
山草、樹木そしてアイヌ民具を巡る五つの小品

1 .イナウ素材の所在を常に心掛ける

イナウ(木幣)をどのように製作するの

かを、阿寒町阿寒湖畔におU'まいの日)11清

氏に訊ねて教示を受けたのは、十五sf.以上

前の晩秋でした。約束の日に、私は;友人の

向きんと共に、日川家へIpJかいました、網

走川上流に沿う国道の両側は、坂を上るに

つれて広葉樹林に針葉樹が交じります。峠

を越えて下ると、やがて『尻駒I"J，肴桜を

通i目。「↑リカプト・ある・ ~RJo 不Lはいつ

も狩猟イオ/レ河寒の城門に分け入るのだ、

との思いに打たれます。

ここからは、天界に近いや11々 が住まう領

域。そこに人々が;好り添うように、内然の

忠、を貰い受ける場所。敬慶に!庇護を願う聖

f車ではないでしょうか。

清さんこ夫妻の歓待に感謝し、夜、i圭は厳

父子専次郎エカシから伝えられた教示を何い

ました。清さんが凶怨します。

「家の爺きんは、道内のいろんな所に招か

れる機会があった、車に乗って移動する

時も、車窓、からの景色にいつも注意をは

らっていた。川沿いに柳の水を見つける

と半を止めさせて、そこに降りてイナウ

に相応しいのを探したものだ。ちょっと

した車の移動でも、必ず鋸を積んでおく o

「いつも心掛けておくんだぞ。』と、夜、ら

に言ってたもんだ。では、行くかいoJ

私達l土、阿茶湖畔から十勝管内足寄町へ

33 

北克市 戸部千春

向かう国道を走り、オンネトーへ曲がるT

字路付近に案内されます。勿論、『腰鋸」を

携えて。そこでは、道の両側に、若い榔が

群落となって成育しているのでした。木々

の太きは、人の胸の高きで 4~5cn日程に統

ーされています。 道路折、幅丁一事にともなう

造成了e事の後に、植'i:が同復していく途上

でしょうか。神々の懐で、植生凶復がイナ

ウの材料であるススニ/tPII、から始まって

いしまるで、カムイノミ/祈祷、を期待

して人に依頼するがごとし。神々の采配を

思わずにはいられません。

「この木は校が多く、削り難い。この木は

やや太〈、サパウンベ/幣冠、を作るの

に相応しい。この木の太きがイナウを削

るのに良いだろう。J

治きん。一本ー本の若い榔に触れ、私達に

語りかけます。 rfl"定めしても、ーヵ所だけ

で採取せずに、やや離れた地点でい次の選択

は、植生への配慮でしょう。

採取後の製作実習には、清さんが今日の

イナウ力ラを予定して、数日前に採取し乾

燥進度を調整されていた柳を素材にしまし

た。削る為の専胤道具『イナウケマキ 1)j 

は、清さんが市販小刀の万部を独自に形状

調整された物です。自己の生活~ここでは

信仰生活~に必要なものである、①材料(自

然素材)②道具、への幾つもの気配りをお

ろそかにしない。神々の懐に抱かれて生き



る人間の、たしなみが息づいています。

この日以降、向きんと私は、川岸を見る

意識が変りました。共通習慣は、

， JlI岸を通るたびに、ここの車産生はどう

か、イナウ製作に相応しい若い柳は生え

ているかな、と見入ってしまうように

なったよ。」

夜、は、道内に多くある『ススナイ J 地名

は、語義が「柳・沢JIわである背景に、「神

事に欠くべからざる必要なスス(柳)が確

固としてある沢J の思怖が裏打ちされてい

るだろう、と信じます。たとえオンネト一

入口近辺に『ススナイ」や rススウシ』な

る地名が語られてはいなくとも、日川善次

郎・消家の人々に、ここが「若い柳が群生

する場所」と認識され続けているように。

2 .イラクサの繊維を撚り糸に加工する

人々

釧路川中流域の標茶町婿路で、伝統彫刻

の訓告示と復元に励んでいる諏訪良光きんに

制作を依頼した7 キリが届いたのは、一年

後でした。地域の『あそう会J の人々と共

に、伝統的トンコリ復元と演奏献本に取り

納んでいる氏は、

「幾つもの依頼を受けているので、月日が

かかって、 f守ってもらうことになるよ。」

と話きれていました。わずかー年待機で完

成は喜びです。

開封一番、私の喜びはふくらみました。

選ばれた樹材チクペニ/イヌエンジュ、は

大胆な選択です。しかも鎌倉彫りに|五敵す

る深彫りが、道東地域の彫刻j伝統を踏まえ、

衝撃的で素晴らしい。 Mei軍な品格が、道東

を特徴付ける作風です。

イヌエンジュに彫刻紋様を施してマキリ

鞘とした例は、多くはありません。級密な

列点紋の木目が明瞭で、務面の彫刻紋綴が

目立たないと考えられるからでしょう。私

が、伝世し現存する資料てや出会った稀有な

作例は11佐~山、。それは無紋鞘でした。実用

本位にして、木目円体が強烈な美を主張し

⑧ 墜 〆ii

閲1.イヌエンジコ鞘 下げ紐はイラクサ繊維
製作諏訪良光 2002年
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dll 
凶 2.鹿角部品併用鞘 下げ紐はムカゴイラクサ繊維

製作明治前期l以前樺太

ていました。

諏訪さん作品。『鹿角根付』と鞘を童書ぐ下

げ紐が、イラクサ繊維の撚り紙。諏訪さん

が製作するトンコリの弦が、やはりイラク

サ繊維製です。伝統トンコリ復元の徹底が

素晴らしい。宵得された加工技術が生かき

れています。

現在、誠司Jきん達と同じ志を持つ人々が、

各地で活動しています。

この数年来、私がFI)JIさん宅を訪ねると、

清さんは「今年の成果はこれだよりと、カ

イカ/撚り、を終えた、数備の糸巻き玉を

見せてくれるのでした。

「うちの爺さんは以前、レタノレベ/白い

物ニムカゴイラクサ繊維衣装、を入手し

て、それは屈斜路資料館が開館した持に

館に納めて、展示きれているoJ

清氏の目標は、同分の努力でイラクサ採取

と繊維加工を行い、これを業材にして、夫

妻共同でアミプ/衣装、を製作することで
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す。

私は、必要とする撚り糸の全長を概算し

てみました。必要とする紛;;(fiの幅を仮に、

幅 30cmとしておきます。衣装の身丈を

120 C111、祁iを『もじり祁fj仕立てとし、衣

装の総幅を 120C111にします。

前身頃と後身頃は別布接合ではなく一体

布ですから全長 240C111。それが布半身と左

半身とで 2枚。袖は同様に 120C111が 2枚

ですから全長 240C111で I枚製作が合理的

でしょう。以上の総計は 30X240cmX3枚

になります。

縦糸の密度を中日 1C111に 10本とし、 30

C111の布帽でイ土縦糸の張りは 300本。縦糸

の必要長きは、 2ωcmX3枚X300本=

216，000 C111、なんと 2，160111です。しかも

不可欠の横糸分は、この数値に入っていま

せん。伝統的な本来の防水条件を満たす緊

密な織りとするならば、縦糸と重複する量

を怨定しなければならないでしょうか。な



んとも膨大な、約 4kmが必要と算出され

ました。

アイヌモシリに、あまねく生い茂るイラ

クサです。しかし、一着の衣装に仕立てる

為の経験知識、そして労力と時間は膨大で

した。それを今、あえて追体験しようと実

践する人々の熱情を、私は賛嘆してやみま

せん。

3 .越藻を、女が管理する道具に活用する

布施キンフチ

阿寒湖l立、モシリ東部のクンロとアパシ

リを繋ぐ内陸縦断道のIjl央に在り、カムイ

が住むイオノレ最深域に位置します。内然の

恵みが豊かで、人々が神々との共生を厳守

する限り、 JfE議を約束きれた楽凶であり続

けるでしょう。

昭和初期に、この奥mである阿寒湖北岸

イベシベツ河rJ音1¥に暮らす家族がありまし

た。 ~i き日の布施平助(アイヌ名 ハウポ

ロ)と妻である!日姐舌川原キン(アイヌ名

モイ)夫妻と子供i主、そしてモイの御母堂

です。平s}JIま阿寒itJJで漁をし、捕った魚を

f焼き干し」に加工して纏めては売りさばい

ていたそうです。私は、この地に立ちまし

た。パンケトウから渓流となって流れ下る

イベシベツは、今も透き通って阿寒i市jにrt
ぎ、見入る我が心も清めてくれるようです。

rJ[i守ーまで河口部の川底には、橋脚の水柱

があった。国立公l詞の特別保護区なので、

最近になって撤去したんだが、川を渡っ

た向こう岸の湖岸を少し行った所に、瀬

戸物破片が幾っか見られるので、ここに

生活していた人々がいたんだな、と思っ

ていたのですが。皆さんが、此処でト生活

きれていたんで-j-Jュ。」

約 70年前の幼かった日々である少女時

代の生活地を懐かしみ、久しぶりのイチャ

ノレパ/先祖供養、をしようと訪れた小烏・

舌川原・平林の三従姉妹に、現在此処でイ

トウ養殖事業にたずさわる方が語ってくれ

ました。

約 200年前に捕カ通れた、間宮林蔵の調査

製図になると考えられる地図にも、まさし

く此処に、コタン所在を示す記号がJ苗かれ

ています。かつての布施平比IJ家生活地で、

悠久の過去から、神々に最もi1i:<生きて来

た先祖にイチャノレパが行われます。 70年前

と変らぬ位置に立つ、一本のラノレマニ/イ

チイ、老木の根フじに、携えてきたトノト/

柄、が捧げられました。

平林ミツヱフチの御母堂アイヌ名モイの

rll来は、阿寒湖南岸、現在の浪泉街に位置

したモイ/入り江、の地で誕生した事に由

来しました。舌川原一族は、阿尭楽z川流対域Lを

司る争祈神l'々 に+祝兄福きれたウ夕リの一員て

私は、カかミつて干平‘林ミツヱブチカかミら伺つた、

f御卸母堂凶想談を思い出し、岸に;召せる波紋

に導かれて、視線を速い岸辺まで注ぐので

した。

r ii胡の岸辺には、強藻がたくさん打ち上げ

られていたの。うちの母親はね、裁縫す

るI侍の針山に、拾ってきて乾かしていた

越藻をね、使っていたの。今じゃ考えら

れないしょ oJ

裁縫に不可欠な鉄針は、近世アイヌ文化

を一貫して貴重なものでした。性別分業の

規範にJlIJして、女性が精進する一挙は「家
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}i長の衣)J!Iを製作し飾る高度な技量を持つ」

でした。モイフナも違わず、常呂川中流域

に転居してもア yを鍋で煮て、アットウン

にlJIII.されていたけ1。

長|の伝統的な保管道具は管骨製『チシポ』

でした。近代にあっては、骨角器が水路に

急速に置き換えられていく傾向にi童わず、

チシポに代わって「木製糸巻き』に精密加

工で句|き出し』を穿ち、その内部に鉄幸|

を納めるようになります。

けれども、モイフチの背慣は「毛主漢を針

山として使う J です。私は未聞の知l見に侍

然としました。しかも谷間語られる「毛主藻

はアイヌの生活に役立たぬために、 トーサ

ランベとのみ呼はれて、顧られなかった。J

とも違っているのです。私には、この使用

方法がモイフチの独創であるとは考え難

い。しかし又、それが速い背からの伝統で

あるとも考え難い。布I人交易から最i主の

神々の領域では、鉄針は伺別容器を不可欠

にする伝統が強凶だったでしょう。ですか

ら明治以降に、近代流通交易がより豊かな

物資供給を保証してから、阿寒川水系流域

の女伯達が、新たに創案した可能位が高い。

夜、には、こう，思えるのでした。

「うちの母親は、どんな小さな布切れも、

それは大切に取っておいた。特に赤い清i

はね。J

ミツヱブチの凶想です。

私は想イ象してみました。モイフチが裁縫

道具を広げた時は、かすかな緑が残る「毛主

藻針1iJ ~を、鮮やかな色切れが取り囲んで

いたことでしょう。それはまるで、モイフ

チが生まれ育った阿寒湖に準えるJ在阿寒

北方山市 23(2ω6) 

岳。そして秋を彩る原始林の錦を思わせる。

モイフチの手)[;にはいつも、故郷をf盟、ぷ「よ

すが」となる、盤投主が作る「ノj、さな世界J二

「ポンモシ 1)Jが共にあったのです。

4 .キムンカムイが好む植物を、紋様に刻

んだマキリ鞘

旭川市「家どん船どん』中野正一きんに、

夜、が持っている明治期に製作使用されたト

ベニ/イタヤカエデ、を材にしたマキリ鞘

と実証IIJj;i(Jを見てもらいました。氏は歴年、

多くの伝統民兵を扱って、|事物館に納めて

きた方です。氏の友人で、大雪111国立公園

で自然保護監視員を務める広瀬常夫氏が同

席して、気付いた事を教示してくれました。

「この三枚花弁の紋様は、私が見るとこ

ろ、高山j直ヰIl}のミツノミオウレンとしか見

えないね。そして四枚花弁の方は、ゴセや

ンタチバナを表わすものだろうか。ミツ

バオウレンは、ヒグマが好んで食べるも

ので、特に冬眠前のi時期には、体力を蓄

える為に多く食べているものです。夜、は

束)11 /IlJにU'んで、大雪山のパトロールを

していますが、ヒグ 71こは遠く姿を見る

出会いをしょっちゅう絞験しています。

ヒクマがいた場所を調べると、そこに生

えていたミツハオウレンが食べられてい

る。ここでは 11月の第 1週が、ヒグマ一

年間の最後の活動期間で、その後に冬眠

をするんですoJ

私が民具を見つめる観点は凶つ、①素材、

②形と大きさ、③紋線、q;構造、です。各

要素が、生活道具たる民兵使用目的に適う

合理fjを追求されて、「これしかないものJ
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図 3，イタヤカエテ司自 紋様はミツバオウレン(右)田コゼンタチパす (左)

製作明治中期~後期頃

として選択されたものでしょう o しかし第

③項目は、実用性追求を越えて、製作者の

「思いJ rイ言1%が強〈反映するものです。

私は、キムンカムイ/ヒグマ、が好む高

i1J植物を紋様に刻んだ、製作者の意志に、

熱い信仰心を思わずにはいられません。ご

教示に、 Hが醒める思いです。

7 キリ研究の先輩である樹木阪の{州事務

氏は、松浦武四郎が絶賛した『クナシリの

名工シタエホリ』製作のマキリを幾つも確

定し、その鞘を飾る彫刻紋様となった植物

紋様の、種名同定も来たしました。

01'1，、も又、シタエホリ作品やその作風伝統

を受け紋ぐ鞘とは別に、鞘中央を円で閲む

紋様を施す一群の作風に注目してきまし

た。私はその紋様、起源を、樺太アイヌの温

者が締めるカニクフ/金具飾帯、を商1)る円

形金具だった、と考えています。倖太では、

夏者援帯とマキリ鞘は結束して緊密な関係

にありました。北海道内の樺太アイヌ文化

が影響する特定地域で、金具飾滑から独立

したマキリ鞘に、この彫刻紋様が施きれた。

そう考えるのです。

明治中期以降の当系統鞘では、円紋内部

の彫刻紋様は、旬日人家紋~Jこ置き換えられ

てゆきます。儀式に必備の、和人家紋を描

いたシントコ/行器、を憧l景する心に、聖

紋借用と、継承してきた聖紋意味の転化が

あったのでしょう。

私は、当鞘の『三枚花弁~ w匹l枚花弁』を、

和人家紋と解釈するには違和感がある、と

いぶかっておりました。しかし、三枚花弁

が「ミツハオウレンJ ならば疑問は払拭し

ます。「大雪山の花l事lを支関する、最も高賞

なキムンカムイを我が懐へ招きたいoJ と

の、呪的な強い思いを込められた彫刻I紋様

である。私は今、広瀬常夫氏の判定を支持

してやみません。

5 .男の器量、カムイの形象を透視し命を

付与する

オホーツク海に注ぐ常呂川は、中流で北
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見盆I也を抜けると、早瀬となって山間をド

ります。その中間地点は河岸が岩尾となり、

Fウエンン 1)，と呼ばれる難所てがした。この

Jlli!lJを故郷とする山中家・布施家の人々は、

此処の左岸崖は「ピンネカムイシ 1)，、右岸

を 117 ，/ネカムイシリ J と呼ぴ、友岸の女

性通行を禁忌とする伝説と共に今に伝えて

くれました。美幌の菊地11生古エカシは、こ

の崖が熊の姿であったと伝えています。地

形に、超自然威力を行使するカムイの姿を

見出し、人々が畏怖してきた史実が認られ

るのでした。

私は二十余年前の夏に、網走市鱒浦のド

ライブインで、柑11を材にイナウを削るエカ

シに出会いました。その校長もさることな

がら、余った 6~7cm角線の小きな柳材を

削り IHす姿に感銘を受:けたのでした。 PLj個

の「木っ端J I立、棋なく個々熊頭部の姿に

削り出きれました。人間の意志によって、

一本の柳から制り取られた木材が、あるい

はイナウときれ、またキムンカムイの形象

に生まれ変わるのです。本には木を彫るエ

カシが、アイヌ口承文芸に語られる、英雄

事1I古志向5.1¥1Jに没頭する姿と重なって見えまし

た。男の略みを継浮くする者です。

植物もllt等と同じく、地上lこ生まれやが

て死す運命から逃れられません。しかし、

ひとたび人の予が加えられて姿を変えられ

たならば、民具は新たな命を得て数百年、

時には千年の長寿を得るものがある。朽ち

るはずの小さな木片は、四つのカムイマ

ラット/熊頭、へ転生し、エカシの手技で

新たな命を込められる。知1里幸恵、『アイヌ

神話集』のー話が伝える転生諒を支持する
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~、

思惟l土、この祉の節理に関ラする、「物を作

り得る人聞の偉大きJへの自覚と誇りで

しょう o それ故に、モシリを造り、数多の

カムイとアイヌを作った創造事1Iへの、アイ

デンティティーを交えた追慕と畏敬も、 ~rtl

〈自覚されるにi童いありません。

振り返ると、アイヌは創造神に、相!Iを背

骨として作られたのでした。一片の柳片に

も、神々 と人との由来が，f;e，められていたの

です。

巧みな技で、生き生きとしたカムイ/擦

のマラット形象を柳木片から削り IHし、永

遠の命を炊き込んでくれた匠の名は、秋ョ童

福太郎エカシ。阿寒川流域のや1I々 にJfE議さ

れたー貝でした。

※ 

ススニ/柳、で語り始め、そして思い出

の筆を泣くことにします。「山草」そして「樹

木」が、人のl'を1mえられて『民具』に転

生する。その経過は人間の長い常みが情っ

てきた英知によります。技と心を継承しま



しょう。モシリに~きるものは全て、干I在

の君、l床を付与されている。私はこう感謝し

て見つめています。
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