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北大文学研究科紀要 115 (2005) 

六種対照 fアイヌ神謡集oll(1) 
一一校本作成のための資料と本文をめぐる諸問題

佐藤知己

1 .はじめに

fアイヌ神謡集』の諸本には数多くの異開があり，それらの少なからぬ部分

が誤植に基づくものであることは既に切替(1989)，北道(2002)，佐藤(2004)

によって指摘されている O これらの異同のすべてが本文の解釈に重要な意味

を持つ重大なものとは必ずしも言えないが，著者の印稿用自筆穣本が現在ま

でのところ発見されていないことを考えると wアイヌ神謡集』の鑑賞，研究

において，校異の問題を無規して，どれか一つの版のみに基づいて議論する

という態度がもし取られたとするならば，軽率の詩りを免れないで、あろう O

しかしながら，捜数の版を並べていちいち異河そ確認しながらテキストそ読

むのは現実的で、ないし，校異を指摘した文献を逐一参照しながら読んでいく

のもわずらわしいものである O また，できれば，活字版ばかりでなく，最終

稿ではないけれども草稿として現存する「知里幸恵ノート J の関連部分も同

時に対照できるようにしたいものである O このように，語本を一度に通覧し

て比較できるようなテキストがあれば『アイヌ神謡集』の鑑賞，研究に便利

ではないか，と考えたことが，本稿作成の主な動機のーっとなっている O

者の真意は概ねこのようなものであって，それ以上でも以下でもない。すな

わち，完壁な校本を提供するとか，美麗なテキストを作成するという意図に

出たものではない。あくまでも校異を簡便に知るための便宜と考えていただ

きたいと思う。従って，今回はアイヌ語部分のみを対象としている。日本語
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訳その他をも対象に含めた同趣旨の理想的なものがいずれは作られるであろ

うと思うが，本稿はそのような作業にむけてのいわば試験的試みと考えてい

るO 識者のご叱正，建設的な鰐意見をお待ちする次第である。

作業の内容自体は，諸本を写真撮影して画像を切り取り，一行づっ対照さ

せる，というもので，原理的にはごく単純なものである。しかし，実擦にやっ

てみるとやはりなかなか円滑には行かず，技慌的な問題が多数あることが明

かとなった。今後，写真撮影の専門家，画像処理の専門家が協力して，より

一層すぐれたものが作られるのを待ちたいと思う O 本稿がそれまでのー麗の

「つなぎ」の役割を果たすことができれば幸甚である O

2 .六種対熊テキスト

六種のテキストを対照するとなると，たとえわずかな行数でも全体が六倍

となるので，作業の手間もテキストの分量も膨大なものとなる。今回は，試

験的に分量を 50行に制課して作業を行った結果を報告する O

以下の対照テキストで、は，初版を基準として対略する諸本を示した。行数

は原則として初版の行数である。「補訂」は補訂版 i再補Jは再補訂版 I岩

波」は岩波文庫販である O なお I原稿」は北海道立図書館所蔵「知里幸恵ノー

ト」中の「神謡集原稿」と題された部分からの複写であるが Iノート Jの関

連部分には，最終稿ではないため，言うまでもなく刊本と大きく異なってい

る個所が少なからずある。刊本に相当する表現がなかったり，逆に子日本には

ない表現が存在していたり，また，類似した表現は見られるものの，出現{箇

所が刊本とは全く異なる場合もあり，刊本と厳密に対照させることにはかな

りの菌難があった。従って，刊本の行と「原稿」の行は必ずしも対応してい

ない点に注意されたい。なお，複数行にわたる場合はダッシュで区切って示

した。例 i原稿 24/25J(= I原稿版の 24行から 25行にわたる章句J)oまた

極端な例としては，干日本のある行に対して「原稿」では護数の行を示した場

合があることにも注意されたい。これは，既に述べたように干日本と「原稿」

とでは章句の内容，順序がかなり異なるためであり，テキストを対照させる

104 



六穣対照『アイヌ神謡集J(1) 

ためにできるだけの努力は払ったものの，対a;倒所の認定にはかなりの懇意

性が含まれていることを認めざるを得ない。利用される場合には， くれぐれ

も，このような事情を良く念頭に置いた上で利用していただきたいと思う。

なお，筆者の写真撮影技術，画像処理技術の未熟さから，画像の大きさ，

画質を揃えることが難しく，字体の厳密な再現ができなかったことをあらか

じめお断りして置きたい。繰り返しになるが，本稿はあくまでも校異を知る

ための手がかりと考えていただきたいと思う。そのf也見苦しい点が多々あ

ることをお詫びしたい。

初版 1Kamuichikap k腿 luiyaieyt虫世a，

再販 1
草間luichikapkamui ya.ieyuk紅色事

補訂 1Kal 

干写補 1 3iazmziehi3tap 匙a蹴 uiyaieyukar， 

岩波 1抗制宣luichikapkamui yaieyukar， 

原稿 1
ん抑制u半Lt.(~府向ほ~h.叫刷，)

初版2aashiroka滋恥崎町加予ishk脇島"

再版244Shiro加niper問 ranp詰，hk:跡"

被 “油ir強制iperanrazIpis主主anf
言T2

再檎2叫Shirokani抑 rar問 npis員泊盟・"
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岩波2

原稿2

北大文学研究科紀婆

"Shirokanipe ranran pishkan" 

串ゐ恥戸叫1AO't~

初版 3 n Shirokanipe ranntn pishkan， konkanipc 

再販3 ushir沈aaipc国nranpishkan量 konkanipe

檎訂 3“Shirokaniperanran pishkan， konkanipe 

再補3 輔 Shirokaniperanran pishkan，訟の協議nipe

岩波 3 “S弘治kanip夜間nranpishkan， konkani酔

原稿 2/3 点山 釦ti(Uω 咽 hlju-点的 ム併制A

初版4 ranran pi務.11kanU arian rckpo child kane 

時 nnまねりishk納 付 arianI・el弓)Q chiki kanc 再販4 ."'...._，.11' 1"' 

補訂 4 ranran pishkan fI arian re誌pochiki kane 

再補4 間抑制抑協組帥 arianrek抑 chikika問

問問潤1Fi品kaηJ事 arianrekpo chiki kane 
岩波4

原稿 3/4山山戸以糊仰伽叫舶 は山知弘

初版 5 1総t仰のffl 娘pおおhainc， 九inukot"ln cnkashike 

再版 5 解除毒oro 織pash滋ine，ai脳知t組問加点ike
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六種対照『アイヌ神謡築.1(1) 

補訂 5 pet側 oro 鰍卵誘h滋ine，ai削 kota設 en孟鵠副知

手写檎5 抑総欄間総榊油副総e，畿地域otaお 位協殺事hike

岩波 5 pet， 榔問欄pashaine， ainukotan enkashike 

原稿4/7〆.u.oto~ゐ仏~岬4d~
品拘必ん品腕CIU:.A..J.i.".併説

品吋山ゐ品'Iot~~・&4叫品柑

初版 6chikush k例. shichorpω，kun inkarashたり

再販6 chiku接bkor 品ichorpokun inkarash ko 

補言了6 C組量殺懇主主orshic訟のrpo主活設 inkarash量。

再補 6 chi主総総訟のr 議総C訟の印休un 綿議開始設の

山柏戸出i弦ushkor 臨ichorpokun inkarash初
耳三f古文 o

原稿8ヴω dh

初版 7t総et.'1.wcnkur tane nishl適正l n叫 tceta nishpa 

再版7
W戦成11r 総縦ままishp議舵，訟なtanishpa 

t隅紘 wenkur 組制蕊ishp忍 ne，teeta ni油開
補訂7

再補 7 t欄組問時urtani総 ni懇hpane， teeta nishpa 
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投etaw問 kur 協nen詰hpane雪 teetanishpa 
岩波 7

閥的主4 制~ム私み.l\r.L Aι広~

初版8
組蹴 wenkur附知的mshi間約.

融制 wenk山間 k獅 mぬira仏
海版8

補言J8 tane wen訟urne kotom shira札

手子補8鵠脚糊添加r制知加n1m路弘

岩波 8 tane wenkur ne ko初出 品iran.

品調孟齢制d山知%関川~制川
原稿 9一一
初版9 Atui主総k問削 ね ainuhckattar akshinntpnnku m 

手写版9 A制it総k総 mね 議inuhckatt議T 誌kshin批判nkum

Atuit念総縁関 ta ainuhe註attarakshinotponku<l) 
補訂9

再補9 At羽胎ksamta ainuhekattar 成功inotpon註u(l)

At副総ksamta ainullekattar akshinotponku(l) 
岩波9

誠一基ね制&l1i.加ん料品企
原稿 10/11

法A.~刷Q.t.' tJ.J，. ~舟抗心

akshinotoonai cuwcshinot kornkai. 初版 10 ..n_.....vw，~" 
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六種対照 Fアイヌ神話集j (1) 

再瓶 10 総事hint波抑，nai 問主影時hinotkorokai. 

補訂 10端組榔tpon泌総.weshinot註orokai.

再補 10a量1m務。ゅonaIeuweshinot訟。開設ai.

耳山王、立4文4iAUA a量級inotp開設 euweshinotkorokai. 

原稿 12 t.lんねt~生婦が‘J

初絞 11“Shirokanipe ranran pishkall， 

説毒 run悶殺 pishkun.
再版 11

補言Tll射装組問抑制隣 ra町議npiぬkan，

再補 11 糾 Shiro同nipe間務開総務お抽an，

… "Shi拘kaniperanran pish泊s，
岩波 11

原稿 13 おA.h.吋W.~舟亀岡桝μ~抑

初版 12kon加点pcJ'am・anpishlω11"設I'I.1I1I'ckpn 

F写版印刷伽ni伊 r湖糊が5hl... an" arian rckpo 

補訂 12量onkaniperanran piぬ知n"arian re旬。

再補 12主側抑制僻鴻鮮側抑協議ね抑制組問主po

初協組ip記 fanfanpishkan." arian rekpo 
岩波 12
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即15 勾制作~.~μhm
hiki kane hckachiut<Lr cnka詩hike

初瓶13

chiki kant! hななachiut<lrcnkashikc 
再販13

補訂13C泌総主義おeh総kachiutare数量殺shike

£組討議縁関 h総数蹴hi滋鵠ren量制hike
再補13" 

chiki註ane hek設chiutar enkashike 
岩波 13

料航綿布s

臨ん~b和も納品~.
原稿15/16---- -.，，~ 7f-

初版 I441ih1dla111l， iii1chwildw At}ytli司王l

手写版 14
議wa， 話仇

γ、，i
 

l
 

--も，e
肉
付ー!

 

ド
恥
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嶋
絹

仙
腎

組
鵡

色
判
副

総
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制
執

し
g
駒

LHH 
C
 

A
句

点

斗

&

噌

S

A

-

-

i

栴

輔
総討のyuppa

副議協hawa， unchorpoke ehoyup抑
岩波 14

原稿 16/17叫んdω ムね4品ふ ~.tL品川抑

川‘ hawokai:-初版15 ~，.- ...... ...~.. 

e hawokai:一
再版15

補訂 15e滋総説蕊.wokai:
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六種対照『アイヌ神謡築J(1)

再檎15麟総

岩波 15絞殺ぞ hawo知1: 

原稿 18訓 ....{μ市ね(.

初版16HPirif;I C11iiztipi1431kiiI111fici1i14;li号制!

手写版16HIBirl〈Jichikai11343! 14J1111ui chiizaiqw! 

機訂16 "Pir加 chikappo!kamωchikappo! 

再補16制Pir脳出i加ppol蜘mui出謀総仰の!

正山'i、lI>しt10 戸 中irkachikappひ!kamui chikappo ! 

原稿 19 戸地説品炉μ ふ~.~伸。

初版171klfchctait8. ，tl心持hwa tnan chikappn 

再販173gckhctak，時制hwa t(潟nchikappn 

檎訂一17Ke治加総祉審 議主ashwa toan chikappo 

再補17Keke he鵠，k.aka時 W訟 を硝nchi勧P抑

岩波171Z喰e恥協kj akash wa toan chikappo 

原稿 20 叫仇制品開ぱ品射針

初版1814amllidihppo tuba wa211114tir， hf38ititillkiGIf 
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再版 18 bmui出i肱p伊 tukan wa anlcur， boshkiuklcur 

補言丁目蜘m凶 chikappotu主anwa間 kur，加shkiu主主ぽ

手写補 18 胸部uicbikap抑制拍.nw縁側kur，1神由主iu主kur

岩波 18 kamui chikappo tukan wa ankur， hoshkiukkur 

原稿 21
ふ叩Mb必~伊ふι叫ん

初版 19締nnorametok shino chipapn 即 時wcta戸m"

持絞 19 紛贈紛 rame防護福鵬 cbi伊抑制 ru附組問lU

被訂 19 sonno rameto主ぬinochipapa ne ruwe tapan" 

時met誠意binocbi開pa ne ruwe tap謹n"
存者者 19

船nnora酷£胎kshino chipapa ne ruwe tapan" 
岩波 19

閥22/23 畑山砂綱同ム， ~u列島

加協ω 舟ゆt

初版20 iIawoktti ifanc，t舵ね w創lkur Ic'lnむ llishpancp 

再版 2011制，vokaikanねなctnwcnkur じ閉じ凶器hpancp 

補言r20 hawokai k側 e)teeta wenkur t皐nenishpa nep 

存補 20 haw鳩山 kane.蜘結納成政f 鵠nenishp縫 nep
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六穣対日夜 rアイヌ神謡集.!(1) 

山 ':-II+'>…hawokaikane， teeta wenkur t設nenishpa nep 
正三f悲克己υ

原稿24
ム鞭ふA・品川

原稿 41
ム品ゅん桃山料品心畿

みj版 21 1約utari~ knnkani pのねた101 l¥OnlじiI1i!削除aI

再版21pou総ri. konkani Ilonku Imnl叫 niponai 

補訂21P側 tari，話。油anipon主ukonkani ponai 

手写檎21側糊ずし

一日 poutari， konkani ponku konkani ponai 
岩波21

原稿 25 ふ伊 一向山ふψ 日向t.A.U.

原 稿 叫 ん 明 感向井州制

初版22 nw'関側pa untukan知t Iをひnlmnipc.maI 

再版22U慨 unUJl<1 untul偽nko， 知nkaniponai 

裕訂22 滋weunupauntukan ko， 柱。nkaniponai 

再補22UW組 問抑制t協議nko， konkani ponai 

岩波2211wellIMipa tintuit加 ko，konkani ponai 

原稿26向 山時品。弘山内 £。
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初版23811ichor110izciditushteshiedt&chiKusiltu， 

再販23副ICOOrp泳chikusbte品ienkachikuぬ払

3aEddorFO主chik備担teshienka chikushte， 
檎訂 2

再補23 shichorpo並chikushteshienka chikushte， 

岩波23shichorpok chil日lshteshienka chikusht民

原稿43/44·内炉ふふ.d~& J.i.ゐ~ct..i.恥~

初版24rapoki弘 h必kachilltar tumukchcta 

再販24 慨，pokita.. hekachiuta.r tumukeheta 

補訂24rapoki掠I hekac副utartu結成eheta

待機24 ra隣泌総，加納品iutartUI扱uke恥ta

岩波24rapokita， hekachiutar tumukeheta 

原稿 27んね品ゑ

原稿44

副知 hekac1証拠.yanfl切lkuyay議npOllai 
初版25

再放25 事h蜘恥kachiy可制 ponlmyllyan l'ollai 

補訂25曲inehe恥chiyayan ponku yayan ponai 
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六穏対照 Fアイヌ神言語集J(1) 

総給総長総achiyaya浪手onkuyay総抑nai
再補25

山泊日 shine hekachi yayan ponku yayan ponai 
耳ゴ立文 LL>

原稿 27

初版 26 ul剛 .ruiyeutanne， chinukar chiki 

再版 26uka議貌 iyeuti¥nne.chinulωr chiki 

補訂 26 uk側niiyeut知 ne，chinukar chiki 

端。総数iiyeut縁側e，chi附註arc泌総
再補26

岩波 26 ukoani iyeutanne. chinukar chiki 

初版 27 W帥 ur静ahol¥e 1蜘 mnoimi k縁側10

再販 27 W側.kurpoho ne kotomt¥O imi ka walω 

補訂 27 wenkur po治問抵抗omnoimi ka wano 

手子補 27 we:鳩町側加制 kotom加 imika wano 

岩波 27 wenkur poho ne kotomno imi ka wano 

原稿 28 伽叫ん晶魚料品..t;弘恥凡ムぬ~

初版 28 akoo賂蹴納・ Kipnekorka shiktumorkl:!総

再販 28 縫恥剣鴻線路弘 Kipnckorka shiktlln10rke !tl 
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被言r28時oeraman.Kipn成。rkashl量tumorke的

再補28成悌阻まnan.笈ipn時.orkasお.ikt即時rke(2)

akoeraman. 五ipnekorkashiktumork夜間
岩波28

.ti.Aぷ糾削"k原稿29

初版29chitlwa11KM，凶器ihpa蹴ni ne知加nmo，sbinnai4 

cmuw級鈴 ko，nishpasani I}むkotomno，shinnai繍再版29¥.tlDURa.J.'r."" n.v. ...".;IUI 

補訂29chitswanteh，aishpasarli I1ekotoErinq st1iI111ai-

む総側鰍teko，出品開制憾。tomno，shinn剣勝
手子補29

岩波29chiuwante託0，nishpasani nekotomno， shinnai. 

品制帽桝hILt.品 以府A棚t.l~~ 例報
原稿29/30 ，-吋柵

初版30chufapne iyC11ta11ZIG・ Anihi nakka yayan ponku 

S語版関虐 iveut議nne. Anihi nakka yayan ponku 
再販30…m ・t川 崎 ;-

補訂30chiM抑eiyeu阻nne.A泌hin成kayayan ponku 

再補30む泌総辞燃 iyeut混nne.Ani主i問主主議 yay間抑録制

表波30ぬikapneiyeutanne. Anihi na主主ayayan ponku 

原稿31ヂ誠一抑的伊ん
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六穣対照『アイヌ神謡集.1(1) 

原稿 45 泌総... 

原稿 46
井内総ふ F噌仰向成斜

初版 31yay蹴抑 制1 l1WeUnU wn unramante kD， 

再版 31 Y混作nponai u刺繍uwa unramante ko， 

補訂 31yayan pon討 uweunu wa unramante主0，

再補 31 yay制問問 uwe総nuw議問問mante恥

岩波 31 yay叡1ponai uweunu wa unramante ko， 

原稿 32 炉罪恥削除山 成w警泌総偽4位縁側

原稿 47
料品4 附加品州側?~必W泌

初版 32tee肱 wenkUf 肱nenishpancp poutal'i cuminarじ

再版 32 総結む1wenkur t為nenishpancp poutari cuminare 

補訂 32 鵠etawenkur t縁関 ni器hpaneppoutari euminare 

得補 32 総畿脇 W側主ur 給側討議註paneppou株主t側minare

岩…M波l32 teeta wenkur tane nishpanep poutari eumt臨時

原稿 33 ふふ~ω 品判叫叫帥吋似品

原稿 48
嘉誠同もん品向品川・ 4紙山山
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cne h開。kai:ー初版33

側 haw制:…
再販33

ene hawokai:一
裕訂33

間務 hawokai:一
再補33

εne hawokai:一一
岩波33
(「原稿」には該当錨所なし。)

“Achikara側知 wenkUfhekachi 初版34

制 Achi地問機 tawenkur hekachi 
再肱34

補訂34制Ac話量ara(3)ta wenkur hekachi 

制Ac主i誌ara(めt8wenkur he量achi
F写補34

"Achikara(3) ta wenkur hekachi 
岩波34

初版35踏捻出泊ppokamui chikappo削除i¥ltal'

再版35椀 nchikap伊 kamuichikap抑制kaiutar

補訂35t儲nc泌総ppokamui chik勾抑制kaiutar

再補35t織数 C副知ppokamuiむhika押oao知iut訂

岩波35toan chikappo kamui chikappo aokaiutar 

原稿叩/50嘉 納ふ帆州電話品守造内戸物品ぷザtu

118 



六種対照 Fアイヌ神謡集~ (1) 

初版36akoFkonizaniai itit 自omoukHl ko， enepkorun 

再販36議同協ka.niaika somouk (4' 1m，問。plmran

繰りrko数回niai同船獄側伊)ko， enep主oran
補訂36

再補36議議。rk倣lkaniaik議書omou量{め ko，enep初ra設

えき波36a主orkonkaniai ka somouki4l ko， enepkoran 

原稿 49 品供i!TtA'Q:..A.'料今判制

原稿 50斜附叫作配備

原稿 52 革問体献軌

初版37WG8hriteizachi htor yayamai 11U111inchiktI11iai 

再版37W側主ur恥加d話主.oryayanai lTIullInchikuniaI 

機訂37w，雌3まぽ hekachikor yayanai muninchikuniai 

制鵠urh念総 樹 脂 yay開設 muninchikuniai
再繍37

山波37wenkur hekachi kor yayanai muninchikuniai 

原稿 52

必，t. .. 
原稿 53

初版 38
凶 nchikap抑制mllichikap酔 shin(:油泊。

-119-



北大文学研究科紀要

再版 38 胸 aぬi泊ppo kamui cbikappo ぬInoshino

裕訂 38 toan chik卸 拠 地muichikappo shinoshino 

再補 38 t倒寝泊ika予pokam縫ichi泊P凶器hino油ino

岩波 38 toan chikappo kamuI chikappo shinoshino 

原稿 53/54..tIt羽a 品物炉山4 Aヂ 嶋制山叫句作

初版 39 U社設梢korwa." 

再販 39 成繊nkorwaプ

有者訂 39 滋量殺議録主orwa，" 

手写補 39
諸問端。r糊，.

uk na味。rwa.u 

岩波 39

品 .1九IIAもぷ釘2..1島
原稿 54 if-

初版40hawokai kane wcnkur hckachi ukoo松rkc

bawokai ka問問nkurhekachi ukωtcrkc 
再版40

補訂40hawokai kane wenkur hekachi ukooterke 

融制版協問問時総rhe抑制誠的知融
符補40

hawokai kanぞ wen如rhekachi 出∞terke
岩波40
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原稿 55
品制叫誠心

原稿弘135/UTゐ縦ふふ団釦ん ιぶ;..，(

縁仏謀議後ふん

初版41ukωkikkik. Kipnekork.l Wじnkurhekachi 

再販411融創始ik. Kipnekorka ミN'e鈴kurhekachi 

補言J41 U主協議kik.Kipnekor加附nkurhekachi 

再檎41鴫檎i主義ik.諮問綿側協

岩波41
五Ip殺伐のrk設 wenkur 初主義的i

原稿 56 仙叫山札叫t:.k'

初版42se附 epO問。 出叫tanu lIucyolm， 

再販42鍬繍総抑制。 務kd伽 nu tmeyoko・

裕訂42鱒 nneponno ekottanu uneyoko・

再補42錦 繍e紳鰍令諸税協例制貯憾の，

岩波42
概nneponno ekottanu uneyoko. 

原稿 57 側附掛声訓脚岡崎制越川品

初版43813irkicl話ki ihomakeutum c1語yaiJω問，
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再販 43 Shi咋ic.hi制 ihoma恥utum chiyai主ore.

補言T43 S愉訟ic尉kiiゑ.oma祉eutumc主iya注.ore.

再機 43 S副r量ichiki ihomakeutum chiyaikore. 

岩波 43
S脳出品i主iihom縫keutum c組問kore.

原稿3仰体制ぱ....cL.んや憎ん品物品炉心ね

初版 44 糾 Shirokanipc除問路npish恥払

再販44 制 Shirokanil総悶鈴rnnpishkan， 

檎言T44 Ii Shirokanipe ranran pishkanl 

干写機
44 “Shirokanipe ranran pi意hkanl

岩波
44“S弘irokaniper設.nranp括主主an，

原稿 38 ，Jι~叫戸川初体料~剣山

原稿 60 t ま仇同訓 f制ぷぷ山泊

初版45 I<onkanipe ran問鈴 pi諮hki悶J'ariaEI総長pω

再販45 蜘成ani戸時災関npishkan:'訂ian問kpo

補言T45 konkanipe ranran pishkan." arian rekpo 

再檎45 量殺設抑制抑 ranr滋npi油kan."arian re旬。
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岩波 45 給油ani併 問 貯anpi怒hkaぉ.抑制組問kpo

原稿 39/40
も必桃山山組制

原稿 61
知伊ねメふ同町/出品 肌

cbiki I偽ne r1Uえ開t認m kamuiniぉhka時i初版46

再販46
kamuinish kashi 

補訂46chik.i kane moiretara 主amuinishkashi 

むhi副総郁 moir零tarakamuinish協shi
再補46

協議訓話

岩波 46 chiki加問 moi陀tara kamuinish kashi 

原稿 62Is糊一地4ム.l;，. 'hurë.ι~ 

chikoshikarino殺 w，倒lkurhekachi 初版47 ......'un.viun''''U 1-111 

手写版47総長話除訴訟知的関， 務F憾なur地kacbi

補訂47 chikoshikarinpa， wenkur he並achi

手写補 47 C揺柏崎ikarinp滋I wenkur hekachi 

岩波 47 ゑ柑1盗殺rJ叩札例法urhekachi 

原稿63~山肌内乱L44ø'も此帥.t..LÁ. ~汲
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州 tchiki..i otuim縁側説明ltchikiri ohankじ揃llI，
初版48

側 tchikiri ぽmffi総 shi (滋tchikiri ohanke ashi， 
再版48

oatchi量iriotuimaashi oatchikiri ohanke as札
補訂48

側訴訟ikiri otuimaa油 oatchikiri ohanke部 hi，
再補48

。議tchikiri otuIm納品 o最tchikiri ohanke ashi， 
岩波 48

初見長特例Ikna{hlpUshi shilcoruki yoko wa anaine 

持版49 P尚繊仰pu拘 shi恥nrki yoko wa anaine 

補言T49 poknapapushi shikoruki yoko wa anaine 

再補 49 pokna抑pushi築制加rukiyo抑制 anaine

poknapapushi 副知問主 yokowa anaine 
岩波 49

原稿 58
戸岬崎&メ矧叫ん・~凶ム

原稿 59戸e師叫知町

初版 50 unkばushum，包panponai ekshirkonna 

再販 50 unkc:融緩hUfa，総pan伊nai 改shirkonna

補訂 50unkotushura， tapan抑制 ekshi北onna

再裕 50 撤 初t泌総ura，鵠持議抑制法shirkonna
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;岩波501113主otushura，tapan ponai ekshirkonna 

原稿 59~ι~ 

原稿 64
匂A..KjUPt似品品向山

3 .当該部分に関する注自すべき点について

今関，試験的に対類してみた 50行に関して，純粋に文献的な面に限って特

に注自すべき点としてあげられるのは以下のようなものである。

初版 1，再版 1では IyaieyukaraJだが，補訂 1，再補 1，岩波 1では

I yaieyukar Jである(この点については切替(1989: 157)，北道 (2003:付

録 15) にも指摘がある)。

初版 2，再版 2，補訂 2，再補 2では Ipishkan勺だが，岩波 2では

I pishkan"Jとなっており，ピリオドがない。なお，原稿 2では引用符，ピリ

オドともになし。

初版 4，再版し補訂 4，再補 4ではIpishkan"Jだ、が，岩波 4はIpishkan." J 

である(なお，初版 45，再版 45，補訂45，再補 45，岩波 45ではすべて

I pishkan." Jとなっている)。

初版 7，再販 7，補訂 7，再補 7では Inishpa ne，Jの後のスペースが狭い

が，岩波7ではスペ…スが広い(岩波以外の諸本も，他の個所ではコンマの

後はスペースが広いのが原射のようである)。

初版 12，再販 12，補訂 12，再補 12では Ipishkan"Jだが，岩波 12は

I pishkan." Jである。

初版 20，再版 20，補訂 20，再補 20ではIkane，Jの後のスペースが狭いが，

岩波 20ではスペースが広い。
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以上から明かなように，諸本の間にはスペース，句読点のような微縮な点

についても奥田のあることがわかる。このことは，これまでにも散発的に指

摘されることはあったが，今回，これまでに指摘のない，いくつかの異陪が

また新たに発見されたことから考えると，まだまだ数多くの異国が未発見の

ままになっている可能性はあると思われる。このような異同は一見，些細な

もののように思われるかもしれないが，これらは諸本の関係やそれぞれの特

色について，重要な情報を提供するものであると筆者は考える。たとえば，

岩波版のスペースや句読点に対する態度(先仔の諸版が不統一な個所を統一

している)からは，善し悪しは別として，先行の諾版を盲居的に踏襲するの

ではなくて，独自の基準(いわばある種の「解釈J)によって，紘一性のある

テキストを作成しようとする努力の払われていることがうかがわれるO した

がって，他の面でも手が加えられている可能性が高いことが予瀦できる(こ

の点については今後の調査によってさらに明らかになるであろう)。また，ス

ペースの異同は wアイヌ神謡集』の研究においては，別な意味でも少なから

ぬ重要な意義を持つ。『アイヌ神謡集』で、は，スペースの広い個所がリフレ

ン(折り返し匂)の挿入個所を表すとする指摘がしばしばなされて来たが(中

間 2002: 5)，これほど誤植が多く，また，諸本の異同が数多く存在するとい

う状況の中で，そもそもスペースの広狭が正しく印刷されているのかどうか，

未検討のまま何かを断定するのは学問的には問題がなくはないのだろうか。

これまであまり指摘されることがなかったが wアイヌ神謡集』の研究には，

このように文献学的な考慮が今後不可欠であり，本穣はそのような研究のた

めの一助となることを意図したものである。なお，言語学的な検討について

は，文献学的な検討作業の区切りごとに，今後行っていく予定である。
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