
アイヌの人たちと「ウリウ」と雨竜沼

アイヌの人たちは「ウリウJ 1::1呼んだ北

の大地で静かな取りに就いていた山昔・ ifui

)広域を、生活のため川を遡って山懐深〈踏

みしめていた。

I.ウリウアイヌの歩み

1. ウリウ、その名の由来

岡市川の流域と石狩川の合流点付近から

事Il民古I車付近までを「ウリウJ と呼んでい

た。語源には諸説あり、ジョン・ハチエラー

著『アイヌ地名考』ではフリーカムイの伝

説に恭づき「高き場所」、永田方正著「北iifT

道蝦夷語地名解J では「ウリリオペッ(ウ

リロベッ)urir-o-petJ C鵜の川(鵜のたくさ

んいる)11) J と解説しているが定かでない。

松浦武田自1¥は明治 2年 (1869)に開拓伎

に蝦夷地の悶1m名について「蝦夷地郡名之

儀取調書Jを符巾した。「ウリウ jはiC戸末

期に調査した持、アイヌの古老が「神様が

うけて下さったものだもの、分かるはずが

ない jと言ったそうで、「ウリウ、太占祈{が

名付け給いしと言い伝え、訳書中日分り申き

ず候」と記し、「雨龍もしくはJJ¥生Jと建議

し「開妬使管轄国君1¥沿革表」でい「雨龍J と

された。

ム江戸時代

ウリウの地名は主主文 10年 (1670)に津軽

蒋が記した『津軽一統誌巻之 1-，に「ふり

う)11 Jの川名があり、これ以前にウリウに
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関する書物がなく、いつ頃からこの地に居

住していたのか不明である。この書には寛

文 9年 (1669)のシプチャリ(静内)のシャ

クシャインの蜂起の時、間蝦夷地には「石

狩川 1-1より 7日路てー石狩忽大将ノ¥ウカセが

所在、その上流「ふりう)11J の合流点には

ハウカセの姉課ウカイシャケが居住、ハウ

カセはンャクシャインと並ぶ大勢力で更に

ウカイシャケの方が自己干のアイヌ人が多

い」と記され、ヲシラリカフト(現在のまI

狩)11と尾白利加川の合流点)やウリウフト

(ゐ狩川と雨竜川の合流点)にコタンがあ

り、アイヌ勢力が強大たeったことが伺える。

天明 6年 (1786)老中・田沼意次が派遣

した幕吏たちが作成した「蝦夷地輿地全JmJ

では、石狩川の川筋に十三のコタンがあり

石狩卜三場所と呼ばれ、ウリウも鮭漁を営

み栄えていた。

その後、文政年間 (1820年代)に石狩卜

三場所の交易権を請け負った村山伝兵衛

は、アイヌを石狩付近に集め河υで員1を乱

獲、般の~IL 1:-_が減り、中・上流部のコタン

は寂れた。武四郎の『再航蝦夷H誌」によ

ると当時シノロ交易所(札幌・篠路)で働

いている人は皆他場所からで、シノロ人別

般の 9軒では乙名工ンリシウを初め 5軒が

ウリウアイヌで、そのf去のシノロコタンは

ウリウから移住したアイヌが主であったと

考えられる。



後に「ウリウ」は石狩川の洪水と「ホウ

ソウ(地治)Jの流什で、江戸末期頃はほぼ

壊滅状態となっていた。武凶郎の『廻i前日

誌、』によると「部落というものは J つもな

くなっていた」とあり、ウ 1)ウではヲシラ

リ方に I軒あり女と老母の 2人暮し、フシ

コウリウでも 3人のメノコが暮すだけた、っ

た。明治 6年開拓使『石狩出地誌提要』に

は雨龍アイヌの記載がなかった。

3. 明治時代以降

明治 20年代、昔コタンのあった雨竜・伏

古地医にオタスツウンクノレ(小樽付近のア

イヌの子孫)が 10戸くらいで移住してき

た。彼:らは平日人にi且い出されるように4寸尊

からオタウシナイ(歌志内)へ、そこでク

7猟中に炭山を発見、そのため採掘にきた

人たちにi邑われるようにソラチプト(滝川)

へ、ここも石炭鉄道の逮設でftめなくなり

石狩)11を遡って雨竜・伏古に米た。 行は

熊、かわうそ、テン、斜、狐を捕り、シナ

やタモの丸木舟を操り鱒、鮭、イトウ、ウ

グイ等を獲り、 J日ではコウホネやヒシを

採って暮らしていた。明治 26年に蜂須賀農

場が入植、この地を開拓、アイヌも農耕を

始めたが冬は男が狩猟でILJ奥から幌加内付

近まで、女は同領付近まで入りカンピ(ン

ラカパの樹皮)を採り、高〈売れたという。

大正時代は 70人くらいとなり、毎年堅雪の

頃にク 7 送り(イオマンテ)を催した。空

知地方では伏古アイヌだけで各地から大勢

のアイヌが集まった。

当時のエカシは砂j尺7 カナクノレ(砂沢

ピッキは孫)で、その弟の子・友太郎と結

婚したクラ(近文アイヌ・川村クウカノレク
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の娘、大正 6年から 12年まで雨竜在住、大

正 12年から昭和 7年まで隣の江古!日乙村在

住)は懐述する。夫・砂沢はユーカラ(長

編叙事詩)やトゥイタ yク(散文物語)で

名高いオタスツウンクノレの子孫で、彼らは

心優しく需主力を持った人たちでその事が

ユーカラで語られていた、と云う。

昭和 3年 4月の残雪期の雨竜沼・暑寒7JIJ

岳縦走をした丹羽正二氏(当時 16才、今も

元気です)は振り返り、「伏古アイヌの砂沢

や三浦などは同領から雨竜沼まで去ってい

たJ と話す。

その後、次第に人口がj成り、このI也を納

めていた蜂須賀農場はアイヌの l二地を収容

したためH百平日 14年頃には雨竜からアイヌ

の人たちは姿を消した。

II.アイヌの人たちと雨竜沼

1. アイヌの交易路、ノブシャ越え

1800年以前から天塩・留萌のアイヌと厄

狩のアイヌの交易路で、増毛・信砂川と恵、

岱別JII、雨竜川、石狩)11を結ぶノレートがあっ

た。アイヌの人たちは大きな舟を所有せず、

大勢の人が荒海の 11本海・雄冬i中を航海す

ることが難しく陸路が重要であった。文化

3年 (1806)、幕府日付・遠山景普金山郎ら

は北辺警備巡視の帰路、アイヌ人を道案内

に歩きこの道の重要性を説き、 2年後、官{

萌場所支配人山間文右衛門がアイヌを使っ

て開墾した。

この道は文政年間 (1818)頃は主要交易

路となり、蝦夷地の主要:交易路が図示され

た天保年間(1830代)の『蝦夷地全図』で

は勇払から千歳、イゴ狩太(石狩)11)、雨竜で



はヲシラリカ(尾白利加)、ヲムシロナイ(面

白内)、アタイベツ(恵岱別)を絞て7 シケ

(増毛・中歌)からルノレモッベ(惚萌) と続

く陸路が朱書きされ「ノブシャ越え」と u'f'

ばれ宿泊地と里数が記きれいる。現i1:i:道 94

号とほぼ同じノレートである(図1)。

アイヌ人の「ノプシャ越え」にはウリウ

側で枝道があり、ヲシラリカプト(石狩川

と尾内利力uJ11の合流点)からオシラリカ川

を遡り、現・国領からパンケベタン川に入

り現・恵岱別ダム付近で合流するi宣てや「オ

シラリカ/レベシベ」と云う。他にペンケベ

タン川を;遡り混原入り口から恵岱岳を抜け

信砂川に続く送、オシラリカ川を遡行して

南署寒f岩手前から尾根越えでパシュベツ川
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(箸>jljJlI)に下る道があったと云われる。

松浦武四郎は安政 3年 5月 (1856) に、

まだ残雪のノブシャ越えで日本海・天抱に

向っている。石狩日誌ではオモシロナイ(雨

竜・面白内)でl泊、近郊のアイヌ人 8人

が道案内で同行している。この時、地元の

アイヌは「山てFシャクをf:liったりオオウノ〈

ユリを煮て食べている」と記述している。

武四郎の『束尚蝦夷山川地理JI;Z調図~ (1859) 

や「北海道全図J (1860)では、雨竜付近の

地名、山名のほかオシラリカ川の山奥の沢

まで図示、名称があり、これらの名称の多

くが現在でも一正式名称で残っている。いか

にアイヌの人たちがこの地に精通していた

かを物語っている。

凶l 蝦実地全凶(天保年間の頃 1830年代)
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2. 雨竜i自の発見 北海道庁・地理課

明治 26年 (1893)3月に '20万分 1、北

海道突iQlJ切凶・増毛』が発行された。この

地形図にはオシラリヌワ川支流ベンケベタン

川上流部の標高約 800111の門地状台地に、

混地が図引きれている o 大きなi田地と 4つ

のノト湿地が互いに川で結ばれ、河口部には

滝があり、あたかも坂き止められた湿地の

ようである。地肉上で凶示された最初の雨

竜沼湿原であるが名称がない。オシラリカ

川上流部にはピラウドロマップ(i，d崖の間

にあるJlI)、itii流部手首ijにニセイ(絶!'，i')と

アイヌ語地名と他に 3つの滝が表示きれて

いる。

測量は近藤義従、新井問嘉一郎、矢野龍

三郎の道IJ't也理課技師で、調査行税など詳

細は不明だがウリウアイヌの人たちが道案

内をしなければ成し得ない事である。しか

しこの地凶には現主主山道中腹の「白竜の滝」

の表示がなく、一行はオシラリカI11を遡行

して南署寒昔Ijl腹から湿原域に下り、再び

山岳域にl匂っている o 著寒別岳(1，517111)、

クンベツヌプリ (1，542111)、南著書E岳(名

称な L1，217111)と表示きれ、周辺山系や河

川は驚くほど正確で現在の地形阿と比べて

も遜色ない精度である。

3.陸地測量部と暑寒別山系

陵地調IJ量部による本格的測量は明治 31

年 (1898)に技師・館潔彦が暑寒)JJj長に一

等三角点を選点、次いてや明治 44年には恵岱

別岳に一等三角点をi差点、大1E3年(1914)

にiHlJ最土・加藤虎次が雨竜村民5人を履い、

医領から雨竜泊周辺に三等三角点を選点、

測量した。大正 9年発行の '1工万分一図、

64 

増毛第六号国~Jù で雨竜沼j毘 11;( と群Hhf告i担

原の大小2つが関示され、大きな海地に「雨

龍沼」と初めて名称が表記された。

アイヌの人たちは雨竜沼まて、登っていた

が、湿原には彼らの食料となる梢物も生育

せず、数多くの池塘があるi日原で身を路、す

場所もなく狩猟には不向きなこの「大きな

谷地J Iこ名称を付ける必要がなかった。ま

たこの池形凶発行以前の蜂須賀農場の湿原

行(大正 5年・ 1916)では「尾白;fIJ加川上

流水源地」と表記し、明治 44年国領に入梢

した人たちも rJi Iの上の谷池J とl呼び、こ

の山の上の沼地に名称を付けていなかっ

た。

実は当H会以前から fウリウ沼」という名

の沼カ叶也に実在しており、それは現在のTm
竜の対岸、滝川・江部乙地区の田畑の中に

所在する石狩川河跡池沼の lつである。武

四良1¥の，lJi;午東西時二日夷山川地理取調日誌』

(安政5年・1858)に「ウリウ泊(ウサJレン

此J也、沼有 」と記され、明治 8年のJ， R

ワッスンの北海道担IJ量報文、北海道石狩IJI

肉にもウ 1)卜川と池沼が凶示きれている。

この池は内陸路の中級地にも利用されたよ

うでウリウitli:呼ばれ、現在の地形図でも

「うりゅう泊Jと記載されコウホネ(スイレ

ン科)が一面群生する水草豊富な納長〈湾

耐した河跡地沼で、いつ県め立てられても

不思議でない迷命で誰も「うりゅう沼」と

l呼ばない忘れ去られた泊である。 ILiの上の

r雨竜泊」は|塗地ì~伝説5 ・ }JfI藤虎次が命名、

地形図で表記され、地元雨竜村氏より登山

者に親しまれ広まった名称である o



1lI.雨竜沼湿原の学術調査

雨竜村民も起を踏み入れることを務踏う

難所であったが、最初の学術調査は大正8

年(1919)の夏、北海道農業試験場の土性

調査てや技師・浦上段太郎と助手山本邦良が

雨竜アイヌ 21'，の道案内で湿原を剥夜、報

告しているので抜粋する(農試の内部資料

として取り扱われ公表は昭和 29年で、その

ため地名が明記きれ加筆校正されている)。

口)植物長

高位泥炭地はミズコ守ケ、 ミカヅキグサ、

ワタスゲ、ヌ 7 ガヤ、ヤチヤナギ、ツルコ

ケモモ、ヒメシャクナゲ、ハンノキ、クロ

パナロウゲ等を主要植物としている。また

近年に苧A り、そのti古物景を変じ中間泥炭地

にtH移せんとしているようである。

その後、登山i立が開設以前の昭和 28年に

千広俊幸や小暮保ら林務関係者の調査報合

があるが、本格的な学術調査や広〈一般に

知られるのは昭和 30年代になってからで

ある。

おわりに

平成 17年 11月、とある市民フォーラム

後の居j肉屋での出来事だった。梅沢俊きん
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から「職替えたの、主主111庁イドになった

の?J と突然切り出された。「午J竜沼湿原の

ラムサーlレ条約湿地の新聞記事で、わたし

は登山ヵーイドとなっていた。「アイヌと才直

物」の予定がウリウアイヌの歴史ガイド的

な沿革紹介となってしまった。本業は病院

薬剤邸をまだ続けています。ちなみに私の

住所、雨竜町字尾白利加iは文中のオシラリ

カがそのまま住居表示となっています。オ

シラリカの意味?、 f太古神が名付け給い

し、布、に'I'~るはずがない」のです。

北海道立文書館、北海道大学図書館北)j

資料室には古地図の閲覧などでお世話にな

りました。記して深謝いたします。
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