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ポーランドのアイヌ研究者 ピウスツキの仕事(2013)

毛深い人たちの間で

*

ヴァツワフ・シェロシェフスキ
井上 紘一 訳

年をヤクート地方で過ごしたのち、町人の住民
台帳に登録された「故郷」である。「帰郷」案

プロローグ

はどうにも好きになれなかったので、私はピョ
私の極東への旅は頗る「政治的」な動機に発

ートル・セミョノフ元老院議員に泣きついた。
同議員は、私も一会員であるサンクト・ペテル

する。
1900年、ロシア帝国の憲兵隊がコジョン教授

ブルグの帝室地理協会の副総裁だった。

宅を捜索した際、ステファン・ジェロムスキと

セミョノフはかつて、
「オフラナ」[帝政ロシ

私の名前が運悪くも記載された手紙を押収し

アの政治警察]の抵抗にも拘らず、地理協会か

た。私たちはまさにこの手紙がもとで、[アダ

ら金牌を授与されたヤクート人に関する拙著

ム・]ミツキェヴィチ記念碑の除幕式当日に、

を楯に、私のポーランド帰郷権獲得に尽力して

労働者が碑の周辺で展開した見事なデモ行進

くれたことがある。

を組織した廉で告発され、またその日のために

私の気高い庇護者は、力の及ぶ限り全力を尽

準備された焔のような檄文の執筆者にも帰せ

くすことを約し、そのために、関連情報はすべ

られた。デモ行進は実に見事で、檄も格調高い

て提出するように求めた。数日後、彼は暗い表

美文ながら、組織者と執筆者はいずれもユゼ

情で、もはやお手あげだと告げて、ワルシャワ

フ・ピウスツキとスタニスワフ・ヴォイチェホ

総督府は政治案件全般に「広範な自治権」を享

フスキの両人だった。しかるに、檄の「文体」

受するばかりか、「かの地の憲兵隊もシェロシ

にいたく幻惑された憲兵隊は、名のある文士の

ェフスキ一族を不倶戴天の敵と称するが、それ

ツ ィ タ

も故ないことではない」と語った。そこで見せ

監獄に収監されるが、ジェロムスキの方は、そ
のとき見舞われた大喀血のお蔭で辛うじて難

られたオフラナ文書からの抜粋には、まず1818

審理は長引き、一年ほど経った頃、遂に祖国

年が父方の伯父たちと父、そして1880年代は私

作品の筈だと執拗に拘った。そこで、私は城塞
デ

ル

インスルゲンツキエ（ロシア語）

年の軽騎兵にして、1830年代は「 蜂 起 軍 」
を逃れた。私は監視つきを条件に保釈されるも、 将校だった私の祖父カイェタンを筆頭に、1863
ナ・ローヂヌ（ロシア語）

（ 故
郷 ）のイルクーツクへ「帰される」
との噂が耳に入る。イルクーツクは、私が十五

の姉妹たちと従兄弟のように、シェロシェフス
キ一族のすべてが「叛徒」として列挙され、末

──────────────────────────

* 原 典 ： Wacław Sieroszewski, “Wśród kosmatych ludzi,” in Wacław Sieroszewski, Szkice podróżnicze.
Wspomnienia (Dzieła, tom XVIII Varia). Str. 219−274. Kraków: Wydawnictwo Literackie (1961).
原文は一切の章立てを欠いているが、訳者の判断で 5 節に区分して、適宜小見出しも加えた。訳者
の注記は、本文中の角括弧内に収めてある。
邦訳に際しては、アルフレト・マイェヴィチ氏の英訳版(2004)と I.A.ソロヴィヨヴァ氏の露訳版
(2004)も参照した。この場を借りて両訳者に謝意を表したい。
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毛深い人たちの間で(W.シェロシェフスキ)
オソボ・ウポルストヴユシチー（ロシア語）

函館

尾には私自身が同列に「殊 の 外 頑 迷 に し て 」
危険思想の持主と特記されていたのだ。私は

イェッソ

「万事休す」と観念する。
だが、そんなことはどうでもよい!… わ
れわれはこうしよう!… ――と、温情高潔
のわが元老院議員は、私の落胆ぶりを見か
ねて慰めてくれる――われらは目下、極東
に関心を有する。科学アカデミーと協力し
て、あなたのためにアイヌ調査を企画しよ
う……。日本列島の北方の島々には、そう
呼ばれる部族がいるが、われらの農民に酷
似した毛深い人たちからなる、頗る興味深
い部族だ……。あなたはそこへ一、二年赴
かれて資料を収集し、研鑽も積まれるがよ
ろしい。著書を出版しよう。ヤクート人に
関する著書で既に経験されたように、その
本のお蔭で、あなたは再び祖国への帰還を
果たされるだろう……。

1903年の6月半ば、私は、北海道――蝦夷――
島の南岸に立地する最大の港町函館にいた。和
風の「小ホテル・キト」[実際は「キト旅館」]
に止宿する。そこでは一泊一円(2ポーランド・
ズウォティ)で清潔な畳敷きの小部屋が与えら
ヒ バ チ

れ、家具調度は僅かに衝立・青銅製火鉢に加え
カケモノ

て、鶴の立ち姿を描いた掛物が壁に懸かるのみ。
食事も、その方がはるかに安上がりだから日本
料理屋で済ませる。数ヵ月に及ぶ日本滞在のお
蔭で、私は既に日本の料理にも習慣にも習熟し、
言葉すら身に着けることにもなった。英和[・
和英]袖珍辞書の助けを借りては、見事に意思
疎通を図ることもできた。私が各単語の脇に記
された漢字を対話者に示すと、相手は頷いて一
呼吸するや、同じ辞書の中に私の必要とする漢
字とその英訳文を直ちに見つけてくれたから
だ。万国共通の擬態語や身振り、また自尊心の

果たして、どうすべきであるか?!… 設けて

強い日本人なら誰しも学校英語を通じて学ぶ

間もない家族や、数年前に取り戻したばかりの

ような、幾つかの「ピジン」語彙1の総動員は、

祖国を、おいそれとは見捨てる気にもなれず、

最高に陽気で活気に溢れる、賑々しい会話を創

私は数日間、沈思黙考を重ねつつ己との闘いに

出した。旅館内の人々は、客も含めた全員が参

明け暮れた挙句、今は政治犯流刑囚としてサハ

集して会話に耳をそばだてるし、店舗内でおっ

リンに滞在中の――ほかでもないピウスツキ

ぱじまるときは、道行く人の半分が忽ち蝟集す

元帥の兄――ブロニスワフ・ピウスツキの同行

る。全員がお喋りに加わり、私の辞書を奪い合

がもし認められるならば、との付帯条件を提示

い、大声を上げて哄笑する。なかんずく旅館の

して受諾を申し出た。こうして調査団は全面的

ムシメ

にポーランドの標識を帯びてゆくが、加えて、

娘 [女中のことであろう]たちは「愛してるわ」
「同衾しよう」「贈物を下さい」といった、爆

アイヌ語を縦横に駆使するブロニスワフ・ピウ

笑を買うような漢字を好んで探し当てるのだ。

スツキは、アイヌたちを支援・擁護し、面倒も

アイヌについて何かを聞き出そうとするも、然

見てきたから、彼らの間では絶大なる人気を博

るべく手を振りながら「far(遠い)」と言って、

している。彼はまた戯れ半分ながらも、「アイ

軽くあしらわれてしまう。美しい 娘 らは、おち
ょぼ口を膨らませて「面白いことは何もないわ」

ヌの王様」という尊称すら奉られているのだ。

ムシメ

件の付帯条件が受け入れられて、半年間の予

とか、「アイヌ・デス・ドゥルティ(dirty)」(ア

備研究を済ませると、私は蒙古・満洲・中国を

イヌは汚いです)とか、
「アイヌは、犬を恋人に

経由地に選定して、日本へ向けて旅立った。

した娘の末裔だ」とか、はたまた「腰から下は
犬の姿で、尻尾さえあるのよ!」とまでも極言
する。

──────────────────────────
1

中国語・日本語・ロシア語の単語が入り混じったチャンポン語彙。
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もうとうの昔にここにいる筈のブロニスワ

可能であるのに、アイヌらは和人こそ土地の簒

フ・ピウスツキの到着を待つ間、私は神社仏

奪者と見做しているから……、代案は事態をや

閣・劇場・博物館を歴訪しながら、町とその周

やこしくするだけだ。私は長考熟慮の末、アイ

コマ ガ タケ

辺を散策した。近在する火山の駒ケ岳の登頂す
ら計画していた矢先のある日、ロシア領事のヘ

ヌ・英語小辞典を小脇に抱えて独りで調査に赴

デンストレム([M.M.]Hedenström)氏が不意に訪

今一度、ヤクート人の間で遭遇した状況に倣っ

ねて来て、ますます激化する「日本の民族主義

て、難局を乗り切ることとなる。

くことを決断する。とどのつまり、私は生涯で

的煽動」!… に鑑み、旅館を出て領事館へ移る

梅雨の季節が到来し、太平洋からは刺すよう

よう要請、さもなくば私の安全は保証しかねる

な季節風(山背)が絶え間なく吹き荒れ、低く垂
れこめる雲はわれらに、車軸を流すような雨を

と告げた。
いずれ頓挫する筈だ!… 彼らがそれを
敢行することはまずなかろうが、暴走はあ
りえよう……。日本の群衆が何をしでかす
かは量りかねる……。数年前、ドイツ軍の
キャオチャオ

膠 州 [湾]占領に対する新聞の煽動報道を
受けて、当地では白昼堂々とドイツ領事が
殺害されたものの、司直はいまだ犯人を挙
げるには至らぬ……。嗚呼、アジア人は虎
のごとく、礼儀を弁えるも残忍である……。
警戒を怠らぬこと、また独りでの外出は避
けること、なかんずく当地の要塞などに近
づかぬよう、そして写真撮影は一切差し控
えられよ!… ――と、彼は意味深長に締め
括った。

ヤ マ セ

間断なく浴びせかける。伝説・昔話・信仰を採
録するにはうってつけの季節だ……。領事館に
引きこもる私は、強いられた無為に怒り心頭で
ある……。時間潰しに和人たちから様々な情報
を収集する。
遂に、ある日、サハリンから手紙が届く。密
かに運んでくれたのは、病気治療の目的で日本
の温泉にやって来たある女教師である。ブロニ
スワフは、電報やお金は受領したものの、サハ
リン知事が「広範な自治権を行使して、ペテル
ブルグや東シベリア総督府からの命令にも拘
らず、私の出国に許可を出さぬ」ので、出発で
きない旨伝えてきた……。
嗚呼、これぞまさしく広範な自治権を、民に
損害をもたらすときは意欲的に行使するも、生

領事は人員を差し向けて、まさに拉致さなが

活の福利と安寧がかかわるときは臆病を極め

らに、私の身柄を領事館へ移させた。そこは私

こむ、あの世界に冠たる官僚主義だ。再び、絶

にとって頗る快適ながら、十分に退屈もかこつ

望的な電報がペテルブルグとイルクーツクへ

……住処だった。私は不愉快な壁で忽ち外界から

向けて発信された。

遮断され、昨日までの知己は冷ややかな挨拶で
ムシメ

噴火湾への旅
私を遠ざけるし、陽気な 娘 らももはや微笑んで
はくれず、いつもなら僅かな小遣銭と引換えに、
私はその間、長老派教会北海道伝道団々長の
こうちゅう

植物や甲 虫 の採集を賑やかに手伝ってくれた
子供たちの群れまで、跡形もなく姿を消した……。
そしてブロニスワフ・ピウスツキも一向に到
来する気配がない。彼に宛てて手紙や電報を送
るも梨の飛礫、遂には金欠病こそ彼の到来を妨

バチェラー氏(mister Batchelor)とともに、噴火
[内浦]湾(Volcano Bay)の湾岸に立地する至近の
モロラン

アイヌ集落を数ヵ所巡回した。旅程は室蘭まで
が蒸気船、以遠は帆船で湾内を数十キロ航行、
ウ

ル

げる首魁との想定で送金までも試みるが、返事

上陸後は騎乗で[伊達]門別町から有珠 村に至
るものだが、すばらしい旅であった。

すら届くことがなかった……。余人をもってブ

この地方は、和人によって開拓され、完璧に

ロニスワフ・ピウスツキに代える案が度々脳裏

農地化され、立派な道路と清楚な和風家屋も完

をよぎるも、和人以外に余人を想定するのは不

備するから、日本列島北部の諸地方と比べても
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全く遜色がない。例えば植生であるが、米・小

教や儒教の浸透により壊されたとは雖も、偉大

麦・大麦・印度藍・空豆・油菜・亜麻といった

なるシャマニズムの見事な残像を認めるのだ。

栽培植物や、樫・橅・ハンノキ・松といった森

ミステル・バチェラーはアイヌが白人種に属し、

林 性 樹木 、道 路の 両側に 植 樹さ れた キリ ン

シベリアから満洲と朝鮮を経由して南の群島

kirin>「桐」であろう@ の美しい並木などは全

に到達したと主張する。私はといえば、黄色い

く同じだ。キリン樹は、和人が当地へ持ち込ん

肌で薄毛の周辺諸民族とは著しく異なるこの

で北の風土に順化させたもの。その軽くて高共

謎の部族に、滅亡した原人類、つまり大昔に太

ハルファ

サンダル

 平洋の底に沈んだ大陸――東のアトランティス
鳴性の木材は 琴 や下駄の製造に使われている。
稠密に分布する和人住民の間には、二、三戸
――の住民、の痕跡を求める見解に傾いていた。

の葦小屋からなる小さな村々など、アイヌの残

この所説については、幾つかの伝説が仄かに

像があちこちに点在する。葦で階段状に葺いた
大屋根で蔽われる葦小屋は、ポーランドの葦葺

語るのみならず、地質学研究も、蝦夷島と千島
諸島は日本列島の中・南部の島々より年代的に

小屋を彷彿とさせる……。ミステル・バチェラ

古いとの結論を報じ、海深測量の結果も同断で

ーの信者は大半がアイヌだったから、われらは

ある。加えて、アメリカ大陸とアジア大陸の内

概ねこうした住居に寝泊まりする。

陸部には見られぬのに、両大陸の相対する沿岸

イェッソ

尊師が自らの務めを果たし、証明書を執筆し、 部だけに残存として発見され、例えば、若干種
訴えに耳を傾け、争議を仲裁し、儀式を執行す
る間、私は内装・生活用具・衣装を観察し、子

こうちゅう

の甲 虫 や植物のように海流で運ばれることも、
「人参木の一種」――odmiana skalnych baranów

供たちと仲良くなり、家屋や人々を撮影した……。 [Vitex agnus castus]――のような風任せの移動
さらには古い信仰や習俗の痕跡もあまた発見

もありえぬような、若干種の動植物の事例をめ

する。あちこちの改宗者らの家の前ですらも、

ぐっても、同趣旨の見解が伝えられている。

削掛け呪具の「イナウ(inau)」が林立するすば

今や絶滅の危機に瀕するコリヤーク・カムチ

らしい「ヌサ(nusa)」が見出され、そこにはか

ャダール・ギリヤーク・ゴリド、なかんずくア

なり以前に殺された熊・狐・狼……の干上がっ

イヌといった諸民族は、彼らの現今の隣人たち

た頭部も、杭に刺しこむ形で掲げてある。屋内

とは著しく違っているのに、絶滅したか絶滅に

でも、古びた削掛けの「イナウ」が随所に散在

瀕するアメリカの諸民族とは、その習俗や外貌

するも、すべては恥ずかしそうに隠されるか、

をめぐって極めて多くの類似点を共有するか

さもなくば尊師が現れると忽ち姿を消すのだ。

ら、今は消失した島々――はたまた諸大陸――

同じことは私の研究においても出来した。現

が作り上げる架橋を介して、両大陸の間には密

地の人たちは私の「世俗的」質問に対し、渋々

接な――そして古い時代には容易な――接触が

と投げ遣りな回答をくれたが、尊師自らもそれ

存在したという確信が期せずして生まれてく

らを、彼に特有の聖書文体というやや不思議な

る。もしこれらの土地にかつて住民がいたとす

手法で説明する。彼は私の研究に対して頗る好

れば、アイヌは間違いなくその末裔であろう。

意的だったものの、私たちの見解は水と油ほど

この仮説がどこまで正しいかを検証すること、

かけ離れていたから、両者の議論は一部が英語

それが私の課題であった。したがって、尊敬措

で、また一部はミステル・バチェラーの弁える

くあたわざるバチェラー氏は、自らが聴取した

ロシア語でも行われたとはいえ、全く不毛であ

アイヌ情報の翻訳に際して、無意識ながらもそ

った。尊師は至る所で、原初に神が人類に授け

れを逐一潤色なさるから、私の仕事にとって氏

られたものの、偏に彼らの罪と野生化の所為で

の仲介は深刻な障碍となった。そこで、着手し

崩れて、堕落に追い込まれた「宗教」の痕跡を

た研究に熱が入るにつれて、私はブロニスワ

追究するが、私の方はアイヌの信仰の内に、仏

フ・ピウスツキの到着を、ますます熱烈に渇望
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この通り、私はここにいます……。サハリ

するようになる。
だが、ミステル・バチェラーは、一つのすば

ンの通訳も一緒に連れてきました。半分ア

らしいチャンスも恵んでくれた。つまり、私の

イヌで半分は日本人ですから、どちらの言

ために人類学的身体計測への道をつけてくれ

葉もよく知っていますし、ロシア語さえも

たのだ。アイヌは、あらゆる原始民族の例に洩

話せます……。名前はタロンチ Taronci>日

れず、被検者ないし被撮影者の身体が計測や撮
影の実行者の所有物と化すと見做されるがご

本名は千徳太郎治@ ……。頗る頼り甲斐の
ある男です……。あなたも私も日本語がで

とき、自らの理解を絶するような行動には恐怖

きませんから、日本の当局者との対応では、

を覚える。加えて、アイヌの抵抗は身体計測が

必ずやすばらしい仲介者になってくれま

日本軍への自らの徴兵――それまでは兵役が

すよ……。

免除されていた――を促進するのではないか、
との危惧によっても強められた。しかるに尊師
は自らの教区民の偏見を打破することに成功
モロラン

ウ

ソ

したから、私は>旧@室蘭と有珠の周辺において
男女十数人の計測を実施した。――だが、計測
の結果は、アイヌの慣習・信仰・道具類・衣装
のみならず、同様にまた彼らの人類学的形質タ
イプにまでも、和人の影響が深く及んでいるこ
とを、私に強く確信させた。被計測者の大半は
メ テ ィ ス

混血者であり、はたまた恐らくは「四分の一」
混血(kwarteron/quadroon)の和人だった。それを
物語るのは、頭蓋骨の形態と筋肉組織であるが、
イェッソ

止めを刺すのは、蝦夷の東部や北部およびサハ
リンに在住するアイヌに比して、遥かに微弱な
多毛性である。

せん とく た ろ う じ

タロンチの給料と生活費は、われらのつまし
い調査費をかなり逼迫させ、また混血児の落ち
着きのない目と狐のような頤も、私には全く気
に入らなかったとはいえ、彼をサハリンへ送り
返し、しかも給与の一部を契約不履行の違約金
として支払うのに要する費用は、彼が残留する
際の経費のほぼ半額に匹敵すると見込まれる
から、私は妥協せねばならなかった。
われらは大車輪で旅支度に着手、必要な食糧
と物資を購入して、研究計画を策定した。それ
によると、われらの実地踏査は、和人の影響の
波及が最小限に留まる、東と北の最果ての集落
から開始すべきとされた。まずそこで、形質と
習俗の両面でアイヌの基本タイプを確立させ
た上で、フォークロア・信仰・人種における様々



な変異を跡付けながら、より和人化された中央

ブロニスワフ来函
したがって、私は極度に落ち込んで函館に戻
り、難局から如何に脱すべきか思案に暮れてい
た矢先に、晴天に霹靂のごとくブロニスワフが
姿を現した。彼は陽気で元気溌剌、国外用旅券
を交付せよとのペテルブルグからの断乎たる
命令が、サハリン島官吏の間にどれほどのパニ

ックを惹き起したかを、面白おかしく物語る……。
これはポーランドの陰謀だ、あなたはシ
ェロシェフスキでなくて、偉大な革命家で

部へ向けてゆっくり移動する予定であった。し
かるに、ある事件が出来して、われらの当初計
画は忽ち逆転を余儀なくされる。


シパンラムとの出会い
ある日、ブロニスワフが私の許へ駆け込んで
きて、すべてが順調に進み、既に現地のアイヌ
たちと友好関係を樹立したから、計画は変更し
て、出会いを活用すべきだ、と彼はえらい剣幕
で捲し立てた。

ある私の弟ユゼフであり、しかも私を連れ
戻しに来たのだ……という風に、彼らは堅
く信じて疑わなかったのですよ。けれども、
彼らはもはや抗うことができなくなって、
─ 81 ─

「活用する」ったって、一体、どのよう
に"何を「活用する」のだ"
直ちに彼らを引見してくれ。
誰をだね"
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アイヌたちを。

のか見当もつきません……。ここじゃ誰も、

彼らはどこにおるのか"…

わしらに見向きもしません……。わしらは

ここにいるよ……。

「アイヌ」だ……。和人たちはわしらを嫌
っておる。馬鹿にしておる……。溺れて死

ブロニスワフは廊下へ向けて半開きの扉を

んだ方が余程ましだ…すると、「善霊」

指さす。私はまさにそこに、がっしりとした体

ニシュパ

は突如として、気高い心の「旦那(niszpa)」
をわしらの所へ送ってくださった……。

格のアイヌの立派な蓬髪頭を認めた。身振りで
彼に入室を促す。身に着けた白地の長いキモノ
は、黒と青と赤のアイヌ文様で刺繍が施されて

頭と感謝の眼差しをブロニスワフへ向けつ

いる。裸足ながら、逞しい脛を蔽うのは破れか

つ、彼は再び自らの「荘厳な顎髭」を撫ぜなが

うずくま

ぶれの薄汚れた脛当。入室すると忽ち床に 蹲
って、両耳の脇に垂れ下がる巻毛と、黒々と輝

ら、全身を折り曲げてお辞儀をする。
本当に不思議な巡り合わせだ…… ――

く長い顎髭を撫でだし、しかるのち、祈るよう

ブロニスワフが会話に割って入る――路

に合わせた両の掌をすり合わせた。私も客人の

上に立ち尽くし、途方に暮れてあたりをき

前に蹲るや、このアイヌ式挨拶――「カラクテ」

ょろきょろ見回す人たちが目に止まる

karakty> 辞 書 で は karahte~karapte と 記 さ れ

……。近づいてゆき、「そこで何してるの

る@ ――はブロニスワフが既に手解きしてく

だ」と、私はアイヌ語で声をかけた。彼ら

れていたから、同じ仕草を繰り返した。お決ま

は一瞬、雷に打たれたように身をすくめる。

りの茶が出てきて対話が始まる。客人は自らを

声を失って立ち尽くすばかり。一人の女が

シパンラム・ノムラ Śpańram Nomura>日本名は
しまんらん

泣きだす。和人たちが蝟集する。そこでア

モロラン

野村 芝 蘭@ と名乗り、室蘭東方の海辺にある白
老村で暮らしていると告げた。彼はそこで自前

イヌらを脇へ連れてゆき、根掘り葉掘り訊
ベ ン ト

ねた……。彼らに弁当 米飯を詰めた小箱
を買ってやる……。するとようやく彼らの

の資産、舟や網を有するも、旅の和人が持ち込
んだ大きな儲け話に乗せられて、細君や数名の

舌は呪縛から解かれていった……。奇蹟で

隣人とともに大阪の博覧会>浜寺で開催の第五

は な い か "… わ れ ら の 旅 立 ち の 前 日 に

回内国勧業博覧会@へ赴くことに同意、彼らは

……。彼らの所へ赴くのは、ごく自然の流

そこにアイヌの村を「設営」し、「熊祭り」を

れだ……。われらは直ちに、アイヌ的生活

上演することになった。三ヵ月にわたって「上

の核心へ、しかも友好関係のもとで案内さ

演」し続けたものの、和人の興行師は彼らを欺

れるだろう……。しからば、われらの仕事

き、一文も支払わぬまま破産し、逐電してしま

は完璧に別物となるよ、私は彼らをよく知

った。したがって、物品・鍋釜・薬缶や銀の装

っている。われらの一片の志に対し、彼ら

飾など……売れるものはすべて売却するも、辛

は全身全霊で応えてくれよう……。私は一

うじて確保できたのは函館までの汽車の切符

円 ズウォティ を与えたが、少な過ぎた。

だけ…当地では文なし、知人もいなかった

彼らには汽車賃も煙草銭も当座の路銀も

……。

渡さねばならぬ――と、ブロニスワフは熱
はた ご

無一文じゃ旅籠とて門前払い、わしらに
は一夜を過ごす所もありません……。大阪を
発ってからは、一粒のコメも口にしており
ベリベリ

ません……。妻は病人です……。博覧会で脚気
を患いましたのに、その病すら客に見せる

弁を締め括った。
われらの会話中に姿を現したタロンチは、は
るかに抑制的である。

よう……言われましたよ。どこへ訴えたも
─ 82 ─

金は渡すべきですが、ほどほどに留めね
ば――と、物静かに忠告した。
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渡したのは四円である。ノムラは嬉しさ余っ

ノリベツ

て声を失う。彼は肉付きのよい顔に心からの愛

らは幌別、登別、その他の駅をやり過ごす。ア
イヌの家屋がその数を増してくる。五番目の白

情を浮かべて、細君は帰宅させるものの、われ

老駅で下車した。

らを支援し、また付き添うべく、自らは残るこ

線路が村を南北に折半している。北側は和人

とを申し出た。われらは合議の末、申し出は断

たちの居住区だ。そこでは文化が感ぜられ、ほ

まちなか

る。街中では彼を必要とせぬから、彼も直ちに
帰村して、そこですべてのお膳立てを整えるが

とんど一つの町をなしている。美しい端正な

よい、と。彼は「エイロ・ロ・ロイ(eiro-ro-roj)」

店舗・郵便局・学校・警察署・測候所や、地元

「何というすばらしい贈物だ」 、
「ヤイ・ラ・

の農業関係事務所等が軒を連ねる。往来の激し

イゲレ(jai-ra-igere)」 「有難う」 と、間断な

い通りでは、色とりどりの着衣の子供たちの群

く繰り返しつつ退去した。

れが、下駄の音を響かせて走り回る。われらが

家々がかなり整然と連なる広い通りには、各種



下車して、列車が動き出すや否や、その大半は

白老

未成年者だったが、物見高い群集がわれらを取



り囲んだ。彼らから、村には旅館があることを

初日

聞きだして、その旅館へと向かう。
モロラン

ノムラ・シパンラム氏には手紙で到着を知ら

数日後、われらは室蘭から単軌鉄道で東へ向
かった。線路は太平洋の岸辺に沿って伸び、紺

せてあったのに、われらの期待に反して、彼は

碧の波が随所で砂浜に打ち寄せる。黄金の筋を

出迎えに来ていなかった。

なす陽光が、先頃の驟雨で見事に甦った一帯に

旅館は結構清潔だったが、われらの旅の目的

降り注ぐ。鬱蒼と茂る森で黒ずみ、青白い浅瀬

を知った宿の亭主は強気に転じ、小さな部屋の

に縁取られた岬が、青い海と空に向けて幾筋も

一人分の宿料として、大都市の一級ホテルに泊

張り出している。内陸には、薔薇色の巌を頂く

まれるほどの法外な額を吹っかけてきた。われ

紫の山脈が延々と連なる。幾つかの山頂は煙を

らは荷物を預けると、別の宿を求めて、南側の

吐いており、火山であった。至近ではさほど高

アイヌの村へ足を向けた。私は道すがら持論を

くない青白い円丘が払暁の藍のなかでまどろ

開陳する。われらはアイヌとともに暮らし、一

む。海と山並みの間に横たわる平地には、村や

緒に食べ、飲み、眠り、身繕いも可能な限りア

小さな町があまた認められ、一軒家もあちこち

イヌ風にせねばならぬ、さもなくば、彼らに打

に点在する。

ち解けてもらうことも、またその生活を知るこ

これらの家々の間では、葦壁のアイヌ家屋に

とも叶わぬではないか、と。このアイヌ化案に

高く聳える葦葺き屋根が一際目を惹いた。こう

対し、ブロニスワフは直ちに賛成してくれたも

した家は必ずしも多くないが、個別に小さな集

のの、タロンチだけは顔を顰めて難色を示す。

落をなして海辺や漁場に集結している。樫・

むしろヨーロッパ化か、日本化の方が好ましい

にわ とこ

ぎょうじゃにんにく

楓・楡の木々……。繁茂する庭常・行 者 葫 ・
はりえんじゅ

……、との表情を隠さなかった。

いら くさ

針 槐 の緑地、巨大な蕁麻の繁み、立ち枯れた

何の益もないこと、ただ汚いだけですね

とうもろこし

玉蜀黍や黍の畑。これらすべてが家屋をすっぽ
り囲っているから、ごく最近までは森の民にす

――彼は苦々しげに説く――アイヌはど
こも一緒です、ヴォトカをやれば、やっぱ

ぎなかった人たちの巣窟が、莫大な労力を投じ

りやって来ますよ……。

ることで辛うじて本来の藪から離脱できたか
のような風情である。一方、小ぶりで端正な和

アイヌ・コタンは、馬鈴薯・豆・玉蜀黍・葱

人の家屋は、その周辺に野菜畑や花壇を残すの

やその他の野菜が植わる畑の間に、雑然と点在

み、全体が太陽に向けて露出されている。われ

する家屋からなる。壁と屋根は葦造り、窓には
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毛深い人たちの間で W.シェロシェフスキ 
ショージ

ガラスも、はたまた和風の｢障子｣も使われてい
ない。戸口に懸かるのは蓆である。気温が>摂

めながら、耳の脇に垂れ下がる自らの毛髪を撫
でている。

氏零下@十二度から十五度に達して、吹雪が連

あれは、われらのマダム、シパンラムの

日吹き荒れることも珍しくない冬場は、一体、

細君だ――と叫んで、ブロニスワフは彼女

どうして凌ぐのだろうか。だがこのときは、緑

らの方へ駆け寄る。

に包まれた家屋が一幅の絵のような美観を呈
し、まさにポーランドの風物を彷彿とさせる。

彼のあとをわれらが、われらのあとは子供や

家々は雑な列をなして海辺に至るが、そこには

犬どもが追う。戸口には、乱れ髪の女たちや顎

黄色の砂浜で縁取られた大きな湾が開ける。舟

鬚を蓄えた男たちが相次いで姿を見せる。その

着場と>地曳@網漁に誂え向きの浜である。砂丘

一人が重々しい足取りでわれらの方へやって

いさりぶね

には一連の大型 漁 舟が丸太の台座に鎮座し、舟
の陸揚げに使用する巻上げ機も何台か目にと

くる。男はわれらの二歩手前で蹲るや、ブロニ

まる。

つまり、掌を祈るがごとくすり合わせ、重々し

スワフの目を見据えて「カラクテ」を始める。

陸の側では、樹木の繁茂するチャシ・コツの

く顎鬚を撫でだしたのだ。ブロニシ>ブロニス

鮮緑色の山並が湾を半円状に取り巻き、その背

ワフの愛称、ここではピウスツキを指す@も同

ウ フ イ

後の一端には有珠火山の赤茶けた頂きが聳え、
他端では、大洋の青い海原へ切り込む暗い岬の
シャワラ ダキ

彼方へ、砂原岳>さわらだけ@の大火口を縁どる
ロストー チャ

様にカラクテを返すと、二人は堰を切ったよう
に対話を始める。彼らは大まじめで、相手の健
康や互いの家族の健康、漁の成果など……につ

薔薇色の円錐が、照り輝く腐植土の間からいき
なり突出する。ペツ川>「ペツ」はアイヌ語で

いて訊ねあった。

「川」を意味する普通名詞、ここでは白老川を

らはタロンチも例外とせず全員が順繰りに、や

指すようだ@は、村を縦断して海へ注ぐ。われ

はり大まじめで挨拶の儀式をゆったり交わし、

らは砂地の広い道をゆっくり進んだ。神の造ら

相手の健康や家族の健康、漁獲について語り合

れしが儘に全裸の子供たちは、吃驚して遊びを

った。その後、シパンラムの兄は、婦人らが恭

止め、われらをじっと凝視する。家々の奥には、
人の気配がするも誰一人姿を見せず、村はまる

しく待ち構える家へわれらを 誘 う。シパンラム
夫人のキモノの中には、団子のように丸々肥え

で死者の世界のようだ。

た末息子が裸身を潜めていた。

このアイヌはシパンラムの兄であった。われ

いざな

シパンラムの住まいを訊ねようにも、その相

シパンラム夫人自身は一歩も動かず立ち尽

手が見当たらない。上唇部に見事な入墨をした

くしていたが、われらが近づき、私の目が彼女

婦人が通りかかるが、われらを認めるや、あた

の鹿の目を思わせるやや怯えた漆黒の目と交

ふたと道を取って返した。さらばとて、とある

差すると、彼女の右手がゆるゆると持ち上がっ

家を訪ねる心算で戸口に懸る蓆の前に立ち、ア

て、耳の脇に垂れる毛髪の束を撫でたあと、そ

イヌの慣習に倣って、三度の咳払いで訪意を伝

れを唇の入墨の上へ引き寄せ、両腕に沿わせ、

えようとした矢先に、近くから優しい叫び声が

さらにはだらりと垂れた左手に沿って指先に

われらの耳に届いた。

至るまで……走らせた。それが女のカラクテ、
つまり挨拶であることを知った私は、お返しに、

キーク、キーク

掌のすり合わせと撫鬚を三度繰り返す。シパン

タロンチが素早く振り返る。隣家の前には、

ラム夫人は作法を心得ていたから、私が団長だ

今しがた見かけたばかりの婦人が、勝るとも劣

と知って、私から挨拶を始めたのだ……。私た

らず美しい入墨を施した今一人の婦人と立っ

ちは再び、お互いの健康、家族の健康、漁獲……

ている。両婦人は、われらを驚いたように見つ

について、ひとしきり語り合う。しかるのち私
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が別の婦人を応接する間、シパンラム夫人と挨

よぎる。

拶を交わしたのはブロニスワフである。

きっとシパンラムの娘、ショトゥナシ

彼とのお喋りは長引いた。ネンタシク(Nenta-

(Siotunaś)に違いない。彼が慌てて大阪から

sik)――これがシパンラム夫人の名前だった

戻った理由の一つだった……。和人客や魚

――さんは、次のように語ったそうだ。彼女の

の仲買商らに娘が「熱を上げている」とい

夫は、われらに新鮮な魚を振る舞うべく、隣人

う怪しからぬ噂が、彼の耳に届いたからだ

と連れ立って海へ出かけて留守である。彼女は

……。細君が煩くせがんで帰村を急かせた

義兄とともに、出迎えに駅へ赴いたものの、列

から、彼は博覧会事務局に損害賠償さえ求

車の到着に間に合わなくて、われらを見つけら

めず、持物を二束三文で叩き売った……。

れなかった。われらは汽車に乗って立ち去った、

ベリ・ベリ

細君の持病とされた「脚 気 」すら、なぜか
急に直ってるぞ……。ほらね!… そうだろ

と告げる者もいたという。
よくある和人の嘘ですよ。わしらは悲嘆

う!… だが後生だから、娘には目を向けな

に暮れて帰宅しましたが、その間に、わし

いでくれ……、あたかも彼女はここにいな

の 姉 妹 の イ シ ュ ウ チ (Isiuci) が 「 ニ シ パ

いかのように。さもないと彼女は姿を隠し、

(niśpa)」(旦那)の姿を路上で見かけ、旦那

二度と戻っては来ぬだろうさ。私は彼らを

方はもう到着していると申しました。

熟知している――ブロニスワフは私に警

到着してますとも、長居のつもりです
…… ――と、ブロニスワフは笑いながら、
交わされている会話を私に通訳する。

告した。
茶会が終わると、主人の兄はわれらに、大形
魚捕獲用の長槍や、魚網・釣竿その他の漁具を

われらは屋内へ招じ入れられる。箱・樽・什

披露した。そして、われらを村内視察に連れ出

器・道具類が満載の大きな玄室[セム(sem)]を通

し、道すがら、アイヌが高い柱の上に倉を建て

り抜けて、入口に対面する大窓や、側壁に設け

てきたわけを語る……。

た幾つかの小窓を通して採光される、広々とし
ハ

蟻・野鼠・廿日鼠・狐の害を防ぐためで

タ

て清潔な主室に入った。窓辺には就寝用の板床
が低くしつらえてある。主室の中央に四角く仕

すよ……。昔は住居も柱の上に建てたものだ。

切られた炉では火が燃え盛り、その煙は鈎や横

彼はわれらを海辺に案内した。そこには、舟

木、そこから吊下がる魚を黒く染めながら、高

置場からほど遠からぬ砂丘に見事な「ヌサ・カ

い屋根裏の深い漆黒の中へ消えてゆく。屋内に

ムィ(nusa-kamuj)」が見出されたが、出漁時に海

天井はなく、粘土を踏み固めた床の炉端には、

の神々へ敬意を表すべく立てられたものだ。そ

葦製の美しい茣蓙が数枚延べてある。

こでは何本もの「イナウ」が横なりに林立する。

われらは東面の大窓の側に座るよう請われ
た。その場所は室内でも特上席とみなされてい

イナウとは、巧みに仕上げられた削掛けを伴う、
はしばみ

るからだ。主室には箱類を別にすると、椅子は

人の背丈ほどの柳・水木・ 榛 の枝の呼称であ
るが、その天辺に集中する削掛けの束は、逆さ

おろか家具も一切なかったから、われらは床へ

に立てた[カトリック教会の]聖水盤を彷彿さ

直に腰を下ろした。茶と和菓子でもてなされた

せる。岸に並ぶ舟には、ふさふさとした同様の

あと、飛び切り上等の燻製魚も振る舞われる。

「イナウ」ながら、やや小ぶりのものがそれぞ

その座を取り仕切ったのはシパンラムの兄で

れの舳に取り付けてあって、これは「カムィ・

あるが、ネンタシクとイシュウチも然るべく手

ルゥ(kamuj-ru)」(神の道)と称する。

伝った。大勢の子供がひそひそ囁きながら主室

われらの散策には子供らの群れが遠巻きに

を縦横に駆けめぐり、若い娘の姿が玄室の闇を

随行したが、耳も顔もピンと尖って、ジャッカ
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ルを思わせる半野生の犬どもは、麻・蕁麻・巨

おります……。今でこそわしは貧しいが、

粒蕎麦(Polygonum sachaliniensis)の繁みに身を

祖父と父は「ニシパ」で、やつがれもここ

隠し、われらに向かってけたたましく吠え続け

の村長でありましたから、わしの隣人らは

た。大人の住人らは、建物の蔭や暗い玄室に身

挙って、騙された哀れなアイヌに救いの手

を潜めて、われらを仔細に観察していた。帰路

を差し伸べて下さった異国の「ニシパ」と

には、高い支柱の上に建てられた木製の大型檻

お近づきになれるよう、心から願っており

シュマリ


で飼育される、小さな 狐 (szumari)を視察した。
雪が降れば、犠牲に供する予定だ――
と、アイヌは説明する。

ます……。
長広舌は、自宅で催す祭宴への重ねての招待
で締め括られた。私は宿の件の方が先決だと主

夕刻が近づく。女主人はますます落ち着かな
くなり、しきりに外へ出ては海上を見やるも、
シパンラムの戻る気配はなかった。待つのもこ
れまでだ。われらは別れの挨拶を済ませて旅館
へ向かった。

張したが、それはおいそれと即決できる類の問
題ではなく、このような重大事では、準備と議
論に長い時間をかけるのがアイヌの流儀なの
だ、とブロニスワフは断言する。そこで、ブロ
ニスワフはまず手始めにシパンラム邸の見事
な造りと壮大さを褒めあげたが、これは主人を



欣喜雀躍させた。次いで、宿の亭主の貪欲と不

第二日
翌朝、われらが目を覚ますと、戸の外から来
訪を告げる咳払いが聞こえてきて、われらの部
屋の中へ日本式にいざりつつ入って来たのは、
ノムラ・シパンラムである。われらは順々に、
長いこと掌をすり合わせ鬚を撫でながら、健
康・家族・漁獲を訊ね終えると、ノムラは再び
咳払いを三度繰り返し、威儀を正して語りだし
た。

親切や、去来する来客のもたらす恒常的騒音と
騒擾に対する不満を訴えた挙句、彼は以下のよ
うな含蓄に富む謎までも掛けたのだ。即ち、わ
れらが住居・生活の対価として支払うお金が、
もしあの狡猾な和人ではなくて、例えば彼シパ
ンラムのようなわれらが友、ないし彼の指名す
る誰かの手に渡るとしたら、われらにはその方
が遥かに好ましいのだが、と……。
シパンラムは、われらの提案に明らさまな驚

立派な「ニシパ」である旦那方にお目に

きを示して、自らの貧困・無知蒙昧、快適な暮

かかれ、この僻地とやつがれの陋屋へ御光

らしの欠如、われらのような紳士の口には合わ

臨も賜りまして、嬉しい限りです……。海

ぬ劣悪な食事、商店・郵便局・役場の遠いこと

では何が起こるか知れませんから、昨日は

……について、再び語りだした。彼の抗弁なら

夜半に漁から戻れました。旦那方の天界で

びに振舞い全体が、私には些か腑に落ちない。

の取りなしのお蔭で、幸いにも大魚を仕留

われらは持論を曲げなかった。すると、利益を

めまして、いまだ昨夜のうちに旦那方を夕

侵害された和人たちが彼に危害を加えること

食へお招きすべく参上いたしたものの、ガ

を、実は心配しているというのだ……。私は一

タピシ汽車での長旅でお疲れになり、既に

笑に付して、それは全く和人らの見当違いだ、

御就寝でした。ですから、高貴な「ニシパ」

われらはいずれにせよこの旅館を去る心算で

である旦那方を起こすことは差し控えま

あって、行き先は、もし彼の所でなければ誰か

したが、今は、わしの家人一同、いや全村

ほかの者の家、あるいは隣村の社台(Sataj)>か@

すら挙げて、旦那方とともに海の幸を饗食

厚真(Atma)、はたまた平取(Piratori)までも足を

し、各自に配当される肉片を持ち帰るべく、 伸ばすかも知れぬ、と告げた。
賓客である旦那方の御到来を待ち構えて
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て、和人ではない――と私は駄目を押す……。 その出立ちは洋装で、金ピカ・ボタン付きの黒
地名の列挙に加えて、「駄目押し」が漁師を
いたく感動させる。彼はわが国の農夫と全く同
じ仕草で頭を掻きむしり、自分は当然ながら喜
んで迎えたい、しかし……かほどの重大事だか
ら細君とも相談せねばならぬと語った。
彼は退去に際し、タロンチとなにやら囁き交
わしたが、その後は再び日本式に恭しく後ずさ
りしつつ戸口の外に消えた。だが直ちに戻って
きて敷居の手前から、宿の主人にはいくら払う
のか、と訊ねる。われらが数字を告げるや、彼
は「ハイェ・ク・ラム(haye ku ramu)!」(嗚呼、
神様)と呟いて、長いこともの想いに耽る。戸
を静かに引いて閉めたものの、彼がその場から
立ち去った気配はなかった。ブロニスワフは
嬉々として、あれこそが典型的なアイヌの振舞
いであり、すべてはわれらが望むように落着す
ると断言するも、私は何かよからぬ予感を覚え
た。再び訪意を告げる咳払いが廊下に響き渡り、
戸が引き開けられると、隙間から覗いたのはシ
パンラムの蓬髪頭と、爛々輝く両の眼である。

い警察官用制服を纏い、筋入りのズボンをはい
てゲートルを巻き、サーベルを佩帯するという
完璧な「正装」だ。敬礼し、サーベルを外して
畳の上に跪き、武具は脇に置く。私たちは握手
コンニシヴァ

し、「今日は」と日本語で挨拶を交わした。わ
れらが頂戴した名刺には、長々しくもすばらし
い彼の肩書が、日本の漢字のほかに英語でも記
してある。われらもまた極東での慣例にしたが
って、お返しに名刺を差出す。私に言わせるな
らば、西洋で実践されるような、自らの名をも
ごもご口頭で名乗ったのち、客人の住所を紙切
れに書き留めたり、その個人情報を婉曲な方法
で聞き出す労を重ねることに比べると、名刺の
交換は遥かに礼儀に適った慣行である。
シパンラムは姿を消した。そこで、この和人
との間では旅や天候、当地訪問の目的をめぐっ
て、ごく普通の社交的会話が始まる。
お決まりの茶と和菓子とケーキが出てくる。
各村戸長は、学術の崇高なる使命や、日本政府
による学術の重用や学者支援をめぐって長口
舌を揮った。

結構です、引き受けましょう。宿の亭主
に支払うのと同額をわしにお払いくださ
い。わしは旦那方に恩義がありますので断
カク・ソング ・コ チョ

れません。但し、 各 村 戸長――村長と警
察署長を兼ねる役職――を訪ねて、なぜア
イヌとの暮らしを望まれるのか、そして、
わし即ちシパンラムは恩義に報いるべ
く!!… 旦那方を引き受けねばならぬこと
も、説明して下さるようお願いします。
まことに、すばらしい!… 即刻、各村戸
長を訪おう。

けれどもわが国の教授には、それぞれに
自前の専門領域があり、その埒を外れるこ
とは許されぬ……。ところで、貴殿らは何
を探しておられるか。
何よりも先ず、アイヌの神々について学
びたい…… ――と、私は彼の不安を鎮め
ることにこれ努める。
ほう、あの木の削掛けの「イナウ」と
な?… ――と見下げるように彼は笑う――
そいつは研究しても宜しいが、地図を書く
ことは罷りなりませんぞ!…

私は、彼の悩みが遂に突き止められたので同

われらは日本製の地図を所持している

意する。だが、われらが着心地のよい日本のキ

――と私は応じた――ともあれ、あなたは

モノをヨーロッパ式装束に着替える暇もあら

われらに関して、札幌の知事から特別な訓

ばこそ、部屋の敷居の前に姿を現したのは、ほ

令を受けておられるでしょうね……。

かでもなく各村戸長[明治13～大正8年に存続

本官は如何なる訓令も受領しておらん

した末端行政機関「各村戸長役場」の長、当時

……。本官が申すことはすべて、掛値なし

の白老郡各村戸長は佐伯茂治]その人である。

に本官の衷心と、貴殿らの安寧を慮る本官
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の懸念に発するものである……。本官は貴

らんのですよ……。

殿らに、用心を怠らぬよう忠告しておく。
アイヌは頗る貪欲で狡猾であるぞ。したが
って、貴殿が博物館のために購入する物品
の支払いは、本官立会いの下でなさらねば
ならぬ。本官が彼らに支払いを行うであろ
う。本官がこれを求めるのは、上司からの

少々酔っ払った主人は、われらが独り寝で
「退屈」せぬよう、自分の娘を夜の床に侍らせ
ようと申し入れた。われらの拒絶に彼は愕然と
なり、暫くの間、気落ちして座り続け、もの思
いに耽る。

指示であるからだ。本官は貴殿らを教導せ

しからば、わしの妻を差し向けよう……。
妻ならば、よもやお断りなさらんでしょう

ねばならぬ……。

な…――と、彼は厳粛に告げる。

彼は長々としゃべったのに、タロンチの翻訳

君は阿呆か… ――ブロニスワフは食っ

は短かった。最も肝心な部分を隠したのではな

てかかる――われらは和人の商人に非ず、

かろうか。警官は退去に際し、シパンラム宅に

われらにそのような習わしはないぞ。

おけるわれらの宿泊を、寛大にも認めてくれた。


無論、わしは阿呆でしょうよ… けんど

つまり、あなたはそのことを既に御存知

旦那方のような友人には、わしらが持って

でしたか。

いる最上のものを何でも差し上げるので

本官は何でも承知しておる…――と決

す……。もし旦那方が函館で救って下さら

めつけて一礼するや、彼は戸口へ向かって

なんだら、わしらはどうなってたでしょう

すたすたと歩き出した。

……。和人はわしらを浮浪者として牢屋に
ぶちこみ、不名誉千番にも鎖をかけて家ま

しかしながら、ポーランドについては何も知

で護送した上、罰金まで科したことでしょ

らず、われらの度重なる抗議と解説にもかかわ

う……。ともかく、わしの祖父と父は「ニ

ロ ス ヤ ニ ン

らず、彼は相変わらず、われらを「ロシア人」
オロス と呼びつづけた。

シパ」で、やつがれも数年前は当地の公選
村長だったのですよ…… ――と、彼は向

その日の夕刻、シパンラム宅へ引っ越した。

きになって復唱した。

われらはそこで、心温まる歓迎を受ける。東壁
の「聖なる窓」の右手に当たる貴賓コーナーが

女たちがこの会話を聞いていたかどうか定

われらの指定席だった。そこにはわれらのため

かではないが、彼女たちのわれらに対する態度

に、菖蒲製の薄縁が板床の上に延べられ、木枕

は直ちに途方もなく親密となって、年頃のショ

も添えてある。上掛けと小さなクッション枕は

トゥナシはあからさまに媚を振りまいた。

自前で携行していた。主人は直ちに「小さな祈



り」を執行する。つまり、われらの持参した一

第三日

瓶のヴォトカを、彼はまず金色の熊が底に描か

翌日、朝一番で風呂が用意される。われらは

れた赤い漆器椀へ空けて、それを一気にあおっ

一晩中、蚤や虱に情け容赦なく襲われ続けたか

た。飲み干す前には数滴を炉の上に振り撒いて、 ら、風呂はとても有難かった。ショトゥナシと
叔母のイシュウチが玄室から鉄底の半裁樽を

「火の女神」に向けて短い祭文を唱えた。
彼女は女であるから――彼は解説する
――どんなに些細なことでも腹を立てる
のです。ですから旦那方の到来を祝賀する
本番の「ヌサ」は明日執り行われるにも拘
らず、彼女は今日もまた慰めてやらねばな

転がしてきて、レンガでしつらえた炉の上に置
き、樽に水を張って薪に火を点けた。われらは
恭しくも、下から熱せられた釜につかるよう招
請され、先ずは私に白羽の矢が立った。日本で
は誰もが必要に迫られて裸体に慣れ、脱衣行為
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にも鷹揚であるとはいえ、衝立もなかったから、 渡す気にはなれなかった。彼らがひょっとして
私は好奇の視線から多少なりとも逃れるべく、

「舶来の砂糖」に幻惑され、それを味見せぬと

普段はネガ・フィルムの現像時に使用する黒テ

も限らないからだ。青酸カリをベンジンに代え

ントを拡げた。しかしながら、叔母かショトゥ

てみたところ、私の最大の関心事である甲虫目

ナシが、ひっきりなしにやってきては釜の下の

の昆虫は、湿気を吸って形状を崩してしまった

火を掻き起こしてゆくので、私が独りになれる

から、悲惨な結果に終わる。

時間は長くなかった。この火起こしのお蔭で、

われらの物品購入は父親や母親たちの間に、

釜の湯は短時間に加熱されたから、私はいたた

なくもがなの大騒動を招来した。何人かの果報

まれずに湯船から飛び出し、入浴が終わるのを

者が、古いがらくたの対価として途方もない大

待ち構えていたアイヌたちを大いに驚かせ、か

金を手にする。それを知った人々は我れも我れ

つ喜ばせることになった。次にブロニスワフの

もと、まっさらな即製品を持ち込み、未使用で

番となるが、彼はアイヌ語が達者だったから、

あることを楯に倍額で引き取るよう求めだし

適時に火を落とすよう、ショトゥナシへ告げる

て、数々の悲喜劇さえ出来したからだ。その存

ことができた。

在を知りつつも入手が最も困難だったのは、信

ブロニスワフからのちに聞かされたことで

仰にかかわる品々である。その実見をこの上な

あるが、ショトゥナシは、父親の申し出をわれ

く熱望した数点のイナウは、われらの視線の埒

らが断ったのは、一夜だけのことと解したから、 外にあった。撮影すら許されない。われらに向
「その一方で、われらがここに長逗留する予定

けられた不信は一向に減少せず、却って増大す

とも承知していて、われらとはいつも仲良くす

るかに見えた。

ることを願っていた」と語ったそうだ。

ショトゥナシはブロニシへの当てつけとし

われらはそれぞれに野帳を整え、撮影機器や
人類学的計測装置を点検して、決然と仕事に着

て、一人のアイヌ青年を連れて来る。この男は、
ハ

タ

手した。

主室には全く足を踏み入れず、誰とも挨拶を交
わさず、われらにも名乗らなかったが、玄室の



蔭の娘の寝床に腰を下ろして、キラキラ輝く両

ノムラ宅で過ごす日々

の眼でわれらをじっと見守り続けた。

雨天の日と夕刻はフォークロア、つまり伝

彼には目を向けないでくれ、後生だから

説・信仰・昔話を採録し、昼間は住宅や聖地、

シパンラムには、彼のことを何も聞かない

原野や聖なる森を訪ね、博物館標本を探索して

でおくれ、娘の求婚者なのだから……。両

入手する。私はそのほかに、子供たちの助けを

親は、彼の姿が全く見えない素振りをせね

こうちゅう

借りて蝶と甲 虫 の標本採集にも携わり、――十
点ごとに一銭 ポーランド・グロシャ を与え

ばならんのだ……。

ていた。この提案は村の若者世代の全体に、暫

その青年は夕食にすら呼ばれず、娘が密かに

時の採集熱を搔き立てることとなる。当初は

運んで来たものを食べたが、夜更けに姿を消し、

中々信用されなかったものの、向こう見ずな挑

彼とともにショトゥナシも消えて、彼女が帰宅

戦者数名が数銭ずつせしめるや、少年のみなら

したのは夜明け寸前だった。父親は彼女に一言

ず少女らさえも「魔法の」小フラスコを求めて

も話しかけなかったが、シパンラム夫人の方は、

続々とやってきた。昆虫は必ず――「砂糖のよ

あの青年は一体何者だね、という私の不用意な

うな粉末」がコルク栓で密封された――この不

問いに対して答える。

思議な小瓶に収めよとの指導に接して、私の秘
匿するものが様々に取沙汰された。――粉末は
「青酸カリ」だったから、この小瓶を子供らへ
─ 89 ─
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ショトゥナシは、われらが在宅する間はいつ

がパタリと途絶えたのだ。ここ数日来、村

も外出して、野菜畑で一心不乱に除草したり、

では誰も魚一尾獲れておらぬ……。われら

馬鈴薯を掘りつづけ、女主人はずっと不機嫌で、

のために歓迎の宴を催したいのに、肝心の

当たり散らしていた。

魚がないのだ……。魚が消えた理由は、も
しかすると……われらの当地滞在に対す

彼女は一体どうしたのかな――と、タロ

る神々の不満かも知れぬ……。和人らはそ

ンチに訊ねると、日本製ベルトに常時帯び

の種の噂を流している…今夕、もし空舟

る時計の銀鎖を弄びつつ、彼は外交的沈黙

で戻るようならば、海辺で大祈祷を挙行し、

を守ったが、遂に口を開く。

新しい「ヌサ」を立てる計画だ……。エカ

彼女はあなた方へ売却した品の値段が、

シ・テパ(Ekaś-tepa)――>‘tepa’@は「褌」の

余りにも安すぎたのが不満で悩んでます

意、シパンラムの年長親族の綽名――は既

よ……。もし彼女の娘と寝ておられたら、

し き う

に隣村の敷生(Si-Kiu)へ使者を送って、祈祷
会を催すべき日取りと、その際にどのよう

彼女の親戚だったでしょうから話はまた
別でしょうが、今はそう……とても悩まし

なイナウを立てるべきか"をめぐって、サ

いわけです

ムクス(Samukus)長老へ助言を求めさせた
そうだ。サムクスの言辞は常に有効適切で、

われらは土地の人たちとの関係を良くする
ことに極力腐心してきたから、タロンチの説明

彼は「タマタコト(tamatkoto)」 賢者 と見做

は途方もなく滑稽に聞こえた。

されている。返事はまだない…皆は興奮
しているそうだ。

それはどうかな――ブロニスワフは反
駁する――このような手厚いもてなしは、

われらとても、その一件の解決はある程度ま

アイヌの間で今一つ尋常ではないものだ。

でわが調査団の命運にもかかわるだけに、やは

こんなこと、サハリンでは皆無だよ。ここ

り興奮し、また関心も覚えた。タロンチでさえ

の戒律は、正直のところ、はるかに緩やか

も不安を隠さず、外で耳にしたニュースを刻々

だから、シパンラム夫妻はわれらの拒絶を、 と伝えてくれる。
さほど深刻ではないにせよ、彼らに対する

彼らは、いつ「ヌサ」を立てるべきかを

ある種の軽蔑の印と受け取ったやも知れ

サケ

めぐって口論を重ねてますが、それは酒の

ぬ……。だが、ほかに何かわけがある筈だ。

サケ

資金がないためでして、酒がなければ「ヌ
サ」は立てられません

一走りして、ショトゥナシから直に話を聞
くのが一番だ

ノムラは今日中にも「トルコーツァ(tol-

ブロニスワフは、娘への贈物として小鋏を手

kooca)」 送別料理 をわれらに出すべきだ、

に取るや、姿を消した。野菜畑からは程なく、

と言い張る者もいますが、ネンタシクは不

朗らかな笑声と会話が聞こえたが、この会話に

同意でして、あなた方からは困ったときに

はタロンチも女主人も均しく興味津々で耳を

余りにもたくさん助けてもらったから…

傾けていた。

と言ってます。
サムクスからは久しく返事がありませ

当たり前だが、そんなことじゃなかった

ん……。拙いことにならねばよいが……。

よ――と、ブロニスワフは笑いながら説明

皆は口角に泡を飛ばしてます…

する――ショトゥナシとはもはや仲直り、
小鋏も御の字で受け取ってくれたよ……。
だが事態は些か、より深刻の様子だ。漁獲

ノムラが再度の不首尾に関する知らせを嘆
きつつ漁から戻ると、私はブロニシへ、以下の

─ 90 ─

ポーランドのアイヌ研究者 ピウスツキの仕事(2013)

ことをノムラに伝えるよう頼んだ。即ち、われ

が、彼はもう旦那方の所に来ましたね……。

らはやはり友人として、是非とも儀式に参加し

今日はここにたくさんの人が集まります

たいが、魚を捕まえられるわけでも、またイナ

……。彼が誰にも腹を立てることのないよ

ウが削れるわけでもないから、祈祷会に必要な

う取り計らう方が、よろしいのではないで

サケ

量の酒を提供させては貰えぬか、と。ノムラの
気は直ちに晴れたものの、作法は彼に長考熟慮
を命じる。しかるのちに、この件を長老たちと
相談することを、われらに約束した。彼は姿を
消し、夜更けになって泥酔状態で帰宅する。
ネンタシクは肚を括って待ちつづけ、娘にも
就寝を禁じていた。夫婦喧嘩が出来する。ノム
ラは細君に対して雄弁の長広舌を揮った。自分
の茣蓙の上で顔を伏せて横たわる彼女は、返答

すか――と、主人はわれらに意味深長に語る。
そこでわれらは燕尾服を着用し、和人の村へ
向けて出発した。途中で暫時、あるイナウ作り
の家に立ち寄る。彼は窓辺の板製寝台に腰を下
ろして、火で炙って柔らかくした柳の棒から、
頗る薄い皮膜をナイフで削り上げていた。削掛
けの束は、その先端で、ある種の巻毛の房のよ
うなものを形づくるのだ。

拒否を貫き、度重なる哀願にも一切耳を貸さず、

これらの削掛けは、見るからにアイヌ自

夕食も出さず、自分の寝所へは向かわずに、娘

身を彷彿とさせるな!… ――と、私は自ら

と寝床をともにすべく玄室へ直行した。独り残

の印象をブロニスワフに披瀝する。

されたノムラは、寝所を蔽う垂幕の中から頭を

まさにそうだね!… 幾つかのサハリン

覗かせて、われらに嘆きのエールを送った。し

の削掛けには顎鬚があって、口や目や鼻ま

かしながら、翌日には平和が回復された。

で彫り込んであるよ――ピウスツキは私
の見立てに同調する。
そしてまた、地上で暮らすアイヌと神々

祭り前夜
サケ

の仲を取りもつ仲介者でもある。

ノムラは、われらの酒が受け入れられ、われ
らも儀式へ招待されたことを厳かに告げた。だ

皆がそう言うね!…
アイヌに人身供犠の伝説はないのか

が、それがいつ挙行されるかはサムクスの一声
次第。しかし村では誰も、供犠の前に神々の機

な?…

嫌を損ねるのを恐れて出漁せず、加えて、直ち

知らんな。聞いたことも、訊ねたことも

に執行せよとの命令はいつ下されるとも限ら

ないぞ……。ひょっとして優しすぎるかも

ぬからだ。儀式の執行は、舟が海上にある限り

ね!

厳禁とされていた。

とはいえ、この方面でも追究してみよう。

かくて、祝祭の気運が漲る。「巧みと知識の

ここでも蒙古の事例に類するものがない

人たち」は、「イナウ」の材料として用意され

とも限らんからな……。蒙古では、かつて

た木片の炙りに着手する。われらはショトゥナ

生きながら供犠に付された馬が、紙に描か

シの弟妹――居合わせたのは五人ほどだった

れたその画像で代替されていたぞ……。

―― か ら 、 わ れ ら の 隣 人 が 、「 ウ ト ゥ カ ニ
(utukani)」と称する木[水木]で「イナウ」を作
るよう命ぜられたことを教わる。われらは、今
カク・ソング・コ チョ

日中に各 村 戸 長を訪ねるよう、主人から頼ま
れるより前に、[イナウ製作の現場へ]作業の観
察に赴くことを決めていたのだった。
旦那方はまだ彼の許を訪ねておられぬ

こんなお喋りを重ねるうちに、われらはいつ
カク・ソング・コチョ

の間にか、各 村 戸 長宅の前に来ていた。彼は、
事務所に併設された小さくて頗る清潔な宿舎
で暮らしている。彼はわれらを事務所へ案内し、
ヒ バ チ

火鉢近くの畳に座らせて、強いて礼儀正しく、
かつまた多弁であろうとも努める。しかし、彼
の微笑みの裏には、不安と苛立ちが透けて見え
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る。十分に魅力的で若い細君は直ちに、可愛ら
しい茶碗に入れた苦いお茶を運んできて、漆塗
りの脚付き小盆に載せたケーキも勧める。「カ
ク」>各村戸長@は、突然、高圧的な声音でいき
なり「書類」を要求した。われらは通常の外交
旅券以外、書類は一切所持せぬが、旅券ひとつ
あればどこでも十分だったと答え、加えて、あ
なたは札幌の「総督」>前出の「知事」と同様
に、官選北海道長官を指す@から、われらにか
かわる訓令を受けておられる筈だがと逆襲す
るや、自分は如何なる文書も受領しておらず、
われらはそれゆえ即刻、警察署へ出頭せねばな
らぬ、と居丈高に捲し立てる。つまり、要する
に逮捕されるというわけだ。
私は、彼の言うことに従うつもりは毛頭なく、
しかも幾つかの日本の学術機関の庇護下にあ
るのだから、東京から明示的な命令が届かぬ限
り、警察署には出頭しないと言明する。
すると、彼は急に態度を軟化させ、今日は函
館から札幌へ移動する軍部隊が村を行軍通過
するが、外国人がそれを見ることは罷りならん
のだ……、と言いわけを述べだした。

村戸長の餞の辞だった。
路上で出喰わした洋装の和人二人は、われら
へ向けて鋭い威嚇の視線を投げかけた……。村
でも異常な動きは察知できる。われらは、シパ
ンラムが付添いとして派遣した「中の息子」に
せっつかれて帰宅を急ぐ。少年に事の真相につ
いて訊ねるも、語ってはもらえない。全般的興
奮はわれらにも伝わってくるが、格別に憂慮し
たのはシパンラムである。われらがシパンラム
宅に入るや否や、かなり立派な顔立ちで色黒の
見知らぬ紳士が訪ねてきた。彼は黒っぽい質素
な洋装で、腕には赤い腕章を巻いて、札幌の新
聞の通信員を名乗り、われらのことはバチェラ
ー氏から聞いて訪ねて来たと告げる。立派な英
語を操る。われらの仕事の進展と、この先いか
ほど白老に留まり、その後どちらへ赴く意向で
あるかと訊ねた。彼は退出に際して、
「カク」>各
村戸長@と同様に、街頭には出ぬように勧める。
軍隊の遍在と、人心の全般的動揺は、開戦の噂
が流れるだけでも暴動を起しかねぬからだと
いう。

われらはまさか警察署行きは望んでおらん

あなた方は、失礼ながら、研究のために

だろうから、今日一日は外出を控え、路上には

拙い時機を選ばれましたな――と、彼は薄

姿を一切見せぬよう、さもないと面倒なことに

笑いを浮かべて論評する。

なるぞ……と、彼は忠告した。われらは軍隊に

誰にも予見できぬのではないか"…

は全く関心がない旨明言した上で、「総督」か

そうでしたね。そうですが、今日も、明

らの文書が届くまでの暫時、白老における学術

朝も…、外出は避けた方がよろしいです

目的の滞在を認める許可証を発行するよう要

よ。部隊では病人が続出し、兵士が四名も

ビブウカ

請する。彼は表情を和らげ、和紙の断片に筆を
走らせて「これ、これのポランド(Porando)人は、
白老村とその近辺で、アイヌの生活に親しく接
すべく滞在中である」と書いてくれた。かくて
気に染まぬ訪問は、別れに際しての偽りの微笑
みと、深々としたお辞儀という甘味添加をもっ
て、遂に大団円を迎える。

死にましたから
会話が続く間、身なりから見て軍人と思しき
別の和人が、敷居に座って聞き耳を立てていた
が、促しても入室しないばかりか、返事すら返
さなかった。和人たちの訪問は、われら全員に
憂鬱な印象を与えた。シパンラムは、これら和
人が去ったあとも長いこと陰鬱な面持ちで坐

貴殿らはその鼻で、なかんずく夜間には、 しつづけ、子供や女らは物蔭に身を隠していた。
屋外を嗅ぎ廻ったりせぬよう……、これは

そこへ前触れもなく入室してきたのが、われら

貴殿らの安寧を慮る助言であるぞ――こ

にとっては未知の、人品卑しからざるアイヌの

れは、敷居口に立ってわれらを見送る、各

二人連れである。彼らが貴賓席へ通されて、荘
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厳な挨拶の儀式が終わったあとで、二人はサム

上に振り撒き、長くて見事な顎鬚も撫でたわけ

クスの使者であると、われらにも告げられた。

だ……。エカシ・テパはその後もずっと跪いた

返事の遅れは部隊の行進が原因で、行軍部隊が

まま、両の眼で「イナウ」を凝視しつつ、片手

通過するまでは、誰にも道路の通行が許可され

では己の顎鬚を撫でつづけた……。炉の火だけ

なかったとの説明がある。サムクスは、明日執
り行われる儀式に向けて到着し、それには、異

が光源である屋内を支配する荘厳な静寂 の中
では、断続的に発せられる敬虔な呟きのみが耳

国の方々も参加してよろしいとのことだった。

を打ち続ける……。暖かい夜空の星たちは、広

この決定は全員に陽気な気分を取り戻させ

く放たれた「東の窓」を覗き込み、遠くに響く

た。シパンラムは私から一円を借りると、神々

上げ潮のざわめきは、敬虔な囁きや後悔の溜息

と客人らへ敬意を表し、朗報を祝うべく、直ち

と溶け合う……。われらは鉛筆と野帳で武装す

サケ

に息子を走らせて酒を求めさせた。そして、北
の壁際に置かれた大型の宝箱から、黒漆塗りの

し じ ま

る外来者であるから、この興味深い舞台からは、
たとえどんなに瑣末な事柄であろうとも、決し

見事な古式椀が取り出され、炉の東隅に据えて、 て見落とすことはなかった……。
ヴォトカが並々と注がれたが、その前には、内

何の前触れもなく、突然、壁の外で足音がし

側が朱と金で彩色された黒漆塗りの酒盃>トゥ

て、日本兵三名が「聖なる窓」>白老では「東

ーキ@も五個ほど並べられる。そこには、内底

の窓」に同じ、後出のように「神窓」ともいう@

に金の熊が描出された周知の酒盃もしっかり

に影を投じた。彼らは一斉にライフル銃を肩か

鎮座するが、これは主人専用の盃である。それ

ら降ろし、「戦闘準備」の構えで銃身を家に向

ぞれの酒盃の上には、美しく彫刻され着色され

けた……。敬虔なる呟きは止み、人々の動きも

た木製短剣の、
「髭の守護者>捧酒箆、いわゆる

停止する。アイヌたちは、魔法にかかったかの

ひげ べら

ように凝り固まる。白状するが、私もやはり不

髭箆@」 iku-pasin>正しくはiku-pasui@ が載せて
カフタン

カク・ソング・コ チョ

ある。豪華に装飾された楡樹皮繊維製長衣>ア
トゥシ@を纏って、ヴォトカのすぐ傍に座を占

愉快な連想が頭をよぎり、各 村 戸 長の脅しと
通信員の助言も想起された。兵士らはギラギラ

める主人は、まず最初の酒盃に「神々のため」

輝く細い目を、誰よりもまずはわれらに向ける

ヴォトカを並々と注いで、自分の年長親族で、

……。日本兵らが一斉に弾薬嚢へ手を伸ばした

また当代村長でもあるエカシ・テパに、それを

ときは、不快感がいや増した……。われらは引

奉呈した。盃を受け取った村長は、顎鬚を厳か

き続きノートに記帳する振りを続けたが、寸毫

に撫でながら、当家専属の「イナウ」が林立す

も恐怖の色を見せなかったアイヌらの豪気に

る「東の窓」近くのコーナーへ顔を向ける。彼

は、私もやはり驚きを禁じえなかった。突如と

は酒盃を山に向けて持ち上げ、地下に向けて下

して窓辺に愉快そうな笑い声が拡がり、弾薬嚢

ろしながら長いこと祈りつづけ、ぶつぶつ祭文

から取出された紙巻きタバコが、馬鹿笑いで開

サケ

いた兵士たちの大口へ運ばれるまでには、長い

を唱える……。ノムラはその間、次の酒盃へ酒
を注いで自分の兄へ渡すと、兄もまた同様に顎

時間を要した。

鬚を撫で、祭文を呟きだして、「捧酒箆」の先
サケ

を酒に浸し、それで炉の火と炉の枠へ、また灰
サケ

の中に突き刺した小「イナウ」群へも酒を振り
つぶ

ひざまず

撒き、しかるのちに、恍惚状態で目を瞑って 跪
いた。主人は三番目の客人のためとて第三の酒
盃に、そして第四のそれは自分自身のために、
それぞれ注いだ……。今や全員が既に祭文を唱
え、視線を起こして山を崇め、ヴォトカを火の
─ 93 ─

どうだ、怖かったかね――兵士の一人
が日本語で訊ねる――俺たちは、お前らが
何をしておるか、見に来たのだ…
御覧の通り、祈っておりますだ――エカ
シ・テパは答える。
そうだ、そうだろうて…お前らは神々
へ捧げると称して、ヴォトカを飲んでおる
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サケ

のだ……。

今や、罪を購うのに、どれほどの酒を飲
み干せばよいのやら… ――と、主人は溜

ひょっとして旦那方もどうです、ちょっ
たしな

と 嗜 まれませんか"…
いや、俺らは禁止されておる……。服務
中だ……。

息を吐いた。
酒盃に注ぎ、それを飲み干すことの反復は、
ますます円滑に進行する。祭文はますます短く

兵士らは紙巻きタバコを吸い終えると、やっ

なり、人の動きはますます激しさを増してゆく。

て来たときと同様に忽然と姿を消した。そして

主人は自分の宝箱を開けて、削掛けで編み上げ

再び、煌々と輝く星々は天空の高みから、広く

た礼冠>サパンペ@ではあるが、経年と煙の所為

開け放たれた「聖なる窓」を通してわれらを覗

で真黒に染まった代物をそこから取り出す。彼

き込みつづけ、暖かいそよ風は高まる潮騒を運

がそれを自分の頭に仰々しく被せるや、他の人

びながら、海の方から吹き寄せていた。今に至

たちも己の礼冠を着衣の中から引っぱり出す

るまで、あの「聖なる窓」における日本兵らの、

か、あるいはシパンラムから予備の礼冠を拝借

意表を突くような象徴的顕現……が私に与え

する。冠の先端にはギラギラ輝くお守り――熊

た不思議な印象は、依然として記憶に新しく、

の爪、鷲の嘴、木・骨・角を彫り上げた狐・狼

それに思いを馳せることもしばしばの昨今で

の頭、魚・亀の像――が取り付けてある。会話

ある。

はさらに声高となる。シパンラムが 嗄 れ声で歌
いだした。ブロニスワフは、すべてをアイヌ語

しゃが

この一件はアイヌたちの間にも、負けず劣ら

のまま速記する。タロンチは私のため、ロシア

ず大きな印象を残した。
威儀を正した鬚面の男らは、黒と白の正装に
サケ

語に通訳する。ノムラはその歌の中で、大阪か

身に固めたまま、酒で満たされた供犠用酒盃を
目前にしながらも、長いこと不動の姿勢で座り

ら戻るときの悲惨な旅や、われらとの出会いを

つづけた。そして、シパンラムの息子が入口に

がわれらの周りに集合して、口々に感謝を述べ、

懸る蓆の下から頭を出して、「もういないよ」
と囁くや否や、威風堂々たる男たちは無言で、

かの忌々しい酒 をわれらの盃にも注いでくれ
るから、われらはその都度、飲み干さねばなら

一斉に飲物へ手を伸ばし、だらりと垂れ下がる

なかった。われらには一つだけ、どうしても実

アザラシのような口髭を、木彫の「捧酒箆」で

行不能なものがあった。それは木彫の「捧酒箆」

慎重に持ち上げつつ、酒盃を一気にあおった。

で威厳を保って口髭を持ち上げることだった

サケ

空になった酒盃に、シパンラムは再び酒を注
いだ。

最大限の情熱を傾けて叙述する。その場の全員
サケ

が、結局は、寛大にも免除してもらえた。
わしに一円くださいな。見ての通り、和

それ見たことか、彼らはただ嚇したかっ

人たちはべらぼうなことをしてくれまし

ただけさ――最初に声を上げたのはエカ

たよ……。神々はひどくお怒 りです…
――私の脇までいざリ寄って、ノムラは囁

いか

シ・テパである。

いた。

それなら、しくじったな… ――と、若
い客の一人が笑い出す。
虐める相手は、どうしていつもわしらア
イヌなんだ。通りすがりの者が余所様の家
を覗くとは、しかも、親族ですらそこを通
して覗くことは禁じられている「東の窓」

しばらく経つと、シパンラムの息子が空瓶を
小脇に抱えて和人村へ駆けつけた。一方、屋内
は騒々しくなって、アイヌたちは歌いかつ叫び、
競いあって和人らを罵倒する……。

から覗くなんて、もっての外だ… ――と、

わしらが奴隷身分に落とされてから、ど
の位経つかな?…

シパンラムの兄は憤慨する。
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なりわい

わしらから生業の場を召し上げといて、
わしらアイヌは週に三日、「ダイミヨサ

に達した興奮が、女や子供たちにまでも拡がり
だしたから、私には全く見当がつかなかった。

(dajmijosa)>大名様"@」のため労役に服すか、 主催者らは彼女たちに、――飲み残された酒盃
賠償金を支払わねばならなかった…

が 背 後 か ら そ っ と 渡 さ れ る ―― 「 パ チ ェ ス
パ

ン

海や森からの産物の半分は、和人の領主
へ差し出すべし…
わ

け

わしらが理由もなく鞭打たれ、二本の柱
はりつけ

(paczies)>正しくはpa-keś@」と称する飲物を気前
よく振る舞っていたからだ。主人が跪いたまま
私の方へ密かににじり寄ってくるのを見て、私
は三度目の一円の貸付けをほとんど覚悟した

の間に 磔 られ、絞首台に髪の毛で吊り下
げられて以来、どれほどの時が流れた

そのとき、入口の枠を叩く音が聞こえた。蓆を

か…

上げて身を乗り出したネンタシクは、不安に駆

あるいは今のことだが、わしらの土地は

られて夫を呼ぶ。慌てて庭へ飛び出した夫は、

すべて略奪されて、度重なる請願・陳情の

間もなく当惑の態で、脱いだ礼冠を手に戻って

末に、破廉恥にもちっぽけな地所が分与さ

きて、小声で囁いた。

れたが、この地所は住居と幾条かの馬鈴薯

警察だ…散会を命じてる…

畑でもう満杯だ。
その地所に課される税金の高いこと

「威風堂々たる」男たちはしばらく押し黙る。


海岸の借地料もまた然り…「アヨ(Ajo)」

気晴らしをすることすら許されんのか

彼らは、無毛豚のように体毛がないこと

――と、サムクスの使者は呟く。

で、威張り散らしておるのだ…
「フット、フット(Hut! Hut!)」 恥を知

彼らは命令を受け入れて、飲み残したヴォト
カとの別れに、あからさまな未練を残しつつも

れ ――女たちが叫ぶ。
「アイ・オイナ(Aj-ojna)」 至高の精霊
がわしらに、人が必要とする所にはすべて
ねた

毛を与えたのが、彼らには妬 ましいのよ
……。とどのつまり彼らは毛深い女が好き
なのだ、だからこそ、わしらの娘たちを追
い回すのさ……。

退出する。敷生からの客人たちは、エカシ・テ
パが自宅に招待した。

競技会
翌日は早朝から、われらが家の前面で、当地
の小学校の生徒らが愛国的示威集会を催した。

「 イ セ ン ラ マ テ (Isenramte) 」 ま さ

彼らは木銃を肩に担いで整然と行進し、幾種も
の軍事演習や武器操作実習も繰り広げる。のべ

か ――女たちは笑う。
彼らの顔に毛が三本生えると、それをと

つ幕なしに大声を張り上げて、日本の国歌を歌

ても大事に育てるそうな。海の彼方から来

い続ける。生徒の半分はアイヌで、もう半分が

パ

ン

られた紳士方のようになりたいのだ「ア
イヌ・ボタ(Ainu bota)」 然り、わしはア

和人だったが、集会の指揮を執ったのは十四歳

イヌだ 。わしらがそのことに思い悩む必

ぶれ」のサレッテ(Sarette)の息子――である。

要はない、旦那方と同様、既に幾世紀もそ

彼らの演習をわれらが頗る静粛に見学したこ

うなのだから…… ――矛先がわれらの方

とを確かめるや、少年たちは解散して、一部は

へ向いてきた。

帰宅したが、一部は海岸へ向かった。そこでは

再びわれらの盃が充たされて、再度、顎鬚を荘
サケ

厳に撫ぜ、忌々しい酒を飲まねばならなかった。
祭宴が果たしてどのように終わるかは、頂点

のサコチ(Sakoci)――「賢人気取りで大の和風か

「ヌサ」の建立に先立って、スポーツ競技会が
催されることになっていたからだ。われらは後
者のあとを追った。
競技の種目は徒競走・跳躍・槍投げだ。参加
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者は専ら若者たちであるから、まさに絵に描い

シパンラムの案内で訪ねた。われらはなかんず

たように見事な光景が繰り広げられる。競技場

く、先述の和風文化にかぶれた「賢人」サレッ

は、真珠色の波が常に打ち寄せる黄色の砂地に

テの家を訪ねた。住宅には和風の床が張られ、

延びる、よく踏み固められた平坦地。背景では

部屋も襖・障子や窓で仕切られていて、確かに

晴天の瑠璃色の空が、太平洋の青い鏡面に寄り

彼は半和風生活を享受している。まさに窓辺に

添う。このように静かで暖かでよく晴れた日々

坐して、日本語の書物を読んでいるのだ。屋内

が、この地の初秋には極めてしばしば訪れる。

の一隅に据えられた仏壇がわれらの目を惹い

み も の

とりわけての見物は槍投げだが、そこで使用さ
オ ッ プ

い る か

イッカク

た。しかしそれは、部屋の四隅や天井の梁に、

れる長槍(op)は、アイヌが――海豚・一角・鮫・
太刀魚といった――大型魚を捕獲する際に使

はたまた「仏壇」の中ですら、新旧の「イナウ」

用するものだ。標的は老朽木の断片であるが、

だ。「賢人」はまた、その日に予定される「ヌ

投擲場所から三十メートル離れた地点に置か

サ」建立式への出席も明言する。われらが入室

れている。投擲場では、褌を着けただけの全裸

するや、彼は素通しガラス入りの眼鏡を鼻に掛

に近い青年たちが順繰りに立ち、優美に体をの

けた。彼は視力抜群で、しかも――群来の到来
を逸早く伝える――「追跡者」の役さえ務める

け反らせたあと、弾みをつけて槍を投げる。圧
倒的に若い女や子供らからなる観衆は「イシ

が賑やかに懸けられるのを決して妨げないの

く

き

ウチョノシチ

リ・クラウッチェ(Isziri-Kurautcie)」、「ホタラ

ほどだから、この際の眼鏡着用は 学 識 のひけ
らかしにほかならぬ。しかるに「学識」は別に

、
「イ
(Chotara)」、
「イセン・ラマテ(Isen-ramte)」

して、彼は神々や人々の不興を買うことは望ま

ラム・シトネル(Iram-szitner)」といった掛け声を

ず、細君は和人である。家では子供たちと日本

発して、自らの称賛ないしは不満を表明する。

語で会話する。彼の長男はわれらを胡散臭そう

近くの丘の上に腰を下ろす髭面の年輩者たち

に眺め、何も受け取ろうとせず、話そうともし

は、競技の成り行きを静かに、かつ熱心に見守

なかった。

る。私の頭を、古代ギリシャの浅浮彫の記憶が



よぎった。

ヌサの建立

和人らの発する銃声で中断を余儀なくされ

夕刻前に、
「ヌサ」の建立式が間もなく開始、

た、と村では語られる昨日の祭宴が、アイヌた

との知らせが届く。われらは海岸に赴くが、そ

ちのわれらに対する友情を頗る高めたお蔭で、

こへはすべての村人が三々五々集結中だった。

私は彼らの競技の様子をカメラに収めるだけ

海側は地肌を曝すも、陸側では山査子>浜茄子

でなく、映画撮影機による記録さえも可能とな

であろう@・ 薊 ・野草が密生する砂丘では、数

る。私の撮影機は旧式で、本体もトネリコ材の
大箱だったから、三脚に取り付けるのにもかな

人の「イナウの 匠 」が、丘の天辺に列状に立て
られた幾本もの長い小柱に「イナウ」を結縛す

りな時間を要したが、それにも拘らず、われら

る作業を進めている。競技の方は、素っ裸ない

の新しい友人たちは辛抱強く待ってくれて、自

しほとんど全裸の子供たちが幾つかのグルー

らの競技をすべて、わざわざやり直すところま

プに分かれて、小弓による弓射や投げ矢競技に

でも協力してくれた。

熱中し、また波打ち際の一線に、丸太を敷いて

さ ん ざ し

あざみ

たくみ

並置された舟の列の周りでは、鬼ごっこにも打



ち興じていた。

「賢人」サレッテ
村は既にお祭り気分一色で、必要な「イナウ」

夜の帳が降りてゆく。暮れなずむ山々の上に

作りに携わる人たち以外は、誰も働かない。わ

懸る黒雲の大群は、アイヌの豊かな蓬髪を髣髴

れらはこの機会を捉えて、白老川>原文では「ペ

とさせる。幾つかの火山の火口部の上だけは、

ツ川」とある@の川向こうにある数軒の家を、

あたかも大地の熱い息吹がそこから雲を逐い
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はその次だ…――と、われらに説明がある。

払ったかのように、かそけし光を放つ星々によ
って空もしらずむ。西方の高い岬の彼方では夕
焼けが、乱舞する金粉のように消えてゆき、
山々の尾根や黒い森の輪郭、そしてアイヌ家屋
あかがね

の葦葺屋根の切妻の上には、かすかな 銅 色の
光線を注ぎかける。
村から延びる小径では、黒白の図柄で装飾さ
れた長衣を纏う長老たちが、白い「イナウ」の
束や――椀・酒盃・桶といった――儀礼用漆器
を抱えて悠然と歩いているが、各自が運ぶのは
自らの所蔵品から精選されたものだ。
海は長い波を転がしながら単調な潮騒を奏で
る。沖を走る見知らぬ孤舟は、波間に消え、ま
おか

た波頭に現れては、岸へ向けて舟足を速め、陸
では汽車が、谷間の奥に虚ろな音を単調に響か
せて通り過ぎる。

顎鬚を蓄えた男三人が「ヌサ」の傍らに坐し
サケ

て、酒で満杯の大きな「シントコ(sintoko)」 漆
塗りの桶 に対面している。その一人が朗々と
神々や魚や人間たちをめぐって、延々と続く荘
チェルパチ

厳な祭文を唱える。一人の若い「汲み役」が、
長老三人の前に据えられた四個の酒盃――第
四の酒盃は神々へ捧げられる――にヴォトカ
を注いで、各盃の上には美しい「捧酒箆」を一
つずつ載せてゆく。四人>ママ@の長老が酒盃の
前に跪き、天や海を仰ぎつつ祈り始める。怒り
猛る熊が発する咆哮を思わせる祈りには、折に
触れて大絶叫が挟まれる。さまざまな声は混じ
り合って、嵐のような「レチタティーボ」 叙
唱 となる……。あちこちの家々からは、今な
サケ

遂に、各家の主人が全員顔を揃えるや、丘の
近くに円座を組み、「イナウ」を配置する順序
をめぐって相談が始まる。誰しも言い出しっぺ
にはなりたがるから、神々や人々の誰一人とし
て怒らせ、傷つけたりせぬためには、よくよく
議論を尽くすことが重要だ。議論で仲裁役を買
って出たのは、背中に赤と白の図柄を切り伏せ
た黒っぽいキモノを纏う、まだ若くて元気溌剌
なアイヌである。われらとは初対面だったから、
彼は近づいてきて、名前は名乗らずに「撫鬚と
掌のすり合わせ」でわれらと挨拶を交わした。
彼はやや勿体ぶった態度で、魚が不足したから
神々に支援を求むべく人々は決議したのだ、ア
イヌの間ではこれが太古から受け継がれた習
サケ

わしであって、このあとは酒を飲むであろう、
とわれらに説明し、さらに、われらが儀式に参
加してくれるのはとても嬉しいとも付言した。
若者らはその間、丘の海側に半円状に立てられ
た「イナウ」の列に沿って、茣蓙を並べてゆく。
このように波の届かぬ高みにあって、部分的に
は草も繁茂する丘は、ありとあらゆる儀式の場
として頗る重用されるため、特別に「マサラ
(masara)」と呼ばれている。

お酒が大量に運び出されている。われらが奉納
サケ

した酒なぞ、ほんの僅かな部分を占めるに過ぎ
サケ

ない。運び込まれた酒は、「汲み役」がすべて
ポトチャシー

を共通の「シントコ」に空けると、
「 酌 役 」が
>そこから柄杓で掬っては@敬虔に飲み干され
た空の「酒盃」へと注ぎ分けてゆく。
「イナウ」
にも時折ヴォトカが振り撒かれる。最初の長老
三人の脇には、新しい四人の長老が坐して、顎
鬚を撫で、片腕を突き出しながら……、再び長
いこと祈りつづける。彼らは立ち上がるや、酒
盃を天に向けて高く掲げる……。腰を下ろす。
そして再び飲み、祈りを唱えながら、渦巻く削
掛けが冠部を形づくる「イナウ」の天辺、しば
しば口が描かれるその中央部、そしてまた「脚」
の始まる下部にも酒を振り掛ける。彼らはほん
のお印に振り撒くだけで、その大部分は自らが
飲み干す。若者らは己の番が回ってくるのをじ
りじりと待ちつづけ、違反行為のないように一
部始終をじっと凝視する。わが主人は「重い
サケ

神々」の分として、われらの奉納した酒を入れ
た桶はわざと別置している。これらの神々には、
彼がエカシ・テパとともに祈りを捧げることに
なっているからだ。
儀式は深夜に、女や子供たちも含め、すべて

まずは年長者らが祭文を唱え、若い連中

の者にヴォトカが大盤振舞いされたあとの、全
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員参加の乱痴気騒ぎをもって幕を閉じた。海上

たして無事に接岸できるのだろうか、と私は危

に天高くかかる月が、アナクレオン>紀元前六

惧を表明した。

世紀ギリシャの抒情詩人@の時代と同じ銀の光

接岸できますとも… ――と、タロンチ

で地表を照らしつづける中に、家路に就く酩酊

は一笑する。

した長老たちと、大声を上げて彼らを先導する
しどけない姿の女たちや、陽気な裸の若者らの

いさりぶね

華やかな行列があった。

漁 舟編隊は斜めに縦隊列を組んだ。先頭の舟
とわれらの間は、僅かに波一つ。岸に集まった



人たちは幾つかの小グループに分かれ、岸辺に

効験あらたか

沿って散開する。山のような大水塊が先頭の舟

翌日、われらはある種の不安とともに、祈祷

を捉えると、天辺の渦をがぶりと巻き込んで、

の効験や如何に、と待ちつづけた。われらと不

舟をわれらの方へ押しやる。漁師らは、蜻蛉が

安を共にする女主人は、太陽が西に傾くにつれ

翅でそうするように軽々と櫂を操って、舟を後

て、ますます頻繁に家の前に出ては、小手をか

退させながら泡立つ大波の背後に押し止めた

ざして、青味の募る遠い海を見守ることを繰り

が、渦巻きは舟の僅か数メートル先にまで迫る。

返した。すると突然、一人の少年が注進に駆け

私は、漁師たちの技量と沈着に驚きを禁じえな

つける。

かった。
大波がずしんと岸に落下して、自らの膨らん

舟たちが戻ってくるよ…

だ艀から、ほとんどわれらの足元へ舟を投げ出

子供らは全員がショトゥナシを先頭に、その

し、砂の上にさっと広がる。漁師たちは直ちに

後ろにはシパンラム夫人も、海へ向かって一斉

舟から飛び降り、艫と舳を抱えて陸の方へ曳い

に駆けだした。われらもそこへ向けてひた走る。 てゆく。われらのグループから少年たちが応援
前日の「ヌサ」がしらずむ砂丘には村人の半数

に駆けつけ、舟の艫に打ちこんである環頭釘に

が佇んで、夕焼けの深紅色に染まり、きらきら

長いロープを通し、近くにある巻上げ機にしっ

波立つ太平洋の海原に見入っている。われらの

かり結縛する。同機には即刻、長老や若者たち

目では何も見えなかったが、地元の人たちは、

が飛びつき、手分けしてそのシャフトを押し始

漁師たちのお帰りだ、「高潮」が始まったから

める。>ギリシャ神話の@サテュロス>ディオニ

もう間もなくだと断言する。巨大な波は、実際

ュソス神の従者、半人半獣の森の神@さながら

に、ばかでかい渦が逆巻く寄せ波をますます高

に毛むくじゃらな長老の脇で押すのは、だらり

く押し上げる。海上では水平線の彼方から、不

と垂れ下がる乳房が常にシャフトの上で揺れ

気味な紫色の線がこちらへ流れてくるが、われ

つづける、背に子を負った半裸の女であるが、

らは突如として、この線上に一つの黒点を、次

その後ろでは、青年の青銅像のように素っ裸の

いで第二、第三の黒点も認め、ついには、全速

若者が踏ん張り、さらに、口の周りには髭の、

いさりぶね

かいな

で接近中の 漁 舟編隊の全容も確認する。ほどな
く、舟端で拍子を合わせて水を打つ櫂も既に識

また両の 腕 にも青い絵の入墨を施した、腰の周
りに布の帯を巻きつけただけの女、そして再び、

別できる。逆巻く大波は同編隊を、時に呑みこ

口元・唇・両腕に同様な入墨を施し、何本もの

み、時に天高く押し上げる。既に指呼の間とな

頭髪の房がしなびた顔に振り掛かる、仕事で日

るや、人の姿やその顔までも判別可能となるが、 焼けした年配の女……、と続く。
海鳴りがあらゆる音をかき消してしまう。高潮

皆はその筋骨逞しい脚を砂中深くまでめり

は山なす水塊を数十メートルの高みにまで持

こませながら、全身を託して>シャフトを@押し

ち上げるが、落下させる段になると、滝のよう

続けた……。まさに石器時代の勤労を偲ばせる

な破壊力でそれを海岸に叩きつける。彼らは果

情景だ…その間、小さな坊主たちが舟底の下
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へ丸太を並べてゆくと、漁師らは両側から舟を

ねた。案内してくれたのは、いずこでもノム

引き上げる。次の大波が押し寄せる前に、舟は

ラ・シパンラムか、彼の指名する身内の誰かだ

既に薪材の上に鎮座して安全に格納された。シ

ったが、「信頼措くあたわざる人」として彼の

パンラムは重々しい表情を崩さず、舟から獲物

親戚などに紹介されたこともある……。したが

を下ろしながら幾つかの籠へ詰めてゆく。

って、われらの滞在は常に友情と信頼に取巻か

大漁だ小魚もさることながら、彼らは太刀

れていたわけだ。とはいえ、このような状況で

魚二尾の捕獲にも成功したが、頗る大きかった
から、二艘の舟に収めるには、洋上で解体分割

も 各 村 戸長かその助手は、われらにべったり
付きまとったのも事実で、それなりに鬱陶しか

せねばならなかった。子供らが獲物を家に運ぶ

ったものの、アイヌたちはいつも、たとえ一両

傍らで、シパンラムは幸せそうなネンタシクと

時であれ監視を外れて、われらが仕事を進めら

ともに、一年前に殺した狐の乾いた頭部を収め

れるよう、何らかの方便で彼を回避する策も見

る、熊皮の袋を抱えて家路に就いた。狐の頭は、

出してくれた。彼らの口と心は、かくて開かれ

漁へ赴く舟の艫に、豊漁を祈念して必ず懸けら

てゆく。われらの野帳でも、醗酵した麹のよう

れるものだ。

に記載が増殖を続ける。ブロニスワフ・ピウス

獲物は庭先から「神窓」を介して室内の主人

カク・ソング ・コ チョ

ツキが謎々・歌・昔話・伝説を熱心に採録する

へ手渡されるが、主人は窓近くにしつらえた鈎

傍らで、私はスケッチを試み、写真を撮影し、

に一尾ずつ懸けてゆく。鍋に水を満たして、豪

映画撮影機を回し、氏族・経済関係の研究に携

華な夕食の調理が始まる。その間には、漁に参

わって「親族名称」表も作成した……。

加しなかったか、漁運に恵まれなかった隣人た



ちが次から次へと訪ねてきては、家族の規模や

計測ならず……

主人との関係の遠近に応じて魚肉の断片を入

頗る重要でありながら適切な条件が整わず、
唯一実現しなかったのは、人類学的身体計測と

手してゆく。
これらすべてがあるのは、わしが「重い
神々」に祈ることができたお蔭だ。
旦那方を神々は愛しておられますぞ…
――と、シパンラムは荘重に告げた。

被毛の研究である。それには、独立した部屋が
必須だった。裸身の開示に何らの羞恥も覚えぬ
ようなアイヌたちでさえ、他人の家で脱衣する
のは野蛮な行為であり、また家主にとって甚だ
不名誉なことだとも見做したからだ。私はした

最近の数日間に生起した出来事は、われらを

がって、これらの機器を抱えて、何らの成算も

地元の人たちに頗る近づけてくれた。彼らはわ

なく家々を廻らねばならなかった。些細なこと

れらの豪気や、アイヌに対する友情や、気前の

が雰囲気を壊して、既にその気になっていた者

良さ……をめぐる物語を、日毎に尾鰭をつけて

が、どんなに金を積まれようとも、はたまたヴ

語るのだ。われらは至る所で、好意溢れる微笑

ォトカを提案されても、頑として脱衣を拒むの

みで挨拶され、冗談半分のわれらの返答が熱狂

だ。私が何度か試みたあとで、一件の拒否が電

的に復唱され、家宝――漆塗り酒盃、角製・骨

撃のごとく周囲へ波及して「拒否ブーム」に火

製・木製の古式刀、年代物の高価なお守り――

を点けたから、計測は諦めることを余儀なくさ

なども進んで見せてくれる。それらに付された

れる。わざわざ計測してくれと申し出ておきな

値段すら割引いてもくれた。

がら、その期に及んで急遽拒否する者が続出し

われらの名声は一円に広まってゆく。われら
シ・キ・ユ

サ タイ

たからだ。
結局、私も深追いはしなかった。この地方は

はそれに便乗する形で敷 生 、社台、「ミツビキ
(Micibiki)」、
「クシュン>コタン@(Ksun)」、「ウト

習慣・信仰・言語のみならず、また>人類学的

カンベツ(Otu Kambet)」……といった隣村を訪

形質@タイプという観点からも、強度に和人化
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されているからだ。和人の血が混入していない

したがって、われらは出発の日を待つ間、近

ような家族は皆無で、その多くでは、和人の出

在の村々を訪問しつづけた。漁場を訪ねて魚

自が誇りを以て公言される始末だ。異族婚の夫

網・倉庫・塩漬加工場・乾燥小屋、そして高い

婦も頗る多い。ところで、伝説が語る所による

柱の上に設けられた見張り小屋も視察する。小

と、まださほど昔でもない幕藩体制の頃、アイ

屋には見張り役が常時詰めて、鰊や鰯(iwas)の

ヌの村々では、シベリアのどこかで行われてい

群来に目を光らせているが、これらの漁獲は大
半が農業用の優れた肥料に加工されるのだ。

たのと全く同様に、来訪する和人の役人らに、
娘たちを一夜妻として提供する義務を負って

く

き

避けることの叶わぬ出立の日が遂に到来する。

いたという。

その前夜、正午以降はもはや誰も出漁せず、村



で最大のエカシ・テパの家宅に全員が参集した。


送別の宴
すべての与件はわれらに、人種研究でよりよ

何ともはや凄まじい酒宴であった…蝦夷
島の南西岸>原文では「南東岸」と記されてい

い成果を上げるべく、海岸線からも古来の交易

る@一帯の住民の間では今なお、これをめぐる

路からも外れた奥地の集落へ赴くように命じ

伝説が語り継がれていることを請け合っても

イェッソ

サ

ル

ていた。まずは沙流川の河谷、アイヌの大集住
びらとり

地の一つであるピラトリ村>現平取 町@から着
手することを、われらは決定した。
そこからは、わしらの先祖様の「森の領
分」が始まる。だが沙流の衆はならず者ば
かり、その大半は札幌で監獄に入っておる
よ…… ――と、エカシ・テパ村長は私に
説諭する。

よい。われらとしてはヴォトカに大枚二十五円
ズウォティ を叩いたが、アイヌたちは海に
匹敵する量を持ち込んだ。絶え間なく到来しつ
づける女主人や主人たちはそれぞれに、凄まじ
い味ながら、中に含まれるフーゼル油が飲用者
サモ ゴ ン カ

を忽ち酩酊させる、白濁した米の「自醸酒」を
満たした桶を抱えてくるのだ。顎鬚を蓄えた男
や主人たちは、炉を囲む形で着座する。われら
は無論、第一の環へ招じ入れられたが、すぐ外

ネンタシク、イシュウチ、またその他多くの

側の環には女や若者らが屯するなか、その背後

女たちまでが、われらには失望した……、きっ

では裸の餓鬼どもが忙しなく、嬉々として右往

め お と

と彼女らの娘の誰かと夫婦になって、末永く留
まってくれるものと思っていたのに……と、あ

左往する。彼らへ向けて叱責の声が飛ぶや、そ

からさまに思いの丈をぶちまける。シパンラム

た。われわれは挙って重々しく顎鬚を撫で、
「近

は頭を掻きむしって、もしどうしてもと言うの

い神々と遠い神々」や「軽い神々と重い神々」

であれば、彼を引き止めることはできぬが、
「は

へ祈りを捧げ、家付きのすべてのイナウ、また

あそうですか」で済むわけがない、必ずや別れ

炉内に立てられた新しいイナウ列にも満遍な

の宴を催さねばならぬと語る。そこでわれらに

く酒を振り撒いた。第一の環の長老たちが削掛
け製の礼冠を頭にかぶると、シパンラムは咳払

サケ

は、たとえ僅かでも手作りの酒を用意したいか
ら、出立は数日延ばすよう申入れがなされた。
このような大祭に供されるのが、和人から買い

のたびに暫くは厳粛と静寂を取り戻してはい

サケ

いを三度繰り返したあとで、再び、われらに捧
バ

ス

入れたアルコール飲料だけというのは、何とし

げる賛歌を荘重な低音で歌い上げる。函館での
われらとの出会いを語る段になると、遂に感極

ても様にならぬわけだ

まって、彼の小鹿の目を思わせる漆黒の目から
ほとばし

サケ

神々はアイヌのこさえた酒 の方がお好
きなのだ――と、シパンラムの兄はきっぱ
りと断言する。

は涙が 迸 る……。われらが「重い神々」へ捧
げた犠牲と、その結果として恵まれた「海での
恒常的豊漁」に話しが及ぶや、称賛の咳払いが
満場に拡がり、われらの出立が束の間のことで
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あるよう、そして再び戻ってきた暁には、もは

ブロニ・クル Broni-kuru>アイヌ語で「ブ

や彼らの許に永久に留まってください、という

ロニシ君」ほどの意味か@ よ、わしらの承

要請で彼が語りを締め括るや、女たちはこれに

知するところ君はわしらのクラフトゥ

手拍子で応え、男らは一斉に「アヨ・ロ・ロペ

(Kraftu) つまりカラフト の同胞を、オロス

(ajo- ro-rope)」と叫びだした。

Oros>ロシア人@ たちから守ってくれと

さらにエカシ・テパも、またシパンラムの兄

るそうだな… ――エカシ・テパはブロニ
つかまつ

も、そしてまた何人かの長老も立ち上がって弁
舌をふるった……。それぞれの弁士が語り終え
ると、われわれは挙って「パレセコロ(paresekoro)」とか「ホタラ(chotara)」 「どうかお元
オフ ラニ ャチャ

気で」、「万歳」 と叫び、口髭を「捧酒 箆 」で
厳かに持ち上げて盃を干した。この所作は、わ
れらも既にマスターしていた。演説はますます
華麗に、ますます長大に、そしてますます熱を
帯びてくる……。その際に好まれた話題は、友
情、同胞愛、賢者の優しさ、愚者の憎しみであ
る……。
ブロニスワフが答辞を述べる番が遂に回っ
てきた。彼もまた、やはり慣習に倣って咳払い
を三度繰り返したのち、自らの演説をアイヌ語
で朗々と吟じだした。若者らの間ですら、笑声
や悲鳴は聞かれなくなった。ブロニスワフは、
アイヌの善良さと客人歓待の習わし、彼らの豪
気と現在におけるその惨状、また南北の島々も
ナルド

含めたすべての島嶼にアイヌの 民 が遍在して、
天の星に擬えられるほどの大人口… を擁した
頃の、彼らの往時の威勢と栄華について語った。


シへ顔を向ける――御礼 仕 る…
歓声と拍手と歌が一斉に沸き上がる。女たち
はわれらの肩越しに大きな輪を作って、しゃが
んだり蹲ったりしながら「聖なる舞」を披露す
る。われわれは延々と飲みまくったが、折りに
ふれては呑み残された酒盃 paczieś>正しくは
pa-keś@ を、後ろや背後にいる女や若者らへも
渡しつづけた。
隣合わせの人たちが顎鬚を撫でながら互い
に不朽不滅の友情を誓いあうなかで、輪舞に参
加する人たちは一丸となって、われらに同じ友
情を誓約した……。感涙が止めどなく流れ落ち
オフ ラニ ャチャ

るなか、口髭を支える「捧酒 箆 」の下からは酒
が奔流のように迸る。談笑や歓声や悲鳴や歌は、
踊りの回が改まるごとにますます盛大となっ
てゆく。遂には輪舞の列すら解体されて、各自
は気の赴くままに、行き当たりばったりの人を
相手に飲みつづける……。
遂にはエカシ・テパまでが飛び出して、女た
ちの輪のなかで「熊踊り」を披露しだす始末。
ほかの人たちも同じように踊りだしたから、屋

君たちは数が少ないけれども、互いに助

内は気儘な跳躍の跋扈で大混乱をきたし、熊の

け合うこと、愛し合うこと、そうすれば、

唸り声や咆哮が充満するなかで……、踊り手は

数の多い民に伍して、強くて幸せな民にな

そのパートナーへ襲いかかり、唸り声で嚇し、

れるだろう……。ホタラ・アイヌ(Chotara

爪を剥いて引掻く仕草を続ける……。私をパー

Ajnu)――と締め括って、演説は終わった。


トナーに選んだのはエカシ・テパ、そしてブロ

深い沈黙がしばらく続いたあと、人々は思い
思いに酒盃をあおる。エカシ・テパが立ち上が
って、自分の頭から礼冠を外し、それをブロニ
シの頭にかぶせる。シパンラムは、同じことを
私に対して行った。エカシ・テパは、その後の
演説のなかで、われらは彼らの兄弟であり、部
族の一員に迎え入れられた……、と告げる。

ニシの相手はシパンラムだった……。
サケ

われわれは踊り疲れると中座して、酒で喉を
潤す。だが興奮した女や娘っ子や若者らは寸刻
たりとも休息しない。長老たちもまた、踊り狂
う細君の姿に挑発されて、重い腰を上げつづけ
る。われわれは「鴉の舞」
、今一つの「熊踊り」、
そして淫猥な「鹿踊り」も舞った。何人かの長
老は既に困憊して床に倒れこみ、女らが介抱し
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ている。シパンラムは酒盃に鼻を突っ込んです

ハ ヤ キ

すり泣く……。独りエカシ・テパだけは矍鑠と

住民の半分の拍手に送られて、列車で早来>は
やきた@駅へ向けて旅立った。もう半分の住民

して、ありとあらゆるコーナーや神々を相手に

は払暁に、太平洋へ向けて既に出漁していた。

舞いつづける……。若者らは住居の裏手のどこ

早来では、小さな旅籠に一泊する。われらは
その日のうちに乗馬数頭と道案内を雇い入れ

かで遊んでいるらしく、野菜畑の方から彼らの
歌声や笑い声、また藪の枝や野草を折る音も聞
こえてくる……。
その場は極度の興奮状態にあったから、私が

ハ ヤ キ

はた ご

ピラトリ

て、翌朝には森林を掻き分けつつ平取へ向かっ
た。ポレーシエ地方かヴォルヒニア地方>いず
れも旧ポーランド領で名高い森林地帯@の山道

写真撮影に焚くマグネシウム粉末の閃光も、格

を髣髴させる道は、原生の落葉樹林を縦走する。

別な印象を与えることはなかった。

樫・橅・楓・楡・ハンノキの巨木、そしてやや

ぶな

はしばみ

伐らせてやれ焚かせてやれ…旦那
方は何をしても構わんぞ……。わしらの身
内だ――と、家へ連れ帰ろうと努める細君
や息子に抗いながら、長老らは吠える。
罰として、もう一桶の「シントコ(sintoko)」
を気張って下さらなくちゃいけません
ぜ… ――シパンラムは私の手を摑んで口
ごもる。
明日よ、明日だってば――細君は彼を
宥めつづける――家に帰ろう、ほれ、皆の
衆も家路に就いとられますよ
黙れ…お前は何様だ、碌でなしめ……。
お前はヒラメ(samambe)だ精々のところ、
男にまとわりつく存在に過ぎんぞ…わ
サケ

しはここを動かん……。酒 を持ってこい
――男は女の手を振り払いながら怒鳴り
散らした。

湿潤な所では 榛 や樅の樹林が、ゴチック式大
寺院におけるアーチ天井さながらに、高所でそ
つた

れぞれの梢を寄せ合っている。蔦やその他の蔓
性植物が、あちらこちらで巨大な樹幹に巻きつ
いてはいるものの、通行不可の藪を形成するこ
とは頗る稀だ。却って樹間距離はかなり広くて、
もし、わが国の梨や林檎の木の高さまで生長す
し

だ

うるし

る大羊歯・山査子・榛・水木・ 漆 の木などが下
生えの藪を形成しなければ、そこはかなり開け
た空間である。これらの美しい樹種の葉は既に
深紅の色調を帯びているから、さながら火焔の
ごとく、森の暗みのなかできらきらと輝く。ア
イヌらは漆を有毒樹と見做すので、同樹の木陰
に留まることは強いて避け、その近くでは決し
て就寝しない。道は空虚そのものである。たっ
た一度だけ蝦夷鹿の群れが、われらの馬どもの
蹄の音に驚いて木立の間をさっと駆け抜けた。
鉄道線路からおよそ四十キロ離れた所で、われ

とはいえ、嫁御らは自らの旦那さまを、アル

らは村落に初めて遭遇するが、その小村は鵡川

コール臭ふんぷんの小屋から優しく引きずり

河畔にあって、鬱蒼たる森で蔽われた幾つもの

出してゆく。そこにとり残されたのは、人力に

丘の真直中、とある谷間に立地するらしかった。


よる限り、どうしても動かすことの敵わぬ者た

その村で暮らすのは、プロテスタント派のキ

ちだけであった。

リスト教に改宗したアイヌたちである。信徒を


代表する若い女は、日本語の読書きができて、

平取

僅かながら英語さえも解する。彼女はわれらを



あたかも旧知のように迎えてくれた。何でもミ

鵡川から平取へ

ステル・バチェラーが、われらの到着を手紙で

翌日の正午、われらは>白老の駅頭で@コタン

予告して、アイヌとのラポール樹立に手を貸す

──────────────────────────


 「働く能力も、またその意欲もなく、多情なだけの女」に向けられた蔑称>アイヌ語辞典によると
‘samambe~samampe’は「平目、鰈類の魚」を指す――訳者注@。
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ように命じたとのこと。暫くは、この村で幾許

毛と分かちがたく、眉毛は擦り切れた大柄の口

かの時を過ごすべきかどうか迷った。われらの

髭といった観を呈する。腕部と脚部は獣毛で蔽

研究にとって、ここはすべてが余りにもキリス

われて、前開きの楡樹皮製長衣の下からは、赤

ピラトリ

ト教的であり過ぎるからだが、平取までは、い
まだ三十キロほどの道程が残っている。そこで

と灰色をない混ぜた色調の、熊の縺れ毛が顔を

われらはこの村で一夜を過ごした。そして翌日

リの方は、なかんずく、われらがアイヌ語を解

の昼下がりには、沙流川――‘saru’というアイ

することを知って、余り幸せそうではなかった。


覗かせている。私は頗る御満悦だったが、ペン

ヌ語は「草が繁茂する」という意味である――

このように値の張る通訳たちを使うの

の岸辺に立った。実際、河岸には大牧草地が

は、どんな御了見かな… ――と、渦巻く

延々と連らなり、そこで初めて、われらは馬群

縺れ毛の中に隠れた両の眼を輝かせて、彼

や赤牛の群れを目にした。和人到来以前のこと

は詰問する――金の浪費ですぞ……。わし

であるが、往時のアイヌは馬飼育に従事して、

ならば、何であれ完璧な話をして差し上げ

馬の放牧者として著名でもあった。彼らはのち

たのに…わしはあらゆることを知っと

に零落し、現地産馬群は消滅してゆくが、日本

るし、ここでは最年長じゃからな……。

ひ ん ば

政府は繁殖用の牝馬 と種馬をオーストラリア
>正しくは、ハンガリーを含むオーストリア・

トクガヴァ

ショグン

イノモト

徳 川 の将軍 のことも、函館の榎本 >武揚@
の叛乱もよく覚えとるぞ――榎本より年

ハンガリー帝国@と蒙古から導入する。

上だってことも忘れちゃおらぬ……。わし



の爺さまはまた「ヨチチネ」 十二世紀の

ペンリ村長

ヨシツネ

義経 公とも昵懇で、公から頂いた形見の
品、とても高価な宝を持ってござる。ミ

村は、河谷を見下ろす丘の斜面に拡がってい
る。当地の葦小屋は、海辺に立地する村々の家

ステル・バチェラーも旧知だし、ミステ

屋よりも大型で、骨組にもより上質の木材が使

ル・ランドールも知っておる……。東京に

用されているが、そのスタイルにはやはり歴然

クラ フトゥ

も、樺 太 サハリン にも行ったことがある
……。ここを訪ねる客は誰もが、わしの所

たる和風様式の影響が認められる。われらが止
はた ご

宿した村で唯一の旅籠は、和風の板造り建築な
がら、アイヌ式屋根で蔽われている。

に滞在なさるから、旦那方もどうぞお泊り
なさいな…

到着直後、われらの前にまず姿を見せたのは、
村長を務めるペンリ>ペンリウク@長老である。

そのことについては、改めて訪ねたときに話

この人物については、われらもいまだ函館にい

し合うことを約束する。われらには、来訪の準

る頃から聞き及んでいた。私がこの世に生を受

備を然るべく整えるためとして、一円の前借が

けて以来、これほどまでに毛深い個人に出逢っ

申し入れられた。長老の機嫌を損ねることは望

たことはなく、コーカサスのアルメニア人の間

まなかったものの、われらは直ちに、人類学的

ヴ

ロ

ー

ハ

チ

で実見した名高い「毛むくじゃら」たちと雖も、
彼の足元に遠く及ばない。その顎鬚たるや、ま

身体計測用スタジオと写真現像用暗室を確保

さに目の直下から始まる。額には襤褸布で結ん

までは、黒生地と赤生地を二重に張った小テン

だ頭髪の束が幾筋も垂れ下がり、耳からもまた

トを暗室に使用してきたものの、何とも使い勝

鼻腔からも剛毛が叢生し、数本の孤毛が巨大な

手が悪かったからだ。われらの道案内――彼は

鼻の先にも生え出している。睫毛はほとんど眉

白老の一族に属していたから、ペンリの怒りを

すべく、一戸建て住宅の借用を決断した。これ

──────────────────────────


 ピラトリ 平取 には、和人たちが自らの民族的英雄・源義経の栄誉を讃えて建造した>義経@神社があ
る。ペンリは己を神社の番人、はたまたその神官とすら見做している。
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クラフトゥ

意に介さなかった――の協力で、適当な一戸建
てが造作なく見付けられた。その家の持主らは

喋らぬが、樺 太に行ったときはロシア人が
とても気に入った……。だが沈黙を守るの

和人漁業者に雇われて、海辺で鰊漁に従事して

も頗るつらいものそれは人の腹の中で

いるので、住宅は一夏を通して空家となってい

止めどなく回り続けるから、「重い神々」

たのだ。われらは家主の親族へ、彼の言い値で

に対する祈りはしばしば唱えねばならぬ

家賃を支払い、数枚の敷物と僅かな必需什器を

わけだ……。

購入して、頗る順調に入居を果たした。われら
の出費は剰え、これによって大幅に削減できる
ようになる。魚や猟の獲物はアイヌたちからふ
んだんに入手可能だし、米・小麦粉・乾パン・

身体計測と写真撮影に同意する人たちを、わ
れらの許へ差し向けるという条件のもとで、わ
れらは彼の祈祷への支援を断らなかった。

砂糖・茶葉は持参してきたからだ。旅籠では、

それに対して、いくらいただけるのか"

白老におけると同様に頗る高額の食費が請求

計測された者に銀貨一円、そしてあなた

された。ペンリ宅に止宿したならば、われらは

には十銭 グロシャ を差し上げよう。

皮まで剥ぎ取られかねぬのでは、とも懸念した

女どももやはり求めておられるか。

次第だ。長老からはちょっとした小物を購入す

勿論、女の方々も必要です…
よわい

るとともに、もし身体計測と写真撮影に同意し
てくれるならば、「重い神々に対する充分な祈

早速わしの妻を遣わそう 齢 を重ね過
ぎておるかのう"…彼女は老けて見える

り」を約束するとも告げて、彼を宥めること

が、わしより三倍も若いのだぞ…

にこれ努めた。彼は翌朝、楡樹皮製キモノのう
ちで、黒・赤・白の文様が入った一張羅を羽織
って現れた。われらが脱衣を求めだすと、仰天
た め ら

する。彼は長いこと躊躇うも、「重い神々に対
する祈り」を今一度祝うべきことを条件として
遂に譲歩する。さらなる交渉のなかで、これに
は身体計測への合意が含まれることも認めさ
せた。作業の終了後、彼は重い溜息を吐いて、
われらがこれを行う所以を問うた。彼には、ア
イヌは果たして「シシャム(Sisiam)」 和人 なの
か、それとも「フレシシャム(Furesisiam)」 赤
い和人、即ちヨーロッパ人 なのか、確かめた
いからだと説明する。

ここで彼はわれらに対して長口舌をふるい、
自分にも昔は妻が一度に三人も四人もいたが、
今は一人で用が足りていることなど、色々な話
をしてくれた。この日は、ペンリの細君のほか
に彼の姪っ子ヨンカの夫君も計測し、翌日には
ヨンカ本人――妙齢の美女である――もやっ
てきた。
ペンリの精力的な宣伝のお蔭で計測の志願
者には事欠かなかったものの、女らは脱衣を潔
しとせぬから結果的にやや遜色があった。とは
いえ、彼女らが在宅時や作業中に、あるいは川
岸で楡や春楡の繊維を機織り用に洗浄・漂白す
るとき、われらがその下帯一つの姿を目撃して

「アイヌ・ボタ(Ajnu bota)」 そうなの

も、彼女らは全く意に介さなかったにもかかわ

か…… 。なるほど、もしわしらが旦那方

らず……である。

>の側@だとすると、旦那らはこの土地を召



し上げるわけじゃな……――と叫んだ。

研究の成果と限界

その考えを彼の頭から叩き出そうと試みる
も、徒労に終わる。彼はわれらを信用しておら
ず、次のように約束して口を噤んだ。

しかしながら、われらにとって最も困難な課
題は毛髪の入手であった。たとえ微小量の毛髪
であれ、その切断には男たちですら、どんなに
金品を積まれても同意せぬのに、毛髪試料は頭

わしは和人が嫌いだから、和人には何も

髪もさることながら、全身からのサンプルが求
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められるからだ。われらにとっても、それは格

ることも稀で、やって来る時は決まって夫の同

別に重要な課題である。アイヌ研究に関する著

伴者だった若い女たちですら、独りで来訪する

作を繙いてみると、アイヌの多毛性にかかわる

ようになる。そこでわれらは、あるアイヌの若

事象は、ほかのありとあらゆる記載を凌駕する

い衆と激突するところまで追い込まれた。彼の

ことが了解されるからだ。彼らの間には、著し
く密生する頭髪が腰に達するほど長大である

禁止にも拘らず、その許 婚 はわれらの許へやっ
てきて、計測させたからだ。彼がこの件をペン

個人が散見され、古代ギリシャや古代ローマの

リに直訴するや、ペンリはわれらへ「重い神々」

絵画から抜け出してきたセイレーン>ギリシャ

に対する「熱い」祈りを科すとの裁定を下した。


神話に登場する半人半鳥の海の魔女 サイレ

ブロニスワフ・ピウスツキもその間、豊かな

ン 、美声で舟人を魅惑して死に至らしめる@や
ファウヌス>ローマ神話に登場する半人半獣の

収穫の秋 を迎えていた。頗る多くの信仰・伝
説・古謡をここで発見したからだ。ペンリは当

林野の神 フォーン 、ギリシャ神話のサテュロ

初、すべての語りを自らの利益のために独占し

スに対応@かと見紛うばかりだ。腰のくびれた

ようとしたが、われらは程なく、彼は自らが既

部分に小さな尻尾のように、捩れた長めの毛の

にミステル・バチェラーへ語ったものを再話す

束を何本か備える者もいる。毛髪は所構わず不

るか、あるいは日本の学校副読本に所載の物語

揃いに生え、腕・脚・腹の上に房をなして点在

を恣意的に再編して、われらにはそれを紛う方

いいなずけ

とき

する。胸部の被毛は背部に比してかなり僅少で、 なきアイヌの昔話と言いくるめたか……のい
女には胸部被毛が欠如する。両性とも多毛は三

ずれかであると看破した。そこでわれらは、昔

十歳頃から始まる。どんなに僅かな和人の血の

話や英雄 叙事 詩 の語り手の探索に着手するの
だった……。

混入も、多毛性の緩和に強い影響を及ぼす。
しばらく経つと、われらは自らの経験にもと

ブ

ィ

リ

ー

ナ

だが森の中ではペンリも誠実だった。アイヌ

づき、混血者を直ちに判別できるようになるが、 たちが獣に向けて設置した罠や仕掛け弓を求
これは、被計測者の綿密な親族関係の研究によ

めて、われらを案内してくれたからだ。彼はま

っても常に追認された。われらに然るべき指標

た猟師らの頗る古風な慣習についても意欲的

を提供してくれたのは、頭蓋骨や骨の形態、

に語り、狼・犬・熊の「ヌサ(nusa)」の意味も

――アイヌの白と赤に対する黄色一点張りの

逐一解説する。私は博物館標本として、――柱

和人といった――皮膚の色調、眼形や歯の上顎前

の上に刺しこまれ、削掛けで飾り立てられた

突というよりは、むしろ筋肉組織の特徴である。 ――動物の乾いた頭部も幾つか入手すること
和人の筋肉とその付着部位が幾分扁平な形状

を希望した。敬虔な白老の衆は、そのように罰

であるのに対し、アイヌのそれは紐状で、結節

あたりなことには聞く耳を全く持たなかった

のように捲き上がるヨーロッパ人型に近似す

が、海千山千のペンリは、この件を頗る明快に

る。筋肉質の和人とアイヌを並べて撮った裸体

解決する。

写真が直ちに、両者の相違点を見せつける傍ら
で、アイヌとヨーロッパ人の同様な比較は、両
者の人種的親縁性を反駁の余地なく立証する。
私はこれらの問題に絶大な興味を覚えたか
ら、能う限り多くの計測をこなすべく努力を惜
しまなかった。毛髪試料は、身体計測機器の中
に鋏を忍ばせて、窃盗によって入手した。結局、
被計測者の数が増えるにつれて、身体計測は当
座の流行にさえなってゆく。それまでは姿を見
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「ヌサ」のある所を御存知じゃな"そこ
は夜な夜な精霊たちが徘徊するから、誰も
寄り付かんのじゃ……。旦那がそこにおら
れるまさにそのとき、わしがもしも「重い
神様」に祈りを捧げたとすると、そこで何
が起きようと、わしもまた神様も一切関知
せんじゃろ。何しろわしたちは――神様は
静聴に、わしはお喋りに――専念しておる

毛深い人たちの間で W.シェロシェフスキ 

いて歩いていなさる……。御両人とも、旦

からな…

那方がここで何をしておいでか、頗る執心

このような「熱い」祈りに、べらぼうな量の

の御様子、根掘り葉掘り訊ねて回られ、夜

サケ

酒が必定であることは自明だった。
すべてが上首尾に推移したあとで、われらが

毎には窓越しに見張ってござるよ……。も
し誰かが旦那方を訪ねると、その者にはひ

近在の村々を訪ねようと計画していたとき、突

どく立腹なさる由…人々は震え上がっ

如として事態が急変する。人々がわれらを避け

ておるのじゃ……。わしは違うぞ、東京、

だして、彼らの来訪は稀で、しかも短時間とな

クラフトゥ

函館、札幌、樺 太にも行ったことがあるか
らな……。わしの所には、ありとあらゆる

る。ペンリだけは相変わらず訪ねつづけるが、
彼とても口数がめっきり少なくなる。何ごとか

「ニシパ」が北からも南からも馳せ参じる

と探りを入れるも甲斐なくて、情報収集にタロ

ゆえ、わしは恐れぬが、気の毒な小者のア

ンチを派遣しつづける。狡賢い混血児は、人々

イヌどもが恐れるのだ……。何となれば、

の舌を滑らかにすべく酒を買うと称して金を

カク・ソング・コ チョ

かの蝙蝠傘の旦那は、各 村 戸 長とも、沿
岸警備官とも、森林監視官とも、はたまた

持ち出すも、戻ってきたあとはただ笑うだけで、
ルペシテ Rupeśte>沙流川上流の「るベしべ 累

知事その人とも昵懇の仲……。だからこの

チャロヴニーツァ

標 」@ の女呪術師をめぐって、ありそうもな

旦那は、仰山の害をなすこともお出来

たわごと

い戯言を伝える。彼女が異国人との会話を禁止
したからだというのだ。われらにとっては、強

だ…わしも旦那方にこう申したい。あの
ルペシテ

名高い女呪術師のいる累標 へ行かれるが
よろしい……、と。彼女は興味深いことを

いられた失職状態が始まった。


仰山語ってくれるじゃろうし、旦那方はま

「義経」の刀

た、どこにもないような新しいイナウも目

ある日の夕刻、前触れもなくペンリが姿を見

にされることじゃろうて……。ここでもし、

ヨシツネ

せて、自らが所有する「イチチネ」 義経 の「イ
コロ(ikoro)」 刀 を買ってくれるならば、われ

わしの「イコロ」を買い上げていただける
なら、入手に値する物は、もはや何もあり

らに向けられた恐怖全般の原因を明かしても

ません…

よいと告げた。
この「イコロ」だけは、まことに至高の
聖物、家宝なのじゃ……。これはまだ誰に
も見せたことがないからに、高値は覚悟な
されよ…

……彼は目配せして、如才なく頭を振って頷い
た。われらの仕事を完璧に麻痺させかねぬがご
とき何事かが出来したことは明らかだから、吉
報ではない。私は>東京のロシア@大使館へ手紙
を書き、不可解な障碍の除去を要請することに

プ ウ ・ コ ニ ャ

値切りに値切って「牡馬半頭」 二十五円 で
手を打ち、十円は前金として直ちに渡し、残金

決し、同時にまた、好ましくない庇護者たちの

は翌日、見分した上で支払うことにする。加え

ることも決断して、許 婚 の件で立腹させた若者
を相手に、乗馬の手配をめぐって交渉を開始す

て、普段のもてなしや家付きのイナウへ祈ると
サケ

手が届かぬ、どこか遠方へ向けて実際に出立す
いいなずけ

きに使用する「シントコ」にも、一瓶の酒を注
いだのだ。ペンリの舌は数杯の酒盃を空けると

る。彼は突如として怒りの矛を収め、自分の方

滑らかになって、小さな声で囁きだした。



ふたかた

御承知でがしょう、二方の和人が来村さ
れ、わざわざ函館から参られたとのこと。
パ ラ ソ ル

そのお一方は高位の旦那、黒い蝙蝠傘をつ

から乗馬賃貸契約の提案を携えてやってきた。
戦争……
出発の日さえ既に決定して、>賃貸料の@前金
も支払った日の正午頃、突然、シパンラムが何
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ポーランドのアイヌ研究者ピウスツキの仕事  

の前触れもなく現われた。われらは即刻、疲労

よ…――敷物の上に座りなおしたノムラ

困憊して空腹を持て余すシパンラムを食卓に

は声を落として囁く――よく聞いてくだ

座らせる。しかしながら、再会の喜びは、われ

さい戦争が始まるそうです…旦那方

らの友人とともに現れ、寸刻も彼から離れよう

をめぐっては、まず御両名は軍事密偵だ

とせぬペンリの存在によって水を差されつづ

……と、お一方は――私に顔を向ける――
自前の黄色い機械で至る所の地形を写し

ひとかた

けた。知人たちや彼の親族について、また白老
シ キ ウ

や敷生の状況などをめぐって、われらが連発す
る問いに対し、シパンラムは上の空でぼそぼそ

ているのだ……と、また、ロシア人(Oros)

口ごもりつづけるから、村長のいる所では語れ

奪い、人々を殺すだろう……と、そして、

ない何か、内緒話のあることをわれらは了解す

これらロシア人たちの露払いを務めるの

る。そこで、長い道程の徒歩での走破と、頗る

が、旦那方にほかならぬ……と、芳しくな

早朝の起床に鑑みて、彼には直ちに就寝するよ

い噂が飛び交ってます。ですから、旦那は

う命じ、われら自身は、ペンリが自ら立ち去る

殺らねばならぬ……と、しかも、旦那方が
ここで見たことの一切合財が >ロシア側

らが船で乗り付けてきて、これらの土地を

や

まで辛抱強く待ちつづけた。

の@人々に筒抜けとならぬよう……、御両

ペンリが「イコロ」の見分を申し出たので、
われらも同道して同宅へ赴くも、それは、擦り

名の書きものや、写真や、あの丸めたリボ

切れた並製の鞘に納まる、何の変哲もない日本

ンの束>映写フィルムであろう@はすべて

刀と判明する。刀身は鍛鉄ですらなく軟鉄製で、

押収すべきだ、というのです……。ですか

手に持つとブリキのように折れ曲がる。古代の
日本刀はまさにこのようなものだったと請け

ら、累標へは後生だから行かないでくださ
い。あそこは山奥の僻地ですから、和人ら

合って、彼はわれらを言いくるめようとも試み

はきっと、あそこで旦那方を襲うに違いな

る。われらは、その話の信憑性は度外視して残

い。そしたら、どうなるでしょうか強盗

金を支払い、長老とはけりを付けた。だがペン

団の仕業と語られるのが関の山、それでお

リの方はさらに、「イコロ」は頗る貴重な宝物

仕舞ですよ……。わしらの白老へ是非とも

だから、自分の目で収納場所まで見届けねばな

戻って来てくださいな。皆は旦那方を愛し

らぬと食い下がり、われらへの同行を希望する。

てますし、恋しがってもおりますから

だが、その申し出はきっぱり断り、彼には二十
五錢の「手切れ金」を渡した。タロンチは道案

に…わしがこちらへ参ったのも、累標へ
赴かれぬようお願いするため、どうか行か

内の許へ遣わし、明後日に向けて乗馬を手配す

ないでください…

るよう伝えさせるとともに、われら自身は可及
的速やかに帰宅する。ブロニスワフは住宅のま
わりを一周して、外で立ち聞きする者がいない
ことを確かめ、私はノムラを起こした。

ルペシテ

ルペシテ

シパンラムはひどく興奮しているが、われら
自身は、俄かには信じがたい和人らの企てに対
する警告それ自体よりも、危機と称される事態
からわれらを救出すべく、善意に発して走破さ

さあ、今やわれらだけだ。わが友よ、話

れた六十キロの道程に、むしろ心穏やかではお
られぬ。和人らの企てそのものに疑義を呈する

しておくれ
わしが参ったのも、まさにそのためです

や、ノムラは、自分の言うことに耳を貸すよう

──────────────────────────


 宿命的な話であるが、>ロシアの@巡洋艦「ノヴィコフ」は一年後、白老とその近在の村々を実際に砲
撃している>該当する巡洋艦名は「ノヴィク」だが、
「ノヴィク」が白老を砲撃した事実はない――訳
者注@。
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……哀願し始める。

エピローグ

旦那方を調査すべく派遣されておるの
は、並の巡査ではないですぞ、もっと恐ろ
しい奴だ……。この地に滞在する奴の一人
は、憲兵だとのこと……。
そもそもどんな権限で"なぜなのだ"
われらは何か、法に触れるような事でもし
でかしたかい"…
わしには判りかねます。戦争だ……、と
世間では大騒ぎ。新聞も色々と書き立てる
のですよ……。


翌朝、朝食をもてなされたノムラは、われら
に僻遠の地へは赴かないでくれと、最後の最後
まで懇願を繰り返しつつ、われらからのプレゼ
ントを抱えて立ち去った。
ピラトリ

しかしながら、平取には、われらの取り組む
べき仕事がもはや何もなかった。ブロニスワフ
と相談の上で、われらは、十分な根拠を欠くよ
うな恐怖を理由に仕事を中断せぬこと、今回は
ルペシテ

累標へ赴かぬこと、そして、さらに東を目指し
て、今一つのアイヌ人口の顕著な集住地である

われらは余りにも長く、また余りにも完璧に

釧路地方か根室地方へ移動することを決断す

世界から隔絶されてきたから、この情報はわれ

る。したがって、われらが賃借した乗馬は、沙

らにとって、まさに晴天の霹靂だった。

流川の上流>つまり累標@ではなく、下流へ向け

えい、ままよ…戦争は、たとえ始まる
にしても、直ぐというわけではなかろうし、
われらを追尾すべく遣わされた警官と雖
も、並の巡査よりは賢かろうから、却って、

てわれらを運ぶという条件で、契約は維持した。

われらが今後の計画を練り、旅の準備を進め
ていたまさにそのとき、ペンリが、大声を上げ
て駆け込んできた。

よりましではないか……。われらは、秘匿

政府伝書使の御到来…ほれ、手紙じゃ

を要するようなことは、何一つおこなって
おらぬ……。即刻、札幌へ手紙を書き、直
ちに現像するよう求める依頼状を添えて、
生フィルムを送付してやろう。そうすれば、
それらのフィルムには、踊り、遊戯や競技、
カラクテ

いさりぶね

、機織り、漁 舟編隊の帰還、
日常の「挨拶」
「ヌサ」の建立のほかには、何一つ見出さ
れぬことが確認されよう……――と、私
は議論を開陳する。

ぞ
彼はわれらに、政府公印の捺された大型封筒
を手渡した。やや驚き、かつ動揺もしたわれら
は、早速、その場で開封する。函館の>ロシア@
領事は、>東京のロシア@「大使館からの訓令に
もとづき、調査を直ちに中止して東京へ戻るべ
きことを通達する」と記していた。
そのとき、眉を曇らせたブロニスワフへ、私
は静かに語りかけた。

シパンラムは、いまだ納得しがたい風情だっ
た。

そうだ…ロシアと日本の戦争だ。それ
は果たして、ポーランドへ何をもたらすの



だろうか"

＊Author & title: W.Sieroszewski, “Among Hairy People.” Japanese translation from the Polish by
K.Inoue.
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