
アイヌの重要な利用植物

アイヌは近憐の民族と交流

北海道とアジア大陸は約 1万2千年前ま

で、!接続きで人の移動は容易でした。この

時代に大陸から渡って米た人達が縄文人の

主な/レーツらしく、日本人の顔はロシアの

ノ¥イカlレ湖の付近の民族と似ていて、最近

になり遺伝子の解析から近縁と分かりまし

た。このように民族は移動することを念頭

において、文化を考えなければなりません。

最近、南茅部の縄文の遺跡から 9，000年前

の漆主主りの装飾品が見つかりました。ウル

シは中貝原産の栽培植物て。すから、 9，000

年首Ijに中固と北海道との間に交流があった

ことは違いありません。

ずっと新しい時代になりますが、 13世紀

の後半、元がカラフトに出兵したごとが分

かっています。元窓の役では元が北九州を

攻めて、たくさんの兵士が殺きれたことは

誰でも知っています。しかし同時期に元が

カラフトを攻めたことは、歴史上、ほとん

ど出てきません。これは日本の歴史観は本

州中心であるからです。古くから北海道は

中国との交流があったりして、北海道独自

の文化が古くからありました。 14世紀の前

半には様太アイヌが元に毛皮を貢納してい

ました。 15世紀になると元が滅びて明にな

りますが、この時も明カ守草太に出兵してい

ます。

12-14世紀の金や元の注!は中国東北地
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方に住む民絞によって成立しました。その

後に明が中国を支配するようになります

が、中国東北地方の少数民族と良好な関係

維持のために、小数民族に蝦夷錦などを下

賜しました。一方、少数民族もテンなどの

動物の毛皮を貢納しました。このテンの毛

皮を入手するために、樺太アイヌや北海道

のアイヌからも毛皮が集められました。そ

の時の交換品の一部が蝦夷錦でした。特に

j青王朝においてはアイヌと大陸との交流が

康んで、多くの交易品が日本へ入ってきま

した。

このような交流の中で生活に必要な情報

として、作物や、薬草、その他の利用植物

に関する知識がアイヌ民族に伝わったと考

えています。このようなことを念頭におい

て、アイヌ民抜の利用植物を調べてみると

大変興味深いものです。

北歌原産のアタネ(ルタパカ)

第二次大戦前後、食料が不足したころセ

ンダイカプ(ルタハカの俗称)が飼料に使

われ、食用にもなりました。ノレタパカはア

イヌ語でアタネと呼ばれて、江戸時代から

アイヌの人達が食用にしていました。この

t産物l土、日本に入ってきたのは明治以後て前

あり、飼料作物として入ってきました。し

かし、アイヌの人達はそれよりも背から栽

t音していました。このlレタノ〈カというのは



写真 I アタ不

非常に変わった名ですが、tr.7卜なことに英

名です。首、航海で何カ月も海上にいると、

水腕病という病気が発生しました。ノ1<1重病

というのは現夜の壊血病で、ビタミン Cの

不足で起こります。航海では緑色野菜が少

ないので、ヒタミンCが欠乏して航海中に

多くの人が死にました。水!伝子市を防ぐため

にノレタパカを積んで、航海するようになり

ました。

このルタパカは名古子の楽市栽培試験場で

収穫し、私の研究主で分析のために待って

きたものです。ノレタパカは研究室の冷蔵庫

の野菜室に保存しでありましたが、 -.1下後、

野菜室を開けてみたら、腐らないてが残って

いました。このように!肉り難いことから、

ヨ一口ツノマではこれをf責んで航海にhき、

食料として利用して壊血病を防いだようで

す。

アイヌの人達はほとんど農耕をしていな

かったと思われていますが、小I面積でした

が農耕し、ノレタパカも H本では最初に栽培

していました。私はこのノレタハカがどこか

らアイヌに伝わったのかと言う点に関心が
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あります。もともとは北欧の植物ですから、

ロシアなどの北方から伝わった可能性もあ

ります。

アイヌの最も重要な薬草イケマ

イケ71土私の博士論文のテ-7ですが、

この研究がアイヌの薬草に ~I床を持った

きっかけになりました。アイヌの人達に

とって、 イケ71は土大」切切り切jな薬草て、した。 学名

に Cy

ていま Jず一が、これは犬殺しという意味があ

ると聞きました。実際、犬が食べると中識

をJ包こします。また、アイヌの人達もこれ

をたくさん食べると幻覚が現れて、 11った

ようになると言っています。イケ?の大き

な根を取ってきて、男性の枕jじに入れてお

くと、その男仰のペニスが立たなくなる、

インポテンツになるとf言じられています。

また、病気になったH寺、この根を噛んて。ぺっ

ぺっと吐き出す事によって病魔や恐霊を払

うことが出来き、また、 2誌のなかに君、震が

入ってくるのを防ぐ目的で、窓の所にぶら

さげて置けば、そこからは入って米なくな

写真2 イケマ



るとイ言じていました。

アイヌの人達がなぜイケマを特別に重要!

な植物として扱うかに興味があります。世

界のどの民族も重要なことは宗教的な行事

です o 昔は科学の知識があまりなかったこ

とから、災害、疫病、死など、たくさんの

不安なことがありました。このことを解決

するには宗教的なことが必要だったのでは

ないかと思います。世界の民族を見ると、

宗教的な行事には;昔、識の移動、すなわちト

ランスレイ|が重要視されています。気持

ちが他のji)iに行くということが宗教的な行

事に欠かすことができないわけでaす。有名

なのはユカタン半島のベニテンタダケの仲

間のキノコです。このきのこを食べて、幻

覚波状を起こした状態で生賛にされたと考

えられています。ロシアのある民肢は、 ft

火に穴を掘って蒸気で満たし、サウナのよ

うにして、入りました。サウナの原形みた

いな所に入ると、蒸されてだんだん意識が

もうろうとします。

北方民族のお茶、イソツツジ

私が住んでいる北見の近くに硫黄山があ

りますが、初夏にはイソツツジの花が真つ

れにl咲きます。この葉を採むととてもよい

匂がします。業を乾燥しておき、お茶にし

て煎じて飲むことができます。イソツツジ

をお茶にする民族は多くいます。このお茶

のことを英語でラフラドーノレティと言いま

す。また、中国の東北地方で白山手午と言い

月経不順、不妊症、胃潰療に用います。，/1

国の東北地方の少数民放を訪ねた旅行で、

この乾燥薬をお茶として山岳に住んでいる
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写真3 イソツツジ

人i主が使っていることを、中国の植物学者

から教えてもらいました。

このラブラドーノレティは、カナダ、それ

からグリーンランドの人達や、北方系民族

の人達が飲むお茶です。アイヌの人達も風

邪のl侍にお茶のようにして飲んでいます。

これはたぶん北方民族の宵慣がアイヌに伝

わったのではないかと推察しています。

また、アイヌ民族と北方系民族の共通の

工主主品があります。この原料は道東地方の

海岸沿いに多いイネ科のハマニンニクで

す。ア 1)ユ』シャン列島の民校、フィンラ

ンドの民族、アメリカのインディオもおな

じものを作ります。北)i系に特有の1芸で

す。このような工芸品は白老のアイヌ民族

博物館や網走の|じ方民族博物館に展示され

ています。

珍しいキノコのヱブリコ

蝦夷地の古文書二によく出てくるのがエブ

リコで、町民夷島奇統』にこの絵が出てきま

す。このキノコも珍しいもので、この写真

を撮りたくて、探していましたが、直良野



写真4 エプリコ

の東大の演習林の高僑部夫さんにお願いし

て、やつと2当ヨ

今てで、もこの3キTノコを探していますが、なか

なか見つかりません。エブリコはアイヌの

人達もエブリコと呼んでいますが、エブリ

コという名はヨーロッパの言葉でオラング

医学の知識として日本に伝わりました。し

かし、オランダ医学が長崎山鳥経由で日本

に伝わる以前に、大陸経lliでアイヌ民族に

伝わった可能性もあります。エブリコとい

う名が書物に載るのが西暦 1600年ぐらい

ですから、オランダ|立学が日本に伝わる以

前にアイヌの人達は知っていたような気が

します。ヨーロッパでもこのキノコをエブ

リコと言いますが、アイヌ百昔もエプリコで

す。アイヌはエブリコのことをいつ頃から

もeい始め、どこから得た知識なのか、たい

へん興味があります。

縄文人も食べていたシコ口の果実

アイヌの人達の利用植物の中で重要なの

はシコロです。手口:名はヒロハノキハダで、
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写真5 シコロ

i'}y:名は PliellodeJldrollalilUreJlSeですが、

mlll日目Iseはアムー/レ地方で見つけられた

植物を意味しています。私が訪ねた111国東

北部の黒龍江(アムー/レ川の上流部)周辺

に多い』直tI'Jでどこにでも見ることができま

した。この植物の果実はアイヌの人逮がい

ろいろな料現に使います。特に、創と一緒

に煮込んで食べますが、ミカン科の植物な

のでユズのような味がします。アイヌの人

たちは木によって、苦いものと廿いものが

あるということを生日っていて、甘いものを

採ってきて半十現に使っていました。不ょがこ

の植物に興味があるのは、この積子が北海

道の縄文時代の遺跡から多く見つかってお

り、アイヌの人達もこの果実をよく食べる

ことから、アイヌ民族と縄文人はとつなが

りがあるということです。

中国東北地方の少数民族の人に、旅の途

中で採集したキハダの*突を見せてその利

刑法について質問しました。また、実際に

彼等に食べてもらいました。しかし、誰も

利用Lたことがないと話してくれました。

現代の漢民族、赫哲族はこのよR実を利用し



たことがないようでした。この果実を食べ

る習慣は北海道の縄文人の特徴だというこ

とが証明できれば、アイヌ民族が純文人と

同ールーツである祉の一つになるように思

いました。ただ、中国は非常に広いので、

私の調査したほんの一部だけていは、何とも

いえません。今後、中国の奥地に入ってい

ろんな少数民族の人達と抜し、このことを

吉正言Eして千丁きたい!::}思っています。

幻の青色素ハマタイセイ

ハマタイセイと言うのは非常に珍しい植

物で私も十数年来探していましたが、なか

なか見つかりませんでした。タイセイは大

青と書きます。世界的に青の染料として使

われています。タイセイはブルーのインク

のように発色します。松浦武四自[5が「蝦夷

山i毎名産灰|会A に務藍と記載しており、ア

イヌが染料として使っていると書いてあり

ます。この色を再現したいという人はかな

写真6 ハマタイセイ
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りいると聞いています。私は最近になり、

オホーツクの海岸の草地で、ハマタイセイ

を探しだすことができ、採種して栽培を始

めたところ大量に種子が採れたので、今後、

栽培することを考えています。

私がこの植物に興味を持ったのは、今か

ら5年程iIIiです。中国の新彊ウイグノレ自治

I又のウ/レムチに行ったとき、ウィーグ/レ族

の人達と交流し、生活で利用している植物

を教えてもらいました。その時、この植物

を使っていることが分かりました。使い方

は髪の毛の染料として、また、熱が出た時

に熱きましに使います。タイセイの利用は

アジア中央部の民放から中岡東北地方の民

族、また、アイヌ民挟まで含めた共通の知

識だと感じました。このタイセイを発色き

せるためには工夫がいります。植物を発酵

させなければブルーの色は出ず、この技術

は偶然では見つけられないので、発色技術

がどこからか伝わった可能性があります。

私はウィーグル族の人に頼んて守重を送って

もらって、これを北見て栽培しています。

ハマタイセイに姿がよく似ており、北見で

もよく生育することがわかります。

アイヌ文イtと卜ワカブ卜

アイヌ民族とアジア大陸との関係を強〈

裏付けるものはトリカブトです。}リカブ

トの塊根を附子といいます。その附子には

アコニチンというアルカロイドが入ってい

ますが、その致死量は 2-3mgで、青酸カ

リ100倍以上の強い毒性があります。それ

をアイヌの人達は上手に利用して、熊や大

きな海獣などを獲る時に利用しました。夜、



写真7 トリカブト

はこのトリカプトの毒の利用とアイヌ文化

の成立とが、強い関係があると感じていま

す。それはトリカブトをイ史うことは戦いで、

非常に強い力を持つことができたこと、ま

た、熊とか海獣などのように大きな獲物を

捕獲でき、食騒の確保が容易になった事が

あります。このようなことがアイヌ文化を

成熟きせるきっかけになったと思います。

トリカプトを使う文化はアイヌ民族だけ

ではありません。一番占くから使っていた

のはチベット族だと思います。附子の利用

はチベツ↑から始まって、中国の東北地方ー

まで伝わりましたが、そのf云矯には元が深

<1晃jわっていたと考えられます。元定の役

において兎は毒矢で日本の兵士を背しめた

ことが知られています。この元が棒太を攻

めて来た11守、アイヌの人i主はこの毒のイI別

性を学んだということが7e分考えられま

仁それが 14世紀ですから、元が株太に攻

めて来たことが、アイヌ文化の成立と深い

関係があると考えています。

花、は道内の遺跡調査の方々に遺跡の矢尻
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を調べてほしいとお願いしています。附子

を使う矢IJG(土j与を塗るための矢1JL(土溝があ

ります。 200kg以上の熊を殺すには、矢尻

にかなりの量の附子を塗る必要がありま

す。毒矢用に加工していない矢尻では、矢

!JLが刺さる附に存が外に漏れるので、大き

な熊を殺すことはできません。そこで、ア

イヌの人達は矢口Lに毒がつきやすいように

工夫しています。アイヌの人達の使った矢

!JLには縦におわん状の溝があり、その滑に

毒が塗り込まれます。矢尻に毒を主主る溝が

できたころが、アイヌ民族の白信と同党が

でき、アイヌ文化が開花したと思っていま

す。

75矢の使用は文化にとって重要だと柄物

民族学者の沿川元服Jさんが言っています0

"TIJの概念を持つことは高度な知能です。存

という目に見えないものを使って、相手を

伺jす、獣を獲ることは重要な意味がありま

す。矢毒に附子を使うことはアジア大|按か

らアイヌに伝わった技術で、矢毒を使う民

族との交流があったと考えられますが、い

つから使い始めたかが、私の関心事です。

アイヌの人達と沿海州止の交易では棒太

経!8て、交易品が蝦夷地に入ってきて、松前

浮から各地の大名にj度されました。交易品

である蝦夷錦はこのようなルートで、 FI本

中に伝わりました。蝦夷剣1の服装のデザイ

ンはチベ y ト族の服装とよく似ています。

私も NHKのシノレクロード取材班とチ

ベットに行ったことがあります。その時、

チベット人の服装が蝦夷錦のデザインとよ

く似ていました。また、モンゴノレ族や満州

族の人達もこれに似た服装です。今の東北



地方の少数民族の人i主のiE装も、この服装

に似ています。大院の民族とアイヌの人i圭

と交流があったことが服装からも良くわか

ります。

ヤマシャクヤク

ヤマシャクヤクは北海道の野山に多く野

生しています。赤い花がベニバナヤマンヤ

クヤクで白いのがヤ7 シャクヤクです。こ

のヤマシャクヤクはアイヌの人達が腹痛の

I侍に、この根を11商んで使則していた薬草で

す。 j漢方薬にシャクヤクは必ずL1Iてくるほ

ど汎用きれており、当帰tj薬散、葛根湯な

どの渓んー薬の中に入っています。現在、 日

本で栽培きれているシャクヤクというの

は、中同東北地方からヨーロッパに渡って

品種改良されたものと、古い時代に中国か

ら渡来し、江戸時代に品種改良きれたもの

があります。ンャクヤクの原産地が中国東

北地方であるという事と、北海道に野仰の

ヤマシャクヤクがあるということ、アイヌ

の人の使い方が漢方の使い}jlこ似ているこ

とから、大陸続出で伝えられた知識と tjf定

しています。

写真 8 ヤ7 ンヤクヤク
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オニク

樺太のアイヌがオニクを使っていたと柿

物分類学者の'丙[昔1¥金岩さんの本に書こかれて

います。オニクはミヤマハンノキに寄生す

るめずらしい梢物ですが、全草が楽になり

ます。中同のハjレピンで薬局に入りました

ら、乾燥した全草が売られていましたので

買って帰りました。このオニクは大隊に多

い刷物で、大阪から伝えられた知識でアイ

ヌの人達が使い始めたものではないかと

思っています。

写真9 オニク

ハマナス

江戸111'代の文化年間に蝦夷地がロシアか

ら侵略されるのを防ぐ目的で東北の各蒋か

ら滞士が派遣され、医師も随行しました。

秋田絡は岩谷省i主という蘭方|廷を随行させ

ていましたが、その時の記録が秋田県立凶

書館蔵の『胡地主主生考』です。この記録の

なかにアイヌがハマナスの花をお茶のよう

にし朝夕飲んでおり、ノk脆病に有効てやあっ

たと記室長されています。この記長去をもとに



写真 10 ハ 7ナス

植物利用から見たアイヌ民族

アイヌの生活は狩猟や漁が中心のように

思われていますが、植物利用の知識も豊富

でした。また、他民族から得た知識も活用

して、作物も栽培していました。自然に対

する観察力は鋭〈、現代でも通用する薬用、

染料の知識がありました。また、利用植物

や利用法から、アジア大陸と交流のあった

ことがうかがえます。植物利用から考える

と、アイヌ民族は他民族を受入れ、積額的

に他民族の優れた技術を導入したと考えら

水臆病に有効であったかどうかを実証する れます。また、杭物に対する造詣も深かっ

ために、ハマナス花弁のビタミンCと抗酸 たことがわかります。

化力を調査したところ、ビタミンCが笠富 (北見工業大学国際交流センター)

なだけでなく、ビタミンCを安定fじさせる

作用もあったので、ビタミンCの欠乏痕と

考えられている水腫病に有効であったと恩

われます。
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