
アイヌ民族が利用したシダ植物

シダ槌物の和名と学名

今号の小特集テーマがシダ植物というと

ともあって、アイヌ民族がシダ植物を食用

や薬用など、どのように利用していたか諸

文献を基に考察をしてみる乙とにする。

筆 l旨は本誌に『江戸時代後期の植物名と

蝦夷語(アイヌ語)の資料集成木本編』

(2006)を発表した。この時、次の5点の日

本語一蝦夷諮辞書より植物名語禁を抽出し

現在の植物分類に基づいて標準和名と学名

を添えて集成を試みた。

5点の辞書は上原熊次郎(有次)の著作

『藻汐草~ (寛政4) 、『蝦夷話集~ (文政7)、

『蝦夷語築~ (嘉永7)、および能登尿円吉の著

作『蝦夷語集録~ (文久4)、『番人円吉蝦夷

記~ (慶応4)である。

まずはとの5点に収録されているシダ植

物についてまとめたのが表I になる。砥草

(アイヌ語名チユプチユプなど)、紫穣(同

表1シダ植物のアイヌ語名(江戸時代後期の5出典より)

出典 和名 アイヌ語名 和名

札幌市松井 洋

シヨロマなど)、蕨(同トハなど)の3種であ

る。後述するシダ植物の種数からすると少

ないが、アイヌの生活の中でもっとも重要

なシダ植物であったのか、それとも通辞の

シダ積物に対する識別能力とも考えられる。

明治になり植物学者の宮部金吾と地質学

者の神保小虎の共著で『北海道アイヌ語植

物名詳表~ (明治25)を著し、上記3種の他に

スギナ(ツクシ)、ヌマドクサ、 トウゲシバ、

クサソテツ(コゴミ)、オウレンシダ、コタ

ニワタリが収録されている。これには収録

された語集の地域名が記録されている。

キリスト教伝導者のジョン・バチエラー

John Batchelorは『アイヌ・英・和辞典』

を著した。初版は1889(明治22)年、第2版

は1905(明治38)年、第3版は1926(大正

15)年、第4版は1938(昭和13)年である。

上記2書の他にイヌスギナ、クジャクシダ、

エゾメンマがfHてくる。知里が指摘してい

アイヌ語名 和名 アイヌ語名

藻汐草(1792) 砥草 チユプチユプ 紫摘、ぜんまい シヨロマ 蕨わらぴ トハ

セプマキナ

般夷詩集(1824) 治lco間 yピシピ ぜ然，..蔽【 ショ口マ 蕨 ッーヮ

チュプチュプ(東ドl 品t'i チェフ'マキナ

セプセプ〈西)

蝦実話隻(1854) 幸詰 シヨロマ 蕨 トハ

恒夷語集録(186，:1) トイモホ2 シヒシヒ 手妻 シミヨロマ 蕨 トア、セフ子キナ

番人円吉鍍爽~G(1868) 砥草 シヒシヒ 紫詰 カムエシヨロマ 蕨 トア

註1.(東l，(西)は東蝦実地西般実地を指;-

註2トイモは方言でナガイモを指すヒyヒシはほ草を意味するので、参考まで記す
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るが収録された語葉の地域名はないが、

Saghalienサハリンについては S.と記録

されている。

昭和になってMiyabe& Kudoは WFlora

of Hokkaido and Saghlien~ (英文、昭和

5)を著し、前出よりヤマドリゼンマイと

コウヤワラビを追加している。

詩人・随筆家の更科j原j裁は『コタン生物

記~ (昭和17)を著し、 k記3書以外のシダ

植物にヱゾフユノハナワラビ、イワオモダ

カがUJてくる。序によると収録語黛は「屈

斜路湖畔Jに住むコタン人達のものが主体

になっている、という。

アイヌ人によるアイヌ研究者の知里真志

保は『分類アイヌ語辞典第1巻楠物篇~ (昭和

28)を著した。上記4書の{也、ハマドクサ、

ヒカゲノカズラ、ヱゾヒカゲノカヅラが収

録されている。語葉11)(録の地域名が詳細に

記録されている。

これら文献の共通点は植物名に学名記載

があるとと、バチエラー辞書を除いて語奨

収録の地域名が分かること、シダ植物の用

途についての記載があることである。ただ

し、宮部・神保の植物名詳表は297種の植

物目録になっているので用途の記載はな

いが、次の 3書に用途についての文献があ

る。宮部の『アイヌ利用の植物~ (1892)、

Batchelor & MiyabeのWAinuEconomic 

Plants~ (英文、 1893)、治'部の『アイヌの

薬用植物について~ (1939)の著があり、シ

ダ植物の用途について参考にした。

初めに上記5書のシダ植物の和名と学名

一覧を作成した(表2)。現在もっとも信頼度

の高いシダ植物図鑑は岩槻邦男(編)W日本

の野生植物・シダ~ (1992)、中池敏之『印車車新li i 

日本植物誌シダダF篇改訂訂令増補版~ (α19ω92幻)、 倉

回悟.中j池由敏之(編集) WR;本4本;のシダダP植物図

鐙』全8巻 (1979一.1997η)であり、表2にま

とめたシダ

について整理しておく必必、要がある。

宮部・神保の和名ヌマドクサは上記3図

鑑には記載がなく学名 Equisetumlimo 

sumは中池図鑑でミズドクサE.fl uvia tile 

のシノニムになっている。宮部・工藤

(1930)は、ヌマドクサはミズドクサとし

て訂正している。

ところが知県は、牧野富太郎・根本完弱

『訂正増補日本植物総覧~ (1931)にイヌス

ギナ、ヌマドクサ E.palustreとある。ヌ

マドクサはイヌスギナの異名であるとの考

えであり、知里は宮部・神保を引用したと

きにこの立場をとっている。しかし、これ

は誤りでミズドクサである。

バチエラー辞典には E.limosul11ヌマド

クサと E.palustreイヌスギナと両方の語

葉が収録されているが、 E.limosumヌマ

ドクサは上記の理由でミズドクサとして倣

つ。

ハマドクサは宕械によるとトクサE.

hyemaleの変種 var.schleicheriとして

いる。北海道分布は北海道高等植物目録に

よると石狩・網走支庁、礼文島とあり、分

布は偏っている。だが岩槻も中池もハマド

クサを含め、種内変異についてはさらに研

究を要する、とし、中1I也はトクサの異名と

して扱っている。知里の使用した学名 E

ran1osissin1 UInは岩槻、中池図鑑にとる

とイヌドクサの学名に当たり、この植物は
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去2シダ植物の和名と学名(文献5出典より)

¥。 的名 科名 宮部・神保(1892) Batchelor (1889副 1938) 官官官・工藤(1930) 児科(1942) 却![l(1953) 

l トクサ トクサ科 Equ凶e凶 m hyemalc EQui~訓etum hyじ宜ul， Equisetum hyemaIe EqulsaLum vahti(zmypkαn rddCue m 
市 Japom叩 m var. Ja剛 山m

本a ハマドクサ Equiatum ramosissimum 

2 スギナ‘ツクシ EquヨetumarvcIl..'<C EQuisdum arvCll-".e 巴Quisetumarvense Equisetum arvcnsε 

平 b ヨマドクサ Equisctum linαぉum Equisetum 1imosum 

3 ミズドクサ Equisetum Heleocharis 
fron工Iimosum

*' イヌスギナ Equis(礼.umpalustre Equisctum palustre 

4 トウゲシパ ヒカゲノカズラ科 Huperiza scπa回 Lν'copodium serratum LycopoVdユrumTThus nerbTcUrtzuu m Lycopodium serratum 

5 ヒカゲノカズラ Lycopodium clavatum 

*d エゾヒカゲノ力ズラ L. dav:;ttum V:J.r. robust(j)us 

6 エゾフユノハナワラビ ハナヤスリ科 Botrychlum rob国 1= Botη eC~c)hium rot出 mm Botrychium robus凶 m

7 ヤマドリゼンマイ ゼンマイ科 Osmunda cinn:;tmomea 白;mv(=u)nda cinnamom回 Osmunda cin払叩1ome:;t

8 ゼンマイ Osmllilda rピg:;tlis Osmunda rεsaIis 
Osmunvdaa t rJeagpOaIli1B 1E旦

C日mundajapc勺ica
vUf.Ja田 n四

9 クジャクシダ イノモトソウ科 A山 tum問削um Adbntum pedotum Adhntum pe皿 tum

10 ワラビ Pteris aQuilina Ptet凶日江田ilinum PtErzdlvuzrrT1+J4aqpuoiTl1l1nCuLlrm I1 Pteridium aQuil山よm Ptcridium J.Quilinum 

11 オシダ屯エゾメンマ オシダ科 Dryop¥町 iscf3ssirhizoロhl Dryoptcris crasぉirhizoma Dryopleris cras:剖rhizcηa

12 クサソテツ、コゴミ OnocIeユgermanica Mユtteucc】iaS町uthlopteris Mattcuccb Sロ1.lthiopteris 、-!:::ttteucciaStruthioptcris MユtteucciaS辻nょthiopteris

t3 コウヤワラビ Onoclea sensibilis 

ホe オウレンシダ Davalli旦九Nilfordii Microlepia 、~'ilfordii Micrc勺氾 Wilfordii

t4 コタニワタリ チャセシシダ科 Scolopendrium vulg:;tre Scolopc、ndr(ilumvul応'" Scolopendrium vulgarc Phyllitls scolopendrium 

15 イワオモダカ ウラポシ科 Cyclophorus hasta山、

日
叶

件
当
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叫
M
m
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)

∞

)

よ主a 学名 E.mmc日lsslmumはイヌドクサにあたり 如名ハマドクサはトクサの見名と考λられる(中池)

注コ 学名 E.Iimosumはミズドクサのンノニムにあたり、主部 工蕗(1930)で"疋している

註c 和名ヌマドクサはイヌスギナの氏名とする考λ もあるが(牧野仮本)知!I!のいうイヌスギナはミズドクサである

註d ヱゾノヒカゲノカズラはヒカゲノカズラのさを秘ではなく、同種とする考えもある(中池)

J白オウレンシダのアイヌ同名Soroma'utareは“主簡のなかま"という意味で植を指したのではない{知旦)



iヒ海道に自生しない。乙とではハマドクサ

の和名と学名とは一致せず、資料として除

外する。

註 中池のシダの和名辞典1:は、ハマ・トクサ[浜木

賊(浜砥草)]宵部金吾・工藤祐舜が1930年の北海道帝国

大学農学部紀要第26巻第1分冊で命名。浜は生育地が浜

であることに困る。今はトクサの異名と考えられる。

エゾヒカゲノカヅラは岩槻図鑑でヒカゲ

ノカヅラの変種に扱い、知里の用いた学名

と一致している。中池図鑑はヒカゲノカズ

ラと問穏とするという考えもあるので、と

りあえずここではとの立場をとる。

宮部・神保がi収録したオウレンシダ、ア

イヌ語名 Soroma-utareは知里によると

正しい語形は sorma-utariで“羊歯の類"

“羊歯のなかま"の意味で、特定のシダ植物の

名称ではない、という。宮部・工藤(1930)

にはオウレンシダのアイヌ語名の記載はな

いので、この時点で訂正したと考えられる。

ここではオウレンシダは資料として除外す

る。

N48・

E1440 

一。

アイヌ語収録の地名

表3.sinsipの語黛と地方名

SIPSlP chutchup 。ta-sipsip teku-sipsip 

語草採集 shipship ota-shipship tekui-shipship 

地域 シプシフ チュッチュフ オタ ンフaシフ テク シプシフ.

北海道全域 トクサ(胃)， (知)

胆民 幌別 スギナ(知).2 

有珠 ミズドクサ(宮=知}

行狩 千歳 スギナ(宮=知)叶

日両 様似 '3 

上)1[ 上川 スギナ(宮=知)

ミズドクサ(宮=知)

釧路 屈斜路 トクサ(知)

網走 美幌 トクサ(知)

地域名不詳 トクサ(B) スギナ(日 ミズドクサナ(B)

註1.(宮=知)は知里が(宮部・神保)から引用している

註2悦別ではスギナの胞子葉(ツクシ)をtekusipsip-epuykeと呼ぷ(知)
註3ハマドクサにota-sipsip，幌別/hotachipchip，様似とある(知)

28 

to-sipsip 

to-shivship 

ト シプシフ

'3 

ミスドクサ(宮=知)

ミズドクサ(B)



表2よりアイヌ民族がシダ植物と関わっ

たのは8科15穏である。

sipsip類の諮藁と地方名

アイヌ語を主にして和名を考察する。地

域によりアイヌ語にも多少の方言があるの

で、文献上で知り得る限り収録した地域に

着目した(図)。

シダ楠物にかかわるアイヌ語名をみると

sipsipシプシプ類と sornlaソルマ類の二語

がある。

5書の文献より SlPSlp類の語葉と地方

名を 覧にすると表3になる。

SlPSl]】(戻り・戻りする)は知県辞典には

北海道全域でトクサを指す。宮部・神保に

はShipshipとあり地域名の記載がないが、

乙のととは収録地域の共通項であると別解

した。美幌、屈斜路では sij)sipが語源で

chutchupちュッチユフと呼んでいる。

Sl])Slpを基本語に類似の種について ota-

(砂浜)オ夕、 teku-(手多くある)テク、 to

(沼)卜などの派生語がある。 ota、to は生

育環境を示し、 tekuーは植物の形態をあら

わしトクサは茎から枝を出さないのに対し、

スギナとミズドクサは茎から枝を輪生状に

出していることからの命名である。

幌別(現、登別にあたる)では SlPSlP、に

対して teku-sipsipはスギナをまl床し、有

珠では同じ teku-sipsipはミズドクサを指

して識別している。千歳では SlPSlPに対

して、 ota-sipsipスギナ、 to-sij)sipミズ

ドクサを指し to を形容したのは乙のシダ

は日の当たる湿地や湖沼、小川の浅いとこ

ろや川岸に生じることを意味している。上
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川地点では SlPSl])に対し、ここでの ota-

sipsipはスギナ、ミズドクサの同種を総称

して.fJeえている。

知里辞典は幌別ではスギナの胞子葉であ

るツクシに、 tekusipsip-epuyke(スギナ

の芽)テくシプシペプィケと呼んでいる。実

際に食用にするのは teku-sipsipではな

く、 tekusipsip-epuykeで、ツクシ(土筆)

をうでて水IUししてから行・の実にした(幌

別)、とある。

樺太では sipsipとはいわず isirukina

(物をこする・市)イ志ルキナといい、白浦

では日本語からの転移である lokosa トコ

サとも呼ばれている。バチエラー辞典には

Tukusaツクサとある。

これに対してスギナは知里辞典には樺太

白滞で chikax-tokosa(鳥・トクサ)チか

ハ・トコサと呼び区別されている。バチエラ

ー辞典に Chikap-tokusaチカプトクサ

を、スギナ、ツクシとしているが語意の収

録地名が不詳であるが、宮部金吾・三宅勉

の『樺太植物概報』に Chikap-tokosaチカ

ップトコサ、すぎな・つくしとあるので樺

太での収録である。

註バチエラー辞典に chikka-toku&'1チッカトクサ，
イヌスギナ ll.s.EQuIsI("'e)tlimDalustrc.Lとある。

乙のアイヌ語はサハリンで収録しているので、スギナ

を意味するのではないのか、疑問のある話素である。

知里辞典に chikax-tokosaはスギナの

栄養茎とし、樺太でも焼いて食べたり、百

合類の鱗茎と混ぜて煮て食べた(自滅)とあ

るが、これならスギナを食べたことになる。

前IUの『様太植物概報』には俗につくしト称

スル所ヲ摘ミ食スヘシ、とある。やはり食

用にするのは胞子葉のツクシである。

Q
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表4田 nnaの語黛と地方名

語最収集 S01in目、ソルマ kamuy sorma yuk-soroma chikax soroma 
J白域 sorom呂、ソロマ カムイソルマ ユクソロマ チカハソロマ

間接 幌甲l ゼンマイ(匁J)

萌111 ゼンマイ(古・神)

百持 千歳 ゼンマイ(宮神}

上111 上川 ゼンマイ(宵神)

名寄 クサソァツ(知) ゼンマイ(知)

釧路 原斜路 クサソァツ(匁J) ゼンマイ(知)

オシダ(知)

網走 芙幌 クサソテツ(知) オンダ(匁J)

ヤマドリゼンマイ(矢口)

樺太 白捕 クサソァツ(知) ワフピ(知)

ヤマドリゼンマイ(知)

地峡名不詳 クサソテツ(1孔(宮・工) コウヤワラビ(宮.1:) オンダ(8)

ゼンマイ(Il)

sorma類の語藁と地方名

sonnaソルマ類の語葉と収録地域と和名

との一覧は表4になる。

宮部・神保名詳表、バチエラー辞典によ

ると sonnaソルマは具体的な地域名はな

いがクサソテツ(コゴミ)をいう。知里辞典

によると、名寄、Jill斜路の地域ではクサソ

テツを指している。他には、沢井トメノの

『十勝本別アイヌ分類辞典』でもクサソテツ

を意味している。

一方 sonnaは幌日IJでゼンマイを指し、

他には、『萱野茂のアイヌ語辞典』も sonna

はゼンマイとしている。

岡村すず子の『アイヌ話沙流方言辞典』

には sorn1aソロマ[名1[植物][おちぜん

まい](ヤチゼンマイのような草)、とある。

和名[おちぜんまい]は中池敏之の『シダ植

物の方言小静典』にはなく、ヤチゼ、ンマイ

については秋田、宮城の方言でヤマドリゼ

ンマイを指す、とある。「おち・ぜ、んまいj

30 

というからゼンマイとは異なる類似穏では

ないかと考えられ、ヤマドリゼンマイその

ものを指すのではなかろうか。

美幌、樺太白浦ではクサソテツとヤマド

リゼンマイの雨穏を含めて捉えている。

中川裕の『アイヌ語千歳方言辞典』にはソ

口マ sonna(名]ゼンマイ、コゴミ類の総称。

アヱソ口マ aesorma(名]コゴミ;<a= rわ

れわれがJe r~食べるJ sonna rゼンマイJ。

アヱエアイカプソロマ aeeaykapsorma

[名]オニゼンマイ(植物); <a=rわれわれがj

e r~食べるJ eaykap r~できないJ sorma 

「ゼンマイ」、とある。食べるゼンマイと食

べることのできないゼンマイとに分けてい

るが、オニゼ、ンマイ Osmunclaclayto 

l1lanaの分布は本州の東北地方南部~中部

地方で北海道には自生しない。オニゼンマ

イを方言と考えると前出の中池小辞典では

ヤマドリゼンマイの方言(秋田)、さらに別

種のイヌガンソクの方言(群馬、新潟、長野、

和歌山)として呼ばれている。ヤマドリゼン



北方山草 25(2008) 

マイの若かい葉は食用になるので、食用に いる。 樺太白浦では chikax-soroma

ならないイヌガンソクの可能性はないだろ (烏・クサソテツ)というのはワラビを指し

うか。 ている。

『川上まつ子の伝承植物編1-)にソロマ

sormaコゴミ/クサソテツの若芽あるいは

ゼンマイとあり、 sonnaはクサソテツだけ

ではなくゼンマイも関連しているのではな

いか、という。

sorn1aはクサソテツ、ゼンマイもしく

はヤマドリゼンマイを個別に指すか、それ

ともクサソテツとゼンマイ、クサソテツと

ヤマドリゼンマイの総称として捉えている

地域もある。

クサソテツは葉の二形性シダであり、胞

子嚢をつける胞子葉(実葉)とっけない栄養

葉(裸葉)がある。収録地域名は異なるが呼

名は sormaは栄養葉に対して、 ayrap

kina (矢羽・草)アィラプキナは胞子葉に、

sukusukuスクスクは胞子そのものを指し

て呼んでいる。 sukusukuは樺太でのl呼称

で、このことはクサソテツの食べ方に関連

がある(朋途の項で述べる)。

この基本語に kamuy-(神の、魔の). 

yuk-(鹿の、熊の)・ chikax-(烏の)と属詞

をつけて類似の植物と区別している。

鵡}I[、千歳、上川、名寄では kamuy

sormaはゼンマイを意味している。美幌

ではオシダを指し、屈斜路ではゼンマイと

オシダを含めている。逆に見ると乙れらの

地域では sormaはクサソテツないしヤマ

ドリゼンマイを指している。収録地域名は

不祥だがコウヤワラビを指すところもある。

収録地域名は不詳だがバチエラー辞典に

Yuk-soroma (青島シダヲはオシダを意味して
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sipsip・sorma類以外のシダ植物につい

て表5.にまとめた。

ワラビは広い地域で収録があり、長万部、

様似、天塩、名寄、近文、本別、石狩上JIIで

tuwaトゥワで、幌別、千歳、沙流では日本

語からの warumpeワるンペ、 ¥varambi

ワラムビと呼び、屈斜路・美幌では chep

makinaちエフマキナといい、語意は chep

魚、 ma焼く kina草という意味にとれ、魚

を焼くときにワラビをどのように利用した

のだろうか。

エゾフユノハナワラビは千歳で usisikina

(蹄・草)ウ志シキナ、屈斜路で pukusakina

(ギョウジャニンニク・草)プくサキナ、様

太の白j甫で chiraykina(イト魚草)チライ

キナ、真間で kamhoraxtex(言語意不詳)

かムホラハテへといい、どの収録地域との語

葉とも異なっている。

トウゲシバは収録地域名は不詳で Toi-

shinrush (地・苔)トイ・シンルシといい、

このシダの高さは7-20cmくらいでコケの

ように地表面を覆うように生えているので、

付けられた命名である。

イワオモダカは穂別で ni-ramram(木・

鱗)ニ・ラムラムといい、岩上や樹幹に着生

するシダの特徴から命名されている。

ヒカゲノカヅラ・エゾノヒカゲノカズラ

は樺太の白浦・真向で horokew-kina

(狼・斡ホロケゥ・キナ、落合で tunaxkay-



表目。その他の語棄と地方名

語然保納集践 リフピ
丁ヒ、カfゲトノカゲカズHラlプ弓

工、ノヌユノ/、ナワラビ コタワタリ I(ワオモダカ

府鳥l耳元正 ""，，，1討の

関援!ω別

1 .. 実刑

IAAJII 

石狩圧孟
円高|沙消

11葉山 11lW IlOn) 

(上石狩川
天也 τ1川，(百)

|上川 Tu机 a('M;

|名寄 luwa(畑)

1;斤" tllwa(知}

1鴎床面 (虹

1，込者存

釧路 l屈斜路

面百五福
様太10消

|真岡

1ft帆

ITuwa(B) 

i也前名不詳

kina (トナカイ・草)ドゥなハカィ・キナと

いい、薬用や病魔除けに使われている。

クジャクシダは屈斜路・美幌で etukemnu

mun (鼻出I古lの草)エと。ウケムヌムンとい

い薬用に用いられた。

コタニワタリは鵡)11・千歳・沙流では

Ehurupesh-kina (小山に沿うて下方に生

えている草)エふルペシ・キナ、十勝では

shutukere-kina (木皮製の草鮭)スと。ケ

リ・キナといい、生育環境や葉の形を草履

に見立てたのであろう。

シダ植物の用途

表6.にシダ植物の剤途ー覧としてまとめ

た。食用、薬用、魔除け、玩具など多岐に

わたって利用されている。

シダ植物の用途については宮部金吾は

『アイヌ利用の植物(第一)~ (1892)を著し

第 の内符は薬用縞物31穏の植物について

の説明があるがシダ植物についての記述は

川知)
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pwakina (8) トウゲシパ

lO:n， (s) 

ない。ちなみに第二は木材の部で恵林第2

号の掲載である。

Batchelor & MiyabeはWAinuEco-

nomic Plants (アイヌ有剤植物)~ (1893) 

を著し、内容は part1 Ainu Medicinal 

Plants (薬用植物)、 partII Ainu Edible 

Plants (食用植物)で、薬剤植物44積は前記

宮部の恵林第I号と重複するのが多いので

彼が担当し、食用縞物についてはシダ植物

4種の記載があり、ワラビを徐き記載文は

パチエラー辞典と同文であることから彼の

担当である。ゼンマイ、クサソテツ(コゴ

ミ)、ワラビ、コタニワタリについて英文を

訳して紹介する。

131.-KAMUI-SOROMA Osmunda 

regalis， L. Zemmai. (ゼンマイ)

若い葉は食用として利用した。ワラビの

ときと同じ方法で料理した、とある。

132.-S0ROMA Onoclea germanica， 

Willd. Kusa-sotetu 01' Kogomi. (クサ



ソテツ、コゴミ)

クサソテツの栄養葉はいつでも若くて柔

らかいものを採集した。アイヌと和人の両

方とも沢山食べている。アイヌは‘般的に

はこれらを汁の中に入れた。胞子葉のシダ

は季節の遅くに出現する。これをアイヌは

Airap-kinaアィラプキナという。これを粉

末にし、水に混ぜてもち状を作り食べた。

133. -TUW A Pteris aq uilina， L 

Warabi. (ワラビ)

若いワラビ、を採ってきて新鮮な水で、茄で

て、後に使うときのために乾燥した。食料

として必要なときは他の食料と混ぜて再び

煮直した。沙流アイヌはワラビの地下茎か

らでんぷん lrupを取り出すことを知って

いる。このことは和人から学んだ。

134.-EHURUPESH-KINA Scolopencl 

rium vulgare， Sm. Kotani-watari. 

(コタニワタリ)

葉は一部のアイヌは時にはタバコとして

吸うか、タバコにi昆せ、て吸った、とある。

クサソテツは栄養葉と胸子葉で料理の

仕方が違っている。さらに、樺太では suku

suku胞子を採取して料理に用いている。

知県辞典には胞子を飾い取って貯えておき、

米や粟や百合根に混ぜて飯を炊き、首I1をつ

けて食った(白浦)、という。さらにスクス

クの加I保存の方法は萩中美枝の『聞き書

きアイヌの食事』に詳しく記述されている。

シダ植物と薬用植物については松浦武凶
イワオモダカ

郎の『卜勝目誌』に、「胸骨の痛みに金鶏脚

(カモイチカフル)、石長生(ケントエキナ)、J

とあり、イワオモダカをどう処方するか詳

述していないが胸の痛みに効くという。
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さらに、関場不二彦の『あいぬ医事談』に

クサソテツ一種が記載されている。
コゴミ

アイ・ラップキナXソロマ.草蘇鉄

Onoclca gern1anica.此草蔽に似たり其葉

焼き綱末となし火傷燦繍の昔日に貼す、とあ

り火傷の薬になる。

葛西猛千代は『樺太領有直後の医療機関

の181顧』でトクサの薬用について記載して

いる。 Nh!病(シキアラカ)の療法.第五療法

雪目(ヌカンチウ)婦人の乳.樺太アイヌは

雪目に握る時は女の乳を直接点眼する由。

又、北海道アイヌは木賊の節にある水を採

りて点眼する由。此両方は何れも非常に効

験ある由、とあり限薬になる。

西鶴定嘉の W.f'華太アイヌ』にはトクサ(木

賊)アイヌ名チカトコサ Chikah-tokosa。

鰍芽を焼いて食べたり、百合と混ぜて食べ

たりした、とある。いくら若いトクサでも

食べられそうにないが、知里辞典にはスギ

ナとして訂正されている。

さらに知里辞典には、 トクサの茎を乾燥

して木工品を磨きあげるに用いた(各地)と

あり、今でいうサンドペーパーとして使わ

れている。先l里の『樺太アイヌの生活』では

トクサ(トコサ tokosa)は鍋を洗ったりな

どに用ひる、とあり今でいう束子(たわし)

として使われている。

更科源蔵の『コタン生物記~(1942)に6穣

のシダ続物用途の記述がある。

エゾフユノハナワラビ

(Botryc(oC)hium robustum Unclerw.) 

プクシャキナ

春先、雪の下から平気で水気をたっぷり

ふくんで出てくる、柔らかい緑をもったと
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サッテキペ

の草を採って来てきざみ、乾魚の煮た上に

かけて舌鼓をうった(目的。ニリンソウのこ

とをプクシャキナとふところもある。(絡)。

とあり、乙のシダは冬緑性なので春先の雪

解けと共に出現するシダである、生できざ

んで「ふりかけjにしたのでしょう。さらに

ま!I里辞典には犠太でわ、 Z告を細かく刻んで

黒百合の鱗茎の小鱗片と一緒に炊いて、い

わゆる「チらィキナ・チカリベJchiray 

kina-chikaripe (エゾフユノハナワラビ料

理)にして食べた(白浦)。また、産前産後

の疲労恢復に乙の草のi'1を飲ませた、ま

た肺病にも煎じて飲んだ。その煎汁を

chiraykina←ohawと云った(向上)、とあり

樺太では薬用として使われている。

クジャクシダ'(Adiantumpedatum) 

表6シダ植物の用途

No 種名 食用

1 トクサ

2 スギナ、ツクシ 汁の実(宮)

3 ミズドクサ

4 トウゲシパ

5 ヒカゲノカズフ

6 エゾフユノハナワラピ 柔らかい業(更)

7 ヤマドリゼンマイ 若い業(宮)

8 ゼンマイ 若い葉(8)， (宮)

9 クジャクシダ

10 ワフビ 若い葉・でんぷん(B)

11 オシダ

12 クサソァツ、コゴミ 若い果 (B)

胞 f葉の粉末 (B)

胞子の粉(珂j)

13 コウヤワラビ

14 コターワタリ 煙草(噌好品)(日)

15 イワオモダカ

ヱツ。ウッケヌムン

(略)鼻血のl-Hたとき鼻の穴にねじ込んで、

(略)。エトゥは鼻、ケヌはi也、ムンは草で、

鼻血を止める草といふのである。さらに知

県辞典には(参考)若葉わ血の様に赤いので

出血に効ありと信じ、鼻血だけでなく、略

血にもこれを煎じて飲んだ、(美幌)。腰の痛

むとき、この草を当ててその上に石を焼い

てぼろに包んだものを乗せて号法した(足

寄)、とあり薬用に使われている。

エゾメンマ

(Dryopteris crassirhiwma Nakail 

カムイショロマ

(略)ヱゾメンマは、ねぢられる様に腹の
カムイ

痛む時に煎じて飲むと、神様のやうになほ

してくれる。カムイショロマといふのは、

薬用 その他

眼薬(葛西)叫 物をj告く(知)

頭痛、傷口(宮) 病魔除Ij(酋鶴)松(福・知)絹

疲労回復、肺病(知)

(鞠)・玩具(知)

狩小屋の材料(更)

(鞠)・玩具(更)

鼻血(吏)、暗血、腰痛(宮)

狩小原の材料(更)

腹痛・打身(寓)，(吏)

火傷のただれ(関場)時

胸骨の痛み(松浦)叫

註I葛岡猛千代 1931r樺太領有直後の医療機関の回顧』

註2凶鶴定嘉 1932r樺太アイヌ』

註3.関場不二彦 1896rあいぬ医事談』

註4松浦武四郎 1860 r十勝目誌』
註6福知惟古知里真志保 1943 r樺太アイヌ語植物語繋(ー)1
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神様の羊歯といふのである。十月の林にこ

れを探して来て陰乾にし、大事にとって置

くことを忘れない。とあり、腹痛に効くと

ある。知盟辞典では注1. この場合の神わ

山の神のことで、熊を云う。つまり“熊シ

ダ"の義である、と解釈されている。

ワラビ (Ptericliumaquilinum Kuhn) 

チィフマキナ

クサソテツ

(Matteuccia Struthiopteris Toclaro) 

ショロマ、アカンタビ

ヤマドリゼンマイ

(Osmv(OuJIlcla cinnamomea L.) 

(註:アイヌ語名の記載なし)

(略)ワラビも(略)、クサソテツも、ヤ

マドリゼンマイは勿論のとと、どれも食ふ

事を知らなかったから、大して問題にされ

ない連中であった。(略)

クサソテツの伸びたのは、狩小舎をつく

るとき回ひにしたりしたくらゐのものであ

る(註・『コタン生物記 1.Dには訂正をした

のか、ワラビになっている)。

羊歯類は牛も烏も食わない。勿論熊も食

わないので、コタンでは食わなかったのか

もしれない。ワラビは普通のワラビと俗に

ムラサキワラビといって、ワラビよりおそ

く出るオクヤマワラどがある。クサソテツ

も普今通はコゴミといった方がわかりがい〉。

ワラビと同じ様に湯掻いて乾して置き、北

海道の冬の野菜補助の一役をもってゐる。

ヤマドリゼンマイも食用になるが、ゴム鞠

のなかった頃、褐色の綿をとって来て鞠を

つくって遊んだりした(註:rコタン生物記

I.Dには訂正をしたのか、ゼンマイになっ
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ている)、とある。前半の説明文では食うと

とを知らないとあるが、後半の文ではコタ

ンでは食はなかったのかもしれない、とい

いつつ、食用になると記述している。実際

にアイヌは食べたのでしょうか。

これについて、松浦武四郊の『石狩日誌』

に「閏五月十日 (略)屋の辺り蕨多く有ける

に却て是をl喰うハず」、とある。また、沢井

トメノの『卜勝本別アイヌ語分類辞典』には、

コゴミの葉.sorma.食用:コゴミを食べる

ようになったのは最近のことである、とあ

る。後述するが樺太では「昔ワラビは食べ

なかったJという記述もあることから、ワ

ラビやコゴミは和人に教わって食べるよう

になったのであろうか。

萱野茂の『アイヌ歳時記』に谷地ゼンマイ

は採ってきたらすぐに熱湯にくぐらし、一

本ずづ手でしごくと、生えている黄色の毛

はきれいに取れた。毛を採ってからすだれ

の上へ広げて乾かした。こうするとお天気

さえよければ二日か三日で乾くので、それ

を保存しておき、食べるときにあらためて

湯がいた。ゼンマイは煮ると量が増えるし、

肉i'1や魚汁に入れると、コリコリと歯触り

がよくておいしい山菜である。と、昭和11

年か12年頃の二風谷でのゼンマイ採りと食

べ方が紹介されている。

萱野茂の『アイヌ語辞典I官補版』にアイラ

プキナ [ay-rap-kina]クサソテツ、コゴミ

マアイ=矢ラフ±羽キナ=草

*まだ葉が開かない裸葉の時はソ口マ(ゼ

ンマイ)と呼び食料にする.また山で狩小屋

を作る際に、小束にして屋根を葺いたり下

に敷いて使う.とあり、狩小屋の材料はクサ



ソテツとあり、更科の初版の『コタン生物

記』と同様である。さらに、萱里子の『アイ

ヌ歳時記』ではフキがいっぱい生えている

ところを選んで小屋掛けをするので、材料

は目の前で補給できた。フキの少ないとこ

ろではクサソテツを使うが、クサソテツの

屋根は長持ちしても手聞がかかるのである。

(中目的。フキの楽で屋根をふいた仮小屋は

コロチセ(凶がある)、ヨモギとか雑草を材料

にして屋根をふいた仮小屋はムンエゥカオ

マフ(雑草を重ねた物=小屋)、松の葉を屋根

にしたときはフプチャチセ(マツの柴の家)

など、材料によって呼び名が異なる。とあ

るが、ワラビを使った例はない。

註知里辞典にはフキの葉だけでは乾くと飛んでしまう

から、その上1:クサソテツをかぶせる(天塩)、とある。

知里辞典に fi424ゼンマイ Osmumcla 

japonica Thunb. (1) sorma (sor-ma) 

「、ノルマJ葉《幌別)) (参考)子供らわ綿毛を

取って鞠を作って遊んだ(幌別)。とあり、

前出のヤマドリゼンマイとゼンマイの両種

は若芽は赤褐色の綿毛に包まれているので、

鞠を作ることができた。

西鶴 (1932)の薬用植物の項で、ヒカゲ

ノカズラ(石松科)アイヌ名ポロケウキナ

Poro-keu-kina。ホロケウキナと詑る。ホ

ロは大、ケウは骸骨、キナは草、骸骨が地

に横たはったJ惑があるからであろう。悪病

流行の際、寝室に吊るせば病気が退散する

と信じてゐる。石松子則ち芽胞を抗口に散

布すれば腐ることなく癒える、とある。

福山・知里の『樺太アイヌ語植物名葉

(ー)~に用途は2穏ある。

13チかハソロマ cikax-soroma[r烏・

乙ごみJの義]ワラビ(PtericliumaQu 

ilinum Kuhn. var. japonicum Nakai) 

の若い葉。乙れは昔食べなかった。葉柄の

頭は倒にすると烏の足に似ているからチか

ハ「烏Jを冠したのだといふ。

51ホろケゥキナ horokcu-kina[狼・

草jの義]エゾノヒカゲノカヅラ (Lycopo

clium clavatn(二 u)mL. var. robn(ニu)

stius Nakai)の茎葉。怒魔払ひに用ひた。

ホろケゥキナについては知型辞書には次

の具体例が示されている。(参考)頭痛の一

種(後頭部から冠さって来る様な痛み)に「ホ

ろケゥ・サパアラカJhorokew-sapaaraka 

[狼・頭痛]と称するものがあり、それらの

手当法としてこの植物の茎葉で患者に鉢巻

きさせ、またそれを束ねて枕にさせた(真

岡)。病魔除けに寝床の頭上に吊したり、 jj包

子を傷口に}散布したりした(白j甫)、とある。

パチエラー辞典、宮部・神保名詳表に

Toi-shinrushトウゲシバと収録されてい

るが、用途についての記載はない。先l里は

アイヌの植物名は必主主ある部分に付く、と

いうのであるからすると、 Toi-shinrush

には何らかの利用法があったのであろう。

ミズドクサ、コウヤワラビについても同様

で用途についての記録はない。

おわりに

今回はアイヌとシダ植物のについて8科

15種の和名と学名を検討し、アイヌ語とそ

のl収録地に注目して考察をした。やはり類

似の植物を比較するのに sipsip類のトク

サ科(トクサ、スギナ、ミズドクサ)、 sorma

類のオシダ科(クサソテツ、オシダ)、もし
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くはゼンマイ科(ゼンマイ、ヤマドリゼン あたるようにし、食用や薬用については実

マイ)など最低科別に注目するのが適切で 際にアイヌ民族が利用した文献からのみ引

ある。 期した。向ーの植物で和人が利用していた

学名の記載がある5文献引用の年代は ことと、アイヌが利用(古い文献では土人

1889~1953年であり、乙の時点と現在の とある)していたことが明確に区別されて

植物分類には急速の進展があり、当時使わ いない文献は極力さけた。

れた和名と学名について点検する必要があ

る。今回、和名と学名との不信致がヌマド

クサとハマドクサにあり、これを解釈する

のに混乱をきたした。だが、学名記載があ

ると双方からチェックすることが可能なの

で重要な情報源である。

アイヌ語では一語繋がー植物を指してい

ないことや地域によって似た植物ではある

が別種のことがある。 ota-sipsipは上JII地

方ではスギナとミズドクサの両種に使われ、

teku-sipsipは幌別ではスギナ、有珠では

ミズドクサを指している。

sormaは美幌や樺太白浦ではクサソテ

ツとヤマドリゼンマイを含め、千歳や平取

ではクサソテツとゼンマイを指している。

kamuy-sorn凡aは広い地域でゼンマイを

いい、美幌ではオシ夕、を指し、屈斜路では

ゼンマイとオシダの両種を含めている。コ

ウヤワラビをt旨すところもある。

一言百信百アイヌ語名と和名とを併記する

と何事もないようであるが、収録地域に注

目すると地域によって対象の植物が異なっ

たり、 ・穏の植物ではなく複数の植物が含

まっていることがある。

5文献以外であるが和名でも方言のよう

な「おちぜんまい」、「オニゼンマイJなど明

解に結論が出しにくい和名もある。

シダ植物の用途については初lBの文献に
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