作成に当たった

友人・宮下(1日姓糸谷)節子氏は、「日本の

植物学者は遅れている。地上のものばかり

見ている。池上も地ドもじっくり見なけれ

ばいけない。根っこを観察する視点がたり

ないJ と、先生がいつも言われていたと述

懐する (2005)。

4. アイヌロ承文芸にあらわれる植物神

カムイユカラ(神話)には、植物事l'が人間

に知恵、を十受けるものカてある。

口主主による物語を聞き覚えた子どもたち

は、お互いに聞かせ合い復l'日することに

よっておのずから知識となる。生きた知識

は、積み重ねられた経験により、どの時期

に何をどこで採取し、どの部位をどのよう

な方法で利用するのかなど、生きる知恵と
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なる。

文字を持たない人々にとって、神謡はア

イヌ文化のなかて、重要な位置を占めてい

る。以下、二話を紹介しよう。

〈第一話〉人間に食べ方を教えたギョウ

ジャニンニ?とオオウパユリの女神

「私は立派な首長で、立派な妻を持ち、仲

良く暮らしていました。すると変な女が二

人、村々の首長の家を訪ねながらこちらの

方へやって米るという母が伝わってきまし

た。女たちはおr宛をイ昔りて4bJ陰に隠れ、 う

んこをして、『これを食べてください』と差

し出すのです。設も気持ち票、がって食べな

いと、口汚くののしって立ち去ります。私

は、 rもし、その女が悪い者ならこの村に近

づけないようにしてください』と神々に祈

りました。

ある日、とうとう女たちがやってきまし

た。見ると品が良〈、あいさつもきちんと

して、とても惑い者とは思われません。差

し出したお椀の中を見ると、どろどろした

変なものが入っていましたが、悪臭どころ

かいい香りがします。押しいただいて食べ

てみると、たいそうおいしいのです。

その夜の夢で、女たちがギョウジャニン

ニクとオオウパユリの女神で、お椀の中は

オオウパユリのf~から取ったてやんぷんてψあ

ることがわかりました。夢の中で、『大昔の

やl'がこのf止をjiEったとき、野にも山にも人

間に食べさせようとして木の実、草の菜、

草の根などを用意して置かれたのに、人間

たちはそれが食べ物であることを知らな

い。なかでもギョウジャニンニクとオオウ

パユリは、食料の中心なのに採る人もない



まま、むなしく腐っていくのが悲しいと、

魂が泣きながら神の国に帰るのだ。何とか

して食べ方を教えたい』と言ったかと思っ

たら日が覚めてしまいました。

私i主力ムイノミ(神への祈り)をし、妻

と川に沿って行ってみると、見渡す限りオ

オウバユリとギョウジャニンニクが地I討を

おおうほど生えていました。オオウノミユリ

の根は、うすでついてでんぷんを取り、残っ

たかすは乾かして団子にしました。どんな

飢箆にあっても疫病が流存っても、オオウ

パユリとギョウンヤニンニクがあるお陰で

暮らしていけるのでザすJ と、 i甫士別の首長

か官官りました。

知里真志保「糞を食わせっ、来る女J W知

里真志保著作集 2説話J、福岡イト子口語訳

「早〈食べないと腐ってしまうよぉ----.1 J 

『アイヌの口承文芸』市立小樽図書館たーより

『しらか I ;):，~ 2004.5 

〈第二話〉けな Lたオキクルミには肉を国

< L 、誉めた国造りの神(サマイヱクル)

には肉を柔らかく Lた、やちだもの自叙

「夜、(ヤチダモ)は、滝の上に立っていま

した。ある日、 JWfから若いオキクノレミが、

六つの手斧と六つのモッタド木材の荒削り

に用いる道具)、六つの大斧を持ってやって

来ました。『この性悪の腐れ木よ o お前の国

い肉を引っ込めて、柔らかい肉を出したな

ら、お前を舟にこしらえて私は交易に行く

からな』と言いながら、私の根7Gにやって

来たのです。私はこの言葉に腹が立ち、柔

らかい肉を隠して、固い肉を外に出したの

で、オキクノレミは六つの手斧、六つのモ y

夕、六つの大斧の刃を全部ガ夕方、タしてし

まい、私を切ることが出来ません。オキクル

ミは、悪態をつきながらどこかへ行ってし

まいました。

それから後のこと。またどこからかサ7

イェクル(国造りの神)が、六つの手斧、六

つの大斧、六つのモ yクを持ってやって来

ました。そして、礼儀正しくきちんと座り、

J寧に礼拝してこう言いました。『ヤチダモ

の木の神よ。あなたの柔らかい肉を出して、

回い肉を引っ込めてくれたなら、きれいな

よい舟にこしらえて、いろいろな毛皮をあ

なたの懐に入れて交易に出かけ、おi酉やら

さまざまの品であなたの懐を 杯にして差

しとげますよ』それを聞いて私は、国い肉

を引っ込めて、柔らかい肉を外に出してや

りました。サマイェクルは、私を立派な舟に

こしらえて川に下ろし、交易品の熊皮なと

で私の懐の中を一杯にして海に清ぎ出しま

した。そして、穀物や椛(こうじ)などい

ろいろな品をたくさん手に入れて村に帰り

ました。サマイェクルはイナウを削り i西を

造って、私の懐の中を一杯にし、私に感謝

の言葉を述べてくれました。そのお陰で、

私は神の中でもより格の高い神になったの

で言い残しておくのですJ と、ヤチダモの

殿が自ら話しました。

ロイ云:t;けすキナラブック『宇芸宇fキナラ

ブック アイヌ民話会集 I神話編 1~ 1990 

福間イト子口語訳「固い肉を引っ込めて、

柔らかい肉を出してJ 市立ノj、樽図書館だよ

り『しらか1;):'J 2004.6 
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5.植物の利用方法

~自然のサイクJレをわきまえて素直にLたがう~

古い時代におけるアイヌの生活は、夏の

年と冬の年がー凶ずっきて一年と考えた。

季節の微妙な 111移を表す語にパイカラ

(春)、チュク(秋)がある o 冬の季節が終わ

れば、男たちは獲物を持ってコタンに帰っ

てくると、夏の年サクパ=r女の年Jが始ま

るo 女の役割である食用とするための野生

植物の採取、加工、保存。衣服の素材にな

る木の皮を剥ぎ、沼ではゴザを編むためガ

?を刈る。家の周りにはアワやヒエを蒔き、

山で木の実を拾うなど、木の葉がすっかり

散る季節まで女の仕事は続く。

~春から夏へ~ 春は山裾から

雪解けとともに一年分の食料の確保と越

冬や飢飽に備え、女たちは老人や子どもた

ちを連れ立って青ものを求めて山に入る。

有用植物は 472種のうち、確実な食料とし

て利用される野生植物は 120種以上認めら

れるという(知里・1953)。何が食べられる

植物であるかは、祖母が採取の仕事を通し

て、先ず毒のあるものから何度も何度も繰

り返し教えると聞く。

春先はギョウジャニンニク、ニリンソウ

と主に茎葉類を採るが、季節毎に]恵まれる

資源を採取する一方、融雪の遅れによる飢

鎮などに備えヤプマメ、エゾエンコ守サクの

絞など大部分は保存用として湯がいたり、

葉物は刻んで天日による乾燥を行い、高床

式のプ(倉庫)に貯蔵された。一枚の葉も

一粒の木の実も粗末にすることは許きれな

かった。明治初期、どの家でも 2、 3年分

の食料が石i~H呆きれていたという o
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副次的な栽培作物にアワ、ヒエの播種が

あるが、夫婦の食糧神としてあがめられた。

なお、施肥、|徐草はしない。江戸末期、和

人の影響による歳菜の栽培が行われジャガ

イモ、力ブ、タイコン、カボチャ、 トウモ

ロコシ、豆類など作られるようになり、明

治以降の伝統料理の食材に利用されてい

る。

おいしい水を吸い込んだ木の皮は剥ぎや

すい。オヒョウやハlレニレ、シナノキの内

皮は衣服や植物採取の編み袋・サラニプの

材料に、イタヤカエデから Hい樹液を採取

し飲料とする。

夏が近づくころ、オオウパユリの根は

肥ってたっぷりとでんぷんを含む。アイヌ

の人々は、花を付けたオッカイトゥレプ(雄

のオオウパユリ)の下に、うずくまるよう

に自生する7 ッネ}ゥレプ(雌のオオウパ

ユリ)の根を指してトゥレプという呼びか

たをする。つまり、女のオオウパユリの根

(鱗茎)のみが食用とされる。採取の通期は

地方差はあるが、経験により熟知している。

食用・薬用、飲料となるもの

ハルイッケウ(食料の背骨，) 

/ギョウジャニンニクの茎葉

¥オオウパユリの鱗茎→でんふ。ん

〔茎葉類)* ( )はアイヌ語の槌物名

-ギョウジャニンニク(キ↑、キトビロ)

食用・生食刻んで天日乾燥保存薬用

万能薬

キトビロを食へば肺病直ると云ふアイヌの

薬草今試みる 遠足北斗

・ニリンソウ(フ。クサキナ、オハウキナニ

汁の草)食用:根を残し:JEは食べない。主IJ



んでオハウ=r十に入れる。熱湯にきっと湯

がいて水を切り天Hで干し保有 薬用 j血

圧降下作用 胃腸障害の改善

・オオヨモギ(エゾヨモギ) (ノヤニ採む)

食用 ゆでた後、平らに凶め十ーしてイ呆存。

粥や団子薬用葉を採み傷口に、 Hitじて

咳止めや虫下し。信仰:霊力が強〈魔よけ

・アキタブキ(コルコニ)食用 沢沿いのタト

時!¥

入れ、

プキを採り、保存には 1、 2分ほど熱湯に

青みがてやたら天日で干して火棚に置

く。塩がないため塩蔵保存はしない。

-フキノトウ (?カヨ)食用:外皮をむき

焼いてク7 の)J旨を付ける。薬用 ι 風邪にベ

ニバナヤマシャクヤクを混ぜて煎じる。

-ウド(チマキナ=かさぷた草)食用:山

歩きの際、皮をむきのどをi閏す。薬剤 茎

を煎じ腫れ物を洗うと、 かさぷ

あ~ ~ f: 
~ ;j， -y ~ 

Jsqゥ

A!H l' ~< 

fti-
i?:T 
2i ?? 
似" ' 

!Ji再
会 "-1

?J十;
A<や人
向匂 9
勺<

i特i

をョtウ!
Z主f

たがつかない。

-オオハナウド(ハナウド)

(ピットク)食用 皮をむいて束

ね、天日で干して保存 薬用

煎I1は腹痛

-ヨプス7 ソウ (ワッカクッタ

Jレ二ノk筒)食用:アキタフヨ?と

同様。生活用具ストロー状水

欽み容器

-ヒトリシズカ (イネハムニ凶

枚の葉)飲料・葉のままか、干

してお茶

-クサノオウ (オトンプイキ

ナ=nI門の草)薬用:茎を旺門

に帰すが、黄汁が効〈

〔根茎類〕

-ヤブマメ(アノ¥エハ)食用.

ゆでて胞を付ける。掘ったまま

乾燥保存

図 1 'ウパイロ草堀り J (上*'柄り J は原典のまま

-エゾエンゴサク(トマ)食用'

塊茎をゆでてネ yクレス状保存

薬用:煮I1は腹痛女たちはトゥレプタニ(オオウパユリの根を掘る木)で大
量の根を掘り取り、サラニプ(編み袋)に入れて運ぶ。

Iウバイ口町民1粉取り J (T) 
オオウパユりのま昆からでんぷんを取る様子。
*明治初期『アイヌ風俗絵巻3 丙川北洋筆(部分、函館
図書館蔵)
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・力タクリ(エシケリムリム)食

用 でんぷんを取りでんぷん粥

薬用下痢止め



-エゾノリュウキンカ(プィ)食用 煮て

水で冷やし、筋子や脂をつける 薬用:煮

汁で火傷や切り傷を洗う

・コウホネ(カパト)食用:薄〈切ってあ

く抜きをして11の実に、干して保存

・ユキササ(ベベロ)食用ーゆでて渇き、

粥に混ぜ脂を入れる

-オオウパユリ(トゥレプニ溶けさせるも

の)

食用薬用鱗片→水洗い→J島〈→つぶす

/ていんぷん.......一番粉=下痢止め

分離 二番粉=111子

¥残ったi宰(繊維質)→発酵→円盤Wl

団子→乾燥→保有=削って粥に入れる

〔樹木類〕

-イタヤカエテ.--(トベニコ甘い木)飲料

幹に穴をあけ小枚を挿して樹液を取る

衣服の素材となるもの

オヒョウ、ハルニレ、シナノキのf封皮を

用いるが、とりわけオヒョウ(アッ・ニニ

北)j山草 23(2006) 

樹皮木)は長〈繊維が取れると、柔らか

く丈夫なため衣服に利用され、その樹皮衣

をアットウンと呼ぶ。真ん'1'の繊維皮は素

官lがよく、出11刊の胴体の 5分の lを剥u<。

内皮を沼やi且泉につけて晒し、ぬめりを洗

い流した後、乾燥させ裂いて経りを掛け布

に織る。

家材、舟材、墓標に用いるもの

i二)11地方の家(チセ)は笹で屋根ゃ壁を

榎うが、笹刈りや笹編みは女の分担である。

杉村キナラブックフチは、おい笹て府編むと

風に吹き飛ばされて雨漏りするから、雪の

下で 3年過ごした「年寄り笹」を刈れとク

マイザサを指して言う。

柱や骨組みとなる木の選定は男の役割で

ある。家村には堅くて腐らないヤチダモ、

ハシドイ、イヌエンジュなどを用いるが、

なかでも異臭を放つイヌエンジュは家に病

魔をょせっけないとイ言じられ、墓機にも使

われたo
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曲がった木、コブのある木、蔓が

からまった木は性根が悪〈、

家に不幸をもたらすという

(旭竜谷高郷ごi部・ 1967、

1968)、(旭川市嵐山、アイヌ

文化の森・伝承のコタング.

1969-1971) 0 

丸木舟の素材は「舟を作る

木はヤチダモ」の仁i伝を守る

(旭竜谷幸!~.I 部・ 1971) 。この

木でこしらえた舟は豊漁に恵

まれる(北海U日新聞・1957)。

~夏から秋へ~秋は山から

図2_ r少女がイタヤの木の水を取るJ ノ、7 ナスの実が朱を1iiびる
少女たちがイタヤカエデの木(幹)から甘い樹液を取る様子。
明治初期『アイヌ風俗絵巻』凶川北洋筆(部分、商館図書館蔵) と、 クリ、オニグルミ、キハ
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ダの実、ヒシの実採りの季節が来る。神が

飢飽のとき贈ってくれたというヒシの実は

祭りが終わってから採る。ヤ7 ブドウの太

い蔓は家の骨組みを縛る材料や男の子の遊

具となる(旭竜谷高郷土部・1981)。外皮は

夏のはきもの・シトゥケリやサラニフ。に利

用する。イラクサ、ツノレウメモド寺の靭皮

から糸を取り、敷物を編むが?を刈る(旭

竜谷高郷土部・1973)0 魔よけのイケマも掘

り取る。山のものをたくさん干してある家

の主婦をカッケマツと敬称でIJ乎ぷ。

男たちは、イヌコリヤナギ(ウライスス=

第のヤナギ)の細い枚でラオマプニ底に入

るもの、を作り漁に備える(旭竜谷高郷土

音日・ 1979)。

食用、薬用となるもの

〔果実類〕

・ハマナス(マウ)食用 種子を取り生食

薬用:ビタミンCを多量に含む疲労回復

・サ/レナシ(クッチ)食用 生食。薬用

煎汁は利尿、腎臓病

・ヤ7 ブドウ(ハッ)食用生食薬用

解毒作用

・ヒシの実(ベカンペ=水の上にあるもの)

食用 ゆでて皮をむく 干して保存

・クリ(ヤム)食用:神の植物性食料

・オニグルミ(ニヌム=木の実)食用ーイオ

7 ンテの供物

・キハダの実(ンケレペ=ぬるぬるした実)

食用干して「混ぜ料理」薬用煮詰めて

咳止め風邪

・ホウノキの実(プシニプイ)飲料くにあ

ぶってお茶

〔根茎類〕

・マムシグサ(ラゥラゥ)食用 真ん中の

黄色の部分に有毒のアノレカロイドを含むの

で、えくり取って炉の熱灰に理める。'Il.芋

に似る 薬用神経痛に有毒の部分をすり

おろし、頭痛に刻んだものを貼付する。

・オニノヤガラ(ウニンテプ)食用:焼〈

・吋イハイラン(ニマクコトウク=歯につ

く)

食用粘って歯につくが、噛んでいるうち

に甘味を増す。焼くか、煮るなどして魚油

や筋子をつける。薬用 噛んで歯痛を治す

.イケ7(カムイイケマ=神の御足)I児術:

病魔被い魔除け

~矢毒に用いるもの~ 男たちの仕事

狩猟に使うトリカブ↑(スルク)の中でも

オクトリカプ}が強い毒性を持つ。子根(漢

方では附子)に猛毒のアルカロイド系のア

コニチンを含む。根を炉棚や天井で乾燥さ

せ、イ更うときは石宇いて7Kを力n えガ~:II\にして

矢に塗り込める。毒性を強化するため有毒

な植物などを混ぜる方法は家々の秘伝とさ

れる。スルクには神経の伝達を阻害する作

用があり、その矢で捕獲した獲物の体は麻

療する。この状態を見て、スルクカムイが

宿って酔わせたから動かなくなってしまっ

たと信じた。エカシ(長老)は、早いうち

に毒矢を射た部分をだけをきれいにえぐり

取れば無害だという o

なお、海岸では北海道噴火湾でトリカブ

トの毒を塗ったキテ(離頭鈷)による捕鯨

が報告されている(名取・1940)。毒矢によ

る禽獣の捕獲は、明治 9年 (1876) 9月24

日布令により祭止された('開拓使事業報告
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附録布令類衆，)。

~秋から冬へ~ 男の役割

儀礼、山猟に用いる木

雪が降り 2月になると、男たちはイオマ

ンテ(ク7 の霊送り)に備え、や11に捧げる

イナウ(木幣)作りにとりかかる。エカシ

に、イナウを作る木は何かと尋ねるとミズ

キを指して「イナウニ二イナウの木J と答

えた(旭竜谷高郷土部・1967)。木肌が白く

て美しく素性のよいミズキてや作ったイナウ

は、布11の国に行くと銀のイナウになって

贈った人間を守ってくれると伝える。オノ

エヤナギ(ナガパヤナギ) (イナウニスス)

も真っ白で節がなく皮がむきやすいのでイ

ナウの他、子グマに柑!の国のおみやげに持

たせる矢・エベレアイを作る(旭竜谷高郷

土部・ 1977)。

生活用具はツリハナ(エリマキ) (カスフq

ニニ杓子の木)を、冬猟のとき足に付ける

カンジキはヤマグワ(テシマニ=カンジキ

の木)を用いた(!也竜谷郷土音1¥・1969、1971)。

女ーたちは干し置いた野草を入れて食事を

こしらえ、樹皮で袋を作り、やがて来る植

物採取に備える。

おわりに

本稿は、部活動で生徒と古老たちから聞

いたなまの記録であり、言い換えれば、ア

イヌ自身による文字資料が存在していない

「未知J のオーラルヒストリーである。

採集者と行動をともにしていると、アイ

ヌ語には自然という言葉も、日然保護を意

味する語もないということが分かつてく

る。

北方山草 23 (2006) 

， lliのものは、カムイがくれるものだから

扱い方があるんだ。根は必ず残して置くと

かなJ 'アイヌとは本当の人間ということ

だ。ここにオオウパ、ユリが10あるだろう。

6つ取って 4つ残して置く人をいう J(旭竜

谷高郷土昔話・ 1969)

「ンケレベ(キハダの実)を房から取ると

きも、一粒でも無駄にするとブチに叱られ

た。料理のとき、女子部員があやまって炉

の中に笑をこぼすと、ブチは火の神に捧げ

たんだから無駄になっていないと慰めてく

れた。そのときから部員が変わったJ(旭竜

谷高知肘ー部・ 1993)

アイヌの世界では、木も草もカムイの化

身であり、人間と|司じ人格を持っている。

幼年時代、植物神が語る口承によって休に

すり込まれた知識は、経験を重ねて生きる

知恵となる。共有の採取活動の場には、人

間が生活していく必要性から地名をつけ

た。そこには独自の空間認識があって、す

べて採取し尽くすことはしない。つねに、

コタン(集活)のイオノレ(広い意味での狩

猟や植物採取など生活資源確保の場)を保

ち、安定した生活を営んでいた。つまり、

結巣的には資源保護と結びつくことにな

る。

私たちは山菜取りで、必要以上の量を根

こそぎ取り尽くし、翌々年のため、後に米

る人のため、残して置くことも考えない。

生きていくための目印であるアイヌ語地名

も、市町村合併のあおりでb失われつつある。

植物に限を向ける契機となった 1969年

には、 800ページにおよぶアイヌ研究の集

大成「アイヌ民族五ねが出版されたが、植
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物利用のなかで薬用についての記述は皆無

にひとしく、病魔被いに見られる程度で

あった。古文献に残る記録には、「病有レ之

時は草木の葉を服用仕候。尤医i制限レ之、手

首ij配剤!に仕候由の事」と記きれているが、

詳細な説明はない(松宮・ 1759)。

医者も薬屋もなかったI時代を生き抜いた

人々は、咳をしたらンケレペ(キハダの笑)

をと、有効成分はわからなくてもどんな作

用があるのか、実によく植物を知り尽くし

ていた。キハダの木(幹)をシケレベニとl呼

ぴ、漢方では焚祭(おうばりといって民

間楽で知られているが、アイヌの人々は突

のほうを利用した。今も儀礼には欠かせぬ

食材とされている(旭竜谷高郷 1:部・1993)0 

1997年 5月、「アイヌ文化の振興ならび

にアイヌの伝統等に関する知識の普及およ

び特発に関する法Wjが地行され、アイヌ

民族の伝統文化を復活させる努力がアイヌ

自身によって進められている。平取町二風

谷ではシシリムカ・イオノレ文化大学 沙

流jlfeアイヌ文化一ーが開かれ、アイヌ伝

統料理の報告があった。ギョウジャニンニ

クを乾燥させたときの成分分析の結果、凝

縮されて栄養価が高いことが分かったとい

う(アイヌ文化環境保全対策調査室「食文

化試行グルーフ。」・ 2005)。会場に張り出さ

れたポスターには「カムイ オロワ ハル

ア エウンケライ・カムイから私たちは食

べ物を頂く」とあった。「伝統的」な植物採

取が凶雑であれば、栽培して利用する方法

もある o かつて山一つ欲しいと言うフチた

ちに「アイヌ植物i詞J を造成し、活発な伝

ゑ行為がなされた(旭竜谷高郷土部・1975)。

--12 

今 HいうイオノレともH手ぶべきか。

高校生による 'J~_川アイヌの研究』は、

今もなお縦続され、イ五本者から自然ととも

に生きる知恵を学んでいる。生徒たちはふ

だん忘れかけていた「心の存在J に気づか

されるという。当王者は、総合的な学習で子

どもたちに、市民とアイヌ語で自然続察を

行いながら、木や草にカムイをみ、エカシ

やフチの心を伝えている。

稿を起こすに当たりご教示いただいた北

海道i調布記念館学芸員・水島未記氏、札幌

市博物館活動センター学芸員・JlJ崎真実氏

に、紙 kを借りて感謝申し上げる。

(見守同法人日本私学教育研究所客員研究貝)
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