
北東アジア諸民族の民族植物学

はじめに 植物を利用するというニと

山草会会員のみなさんは、己主段、野生才l古

物とどのようにつきあっているでしょう

か。趣味として鑑賞したり、裁培Lたり、

知的興味から調査・研究の対象にしたりと

いうことが、主な「つきあい方」でははな

いかと思います。それとは別に、山菜採り

が好きな方も多いかもしれません。野生植

物と人との関係において、鑑賞や研究など

が精神高Iてやの|拘わりであるのに対して、山

菜を採って食べるという行為は、より直接

的に接するという意味で、全く性質の異な

るものと言えます。

とはいえ、現代の日本では、野生刷物を

食べないと生きていけない、という状況は

まずありません。我々は、'ii'i1!iの」食べ物

(多くの場令はお金で買ったもの)だけで栄

主主的には十分であり、その上で、季節Iを感

じる手段として、あるいは日常に彩りを添

えるものとして、 IIi菜を食べます。そういっ

た窓I床では、山菜採りは、鑑賞と同じく精

神的な満足感を得るためのものであり、「趣

味」の範時に入る行為と見なすことができ

ます。

一方、野生植物を、趣味ではなく、生き

るために必要な栄養を段取する手段、つま

り日常の「食F量」として食べる人たちもい

ます。そのような野生植物との関係は、発

展途上国や、文明化きれていない、「未1m.!
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と表現される人々にしかみられないと思う

かもしれません。しかし、日本の農山村で

も、ほんの数 i年IJIjまでは、生活に不可欠

な天然資源として身のまわりの野生植物を

利用していました。伝統的には、植物資源

の利用は世界中のほとんどの民族において

生活の中で重要な位置を占めています。食

べるだけでなく、ちょっと考えただけでも、

道具や住居の材料、薬用・飲用など、暮ら

しのあらゆる場耐iで植物を用いてきたこと

は容易に怨像がつくことと思います。そし

て、当然ながら手l凶きれる納物や利用法は

地域により様々です。そのような野生植物

と人との関係について研究するのが、民族

納物学という学問です。

アイヌと北東アジアの諸民族

アイヌが北海道の先住民であるように、

近隣のサノ¥リンや大陸にも、それぞれの地

域ごとに先住民がいます。サハリンのサハ

リンアイヌやウイノレタ・ニヴブ、大|注のシ

ホテ=アリニ山脈から沿海地域にかけて住

むウデへとオロチ、アムー/レ川下流域の

ナ ナイやウリチなどの諸民族で、言語や

生活様式など、それぞれ独自の文化を持っ

ています(関 1) 0 彼ら北京アンア先住民の

伝統的な生活については、多くの民族学者

などカ苦言己主主していま-t。そ11によ 111工、才守

猟や漁労、 トナカイの飼育など動物資源の



同1.北京アジア地域的先住民抜

確保が主な生業ーであるとされ、地物資源に

ついては副次的なものと見なされてきまし

た。しかしながら、狩猟や漁労のような派

手さには欠けるものの、やはりこの地域で

も械物の採集とその利用は生活になくては

ならないものでした。

そして、 日本においてはアイヌの市在物利

用が古くから比較的関心を持たれ、知虫真

志保による集大成(知里 1953)を代表に研

究例も多い一方、北東アジアの他の民族に

ついての民族植/物学的な研究は、今日まで

全くといっていいほど行われていませんで

した。各民族同有の言語による柄物の名称

や、それらと生物学的な分類との対比、ど

のような柏1物をどのように利刑してきたか

といった基本的な情報さえ、十分に記録さ

れていないのが現状なのです。

アイヌも含め、この地域の諸民族には、

類似した文化要素がしばしば見られます。

これは、古い時代から民族を越えて交易な

どの交流があったことを刀、しています。一

方で、利用する植物の種類や利用法には、

共通点も多いものの、民族ごと・土地ごと

に違いも見られます。この地域は、気候区

分でいえば冷混帯から亜寒帯という範囲に

収まりますが、とはいえ、当然ながら植生

は一様ではありません。また、槌物相につ

いても、北に行くほど種数が減るというだ

けでなく、核物灰系の上でも、北海道やサ

ハリン南部を含む東アジア区系とそれより

北方の周極針葉樹林区系とに分かれます。

このような植物相や植生のローカ/レな速い

が、杭物干IJ用文化の多機性を生み出してい

るといえます。植;彩。利用を詳細に見ていく

と、伝統的な生活文化が周囲の白然環境を

基盤として成り立っているということがよ

くわかります。

かといって、柄物相や植生が同じであれ

ば納物利用も全く同じかというと、そうと

も限りません。同じ植物について、近隣す

る民族で利用法が違う場合もあれば、同じ

民族であっても、村により利用の有無が異

なるということもあります。このような遠

いを解釈するためには、人文・社会的な環

境や歴史的な経過を考えなくてはなりませ

ん。自然環境だけでは決まらないのが、文

化の難しいところです。

北東アジアの植物利用の実際

この地域の植物利用文化について、在、が

今まて拘に行ってきた民族植物学的な調査で

得られた知見を中心に、特徴的なものをい

くつか紹介します。

いわゆる「ベリーJ 類

北東アジアの多くの民族は、コケモモ・

ツ/レコケモモ・クロマメノキ・クロウスコ
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といったツツジ科スノキ属やヌゲンコウラン

などの竣果、ホロムイイチコ・エゾイチコ

などキイチコ類ほか、いわゆる「ペリーJ

類を盛んに利用してきた。様々なペリーは、

かつては白樺樹皮製の容器に入れ、それを

土に埋めるなどして保存され、冬季の食料

ともなった。日本人の感覚では、ベリ一類

といえば、1'.で食べるか、ジャムやジュー

スにするなど、いずれもデザー卜的な利用

法を思い浮かべることだろう。しかし、彼

らはサヶ・ 7 スなどの魚類の身や白子、ア

ザラシのidlなどと組み合わせて色々な料開

をつくり、「食事Jとしても食べる(凶 2)。

儀礼の|祭の料理に用いられることもある

(灰13)。また、下痢や便秘、胃や心臓など

の薬としても様々なペリーが用いられてき

た。

北方地域では、柄物相は貧弱だが単一種

が高い密度で生え、大群落をつくる傾向が

あることはご存じのとおりである。このこ

とは、ある梢物を採集する場合に単位労働

ιi， 

関2 ベリ をも~った料理の製作
コケモモとサケ7 スの身をそれぞれ煮て潰

し、混ぜている。ニヴ7の料理。
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量あたりの収量が大きいことを語、味し、利

用の仕方にも影響をラえる。つまり、生育

密度が低〈偶発的に発見できる程度であれ

ば、日常の栄養源としては不卜分であり、

晴好品にしかならない。一方、同じ植物で

も、短時間で大量に集めることができるほ

どの高密度で存在する場合には、十分に重

要な栄養源として利用され得る。ヘリ一類

などはその典型であろう。ペリー類は糖分

を多く含み高カロリーであり、ビタミン類

なども多い。イ~;統的な生活におけるエネ lレ

ギー源としての比重は、この地域ではサ

ケ・マスやj毎獣類に巾米する動物性脂質に

及ばないかもしれないが、シベリアや北米

などの亜寒帯に暮らす民族(いわゆる北方

民族)の最も重要な植物性食料のひとつで

ある。ただし、北海道ではペリー類を大量

に採取できる環境は少ないため、北海道ア

イヌにとっては 11的'1-â~1程度のイ立置つ、けだっ

たと考えられる。

同3，ニヴフの儀礼用の料理
，((({;ダウリアチョウザメなど)の浮き袋など

を煮て採ったゼラチンを同めた「煮こごり」の
ようなもの。これはホロムイイチゴの果実を
入れている。



クロユリ

サハリンのニウ、フおよびウイルタは、ク

ロユリの鱗菜(図 4)を食用にする。エゾ

スカシユリとクノレ7 ユリも同様である。た

だし、ある村に住むウイノレタの婦人は、食

べるのはクロユリだけで、エゾスカシユリ

などはJ!iくで見られるにもかかわらず食べ

たことがないと語っていた。

熱帯地域では、植物質の食料として 般

に地 F部(いわゆる「イモJ)や茎など、で

んぷんの貯蔵器官が最も重要であるが、寒

冷な地域では大きな貯蔵器官を持つ植物は

少なくなる。大形の鱗菜を持ち良質のでん

ぷんが採れるオオウパユリは、北海道のア

イヌにとって重要な食料であった。しかし、

サハリン南部が北限であり、サハリンアイ

ヌは利用していた記録があるがサハリン中

央部以北に居住するウイノレタやニヴブの生

活域には分布しない。

図4. クロユリの鱗茎

4，1 

ブJ、クロユリやエゾスカシユリはオオ

ウパユリと比較すると鱗菜がはるかに小き

く、 fiUI'Zに労力がかかりそうである o しか

しながら、これらの種はサハリンでは比較

的多く見られ、しかも密集した群務をつく

る。そのため、鱗茎 l佃あたりのカロリー

は少なくても、採集と利用の効率は悪くな

いのであろう。

クロユリの鱗芸は、数個の大型鱗片が取

りIJNみ、その下方に米粒大の小型の鱗)'，が

多数付いた形をしている。採集すると小究リ

の鱗片はバラバラと取れてしまう。こちら

は主として新鮮なうちに料理に用い、大型

の鱗)jが残った鱗菜本体はネックレスのよ

うに糸に通し、ぶら下げて乾燥させる(図

5 )。乾燥鱗茎は、煮る目ゆでるなどして料

理に使うほか、そのまま儀礼に用いたり、

できた料理を神に供えたりもする。

凶 61土、ニヴフの伝統料芳TIo クロユリの

凶5. 乾燥させたクロユりの鱗茎



凶 6目クロユリの燐芸を使った料理

小さな鱗片・ギョウジャニンニクの葉のみ

じん切り(乾燥品)・ほぐした魚(サケやマ

スなど)の身の 3種を混ぜ、 ilhで和えたも

の。 i由は本来アザラシのi由を使うが、なけ

れば市販の柄物iUIを使う o 小さな鱗片が米

す立のように見え、見た目は「そぼろ入り

チャーハンJ といったところ。

ギョウジャニンニク

ギョウジャニンニクはアイヌにとっても

オオウハユリと並ぶ最も重要な食用植物

たーったとされるが、近隣の民族もやはり多

用する。そのまま食べるほか、!勾や魚の料

理に入れてl床をつけたり、アザラシの油に

つけて食べたりしていた。春から夏にかけ

ては新鮮なものを食べ、また、保存して、

青物のない冬季の食料ともなった。伝統的

には、保存方法はアイヌと l司じく天日 1し

が基本だった(図7)。また、歯痛などの楽

としても用いていた。

現在でも好んで食べられる純物であり、

カ|レータやレピョーシカなどロシア料理

の食材としても使われている。現在では、

保有のためにはガラスびんなどて塩漬けに

するのがポピュラ である。
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同7 乾燥させたギョウジャニンニクの葉

ポロナイブキ

サハリン最大の河川である悦内川(現ポ

ロナイ川)にちなんで名付けられたポロナ

イプキは、北海道では見られないブキ属械

物である(図 8)。日本のフキと同様、サハ

リンのニヴフはその葉樹を料理に使う。た

だし、ゆでてから保存する[J本とは違い、

そのまま乾燥させて生乾きの状態で丸めて

保存する(肉 9)。図 10はニヴフ料理。主rJ

図 8 ポロすイプキ(上)とア寺タプキ(下)



肉9.乾燥させたポロナイブキの葉柄

凶 10 ポロナイプヨ?を使った事↓理

んだ乾燥葉柄とアザランの脂身が盛られて

おり、この 2種の食材を混ぜて食べる。

お祭りや儀礼には特定の柄物を用いる場

合が多いが、ポロナイプキも、クロユりの

鱗茎と共に、ニヴブの日常的な儀礼やクマ

送りなどの祭事の際、供物として用いられ

てきた。

ヒメイワタデ

北海道では高01種だが、サハリン北部で

は海岸や河岸の砂地に比較的よく見られ

る。秋になると白くて長い根(根茎?)が

肥大し、海岸部に住むニヴフは、それを採

取して食べる。皮をむいてそのまま食べて

も甘くておいしいが、煮て食べたり、つぶ
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して泊とガンコウランの果実を加えて食べ

たりもしていた。皮をむいてゆでて、クロ

ユリまたはエゾスカシユリの鱗茎とコケモ

モなどのペリー類、ゆでたハイマツの種子

と令わせ、アザラシのiUJを加えるという料

理もある。

ヤナギラン

ユーラシア・北米含め北半球の中高緯度

地域に広〈分布する。特に寒冷地では多〈

見られ、特に山火事跡などには大群落をつ

くっているのをしばしば見かける o ロシア

言吾で íIlBaH• 1{an (イワンーチャイ='イワンの

お茶J)J と呼ばれるように、本穏が分布す

る地域の多くの民族が、乾燥させた葉をお

茶として利用してきた。

それだけでなく、食料としての利用も北

)jl'6族に広〈見られるものらしい。具体的

な加工法については調査できなかったが、

ウイノレタは茎や地 F部を食用にしていた。

茎は甘みがあり、様々な料理の素材になっ

た。カムチャツカに{主むコリヤークという

民族の場合は、そのまま食べるのではなく、

茎の髄を取り出して集めて干して保存し、

食用にする(禁藤 2005b)。

イソツツジ類

イソツツジの植物体が強い香りを持って

いることをごイヂじのブiも多いだろう。

ス -'/'とするようなさわやかな香りだが、

群落の中にたたずむと、かなり強烈な匂い

に感じる。この独特の芳香成分のために、

ユーラシア・北米を問わず、多くの北方民

族がイソツツジ類をお茶として用いてきた

(凶 11)。また、薬としての利用も広〈見ら

れる。使用法も、お茶にして飲むだけでな



閃 11.お茶に十るため乾燥させた
イソツツジ類の葉

く、乾燥した葉やつぼみを噛む、葉や茎を

入れたお湯に患部を浸けるなど様々であ

る。

強い匂いは人の精神にも影響を及ぼすと

考えられていたらしく、オロチではシャマ

ンがトランス状態への導入のために使って

いたという。この例では、ンヤ7 ンだけが

使用でき、他の人が使うことはタブーとさ

れていた。一般の人がお茶として飲用して

いるウイノレタの場合でも、アへンと同じよ

うな作用があるためたくさん欽まない方が

いいと考えている。

業を燃やした煙も強い匂いを持つため、

ウイノレタは悪霊などを迫い払うと考え、ま

た、オロチは人が死んだ場合にその魂が出

ていくよう家の中で燃やしていた。実用的

なところでは、ウイノレタは、テント式住居

から蚊を追い出すためにその煤を使ってい

た。蚊取り線香の役割である。また、毛皮

製品の防虫のために校や葉を一緒にしまっ

ておくという利用法は、ネギダーノレやニヴ

ブ・ウイノレタが11'っていた。
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オニノヤガラ

アムール川沿いのナーナイの村では、オ

ニノヤyゲラの塊茎をおj酉に漬けて薬にして

いる例を実見した(凶 12)。チョウセンニン

ジンと l司じような用途(強1J:剤か)だそう

である。本種の塊茎はまた、アイヌが食用

としていたことが匁lられている(知里

1953)。

般にオニノヤガラは毎年同じ場所には

出現しないといわれる。このことから、オ

オウパユリのような 1回繁殖型か、あるい

は数年おきに開花し、その間は地上茎を伸

ばさず地下で過ごすのか、そのどちらかだ

ろうと推測していた。多国繁殖だとしても、

あれだけ大形の植物であるから、地上菜の

伸長と開花て養分をかなり消費しそうであ

る。開花時期ではぬ茎に残された養分は少

なく、利用に適きないように思える。主 l立

図 12.オニノヤガラを泊lこ漬けたもの



いえ、|菊花期直前にならないと池上茎を出

きないため、我々が普段本種を見つけるの

は、開花段階かせいぜい地上茎の伸長途中

である。それ以前に発見するのは奈難の業

であろう。食用などにする場合、いつごろ

採取するのか不思議に思っていた。地上茎

が飯を出したくらいの時期を狙って採取す

るのだろうか。

実は、江戸時代にアイヌの案内で北海道

を探検した松浦武四日1¥も、アイヌが掘って

きたオニノヤカ、ラの鱗芸をご馳走になって

おり、サツマイモのように美味かったと書

き残している。そして、おそらくその場で

アイヌから聞いたのであろう、茎が成長す

ると根が腐って食べられなくなるとも記し

ている('丁巳束尚蝦夷山川地理取調日

誌，)。また、別の著作で武四日1¥は、才?芽が

出るころに根を掘って食べるとも書いてい

る('蝦夷山海名産凶会巻二')0アイヌは

本種の生活史を正しく認識しており、やは

り地上茎が出たばかりの1時期に日ぎとく見

つけ、採取していたようだ。

中医学(漢方l宍学)でも本種の塊茶を生

薬として用い、「天j隊Ji:私する。難波(1993)

によれば、現在出阿っているものは中国・

韓国産で、 3~5 月に採集したものを「春

麻」、 10~12 月の茎が枯れてから採集した

ものを「冬麻」と l呼ぶ。また、中国では栽

培技術が確立され、流通しているものの多

くは栽培品である。腐生ランを栽培できる

とは驚きだが、池上茶が枯れた後も虎茎が

ある(または新しい塊茎ができる?)とい

うことから、 1回繁殖ではないことがわか

るo しかも品質はむしろ「冬麻」の方がい

いそうである。一方、 3~5 月には地上菜

が出ているとは思えず、「春J係」の採取は栽

培下だからこそ可能なのかもしれない。お

そらくナーナイも、地上茎が出たばかりの

ころに見つけ、採取するのではないだろう

か。

ワタスゲ

ウイ/レタの伝統的な生活では、 r-したワ

タスゲの葉をブーツの中に入れ、「中敷き」

として使っていた。現地の人が「ツンドラJ

と呼ぶ混同tやタイマツのタイガを生活の場

とし、トナカイを遊牧して暮らしていたウ

イルタにとって、 トナヌヲイの毛皮でつくっ

たブーツは必需品であった。そのブーツに

入れるクツンョン兼保温材として、ワタス

ゲが最適なようだ。秋になると茶枯れた業

を大量に採集してストックし、年間を通し

て使っていた。

生活圏の'1'でいくらでも採取できるとい

うことも、日常生活に不可欠な素材として

選ばれた理r!lと思われる。ウイ lレタが最も

よく使っていた;tili物とのことであり、おそ

らく、勾 Uのように新しい「中敷き J に交

換していたのだろう。

スゲなどの草を「して靴の中に入れるの

は、北方民族に広〈共通する利用法である

(森藤 2005)。アイヌの場合はl司じ用途にヤ

マアワを使っていた(知I黒 1953)。

ミズゴケ類

サハリンやアムーノレ川流域には泥炭地が

多い。ミズゴケ湿原や、クロマメノキやイ

ソツツジ・ヤチヤナギなどの低水が繁った

やや乾燥した泥炭地などは、ベリ一類をは

じめ有用植物が多く、北方民族にとっては

-48-



重要な柄物採集の場となっている。ミズコ

ケ内体も、貴重な柄物資源である。ウイル

タは、干して貯えておき、 2枚の布の問に

挟むなどして、子供のおむつに使っていた。

このほか女位の生理の時に使うなど、いず

れも乾燥きせたミズコケのl吸水性を上手に

利用している。食器を洗うためにも使った

というが、これは生の状態で用いたのかも

しれない。

ウイルタはまた、 トナカイ皮の「皮なめ

し」にもミズコケを用いた。毛皮の利用に

は、裏側にイ、jいているj指肪を取り除き、皮

を軟らかくする「なめLJの過程が不可欠

である。剥いだ毛皮の裏側にミズゴケを乗

せて巻き、よく採み、その後、ナイフで脂

肪をコケとともにこそぎ落とすことで、取

り除きやすくしていたようだ。

ミズコケも、北)j域でいはどこでも多量に

手に入る素材であり、これらの利用法もま

た、北方民族に!ム〈見られるものだろう o

サハリンのアイヌも、おむつに使ったこと

が記録されている(知里 1953)。

おわりに

北東アジアの諸民侠の生活も、突のとこ

ろ、現在では日本におけるアイヌと同様、

周囲の7 ジョリティ (ここではロシア人)

とほとんど変わらないスタイノレになってい

ます。このため、ここで紹介した納物利用

文化の多くは既に過去のものになってお

り、一部の占老のみが知っているだけのも

のもあります。また、現在行われている利

用法でも、もはや生きていくために不可欠

のものであるとは言えなくなっています。
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多くの場合、現代の日本人にとっての山菜

と同じく、精神的な満足感を得るために

行っているものと考えられます。

しかしこれらを単なる趣味と片付けて

しまうことはできません。先祖から伝えら

れた植物利用を実践するということは、自

分たちの民伎のアイデンテイティを確認す

る行為でもあるのです。また、文化伝承活

動も熱心に行われており、多くの先住民の

子供たちが学校教育の場などいくつかの機

会を通じて伝統的な文化を学び、受け継い

でいることもつけ加えておきたいと思いま

す。

なお、この地域の民族梢物学についての

詳細は、 11s著(手塚・水島 1997、水島・池

田2000、2003、水島ほか 2005、水島 2005)

を御覧ください。

(北海道開拓記念館学芸貝)
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