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Abstract─ This paper examines the methodology and effects of using audiovisual aids in two
lectures on Ainu culture, “Northern Culture and Life” and “Culture and Nature,” which are
included in lessons on the basic social structure given to all students at Hokkaido University.
In this study, four polls asking students to give their opinions on audiovisual aids in teaching
Ainu culture and a questionnaire survey on these lectures were conducted for 804 students
(627 of whom earned credits).  The results were tabulated and analyzed to provide basic data
for establishing guidelines for future lectures.  Many students expressed opinions that Ainu
culture was fascinating or interesting.  Their interests ranged from Ainu skills to etiquette,
language, yukar, songs, dances, festivals, their relationship with nature and their world view.
Many students, in particular, expressed an affinity for the Ainu use of animals and plants and
eating habits.  Some students even said they wanted to directly experience such things as Ainu
eating habits.  Furthermore, the students learned of various relations between nature and people
and their changes in Ainu culture,  and developed new interests through asking questions,
giving opinions and making suggestions.  This was proved by the fact that 89.3% of the
students answered they had learned something about Ainu culture from the lectures.  As for
audiovisual aids, more relative opinions were reported in the second poll than in the first,
based on comparison with previous results.  Opinions included comments on regional differ-
ences in Ainu culture, current Ainu culture and comparison with Japanese culture.  From these
results, the comparative use of audiovisual aids in lectures on Ainu culture pertaining to at
least two different places with contrasting uses of animals and plants, or with changing or
preserved cultures, was found to be effective.

1. はじめに

　人間の理解を目的とする人類学において，文化

の多様性を学ぶことはその出発点となる。このた

め，北海道大学においては，1年生を対象とした

全学共通教育科目である社会基礎構造の一部とし

て，人類の諸文化と人類学の諸理論と方法論を学

ぶための講義が開設されている。

　この講義で，アイヌ文化を取り上げたのは，現

在，メディアを通してアイヌ文化に関する情報が

数多く見られるにもかかわらず，アイヌ文化に関

する体系的な理解が十分ではないと考えられたか
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らである。従来，アイヌ文化については，初等，

中等教育でわずかに触れられることはあっても，

体系的にそれを学ぶという機会は意外と少ないも

のであった。また，大学という高等教育において

も，言語学や歴史学において時に取り上げられる

ことはあっても，アイヌ文化そのものについての

講義はきわめて少なかった。（煎本 1994 ： 222-223

；米田 1996 ：123-124 ）

　もっとも，アイヌ文化を講義を通して教え，学

ぶことについてはいくつかの問題点もある。アイ

ヌ文化に関して十分な研究実績を有し，かつ教育

を行い得る研究教育者が少ないという問題に加

え，他の文化がそうであるようにアイヌ文化その

ものが変化しているという事実，さらには，アイ

ヌ文化を教え，学ぶ際の科学的方法の必要性とい

う問題があげられよう。いずれにしても，アイヌ

文化の理解は人類学の教育目的に沿うものであ

り，同時に，大学における専門的研究の社会的還

元という意義もある。

　ある文化について「語る」という研究教育活動

のみならず日常生活の多くの情報伝達の場面にお

いて，「語り手」の意図が意識的，無意識的に関

与していることは否定できないであろう。まして

や，「教える」ということに至っては，事実を科

学的客観性をもって伝えるということ自体がほと

んど不可能と思えるほどの困難を伴うことは想像

にかたくない。それにもかかわらず，学生が「教

えられる」ことにこれらの危険性が含まれている

ことを十分に認識した上で，さまざまな情報を

得，自らがそれらを分析，判断するという過程は

大学教育にとって無駄であるとは思えない。この

過程そのものが「学ぶ」ということであろう。「学

ぶ」のは学生ばかりではない。学生との対話を通

して教官も「学ぶ」のである。教育そのものが，

人類学における自己と対象との間の往復運動を通

して自己と対象とを共に理解するというフィール

ドワークの過程（煎本 1996 a：48-54, b:17）と平

行的関係にあるのである。

　そこで，講義を通して「学ぶ」ことの問題点を

ふまえながら，平成8 年度の講義において，試験

的にアイヌ文化に関する講義を行った。特に，視

聴覚教材（ビデオ教材）を用いることの方法論と

効果について検証した。本稿はこの試みの成果と

検討である。

2. 方法

　アイヌ文化を学ぶためには，他の諸文化との比

較に基づいたアイヌ文化の位置づけが必要にな

る。すなわち，文化の相対化という視点が要求さ

れよう。このためには，人類学の理論と枠組みが

有効であり，社会基礎構造という授業科目におけ

る二つの講義においてアイヌ文化を取り上げた。

一つは「北方の文化と生態」という題目の講義（平

成8年度 第1 期，2 単位，担当：煎本孝）であり，

他の一つは「文化と自然」（平成8 年度 第1 期，2

単位，担当：山田孝子）とした。これらは大学一

学年を対象とした講義であるが，二学年（この場

合は第3 期となる）の学生も受講し得るものであ

る。全学共通教育科目の選択科目であり，文系の

みならず理系の全学部に所属する学生（1 - 46 組）

を対象とする。

　「北方の文化と生態」という講義では北方地域

における文化の多様性と生活の知恵を学び，人間

とその生き方を考えることを講義のねらいとして

いる。特にカナダのインディアンとイヌイット

（エスキモー）を取り上げ，その生態と文化につ

いて理解しようとするものである。さらに，北方

文化としてのアイヌ文化を加えることにした。全

体で15 回（30 時間）の講義を大きく三つの部分

に分け，第一に人類学の理論と方法論，ならびに

北方文化に関する概論，第二にアイヌ文化，第三

にカナダ・インディアンに焦点をあてた講義を構

成した。基本的テキストとして，人類学の理論に

ついては，文化と自然との関係という視点から新

しい人類学の考え方とフィールドワークの方法論

を提示した『文化の自然誌』（煎本孝 著，東京大

学出版会，1996 年）を用い，アイヌ文化について
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は認識人類学という視点からアイヌの世界観を論

考した『アイヌの世界観－「ことば」から読む自

然と宇宙』（山田孝子 著，講談社，1994 年）を用

いた。

　また，視聴覚教材としてカナダの森林インディ

アンに関する教材用ビデオである「Bush land

People（森の人）」（カルガリー大学，17分），カナ

ダのイヌイットに関する「Netsilik Eskimo Series

（ネツリク・エスキモー・シリーズ」（カナダ国立

フィルムボード，英国王立人類学研究所，60 分／

巻），アイヌ文化に関する「アイヌ文化記録映画

　ビデオ全集」（財団法人アイヌ無形文化伝承保

存会，20 分－60 分／巻），「共生への道」（企画・

発行　社団法人北海道ウタリ協会／製作　ＮＨＫ

北海道ビジョン，30 分）を用いた。なお，「アイ

ヌ文化記録映画」および「共生への道」の上映に

ついては，講義において視聴覚教材として用いる

旨を説明した上で，アイヌ無形文化伝承保存会，

および北海道ウタリ協会から了承を得た。さら

に，限られた時間内で講義の内容を簡潔に説明

し，同時に，専門的研究の内容について紹介する

という目的のため，論文等（煎本 1987； Irimoto &

Yamada 1994 ）における図表，地図をOHPを用い

て映写した。

　アイヌ文化に関する講義は前述したテキスト

「アイヌの世界観」に準じて，第1章「アイヌの宇

宙観」，第2章「霊魂とカムイ」について論じ，続

いてアイヌ文化への導入として視聴覚教材ビデオ

である「アイヌ文化伝承記録映画　ビデオ全集」

シリーズ（1）チャシと英雄物語，第3巻「八重九

郎のサコロベ」（昭和51 年度製作，20 分），第4

巻「沙流日誌　シシリムカの里」（昭和52 年度製

作，35 分）を用い，ユーカラ（サコロベ）の語り，

およびカムイへの祈りについて紹介した。さら

に，「アイヌの世界観」第3章「アイヌの植物命名

法」を論じ，「ビデオ全集」シリーズ（5）アイヌ

文化を伝承する人々，第1巻　「トゥレプ・マキ

リ・ケリ」（昭和63 年度製作，60 分）の中のオオ

ウバユリの調理保存技術（20 分）によってアイヌ

の植物利用について学んだ。そして，第4章「動

物の分類と動物観」について他の論文資料等をも

活用するすることによってアイヌの熊祭りに焦点

をあて，アイヌ文化における動物の分類と象徴的

意味を論じた。同時に「ビデオ全集」シリーズ

（2 ）道央部の川を巡って，第2 巻「白老川・アイ

ヌ文化伝承の担い手たち」（昭和60 年度製作，60

分）を用いることによって，白老地方におけるカ

ジキマグロ漁撈方法と解体，調理，海上での位置

決定の方法，銛の製作技術について学んだ。最後

に，「共生への道」によって，現在のアイヌ文化

の状況についての情報が提供された。なお，「ア

イヌの世界観」第5 章「諸民族との比較」に関し

ては，講義で取り上げたカナダ森林インディアン

やネツリク・イヌイット（エスキモー）等の北方

諸民族の比較から北方文化の特徴を論じた。第6

章「世界観の探求」は認識人類学の理論であり，

講義で取り上げた生態人類学，文化人類学の考え

方との比較検討を行った。

　これらの講義において，テキスト，ビデオ教材，

OHP教材を適宜用いることにより，学生がテキス

トを読み，講義を聞くだけではなく，映像を見る

ことにより自分で考える場を設けた。また，アイ

ヌ文化に関する視聴覚教材を用いた講義において

は，それぞれの講義の最後にそれらに関する感

想，意見を自由に記述してもらい提出を求めた。

　 なお，学生に対する評価は出席点と学期末に提

出したレポートによった。レポートの課題は「北

方文化の特徴について論ぜよ。また，必要に応じ

てアイヌ文化と比較検討せよ」というものであ

り，総じてきわめて充実した成果が提出された。

したがって，「北方の文化と生態」の講義におい

ては，文化人類学という枠組みの中で北方文化の

一環としてのアイヌ文化について学ぶという方法

をとったことになる。

　全学共通教育科目における今一つの講義は「文

化と自然」である。本講義のねらいは，狩猟・採

集といった自然に大きく依存した生計活動を営む

自然社会を対象にし，最新の研究成果をもとに，
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人類の文化・社会と自然との関係を総合的に考察

するというものである。講義の前半では，狩猟採

集社会の多様性と共通性の理解を図るために，異

なる環境のもとで生活する狩猟採集社会の事例を

取り上げ，それぞれの社会における自然，生態，

社会との相互関係について講義した。熱帯の狩猟

民として熱帯降雨林に居住するアフリカのムブ

ティ（ピグミー）と熱帯サヴァンナに生活するサ

ン（ブッシュマン），北方狩猟民の事例として寒

帯ツンドラに生活するイヌイット（エスキモー），

温帯狩猟民の事例としてカナダの北西海岸イン

ディアンと北海道アイヌの事例を取り上げた。さ

らに，狩猟採集社会における平等主義と一般的互

酬性の意義，階層性社会の発生しうる生態的背

景，アニミズムを基盤とする世界観など狩猟採集

社会の共通性と問題点，自然と文化の問題を探求

するための方法論としての生態人類学と認識人類

学の意義等について講義した。

　この講義は前述の「北方の文化と生態」とは異

なり，北方，南方を含めた人類の文化と社会の多

様性を広く学ぶものである。そこで，講義の後半

で視聴覚教材を用いて理解の助けをはかることに

した。ここで用いられたビデオ教材は北アメリカ

の北西海岸インディアン，カナダのイヌイット

（エスキモー），カナダ内陸部の森林インディアン

に関するものであり，「Nuhoniyeh - Our Story（私

たちの物語）」（ツリーライン・プロダクション，

54分），「Netsilik Eskimo Series（ネツリク・エス

キモー・シリーズ」（カナダ国立フィルムボード，

英国王立人類学研究所，60分／巻）であった。さ

らに，「アイヌ文化記録映画　ビデオ全集」（財団

法人アイヌ無形文化伝承保存会，20分－60分／

巻）を加えた。

　なお，前記の「北方の文化と生態」と，この「文

化と自然」とは講師と講義内容が異なるため，学

生はそれぞれの単位を取得することができる。そ

のため，両講義を受講する学生が若干名見られ

る。そこで，講義で用いる視聴覚教材に重複がな

いよう配慮した。「アイヌ文化記録映画」につい

ては，「文化と自然」の講義においては，シリー

ズ（2）道央部の川を巡って，第5巻「鵡川・アイ

ヌの川漁とくらし」（昭和59年度製作　60分），お

よび，シリーズ（3）道東部の川を巡って，第1巻

「釧路川・アイヌの祭事」（昭和55年度製作　50

分）を用いた。そして，講義の中でビデオ教材に

関する感想と意見についての自由な記述を求め

た。

　なお，この講義においては，アイヌ文化に関す

る時間配分が前者と比較して多くの比重を占めて

はいなかったため，「アイヌの世界観」はテキス

トとしてではなく参考文献として，他の主要文献

と共に紹介するにとどめた。採点と単位認定は出

席点，および，「生態人類学的方法論について述

べよ」という課題でのレポートにより行い，総じ

てよく理解していたものと評価された。したがっ

て，「文化と自然」という講義においては，生態

人類学，認識人類学という理論と方法論の枠組み

の中で，人類の自然誌における多様な社会と文化

の一つとして，アイヌ文化について学ぶという方

法をとったことになる。

　本稿では，この二つの講義におけるアイヌ文化

に関する視聴覚教材に対する 4 回の学生の感想と

意見，および1回のアンケートの結果を集計，分

析し，今後の講義のあり方についての方針を決め

るための基礎データとするとともに講義の自己点

検とした。なお，感想と意見を求めるに際しては，

「北方の文化と生態」の2回，および「文化と自然」

の2回については，視聴覚教材によって得られた

アイヌ文化についての自由な意見や感想をB5ま

たはその半分の用紙を配布し，記述を求めた。こ

こでは，定められた質問や選択式の回答を設定し

ない自由記述方式とした。これは，記名式とした

が，その際，記述の内容については評価の対象と

はせず単に出席点として扱う旨，口頭で伝えた。

また，「北方の文化と生態」の講義における1 回

のアンケートについては，(1) 視聴覚教材（VTR

等）を用いたアイヌ文化に関する講義から「学ぶ

ものはあったか？」，(2) あったと答えた人に「何
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を学んだか？」，(3) 今後，アイヌ文化を講義から

学ぶということについて（今後の学生のために，

あるいは自分自身のために）要望すること，その

他意見等，という設問をあらかじめ記したアン

ケート用紙を配布し，回答を求めた。なお，この

最後のアンケートにおいては，学生による講義へ

の評価が含まれており，そこに恣意的評価がなさ

れることのないよう無記名式とした。　　　

3. 結果

　自由記述方式の感想や意見を求めた回答におい

てはさまざまな意見が出されるため，その集計や

分析にかなりの困難が予想された。しかし，本稿

の分析の目的はある特定の事項に対する世論の動

向や支持率を求めることではなく，視聴覚教材を

用いた講義から学生がどのようなことを学び，ど

のような疑問を持ったのかという個々の意見の内

容そのものにある。また，結果としては意見のお

およその傾向について知ることは可能であり，こ

れを基礎データとして今後の講義の方針を決めて

いくこともできるというものである。

　そこで，記述をその内容にしたがって，いくつ

かに整理し，それらの各項目において，その具体

的な内容を記載，集計，分析することにした。整

理項目は以下の通りである。

(1)アイヌ文化の・・・について知り驚いた（おも

しろかった，良くわかった，等）。

(2)・・・について疑問に思った。

(3)・・・という感想（哀しい，楽しい，残念，等）。

(4)・・・をすべきだと考えた。

(5)その他の意見，要望。

(1) はアイヌ文化そのものについて知った驚きで

あり，(2) は疑問点である。(3) はアイヌ文化全体を

客体化した時のやや感情的な表現であり，(4) は積

極的な提言である。(5) は視聴覚教材の技術面や，

映像を通したメディアそのものに対する意見から

成る。具体的な内容（各項目において・・・で表

した部分）については複数回答が可能である。逆

に，ある項目については触れられていないという

回答もある。したがって，ここでの集計は，回答

者が自ら書いたことについてのみ整理，分析する

ということになる。しかし，このことによって，

回答者が何に一番関心を示したかを知ることがで

きるのである。

　以下に，「北方の文化と生態」，および「文化と

自然」の講義において行った4回の意見の回答，

さらに1回のアンケートについて，それぞれの集

計結果を述べることにする。なお，「北方の文化

と生態」の受講登録者数は 303名（内単位取得者

数 262名）であり，その内訳は文学部 22名（同

21名），教育学部 4名（同2名），法学部62名（同

51名），経済学部 1名（同1名），理学部［物理］

1名（同1名），医学部 12名（同12名），歯学部

44名（同41名），薬学部 1名（同1名），工学部

［物理工学］ 27名（同18名），［材料・化学］ 3名

（同1名），［社会工学］ 99名（同88名），農学部 3

名（同2名），獣医学部 9名（同8名），水産学部

15名（同15名）となっていた。「文化と自然」の

受講登録者数は 501名（内単位取得者数 365名）

であり，その内訳は文学部 71名（同68名），教育

学部 12名（同7名），法学部 55名（同47名），経

済学部 8名（同4名），理学部［数理］ 5名（同4

名），［物理］ 16名（同9名），［化学］ 22名（同 11

名），［生物］ 14名（同7名），歯学部 3名（同2名），

薬学部 20名（同16名），工学部［情報エレクトロ

ニクス］ 42名（同38名），［物理工学］ 24名（同

17名），［材料・化学］55名（同34名），［社会工

学］ 136名（同88名），農学部  1名（同1名），獣

医学部 2名（同1名），水産学部15名（同 11名）

となっていた。

3. 1 講義題目　「北方の文化と生態」（使用視聴覚

教材，「アイヌ文化記録映画」　シリーズ（1）第

3 巻「八重九郎のサコロベ」，第 4 巻「沙流日誌

シシリムカの里」）

　「八重九郎のサコロベ」は釧路地方のサコロベ

（ユーカラと呼ばれる英雄叙事詩）と，これを伝
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承する八重九郎翁に焦点をあて，同氏のアイヌ文

化に対する考え方と神々への祈りの姿を描いたも

のである。また，「沙流日誌　シシリムカの里」は

江戸時代の探検家松浦武四郎の「東蝦夷日誌」の

記載にそって現在の沙流川流域をたどり，ユーカ

ラの伝承や人々の生活を描いたものである。

　この感想と意見について回答した者は 172 名で

あった。このうち，これまでアイヌ文化について

「少しは知っていた」と記した者は33名，「知らな

かった」と記した者は61名，これに関して触れて

いない者は78名であった。また，「知っていた」と

記した者のうち，「北海道出身だから小学校で教

わった」と書いた者は17名，「修学旅行で」と記

した者は7名，「新聞やテレビで」と記した者は6

名であった。他は博物館や美術館などで知ったと

のことであった。なお，北海道大学の学生の約半

数は道内出身者であるが，道外出身者を含め全体

の約三分の一がこれまでアイヌ文化について知ら

なかったと記したことになる。また，知っていた

と記した者についても，その知識は必ずしも十分

ではないであろうと推察された。

　項目 (1) のアイヌ文化について知って驚いた，

おもしろかった，よくわかった等と記した者は

115名であった。そこで，どのような点について

驚いた，おもしろかった，よくわかったのかとい

う具体的な内容は以下の通りであった。「地名な

どがアイヌ語に由来」（ 23 件），「神を敬い自然と

共存」（ 12 件），「アイヌの人口が多い」（ 7 件），

「文字が無い」（ 6 件），「カムイを尊び謙虚に生き

ている」（ 5 件），「日本は単一民族だと言われて

いるが，多民族国家という認識を深めた」（ 5 件），

「身近かな動物などを神としている」（ 4 件），「ア

イヌ語が日本語と全く違う」（ 4 件），「ユーカラ

に節があり，二晩，三晩かかる」（ 4 件），「神が

人間と同じ位置に立っていることが新鮮」（ 3

件），「熊は人間に毛皮と肉を授けに来たカムイの

仮の姿でその使命を果たすとカムイの世界に帰る

という話」（ 3 件），「カムイという概念がキリス

ト教やイスラム教のような絶対信仰ではないとい

うこと」（ 2 件），「片仮名を使う」（ 2 件），「高齢

者の方でも忘れることなくユーカラを覚えてお

り，記憶力が良い」（ 2 件）であった。これに加

え，1 名のみの意見としては，「一生懸命，お祈り

をしている」，「アイヌ語にも地域差がある」，「和

人に征服され，しいたげられた思いが今も強く

残っている」などであり，その他はアイヌ文化に

ついて「よくわかった」とのみ記され，具体的な

内容については触れられてはいなかった。

　この結果から，アイヌ文化における神（カム

イ），アイヌ語，ユーカラというものについて知っ

たことが，驚きの原因であると考えることができ

る。なお，この驚きは「アイヌ文化についてよく

わかった」と記すことから，肯定的なものである

ことがわかる。また，神（カムイ）と人間（アイ

ヌ）との関係，ユーカラについての情報は，回答

の記述内容から視聴覚教材のみならずテキストと

それに基づいた講義が理解の基礎となっていると

考えられた。

　項目 (2) の「疑問に思った」という記述は，32

名に見い出され，その内容は以下の通りであっ

た。「アイヌ語を話す人は年々減少しているのに

なぜ八重九郎さんはアイヌ語を学ぼうとする人を

拒否したのか」（ 8 件），「日本に住むアイヌは2万

人とされているが，また 5 万人とも 10 万人とも

言われているというのはどういう意味だろうか」

（ 6 件），「札幌はどんなアイヌ語から来ているの

か」（ 5 件），「トナカイ，シシャモの語源」（ 2 件）

というものであり，その他それぞれ 1 件の疑問の

内容は，「ローマ字や片仮名で表記することに不

便な点はないか」，「言葉はしかたがないとして

も，服装まで今風になってくると大和民族と区別

がなく，純粋なアイヌ民族はやがて絶滅するので

はないだろうか」，「文明が発達した今，日本に宗

教はないといわれるが，宗教は必要なのだろう

か」，「私達がアイヌのことを勉強することをアイ

ヌはどう思っているのか」，「アイヌ文化を伝承す

るのにどんな意味があるのか」，「ユーカラは相当

長いようだけれども，喉がかわかないのか」，「ア
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イヌの民族衣装は手に入らないのか」，「道路工事

に反対する行動はおこさなかったのか」，「物質文

明の繁栄がはたして我々にプラスになったのか」，

「ユーカラを語る時の精神的な状態はシャマニズ

ムの観点から見てどのようになっているのか」，

「ユーカラはモンゴルの民謡に似ているのではな

いか」となっていた。

　「八重九郎さんがなぜアイヌ語を学ぼうとする

人を拒否したのか」という疑問は，視聴覚ビデオ

の中で八重九郎氏が「かつて，アイヌの風習をや

めるようにと言ったアイヌが，今になってアイヌ

語を教えてくれと頼みに来ても，その頼みをきく

ことは難しい。」と語っていたが，それが聞き取

りにくかったことから生じたものである。また，

日本に住むアイヌの人口についても数字の根拠に

ついての解説はなかった。さらに，「札幌」や「ト

ナカイ」という語もアイヌ語であるとの叙述は

あっても，それがどのような意味なのかという説

明は欠けていた。これらの疑問は直接的には教材

ビデオにおける説明に由来するものではあるが，

同時に，これらを解説すること自体がアイヌの歴

史と現状の解釈における困難さを示すものでもあ

ろう。また，疑問の中には，物質文明と宗教との

関係という，アイヌ文化を越えた問題も見られ，

アイヌ文化を学ぶことにより，普遍的問題を考え

るための糸口となり得ることを示していた。

　項目 (3) の「・・・という感想を持った」と記

した者は 27 名いた。その内容は，「アイヌ語，ア

イヌ文化の継承者がいないこと」（ 7 件），「英雄

の死んだ城跡（チャシコツ）が工事のため壊され

てしまうこと」（ 4 件）が哀しく残念だと感じる

一方，「自然すべてが神だという謙虚なアイヌの

考え方」（ 3 件），「（八重九郎さんが）アイヌであ

ることに誇りを持っていること」（ 3 件），「アイ

ヌ語，アイヌ文化を学ぼうとする小さな子供や若

者がいること」（ 3 件）に感動したというもので

あった。さらに，「アイヌ文化の伝承を拒む八重

九郎さんとアイヌ語を学ぼうとする人が増えてい

るという事実に妙な哀愁を感じた」，「アイヌにつ

いて勉強したいと思う人が増えているのに反対す

ることは残念」，「文化の継承を拒むというビデオ

に登場したおじいさん（八重九郎翁）の発言に私

は理解できない文化を感じた」等，項目( 2 )の疑

問点と共通する感想が述べられていた。

　項目 (4) の「・・・をすべきだと考えた」とい

う 17 名の意見は，「日本人は単一民族だと考えが

ちだが，そうでないことを知り，（アイヌ文化を）

守っていかねばならないと思った」（ 7 件），「ア

イヌ文化を絶やさないようにしなくてはならな

い」（ 2 件），「もっと若い人が継承していくべき

だ」（ 2 件），「アイヌ文化を学びたい人には教え

るべきだ」（ 1 件），「もっとアイヌ文化に触れる

ことのできる場所を作るべきだ」（ 1 件），「アイ

ヌ文化だけが孤立している感じがしてもっと広め

るようにしていかなければならない」（ 1 件），「ア

イヌ民族のことをもっときちんと考えようと思っ

た」（ 1 件），「植物や動物が身の周りの品に利用

されており，物を大切にしなければならないと

思った」（ 1 件），「アイヌ民族の自然に対する謙

虚な態度は見習うべき点だ」（ 1 件）と表現は異

なってはいるが，アイヌ文化の継承を積極的に提

言していることが明らかとなった。

　項目 (5) には 31 名の意見，要望が見られ「八

重九郎さんの話が聞き取りにくい」（ 20 件），「ア

イヌ語に訳をつけてほしい」（ 3 件）等，視聴覚

教材の技術面に対する意見や，「テレビの色が見

にくい」（ 1 件），「近くにテレビがついていない」

（ 1 件）等，視聴覚機器に対する不満，「ビデオは

非常にわかりやすかったので，次回も見たい」（ 3

件）等の要望があった。さらに，「ビデオの構成

が同情的であり，すでに差別感情を盛り込んでい

る気がした」（ 1 件），「他人の編集した，ブラウ

ン管を通した視点，映像を見るのは実物との違い

が大きいと思う」（ 1 件）とメディアそのものの

信頼性に対する意見が表明された。

3. 2 講義題目　「北方の文化と生態」（使用視聴覚

教材，「アイヌ文化記録映画」シリーズ（5）第1
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巻「トゥレプ・マキリ・ケリ」）

　「トゥレプ・マキリ・ケリ」は各地方のアイヌ

文化を伝承する人々を通してアイヌの食生活や舞

踊，技術を紹介したものであるが，このうちオオ

ウバユリの調理保存技術（20分）を教材として用

いた。これは様似町に伝承されるオオウバユリの

採集とデンプンの抽出の過程，保存，食事につい

て詳細に再現したものである。前述の3-1と異な

り，テーマが具体的でかつしぼられているため，

見やすいものであった。

　ここでは150名から回答を得たが，このうち，

項目 (1) のアイヌ文化について知って驚いた，お

もしろかった，よくわかったと記した者は115名

あった。その内容は，「アイヌ民族の生活は自然

と密着している」（19件），「アイヌ文化は植物と

密接な関係がある」（14件），「ウバユリからデン

プンを作る」（13件），「デンプンの保存方法」（12

件），「食生活」（11件），「ウバユリの粉（デンプ

ン）を食べる」（7件），「（抽出したデンプンに）一

番粉と二番粉がある」（4件），「植物を無駄なく最

後まで利用している」（3件），「アイヌ人の知恵」

（2件），「花に関するアイヌの知識」（2件），「腹痛

の薬を植物から採取」（2件），「アイヌ語の歌」（2

件），「言葉の違い」（2件），「植物が女神として神

格化される」（2件），「花（ウバユリ）を雄と雌に

区別」（1件），「日高地方にアイヌの人がいる」（1

件），「歌を歌いながら作業するという日本人との

共通性」（1件），「近代の食文化技術におとらない

こと」（1件），「アイヌ文化の奥の深さ」（1件），

「おばあちゃんがとても元気である」（1件）であ

り，その他は，「おもしろかった」と述べたが具

体的な内容については触れられていないもので

あった。この結果，視聴覚教材を通して学生はウ

バユリからデンプンを抽出する技術について詳し

く知り，アイヌ文化と植物とが密接な関係にある

ことを理解したと分析することができる。

　項目 (2) の疑問に思ったことは，42名が以下の

内容について記した。「ウバユリはどんな味がす

るのか」（13件），「ウバユリからデンプンを取る

ことをどのようにして気づいたか」（7件），「他に

どんなものを食べていたのか」（5件），「今はウバ

ユリのだんごをおかゆに入れていたが，昔はどの

ように料理していたのか」（2件），「（ウバユリを）

栽培していないのか」（2件），「ウバユリは今はど

うして減ったのか」（2件），「ウバユリの葉がフキ

と似ていたがフキとは別か」（1件），「彼らにとっ

て（ウバユリを利用するのは）一番身近だからか，

それとも一番味がいいからか」（1件），「今でもウ

バユリのだんごを一般食として食べているのか，

そうでなければやはりすたれていくのだろうか」

（1件），「店で売っていないのか」（1件）というよ

うに，ウバユリの味や食事全般に関する疑問が多

かった。さらに，「自然は人間に利用されるため

のものであるという考え方があるのだろうか」（1

件），「人間も自然も含めてすべて神が作ったもの

であるという考え方か」（1件），「自然も神が与え

たものなのか」（1件），「植物もカムイであるなら，

それを利用し食すことは，カムイを食べるのでは

なく，カムイがそれを置いていったということに

なるのか」（1件）というアイヌの信仰と世界観に

関する解釈の試みも見られた。また，視聴覚教材

の中に登場したユーカラ，子守歌について，「ユー

カラはいくつくらいあるのか」（1件），「ユーカラ

の歌詞（の字幕）がはっきり見えなかったが，奪

われた子供はどうなったのか」（1件），「歌の最後

に日本語で歌った部分があったが，それは日本語

に似たアイヌ語なのか」（1件）というユーカラそ

のものに関する質問もあった。最後に「アイヌの

人としての伝統を受け継いでいくには日本人とし

て生きていく事への障害となるのだろうか」（1

件）というアイヌ文化の伝承の可能性に関する問

題も指摘された。

　以上のことから，質問はウバユリをめぐるもの

が多く占めたが，アイヌの食生活，アイヌの自然

観，さらにはアイヌ文化の伝承というさらに大き

な問題へと広がりを見せていることが判明した。

　項目 (3) の感想については，54名から回答が得

られた。ここでは，「アイヌのおばあさんが山へ
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行った時，大変うれしそうにしていた」，「おばあ

さんがウバユリの葉を感謝をこめた歌を歌いなが

ら捨てていた」，「植物と密接な関わりを持ってい

る」，「アイヌの人の歴史が今も息づいている」，

「おばあさんがせき込みながらも子守歌を歌い続

け，民族の伝統を愛する気持ち」，「日々の生活に

対するひたむきさ」，「アイヌの伝統がこのように

してビデオという形で残されていること」に喜び

を感じたという肯定的な感想が 1件ずつ見られ

た。しかし，これらとは逆に，「アイヌの人々に

とって，現代が生きにくくなっている」（1件），「ア

イヌ文化は活発だがやや閉鎖的」（1件），「生活で

は普段着は我々と同じと聞きがっかりした」（1

件），「アイヌ民族独特の植物の利用法を知ってい

る人が高齢の老人しかいない」（4件）というよう

にアイヌ文化が継承されていないことを残念と感

じるものも見られた。また，「ウバユリが最近，

減ってきている」（3件）とアイヌ文化に関わる植

物資源の減少を残念であると感じている回答も見

られた。その他の感想として，「おだんごみたい

なもの（ウバユリから抽出したデンプンで作った

モチ）を食べてみたい」（10件）という直接体験

を求める意見が特徴的であったが，同時に，「お

だんごみたいなものは，おいしくなさそうだっ

た」（18件）という否定的な感想も見られた。ま

た，子守歌にしても，「歌声がきれいだった」（4

件）という感想がある一方で，「のろいみたいな

感じで恐かった」（3件）という感想もあり，視聴

者の個人差が見られた。さらに，ウバユリの利用

を自然食と関連させて，「現在，色々な加工食品

が出回っているが，本当の自然食を食べることが

人類にも動植物にも望ましい」（1件），「自然食品

が多くて，健康に良さそうでとてもいい」（1件）

という感想も見られた。

　項目 (4) の「・・・すべきと考えた」という意

見は8名に見られた。ここでは，「儀式の祈りなど

は，なくならないように誰かが引き継いでいくべ

きだ」（4件）というアイヌ文化の継承の必要性を

述べたものの他，「北海道，さらには日本中の人

にアイヌの文化を知ってもらうべきだ」（1件），

「自然に生かされているという気持ちを彼らが持

ち続けている所は尊敬すべき点だ」（1件），「今の

人たちは物を粗末に扱っているので彼らを見習う

べきだ」（1件）というアイヌ文化の普及と評価に

関するもの，さらに，「私たちのとる行動がアイ

ヌの生活の行く末に直接関わるのだから環境を破

壊しないようにすべきだ」（1件）という私たちの

側からのアイヌ文化の継続のための環境の保全の

必要性を述べたものが見られた。

　項目 (5) の他の意見や要望には42名からの回答

が見られた。ここでは，「ビデオの声が聞き取り

にくかった」（4件），「全部のテレビをきちんとつ

けてほしい」（3件），「（どの先生にもいえるが）

OHPが見にくい」（2件）という視聴覚教材の技術

面に関するものがある一方で，「もっとビデオの

時間を長くしてほしい」（6件），「ビデオは特に専

門的ではなく，分かりやすくて良かった」（4件），

「ウバユリだけでなく，あと2つ3つ例が見たかっ

た」（3件），「テキスト「アイヌの世界観」を読ん

でいたため今回の講義は多少理解できた。ビデオ

がより分かりやすかった」（1件），「アイヌ文化と

いうとアイヌ語の面でしかとらえなかったが，食

生活の一面をのぞけて良かった」（1件），「アイヌ

民族のことをもっと良く知りたい」（2件），「アイ

ヌ文化について知識を深めることで興味をもて

た」（1件），「次の動物に関するアイヌ文化（の講

義）が楽しみ」（1件），「簡単なアイヌ語講座をやっ

てほしい」（2件），「アイヌのことは北大でしか学

ぶことができないと思うので，熱心に聞いていき

たい」（1件）という肯定的な評価と要望が見られ

た。しかし，講義について「ビデオだけでなくス

ライドでも植物を見せて名前の説明がほしかっ

た」（1件），「アイヌを理解するには時間がかかり

そう」（1件）との要望や不安も寄せられた。

　さらに，ここで注目すべきことは，「授業で一

度本物の何かを持ってきて見せてほしい」（3件），

「もっと実感が欲しい」（1件），「衣装を見たい」（1

件），「実際にああいう所へ行って体験したい」（1
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件），「だんごみたいなものを今度，授業で食べさ

せてほしい」（1件），「すぐにはできないが，少し

ずつでもアイヌの人々と交流したい」（1件）とい

う積極的に直接的体験を求めるという意見が見ら

れたことである。アイヌ文化におけるウバユリの

採集，加工，調理，食事という，異文化であると

同時に人類に共通する身近なテーマを取り上げた

ことにより，アイヌ文化に対する興味と親近感が

生まれたものと解釈できよう。

　

3. 3 講義題目「文化と自然」（使用視聴覚教材，「ア

イヌ文化記録映画」シリーズ（2）第5巻「鵡川・

アイヌの川漁とくらし」）

　ここでは，ぶどう蔓製の履き物，木製のカンジ

キ，シシャモ漁撈のためのウライ（梁）の製作の

過程が解説とともに映像として示されている。さ

らに，シシャモ漁に関わるカムイ・ノミ（神への

祈り）や舞踊についても述べられる。鵡川流域は

北海道においてもシシャモの漁撈が生活の重要な

部分を占めており，これに焦点をあてた映像と

なっている。もっとも，復元されたウライを使用

しての漁撈の成果が数匹のシシャモだけであり，

ビデオの最後の場面でこれを手にした漁師のとま

どいとやるせなさの混じり合った顔が印象的なも

のとなっている。

　項目 (1) のアイヌ文化について知って驚いた，

よくわかった，おもしろかったという回答は181

名からであった。その内容は「シシャモ漁が重要

である」（35件），「アイヌの生活」（9件），「北海

道の中で（鵡川流域に）このような文化がある」

（4件），「アイヌ文化の中でもいくつかの文化に分

かれている」（2件），「神事」（9件），「歌，踊り」

（12件）となっていた。また，自然と人間との関

係という観点から，「自然と共存して生きている」

（24件），「自然の厳しさ」（7件）という内容があ

げられ，さらに自然の利用の技術や知恵という視

点から，「生きていく知恵」（10件），「カンジキ」

（28件），「生活道具を自分たちで作る」（16件），

「ブドウの皮の利用法」（15件），「普段，我々が何

気なく食べている物でも別の人々にとっては大切

なのだということ」（1件），「シシャモ（漁獲用の）

のウライを作るのに密度まで考えるということ」

（1件），「いない魚はとれないと言っていたこと」

（1件），「シシャモがのぼってくる時期を初雪（シ

シャモ雪と呼ばれる）で知る」（1件），「道具など

は金属製でないのにしっかりとできている」（1

件）という内容があげられていた。また，信仰面

に関しては，「食糧となる魚や神々に対して深い

感謝の気持ちを持っている」（1件），「シシャモの

卵と妊婦の関係に関する信仰」（1件）との回答が

見られた。アイヌ文化の伝承については，「手作

りのものを大正時代まで使っていた」（2件），「伝

統の伝承」（1件）があげられていた。意見は全体

として分散しているように見えるが，シシャモ漁

や道具製作に関する自然の中でのアイヌの生活の

知恵について理解したというものであった。

　項目 (2) の疑問に思ったことは33名からの回答

が得られた。その内容は，「今でも昔のような生

活をしているのか」（3件），「木を切る時にノコギ

リを使っていたが，それは和人から手に入れたも

のか」（2件），「木のクギというのは丈夫なのか」

（2件），「カンジキを作るということはアイヌの

人々が生活の知恵として考えたのか」（2件）とい

うものが見られ，さらに，「彼らはいつまでこの

生活を続けるのか」，「現在のアイヌ民族の人々が

神事を行う際，本当に昔と同じような気持ちで

行っているのか」，「今もアイヌ人は存在するの

か」，「カラフトアイヌ民族の子孫は残っているの

か」，「狩猟採集の道具の製作は男性が行っていた

が，女性は行わないのか」，「道具の作り方などの

伝承者はいるのか」，「生活必需品のすべてが手製

なのは鉄を知らない文化のためか」，「ヒモとして

綿糸を用いていたがこの入手先は」，「もっと簡単

で長持ちする履き物はなかったのか」，「履き物を

作る時間はどれくらいか」，「カンジキを作り始め

たのはいつ頃からか」，「履き物は4，5日しかもた

ないと言っていたが，それを年に10足しか作らな

いというのなら2ヶ月ももたないのでは」，「履き
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物を履く以外，普段ははだしなのか」，「自然界の

バランスを考えながら漁は行われていたのか」，

「漁をやらせてもらえないということは国もしく

は地方自治体が許可してくれないということなの

か」，「毎日，狩や漁をして過ごしているが何に満

足を得ていたのか」，「漁の前には神に祈っていた

が，そのような気持ちで漁をすれば自然を破壊す

ることも少なくなるのでは」，「同じ北海道にい

て，アイヌと和人との生活に差はあるのか」，「ア

イヌの人が歌っていた歌が，ソーラン節にとても

似ているように思ったが何らかの関係があるの

か」，「アイヌの人は今，伝統的な生活に対してど

のような思いを抱いているのか」，「自分たちの伝

統をどのようにしていきたいと考えているのか。

昔の話を伝えていくだけで良いと思っているの

か」，「洪水から助けてくれたのは，どうして熊で

はなくてキツネなのか」，「ビデオに登場した老人

や人々は純粋なアイヌ人か」という疑問が各1件

ずつ見られた。これらの疑問は一見，アイヌ文化

に関する知識の不足から来るもののようにも見受

けられるが，実は，アイヌ文化の現状に対する本

質的な質問でもある。ビデオにおいて，映像が復

元であり，現在の生活との関連についての説明も

十分にはされていなかったという原因もあるが，

ここで取り上げられた鵡川地方の変化したアイヌ

文化の現状に対する素直な疑問であると解釈でき

よう。さらに疑問の中には，「これら少数民族の

形態を知る上で文化人類学はどのような役割を持

つのか」という文化人類学への意義について向け

られていたものも見られた。

　項目 (3) の感想に関しては43名から回答が得ら

れた。その内容は「自然の中での生活は素晴らし

い」（12件），「伝統の伝承は素晴らしい」（2件），

「今までに見た民族の中で一番穏やか」（1件），「踊

りや歌がとても印象的」（4件），「シシャモを主食

としていてうらやましい」（1件），「シシャモの行

事は神秘的」（1件），「私たちのよく食べるシシャ

モがでてきて親しみがあった」（1件）と肯定的な

ものがあった。他方「4，5匹しかシシャモがとれ

なかった時のおじさんの顔がとても印象的」（6

件），「おじさんが，いない魚はとれないとか，漁

をさせてくれないと言っていてとてもかわいそ

う」（4件），「シシャモ漁のような風習がなくなる

のはさびしい」（4件），「長年あたり前のように

行ってきたシシャモ漁が衰退していくのをただ

淡々と受けとめているようでさびしい」（1件），

「伝統を受け継いでいく人がごくわずかでさびし

い」（1件），「シシャモ漁は夜通しでやって大変そ

う」（1件），「シシャモが大きな網の中で5，6匹

しかはねていなかったのが印象的」（1件），「シ

シャモ漁の実演の背景に車が走っていたのが不格

好に見え，悲しかった」（1件），「アイヌの人がネ

クタイをしたり，きれいな日本語を話したりし

て，なんだか悲しい気分になった」（1件），「人々

が自然と共に生きてきた証が消えてしまうと思う

と大変残念」（1件）と，変化したアイヌ文化の現

状に対する悲しみや残念さが感想として述べられ

ていた。アイヌ文化伝承記録ビデオが伝承文化の

提示を目的としているのにもかかわらず，学生か

らは映像そのものが伝える現実のアイヌ文化に対

する反応が得られたと解釈できよう。

　項目 (4) の「・・・すべきである」という回答

は21名から得られた。その内容は，「アイヌ文化

の伝統を残していくべきである」（13件），「フィ

ルムのような形態でアイヌ文化を保存し，後世の

復興に備えるなどの方策をとることが必要」（1

件）と，アイヌ文化の保存の必要性を指摘するも

のが見られた。さらに一歩踏み込んで現代との関

連から，「アイヌ文化をもっとよく理解すべき」（2

件），「北海道の先住民族として尊重されるべき」

（1件），「アイヌの人々について文化面からも社会

的な面からも深く考えていくべき」（1件），「自然

とのつながりが深く，現代の人々にもその大切さ

をわかってほしい」（1件），「魚とか何もかまわず

とりまくって，日本人はアイヌの人を見習うべ

き」（1件），「現代社会にとって何が必要で何が不

必要であるかを考え，現代の文化はどうあるべき

かを考える必要がある」（1件）との意見が見られ
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た。これらの意見は，アイヌ文化の存続が危ぶま

れるというビデオ教材から得た感想に対応する提

言となっている。

　最後の項目 (5) のその他の意見として，「ビデオ

が日本語なので分かり易い」（8件）があげられて

いた。これは，これ以前の講義において使用され

たカナダ森林インディアンやカナダ・イヌイット

（エスキモー）に関する視聴覚教材が英語であっ

たことに対する反応であろう。

　したがって，ここで用いられた視聴覚教材「鵡

川・アイヌの川漁とくらし」に対する意見は，ア

イヌの生活が自然と密着しているということを

知った驚きとともに，アイヌ文化の現状に対する

さまざまな疑問と，アイヌ文化の保存の必要性，

さらにはアイヌ文化を通して現代社会がどうある

べきかという提言からなっていたと分析すること

ができる。

3. 4 講義題目「文化と自然」（使用視聴覚教材，「ア

イヌ文化記録映画」シリーズ（3）第1巻「釧路

川・アイヌの祭事」）

　このビデオは道東部の川である釧路川の流域に

おける丸木舟の製作と進水の儀式，ペカンペ（ヒ

シの実）の採集，料理法，祭り，クーリムセ（弓

の舞），エムシリムセ（剣の舞）という舞踊，酒

造りに関する伝承の復元記録からなり，特にカム

イノミ（神祈り）や舞踊という祭事に焦点を合わ

せたものとなっている。なお，本教材は第20回日

本産業映画コンクール奨励賞受賞作品である。ま

た，前回3-3の鵡川地方のアイヌ文化に関するビ

デオと比較すれば，本ビデオによって取り上げら

れた釧路地方のアイヌ文化はよく保存されている

という印象を受ける。

　項目 (1) の「アイヌ文化について知り驚いた，

おもしろかった，良くわかった」については，198

名からの回答が得られた。その内容は，「祭事

（もっと華やかなイメージ，にぎやかだと思って

いた）」（54件），「自然と一体化」（27件），「宗教

観」（12件），「自然や神への感謝の気持ち」（8件），

「神を敬愛」（9件），「祈り」（5件），「アイヌ独特

の世界観」（2件），「細かな行為でさえ意味づけら

れている」（1件），「アイヌ文化のもつ神秘性」（1

件）というアイヌの自然観や祭礼に関するものが

多く見られた。また，「アイヌの生活」（9件），「ア

イヌ文化」（4件），「以前見たアイヌの家の復元と

イメージがぴったり」（2件）という一般的な回答

に加えて，「酒造り」（27件），「丸木舟を作ること」

（12件），「踊り」（5件），「音楽」（4件），「祭事に

使うものすべてが手作りである」（1件），「アイヌ

語が日本語と全く違う」（1件），「民族衣装」（1件），

「共同作業」（1件）というアイヌ文化の要素に関

するものがあった。さらにアイヌ文化の伝承に関

しては，「心からアイヌ文化を誇りにしている」（3

件），「伝統を受け継ぎそれを守っている」（3件），

「このような行事が北海道で行われている」（2

件），「色々な技術が少なからず伝承されている」

（1件），「現在でもアイヌ民族がいる」（1件）とい

うことが良くわかったとの回答が見られた。ま

た，前回との比較から，「地域によってずいぶん

と文化が異なる」（2件）との意見も見られた。

　項目 (2) の疑問に思ったことについては，53名

からの回答が得られた。その内容は，「アイヌ文

化は消えずに残るのか，伝承されていくのか」（4

件），「昭和55年度製作のビデオだったが，今現在

ではどのようになっているのか」（4件），「今でも

変わらず祭事は行われているのか」（3件）をはじ

め，「アイヌの人は普段はどのような生活か」，「ど

れほど日本人に溶け込んでいるのか」，「長い間，

絶えることなく伝承され続けてきたのか」，「彼ら

の文化には変化というものがないのか」，「日本の

文化と混ざったりしないのか」，「アイヌの生活が

これから長く続くことは困難な事ではないのか」，

「科学と自然の移り変わりはこの文化をどう変え

ていくのか」，「生活面に関してほとんど役に立た

ない丸木舟などの技術を残しているのは，私たち

にとってうれしかったが，過去に国や地方との間

で問題はなかったのか」，「アイヌの人に質問して

いる人は標準語だったが，彼らは理解できるの
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か」というアイヌ文化の変化と現状に関する疑問

が各1件ずつあった。

　また，祭事そのものの意義に関する疑問点とし

て，「アイヌの人は祭りが好きなのか」（3件）の

他，「祭事とは今の私たちでいうと結婚式や祭り

など特別な行動のことか」，「アイヌの人の祭りは

神々が降りてくると考えられているのか」，「アイ

ヌの伝統的儀礼に対して，霊的な意義（アニミズ

ム信仰）を見い出しているのか，それともただの

儀礼として形式的に行っているのか」，「物に神が

宿るという考え方は日本人と共通しているのでは

ないか」，「祈ることで精神的に満足するのか，そ

れともただ形式上のものにすぎないのか」，「アイ

ヌのカムイ（神）への祈りの方法や由来はどのよ

うなものか」というものが各1件ずつ見られた。

さらに，文化比較という視点から，「祭事に酒を

用いるのは他の文化と共通のものか」，「他の地域

のアイヌの人々も酒を造ったり，舟を作ったりし

ていたのか」，「前回（鵡川地方）に比べ，戦闘的

な面が目立ったが，歴史的背景に違いがあるの

か」，「戦乱の多かった中国と比べ，アイヌの人は

それほど戦争を経験していないから，剣の舞も単

純なものになったのか」，「祭壇を北向きにしない

が，アイヌの人にとって北は縁起が良くないの

か」という疑問が各1件ずつあった。

　個別事項に関する疑問点としては，「ペカンペ

とはどんな意味か」，「ペカンペ祭りはなぜヒシの

実を使うことになったのか」，「火の神を祭るため

のイナウの独特な形は燃えさかる火の不定形の形

を表したものなのか」，「酒の原料は米か」，「酒造

りで上に守り刀を置くのはなぜか」，「酒造りで用

いられるシントコというのは今でいう酒だるか」，

「おしるこはアイヌの人が作り出したものなの

か」，「ムックリはどのような経緯で出来たのか」，

「ガンに効く実があるということだったが本当に

効果はあったのか」，「衣装のさまざまな柄はイナ

ウに刻むイトッパ（紋章）と関係があるのか」，「作

りたての丸木舟に乗るという事はやはり危険なこ

となのか」などが各1件ずつ見られた。また，こ

れらよりさらに一般的な疑問点として，「アイヌ

文化はどこから発生したのか」，「自然のすべての

ものに感謝を示すことが多いのはどうしてか」，

「木を切ったり，火を使う時に祈りをしていたが，

それはこれらの行動が神の住む自然にさからうも

のであると考えるからなのか」，「アイヌの人はど

うして色々なものを生み出すことが出来るのだろ

うか」というものなどがあった。

　さらに，「アイヌの人々は自分たちの文化を

もっとアピールすることはできないのか」，「和人

がアイヌの聖地や自然を破壊して，アイヌの文化

をも破壊しているのではないのか」，「感謝の気持

ちを忘れると，今の人たちみたいに傲慢になって

いくのか」，「マオリ族や北欧の民族のように認め

られていないのはなぜか」など，現代社会とアイ

ヌ文化との関係に関するものも見られた。

　項目 (3) の「感想を持った」という回答は46名

から得られた。このうち，「すばらしい」という

肯定的な感想には，「伝統行事が失われることな

く続いている」（9件），「アイヌ文化を守ろうとし

ている」（1件）というアイヌ文化の継承とその姿

勢に関するもの，「自然に感謝」（5件），「自然と

密着している生活」（3件），「神や自然など見えな

いものと交流していること」（1件）というアイヌ

文化と自然との関係に関するもの，「丸木舟」（5

件），「民族衣装」（1件），「ムックリ」（1件）とい

う個別の文化要素に関するものの他，「アイヌ文

化」（3件），「創造力」（1件）と文化全般に関わる

ものが見られた。しかし，これらとは対照的に，

「伝承者がいなくなってきている」（6件），「正し

く踊れる人がいなくなってきている」（2件），「現

代文明の中で存続していくのは難しい」（1件）こ

とが残念であるという感想も見られた。また，「北

海道の色々な意味での広さを感じた」（3件），「ア

イヌこそ人類らしい」（1件），「自分たちの生活に

はない新鮮さがある」（1件），「祭りの時，一族全

体が楽しそうでうらやましかった」（1件），「どん

なことにも霊的な力を認め謙虚である」（1件）と

アイヌ文化の価値を認める感想も見られた。
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　項目(4)の「・・・すべきだ」という意見には13

名からの回答が得られた。この内容は，「文化を

守っていくべき」（9件）という文化伝承の必要性

を述べるものの他，「先住民族としての権利をあ

る程度認めるべき」，「アイヌの伝統を文化的遺産

として認識すべき」，「我々も彼らを尊重し互いに

助け合っていくべき」，「我々も見習って自然を大

切にすべき」という現代社会におけるアイヌ文化

の再認識の必要性を述べるものが見られた。

　最後の項目 (5) のその他の意見としては，「ビデ

オの語り手（老人）の声が聞き取りずらい」（16

件）という視聴覚教材の技術面に関するもの，「お

しるこを食べてみたい」（7件）という直接的体験

を求めるものが見い出された。

　全体的には，アイヌの祭事や自然観について良

く分かったが，同時に祭事の意義，変化，現状へ

の疑問が出され，また，伝統文化を継承すべきで

あるという回答が見られたと分析できよう。

3. 5 講義題目「北方の文化と生態」（授業科目名

社会基礎構造）に関するアンケート

　このアンケートは「北方の文化と生態」の中で，

特にアイヌ文化に関する視聴覚教材を用いた講義

に対する意見を求めたものである。もっとも，ア

ンケート調査に先立つ講義の中で，ビデオ教材

「共生への道」（企画・発行：社団法人北海道ウタ

リ協会）を見ているので，意見の内容に関しては

これが反映されていることが予想された。無記名

回答で求めたアンケート結果は計 122 名から得ら

れた。

　設問1の「視聴覚教材（VTR等）を用いたアイ

ヌ文化に関する講義から学ぶものはあったか？」

に対する回答は以下の通りであった。

あった 109名　　　89.3％

なかった   13名 10.7％

　　　　　　＜ 計 122名＞

 　　　　

　この結果から肯定的な評価が多数を占めている

ことが判明した。

　設問2の「あったと答えた人に何を学んだか？」

に対しては以下のような回答を得た。

　

アイヌの生活，文化　　　　　　39名　35.8 ％

アイヌの歴史　　　　　　　　　23名　21.1 ％

アイヌの現状，民族意識　　　    22名　20.1 ％

アイヌと自然との共存，世界観　10名　  9.2 ％

異文化理解  　　　　　　   5名 　 4.6 ％

無回答 　　　　　　  10名　  9.2 ％

　　　　　　　　　　　　 ＜計109名＞

　この結果から，視聴覚教材はアイヌの具体的な

生活や文化を知る上で有効であったと考えること

ができる。また，3.1，3.2，3.3，3.4で用いたビデ

オがアイヌ文化の復元に焦点を合わせていたのと

は対照的に，このアンケートをとる前に用いたビ

デオがアイヌの主張に力点が置かれていたことを

反映して，アイヌの歴史，現状，民族意識という

回答が多く見られた。そのため，以前の調査で多

く回答のあったアイヌと自然との共存，世界観と

いう意見は相対的に減少していた。異文化理解と

いう回答は，アイヌ文化に限定されない，「どん

な文化でも知ろうと思うことから理解が生まれる

と思うのでこの講義はその足がかりになった」，

「互いに民族の文化を尊重し合わなければならな

い」，「これからは個人のアイデンティティを求め

る時代なのだということ」などと，より普遍的な

理解に通じるものであった。

　設問3の「今後，アイヌ文化を講義から学ぶと

いうことについて（今後の学生のために，あるい

は自分自身のために）要望すること，その他意見

等」に対しては147名から以下のような結果が得

られた。

　視聴覚教材については，「とても分かり易い（映

像を見る事によって雰囲気，イメージがとらえ易

い，民族音楽などが印象に残る）ので，もっと取

り入れてほしい」（42件）という肯定的な評価が

得られた。しかし，「ビデオが聞き取りにくいの
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で講義でその説明をしてほしい」（5件），「映らな

いTVは直してほしい」（5件），「ビデオだけでは

なく，スライド，プリント等も用いてほしい」（5

件），「もう少し明るい感じのビデオの方が良い」

（2件），「視聴覚教材がやや古くさい」（1件），「少

人数の授業にしてやる気のある人だけで色々話し

合った方が充実していると思う」（1件）などと，

視聴覚教材の内容や講義の技術面に関する要望も

見られた。

　さらに，「現地（白老や博物館等）への研修」（17

件），「アイヌの人を講師として呼ぶ，実際に合っ

てみたい」（9件），「アイヌの料理を作ったり，道

具を作ったりしたい」（5件），「何でもいいから実

物等を見てみたい」（4件）というような直接的な

体験の要望が見られた。また，講義の内容に関し

ては，「アイヌ語（主なアイヌ語のリスト）」（6件），

「アイヌの起源」（2件），「アイヌの世界観」（2件），

「アイヌの生活の詳細」（2件），「基礎的な知識」（1

件），「生態学的な視点」（1件），「アイヌの神話」

（1件），「食事」（1件），「戊辰戦争のこと」（1件），

「札幌でのアイヌの活動」（1件）についてもっと

詳しく知りたいとの要望が見られた。同様に，現

在の問題として，「日本人とアイヌ人とのつなが

りや問題点について」（15件），「今，実際に日本

人として生活しているアイヌの人々のことについ

て（今の和人についてどう考えているのか，何を

求めているのか）」（2件），「アイヌ人に対して我々

はどう接していくべきか，どうアプローチしてい

くべきなのか」（1件）などといった講義の要望が

見られた。

　また，提言として，「アイヌ文化を皆で守って

いこう」，「同じ日本に住む異民族を知ることがで

きて良い」，「日本人の国家政策の悪い点のみ伝え

るのではなく良い点も伝えていくと良い」，「現代

社会で共生していく方法はないのだろうか」，「積

極的にアイヌを受け入れていけるような社会を築

いていかなければ」というものが各1件ずつ見ら

れた。

　最後に，今後のアイヌ文化の講義に関しては，

「このアイヌ文化の講義は大変意義がある」（7

件），「道外から来ている学生が多いため，北海道

ならではのアイヌ文化に興味を持つ人は多いと思

うので，アイヌ文化を魅力的に思わせるような

PRをもう少ししてほしい」（1件），「学生だけに

対して行うのではもったいない，公開講座にした

方が良い」（1件），「高校生は受験で忙しいし，大

学生として学ぶべきものがあると思う，毎年開講

した方が良い」（1件）と基本的には肯定的な要望

や意見が見られた。

　

4. 結論と考察

　本稿では，北海道大学全学共通教育科目である

社会基礎構造に属する「北方の文化と生態」，お

よび「文化と自然」の2つの講義において，視聴

覚教材を用いてアイヌ文化を学ぶための方法論と

効果を検証した。そのため，受講学生を対象とし

てアイヌ文化に関する視聴覚教材に対する自由記

述方式による4回の意見，および講義に対する設

問方式の1回のアンケート調査を行い，その結果

を集計，分析し，今後の講義のあり方についての

方針を得るための基礎データとするとともに，講

義の自己点検とした。

　意見は，(1) 「・・・について知り良く分かった」，

(2) 「・・・について疑問に思った」，(3) 「・・・

という感想」，(4) 「・・・をすべきだと考えた」，(5)

その他の意見，要望の5種類の項目に整理した。

意見の総件数1102件について，4回の調査におけ

る各項目ごとに分析を行った。また，アンケート

調査に関しては，(1) 視聴覚教材（VTR等）を用い

たアイヌ文化に関する講義から「学ぶものはあっ

たか？」，(2) あったと答えた人に「何を学んだ

か？」，(3) 今後，アイヌ文化を講義から学ぶとい

うことについて要望すること，という設問に対す

る回答を得，122名からの回答の内容について分

析，検討した。

　その結果は，まず，アイヌ文化を知ることに

よって，驚き，また，おもしろかったという意見
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が多く見られた。その内容は，技術，儀礼，言語，

ユーカラ，歌，舞踊，祭り，自然との関係，世界

観など多岐にわたった。特に，動植物の利用方法

や食事に関しては親近感が持たれ，実際に食べて

みたいという直接的体験を求める感想が述べられ

た。

　「北方の文化と生態」，および「文化と自然」と

いう両講義を通して，学生はアイヌ文化における

自然と人間との間のさまざまな関係とその変化を

学び，あらたな興味を引きおこされたといえよ

う。また，この際，1回目の視聴覚教材に対する

意見よりも，2回目の視聴覚教材に対する意見の

方が，前回との比較に基づいた，より相対的な視

点が得られていたように思われた。そこでは，ア

イヌ文化にも地域差があるという意見をはじめ，

現在のアイヌ文化，日本文化との比較に関する

意見が見い出された。このことから，講義におい

て，少なくとも2つの異なる地域のアイヌ文化に

ついての視聴覚教材を用いることが有効であると

解釈される。また，その内容も動物利用と植物利

用，あるいは文化の変化した所と保存されている

所という対照的な地域を取り上げるとより効果的

であろう。今回の講義で用いたビデオに関して言

えば，3-3で用いた鵡川地方のアイヌ文化と3-4で

用いた釧路地方のアイヌ文化が比較対照するため

の教材として適切であったと考えられる。さら

に，アイヌ文化が，現代社会において継承されて

いること自体への驚きも多く見られた。もっと

も，このことから，アイヌ文化が継承されている

ことは「うれしい」という肯定的な感想とともに，

継承する若い人々がなく「残念である」という否

定的な感想をも生み出していた。これは，使用さ

れた視聴覚教材によって感想の傾向が方向づけら

れたことが考えられる。たとえば鵡川地方におけ

るアイヌ文化を取り上げた教材に対してはアイヌ

文化の保存や継承に悲観的な意見が述べられ，逆

に釧路地方におけるアイヌ文化を紹介した教材に

対しては，楽観的な意見が述べられた。これらは，

それぞれの地方におけるアイヌ文化の保存の状況

や保存に対する態度を反映したものとなっていた

ようであった。しかし，いずれにしても，学生は

アイヌ文化の現状に関する知見を視聴覚教材から

得たということができる。

　一方，アイヌ文化の継承の可能性に関する疑問

点も出された。特に，ユーカラの伝承者の八重九

郎氏がアイヌ文化を若い人々に伝えることを拒否

している理由が明確には解説されていなかったこ

とに対する疑問が多く指摘されるに至った。これ

らは，アイヌ文化の変化という歴史的過程，さら

には現代社会とアイヌ文化との関係という問題を

含むものであり，視聴覚教材からのみ解答が導き

出されるものではない。同様に，アイヌ文化にお

ける自然観を現代社会がアイヌ文化から学ぶべき

ものであるという提言が見い出されたものの，具

体的にアイヌ文化をどのように現代社会の中で位

置づけるのかということについては，さらに広い

枠組みの中での比較という視点が必要となる。多

くの提言はいずれも極めて意欲的なものであっ

た。しかし，それらを現実的なものとするには，

ひとつアイヌ文化の理解を越えて，さらに多くの

学問分野について学ぶ必要があるものと考えられ

る。

　それにもかかわらず，学生は視聴覚教材から

少なくともアイヌ文化の内容についての豊富な

知見を得，それに対する多くの疑問，感想，提

言を述べるという過程を通して，アイヌ文化の

理解に向けての出発点に立つことができたと解

釈することは可能であろう。このことは，アン

ケートの89.3％から，「アイヌ文化に関する講義

から学ぶものがあった」と肯定的な回答が得ら

れたことによっても裏づけられるだろう。さら

に，視聴覚教材の効果を十分なものとするため

には，テレビの音質や画質の調整，画面の大き

さなどの視聴覚機器の技術的改善，さらに，聞

き取りにくい会話には字幕を付けるなど，視聴

覚教材製作上の改良を加える必要があろう。

　さらに，各自がここで提出された個別的，およ

び普遍的問題を自ら解明する努力を行うことに
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よってのみ，講義や教材に対する批判的検証が可

能となり，この過程を通してアイヌ文化をさらに

学ぶことができよう。そこでは，アイヌ文化とい

う個別文化の理解にとどまらず，真実とは何かと

いう探求を通して人間の理解という人類学の課題

を解明するための方法を学ぶことも可能となるは

ずである。本講義が本当にそのための基礎を学生

に提供することができたのであれば，アンケート

に述べられた「このアイヌ文化の講義は大変意義

があった」という評価をその時はじめて得ること

が可能となるであろう。　
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