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はしがき

　本報告書は、北海道伊達市におけるアイヌ民族の現状と地域住民との交流に関する実態を明らか

にしたものである。

　2007（平成19）年９月、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が、国連総会において賛成多

数により採択された。わが国も宣言の採択にあたり賛成票を投じ、2008（平成20）年６月には衆参

両院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で可決された。現在、2005（平

成17）年から始まった国連による第二次「世界の先住民の国際の10年」（～ 2014（平成26）年）が

進行中であり、世界各国で宣言を実質的なものとするための取り組みが求められている。それは、

わが国においても同様である。

　このような状況の下で、私たちの研究グループは、アイヌ民族の復権をめぐる議論の基礎資料を

得るため、アイヌ民族の現状と課題、比較対象として北欧の先住民族、サーミの現状と課題に関す

る４年間の社会学的な実証研究のプロジェクトを立ち上げた。初年度は、ノルウェーとスウェーデ

ンのサーミに関する調査研究とアイヌの人々が多く居住する北海道新ひだか町における調査研究を

行った。２年目にあたる今年度は、サーミに関する継続調査と北海道伊達市における調査研究を実

施した。

　本報告書は、本プロジェクトの２年目の成果をもとにした中間報告の１つである。サーミの継続

調査はいくつかの配付調査を実施中のため、それが終わり次第、来年度の刊行にむけて作業に取り

かかる予定である。

　本報告書のもとになった郵送アンケート調査・インタビュー調査では伊達市民の方々、インタ

ビュー調査にあたっては多くのアイヌ民族の方々に協力して頂いた。調査の準備および実施にあ

たっては、北海道アイヌ協会事務局長・佐藤幸雄氏、伊達市生活相談員・山崎よし子氏にお世話になっ

た。また、調査メンバーとして、本報告書執筆者以外に、北海道大学大学院教育学院の院生、同教

育学部の学生の協力を得た。本研究を支えて頂いた皆様に、この場を借りてお礼を申し上げる。

　（付記）本報告書は、平成24 ～ 27年度の日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究A）（研究課

題「先住民族の労働・生活・意識の変容と政策課題に関する実証的研究」、研究代表者・小内透、

課題番号24243055）および平成23 ～ 26年度の日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究Ｂ）（研

究課題「先住民族の教育実態とその保障に関する実証的研究」、研究代表者・野崎剛毅23330247）

にもとづく研究成果である。

　なお、本研究は、北海道大学アイヌ・先住民研究センターの第二期社会調査プロジェクトとして

も位置づけられている。

                                                          北海道大学大学院教育学研究院

                                          北海道大学アイヌ・先住民研究センター兼務教員

                                                                              小内　透
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第１節　本研究の問題意識

　アイヌ民族は、長い間、日本政府から少数民族としても先住民族としても認められてこなかった。

日本政府がアイヌ民族を少数民族として初めて認めたのは、1992（平成４）年のことである。それ

は、国際連合の人権監視機関の１つである自由権規約人権委員会の第３回審査の場であった（大竹 

2010:143）。その後、1997（平成９）年には100年近く存続した北海道旧土人保護法が廃止され、新

たに「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」（略称、

アイヌ文化振興法）が制定された。にもかかわらず、日本政府はアイヌ民族が先住民族であるとは

認めなかった。

　状況が変化したのは、2008（平成20）年６月６日に、「アイヌ民族を先住民族とすることを求め

る決議」が国会の衆参両院で採択され、同日、同決議に対応して「アイヌ政策をさらに推進し、総

合的な施策の確立」を目指すとする内閣官房長官談話が出されてからである。これを機に様々な形

で日本政府によりアイヌ政策が推進されるようになった。2008年７月、内閣官房長官により「アイ

ヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」が開催され、2009（平成21）年８月にアイヌ民族に対する

新たな政策を総合的に推進するために「アイヌ総合政策室」が内閣官房に新設された。2009年12月

には「アイヌ政策推進会議」が設置され、2011（平成23）年６月には、「民族共生の象徴となる空間」（イ

オル）と「北海道外アイヌの生活実態調査」に関する２つの作業部会が報告書を提出した。これを

ふまえ、様々な取り組みが進められ、北海道白老町に「民族共生の象徴となる空間」を2020（平成

32）年に全面オープンすることが決まった。

　また、2013（平成25）年７月以降、経済産業省、国土交通省や道内の地方自治体、教育機関など

によりイランカラプテ・キャンペーン推進協議会が設置され、北海道内の公共施設やインターネッ

トを通じてアイヌ文化にふれあう機会の提供を始めている。

　このように、アイヌ民族に対する政府の捉え方やアイヌ政策は明らかに変化している。その背景

には、アイヌ民族自身の運動とともに、先住民族の復権を促す国際的な動向がある。国会の衆参両

院における決議も、2007（平成19）年９月、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が国連総会

において日本政府も賛成し採択されたことが直接的なきっかけであった。国連は2005（平成17）年

～ 2014（平成26）年を第二次「世界の先住民の国際の10年」としており、先住民族の復権をめぐ

る動きはさらに強くなっている。この動きに対して、日本政府がいかなる対応をするのかにも注目

が集まっている。

　その際、政府が実施するアイヌ政策が、アイヌの人々の必要や要求を反映したものになっている

のかを検討しなければならない。それらの政策が、当事者自身の要望とかけ離れた施策になるとす

れば意味がない。また、アイヌの人々だけでなく、広く国民が理解できるものになっている必要も
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ある。

　本研究プロジェクトでは、これらの点をふまえ、政府が実施（しようと）するアイヌ政策の妥当

性と課題をアイヌと和人の双方の立場から検討することを課題としている。初年度の2012（平成

24）年には新ひだか町を対象にした実態調査を行い、報告書を公表している（小内編著 2013）。２

年目にあたる2013年には、伊達市を調査対象地として選定し、同様な実態調査を実施した。本報告

書は、その結果をまとめたものである。

　本研究プロジェクトで重視している視点は、前回の報告書に示したように、①アイヌの人々の現

実の生活実態と意識を解明すること、②アイヌの人々の生活の歩みにも注目すること、③アイヌ民

族や政府の政策に関する和人の評価を明らかにすること、④和人とアイヌ民族との日常的な関係を

把握することの４点である（小内 2013:5）。政策の妥当性は、アイヌ政策に対するアイヌの人々の

評価だけでなく、彼らの現在と過去の生活実態・意識や和人の評価をふまえなければ、十分なもの

にはならない。この点を考慮して、４つの視点を設定した。

　いうまでもなく、本報告書にも、同様な視点が貫かれている。同時に、本報告書では、すでに公

表している新ひだか町の調査結果やそれ以前に本研究プロジェクトのメンバーの多くが関わった北

海道大学アイヌ・先住民研究センターの社会調査プロジェクトによる現代アイヌの生活と意識に関

する調査結果（小内編著 2010; 小内編著 2012）などとの比較という視点も加わっている。

第２節　調査地の概要１）　 アイヌと和人の関係を中心として

　第１項　有珠場所と有珠善光寺

　今回の調査で対象地として設定した北海道伊達市は、北海道胆振総合振興局管内の西部沿岸に位

置している（図０－１）。北西には有珠山や昭和新山があり、南は噴火湾（内浦湾）に面し、工業

都市の室蘭市や温泉観光地の登別市・洞爺湖町などと隣接している。

　伊達市は、2006（平成18）年３月１日に飛び地である旧「大滝村」（札幌市・白老町などに隣接）

を編入し２）　、2010（平成22）年現在の人口は36,278人（国勢調査人口）、面積は444.3平方キロメー

トルとなっている。

図０－１　伊達市の位置

出典：『伊達市市街地総合再生基本計画』2009年、１頁（伊達市のＨＰ）より

　旧伊達市は気候が温暖で雪も少なく、「北の湘南」と呼ばれている。一方、旧大滝村は山間地

域であり、北湯沢温泉を中心に多くのホテルや保養施設がある。市内には、旧伊達市域に黄
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達市域のうち、稀府、関内、長和が農村、黄金、有珠が農漁村、東、中央が住宅地、市街が経済・

行政の中心地としての性格をもっている（他の特徴は、図０－２参照）。

図０－２　旧伊達市内の地区

出典：伊達市『市勢要覧　資料編』2000年、９頁より。

　旧伊達市は気候が温暖で海産物の天然の宝庫である噴火湾に面しているため、古くからアイヌの

人々が住んでいた。17世紀に入ると、松前藩の家臣らが商場（場所）知行制にもとづいてアイヌと

の交易を進めるようになった。東蝦夷地にあたる当地域でも、1613（慶長18）年には有珠場所が開

設されていたとされる（渡辺編著 1972a:133）。これ以降、松前藩はアイヌとの交易を独占し各地

で自らに有利な条件で取引を行うようになった。それがアイヌからの収奪を強めるとともに、アイ

ヌの人々の間に対立を引き起こすことになり、1669（寛文９）年のシャクシャインの戦いの遠因に

なった。この和人との戦いには、有珠のアイヌたちも参加していたとの記録がある（伊達市史編さ

ん委員会編 1994:198）。

有珠地区
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壮瞥町と隣接する純農村地
帯。その一方でリゾート化
も展開中。

中央区
伊達市の中央部。主要
幹線道路など、都市機
能の整備が活発。

市街地区
伊達市の政治・経済・文
化の中心地として風格の
ある地区。

東地区
噴火湾に向かって傾斜し
た地区で、宅地化が活発な
新市街地。

稀府地区
南東部に位置し、肥沃な
田園緑地帯が広がってい
ます。

黄金地区
室蘭市と隣接、緑豊かな丘
陵地や山に恵まれています。
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　松前藩の家臣らは次第に各地に置かれた場所の経営を商人に請け負わせるようになった。1720

（享保５）年頃には蝦夷地全般で場所請負制が一般化し、有珠場所もその例外ではなかった。場所

請負制の下で、アイヌの人々に対する商人たちの収奪が強められ、アイヌの人々は疲弊していった。

1789（寛政元）年のクナシリ・メナシの戦いは、こうした状況に対する反発を背景にして生じたも

のである。この戦い自体は松前藩により鎮圧されたものの、幕府はアイヌの人々に対する松前藩や

商人たちの扱いに危惧の念を抱くようになった。ロシアが南下し勢力を拡大しようとし、千島アイ

ヌの中にキリスト教の影響が広がりつつあるとの懸念がそれに拍車をかけた。

　そのため、1799（寛政11）年、幕府は東蝦夷地を幕府直轄とし自ら蝦夷地経営に取り組むことに

した。これを機に、場所の経営も商人ではなく直接、幕府の手によって行われるようになった。有

珠場所は虻田場所と併合され、有珠虻田場所となった。しかし、幕府による場所の直接経営は必ず

しもうまくいかず、1812（文化9）年、幕府は直
じかさばき

捌制度を廃止し、入札制度によって請負方を定め

ることにした。

　この地が幕府直轄になってから、有珠・虻田牧場も開設された。箱館奉行の提案が認められ、

1805（文化２）年に有珠から虻田にかけて馬の放牧が開始された。これは北海道における牧畜の創

始であるとされ、有珠・虻田牧場は1870（明治３）年まで続いた。

　幕府はロシアの南進とキリスト教の影響をおそれ、北海道が日本固有の領土であることを示すた

め、松前藩とは異なり、穀食の奨励、日本語の使用、和服の着用など、アイヌの人々に対する同化

策にも力を入れた。1804（文化元）年、徳川家斉が民心の安定、アイヌの教化を目的に有珠にあっ

た浄土宗の善光寺３）　を、等 院（日高振興局様似町）、国泰寺（釧路総合振興局厚岸町）とともに

蝦夷三官寺として指定したのもその一環である。各寺の住職は毎年米百俵、金48両12人扶持が支給

され、江戸登城の折は10万石以上の大名格に列せられたとされており、その位置づけの高さがうか

がえる（渡辺編著 1972a:283）。

　蝦夷三官寺として指定されて以降、善光寺の住職は代々江戸の浄土宗・芝増上寺から派遣され、

アイヌの人々に対する布教を積極的に展開した。一世荘海は赴任途中で亡くなったものの（須藤  

1965:107-9）、二世住職鸞
らいしゅう

州上人、三世住職弁瑞上人を始めとして、善光寺の僧によるアイヌへの

布教は、まったく生活の異なる漁労・狩猟民族であったアイヌの人々に大きな影響を与えたとされ

る。

　たとえば、鸞州上人は1807（文化４）年、蝦夷地近海にロシア船が現れた際、あちこちに旗を立

ててアイヌの人々に守らせ、たとえ外敵の弾にたおれても敵のはずかしめをうけるなと諭したりし

た。また、一枚起証文（仏の教えを簡単に記したもの）をアイヌ語に訳して布教を怠らず、仏の教

えを説く場所にはつねに500人あまりのアイヌの人々が集まったと伝えられる。

　弁瑞上人もアイヌの人々に熱心に布教活動を行った。病人や孤独な老人がいれば慰め来世を説き、

若者には子引歌というものをつくり、それをアイヌ語にして伝えたり、かな文字を教えたりした。

アイヌの人々と一緒に鉦をたたいて踊ったりしてなかなか親しまれた上人で、アイヌの人たちもこ

の上人をネンプチ・カムチと呼び敬慕した。善光寺の過去帳にはアイヌの人々の名前もある４）　（渡

辺編著 1972a:284-7; 伊達市史編さん委員会編 1994:213; 伊達町編 1949:352）。

　ちなみに、1806（文化３）年の有珠場所には、アイヌ78軒328人（男154人女174人）、和人の出稼

ぎ人６軒21人（男13人女8人）、牧場の牧士２軒５人（男４人女１人）合計86軒354人が居住してい
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たとの記録が残されており（渡辺編著 1972a:174）、かなり早い時期から和人が居住していたとい

える。

　その後、1821（文政４）年には、ナポレオン戦争への対応によりロシアの日本への南下のおそれ

が弱まったこともあり、再び幕府が蝦夷地一円を松前藩に返還した。返還後の場所経営は、幕府と

同じく藩自体が商人に請け負わせる形を踏襲した。しかし、ペリーの浦賀来港により1854（嘉永

７）年日米和親条約が締結され箱館が開港することになり、再びロシアの南下の動きも生じたため、

1855（安政２）年、幕府は蝦夷地の再直轄化を行った。箱館奉行所が再設置され、当地域も幕府直

轄により箱館奉行所の管轄となった。

　第２項　仙台藩亘理領からの集団移住と開拓

  明治維新により、この地域は、1868（明治元）年箱館裁判所の管轄に移った。翌1869（明治２）年、

蝦夷が北海道と改称され、国、郡に分けられた結果、当地域は胆振国有珠郡に属することになった。

同年、仙台藩亘理伊達家の当主・伊達邦成が明治政府より有珠郡支配を命じられ、翌1870年から亘

理伊達家の家臣団が集団移住を開始した。伊達市の名前はこれに由来している。

　亘理伊達家の家臣団が集団で移住することになったのは、仙台藩が戊辰戦争で敗れたことがきっ

かけであった。戊辰戦争の際、仙台藩主・伊達慶邦は奥羽越列藩同盟の総督になった。しかし戦い

に敗れ、その報復として、仙台藩は大幅に領地を没収された。これにともない、仙台藩の亘理伊達

家は家禄を失ったうえ、南部藩の転封により亘理の土地・住宅を明け渡さなくてはならなくなった。

家臣の生活の見通しが立たなくなり、亘理領主の伊達邦成は新天地を求め、事前に実地調査をした

上で北海道移住の許可と開拓地の割り当てを明治政府へ願い出た。1869年８月に胆振国有珠郡の開

拓が許可された。しかし、明治政府から移住費用や開拓に要する費用の支援は一切なく、伊達家は

先祖伝来の宝物や装飾、装身具の類まで売り払って移住費用を捻出しなければならなかった。移住

は1870年から1881（明治14）年までの間に９回行われ、総勢約2,700人が移住した。

　伊達邦成は、すでにアイヌの人々の集落がある有珠地区周辺ではなく、あえて未開拓の原野から

開拓を始めた。第１回移住団の家ができるまでの間、有珠地区の住居や小屋に泊めてもらう等、ア

イヌの人々から心づくしを受けた。一方、移住団では、アイヌの人々に対して、常に礼節を重んじ

ること、騙したり彼らの馬を無断で使用したりしないこと、そして住宅にみだりに立ち入ってはい

けないことなどの規則をつくり、家臣らも忠実にそれを守った。そのため、争いは一切なく、アイ

ヌの人々も、親切に天候や土地の状態、山菜などの食べ物を教えたほか、つねに開拓を手助けして

くれたとされる５）　。

　旧武士団による北海道移住は、亘理伊達家家臣団だけに限られたものではなかった。ロシアの南

進に備え、急速な開発と人口の拡大を期待されたものであり、38の出願者に開拓の許可が下りた。

しかし、各藩の自費開拓を原則とするものであったこともあり、意欲をもって開拓に打ち込んだの

は、有珠の伊達邦成、当別の伊達邦直、幌別の片倉、静内の稲田の４士族集団、および仙台藩、斗

南藩、佐賀藩の３藩のみで、他は遠隔、資金難、寒冷などの理由で、手もつけないまま返上を申し

出るものが大半であった。

　亘理からの集団移住とともに、1872（明治５）年には米、1878（明治11）年には甜菜の試作が始

められた。甜菜の試作の結果が好調であり、作付け面積が広かったため、1880（明治13）年に、甜
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菜を原材料とする官立紋
もんべつ

鼈製糖所が北海道で最初の製糖所として設立された。この製糖所は、その

後1886（明治19）年に道庁の所管となり、翌1887（明治20）年民営化され、紋鼈製糖株式会社となっ

た（渡辺編著 1972b:774）。

　亘理からの移住が進むにともなってこの地域の人口が増加した。亘理からの最後の集団移住が行

われた1881年には、和人だけで750戸、3,548人（男1,951人、女1,597人）の人口になっている。ちなみに、

この中には、移住団以外の住民も含まれている。以前から当地に定住していたいわゆる永住人と称

された和人である。和人の永住人は主として有珠・虻田牧場に勤務していた者（６戸40人）と場所

請負人の配下として当地で働いていた者である。前者は、有珠・虻田牧場が1870年に廃止され、札

幌への転勤を命じられたものの、この地にとどまることを願い出て認められ引き続き定住した者で

ある。後者は、明治維新後、場所が解体した後、出稼ぎ人名目でそのまま残った者たちである。ま

た、これ以外に、アイヌの人々が1881年の時点で127戸482人（男269人、女213人）いたとの記録が

ある。アイヌの人々は有珠地区に居住する者が多いものの、今
い ま り ま れ ふ

礼稀府、小
おしゃりべつ

砂流、紋別などにも居住

していたようである（渡辺編著 1972a:446-60）。このように、すでに1881年の時点で、和人の数が

アイヌの人々の７倍を超えるまでになっていたことになる。

　亘理伊達家家臣団の集団移住により、気候条件や自然条件が農業にとって恵まれていることが知

られるようになり、亘理伊達家の集団移住が終わった後にも、この地域には開拓入植を目指す和人

の移住者が全国から集まるようになった。和人の人口は毎年増加し、1885（明治18）年には819戸4,121

人、1896（明治29）年には2,241戸12,989人になっている。1900（明治33）年には有珠郡東紋鼈村、

西紋鼈村、長
お さ る

流村、有珠村、稀府村、黄
おこんしべ

金蘂村が合併、一級町村制が施行され、伊達村となった。

その後も人口増加は続き、1925（大正14）年には2,395戸13,748人と開村以来の最高を記録し、町制

が施行されている（渡辺編著 1972a:547）。

　和人の増加は、明治政府が北海道の広大な土地を無主地とし、民間の希望者に払い下げることに

よって北海道の開拓を進めようとしたことを背景にして進んだ。それは、アイヌの人々にとって生

活の糧を得ていた狩猟や漁労の場が奪われることを意味していた。そのうえ、アイヌの伝統的な狩

猟や漁労の方法が制限され、食料の確保も困難になった。同時に、明治政府の同化政策として、女

性の入れ墨、男性の耳環などのアイヌ固有の文化が否定され、アイヌの「創氏改名」が行われ、日

本語の使用が奨励された。その結果、アイヌの人々の生活は困窮化し、アイヌ語やアイヌ文化は衰

退した。

　当時、困窮したアイヌの人々にキリスト教を広めようと布教活動を行ったのがジョン･バチェラー

である。バチェラーは、1888（明治21）年に幌別村（現・登別市）にアイヌ児童教育施設「愛隣学校」

を設立した。その後、1896年には伊達で最初の説教を行い、有珠聖公会堂を建立した。有珠地区の

有力なアイヌの酋長の娘、向井八重子が1906（明治39）年にバチェラー夫妻の養女となり、八重子

の弟・向井山雄も立教大学神学部を卒業した後、牧師として活動した６）　（渡辺編著 1972b:931）。

　一方、政府は、アイヌの人々の窮状をふまえ、アイヌの人々を「保護」するため、1899（明治

32）年に北海道旧土人保護法を制定した。この法律にもとづいて、農業を生業にする意志をもつア

イヌの人々に５町歩以内の土地が給与地として無償で下付された。伊達町内でも1935（昭和10）年

までに90戸に169.9503反の土地が下付されている（北海道廳學務部社會課 1936:34）また、同法に

より、官立の旧土人学校が設立され、アイヌの子どもたちに日本語を教える役割が与えられた。和
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人と同様、農業を中心とした生業を営み、日本語を日常言語として使用することによって、アイヌ

の人々を「保護」しようとしたのである。同法が同化主義にもとづいていたと批判されるゆえんで

ある。

　1902（明治35）年、この地域にも旧土人学校として有珠第二尋常小学校が設立され、翌年開校さ

れた７）　。入学児童は男31名女22名計53名で、このうちすでに有珠小学校に在校中で転校した者が男

22名女７名、虻田第二小学校に在学していて編入したのが男２名であった。この他に、就学猶予さ

れた者が男１名女１名、就学免除８名がいた。教員は校長兼訓導１名、裁縫教員１名で単級編成を

もって教授にあたった。就学率は９～ 10割で、教科は修身、国語、算術、体操、農業（男子）、裁縫（女

子）とし、地理、歴史、理科等を除外して教育が行われた。浴室を設けて衛生に力を注ぎ、農業実

習地で作物栽培を実習させた。また、同窓生を主体とする夜学会を設けて、学力の補充、農事改良、

勤倹等の講談、座談会を行なった。有珠第二小学校は1921（大正10）年で閉校となり、有珠第一小

学校に統合された。有珠第二小学校の閉校には、教育の平等、機会均等を説くジョン・バチェラー

の蔭の力があったと伝えられる８）　（渡辺編 1972a:694）。

　第３項　人口と産業の推移

  この地域の人口は、その後も順調に増加した。図０－３はそれを示すために、1920（大正９）年

以降の国勢調査人口の推移を表したものである。ここから、1920年以降、戦前・戦中・戦後ともほ

ぼ一貫して人口が増加していることがわかる。この間、1972（昭和47）年には人口が増加したため、

伊達町から伊達市に移行している。しかし、1980（昭和55）年に３万４千人（34,705人）に到達し

て以降は横這い傾向となり、1990（平成２）年には初めて人口（3,4507人）が減少した。その後、

2000（平成12）年に人口増に転じた（35,042人）ものの、2010年には再び人口減（34,745人）になっ

ている。2006年に大滝村と飛び地合併したため、2010年の伊達市の人口は36,278人になる。ただし、

旧大滝村も1995（平成７）年以降人口が減少し続けている。そのため、今後は旧伊達市と旧大滝村

を合わせても人口減になる可能性がある。

図０－３　伊達市の人口の推移
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　市内の地区別人口を見ると、表０－１のように、1985年には市街地区が9,781人と市内人口（旧

大滝村を含む）の26.5％を占めていた。しかし、それ以降、市街地区を含め多くの地区が人口を減

少させ、東地区と中央地区だけが人口を着実に増加させている。その結果、2010年現在、東地区に

最も多くの人口（10,247人）が集中し、それに次ぐ中央地区の人口（9,130人）を合わせると、市人

口全体の53.4％になる。これに、市街地区の人口（7,521人）を加えると、実に74.1％に達するまで

になっている。ちなみに、アイヌの人々が多く住む有珠地区は1985年の2,712人から確実に人口を

減らし、2010年現在1,920人となっている。

 

　こうした人口の推移は、地域産業の展開を背景にして生じたものである。国勢調査の結果によれ

ば、1920年の時点で伊達村では本業として農業に従事している者の割合は63.2％であった９）　。1930

（昭和５）年でも産業就業人口のうち農業に従事する者の割合は60.8％と６割台であり、戦前は完

全に農業が基幹産業であった。戦後になると、表０－２のように、1950（昭和25）年の時点で、農

業に従事する者が産業就業人口の47.5％となり、50％を切るようになった。それでも、他の産業と

比べると農業が圧倒的に高い割合であり、基幹産業であることに変わりはない。

　とくに、1962（昭和37）年に北海道「蔬菜振興計画」が策定され、これにより東地区の船岡、

弄
ろうげつ

月に大型共同ビニールハウスが道費補助で作られたことをきっかけに、蔬菜の収量が大幅にアッ

プした。これを転機に蔬菜生産がのび、やがて「伊達野菜」と呼ばれる基盤が作られた（伊達市史

編さん委員会編 1994:508-10）。伊達は現在でも野菜の産地として知られている。

表０－１　　地区別人口（国勢調査人口）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   単位：人、％

地  区 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

実
　
　

数

黄金地区 1,995 1,821 1,725 1,651 1,500 1,358 

稀府地区 2,404 2,242 2,171 2,103 1,999 1,863 

東地区 6,674 7,807 8,944 9,914 10,010 10,247 

中央地区 7,626 8,087 8,136 8,332 9,031 9,130 

関内地区 716 629 568 504 451 508 

長和地区 2,916 2,725 2,634 2,488 2,318 2,198 

有珠地区 2,712 2,466 2,244 2,166 2,026 1,920 

市街地区 9,781 8,730 8,009 7,884 7,888 7,521 

大滝区 2,098 2,145 2,216 2,097 1,843 1,533 

計 36,922 36,652 36,647 37,139 37,066 36,278 

構
　

成
　

比

黄金地区 5.4 5.0 4.7 4.4 4.0 3.7 

稀府地区 6.5 6.1 5.9 5.7 5.4 5.1 

東地区 18.1 21.3 24.4 26.7 27.0 28.2 

中央地区 20.7 22.1 22.2 22.4 24.4 25.2 

関内地区 1.9 1.7 1.5 1.4 1.2 1.4 

長和地区 7.9 7.4 7.2 6.7 6.3 6.1 

有珠地区 7.3 6.7 6.1 5.8 5.5 5.3 

市街地区 26.5 23.8 21.9 21.2 21.3 20.7 

大滝区 5.7 5.9 6.0 5.6 5.0 4.2 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

注）2005年以前の大滝区は旧大滝村の人口。
資料：「伊達市統計書」（伊達市のHPより）。ただし、数字のミスを修正した。
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　だが同時に、それ以降確実に農業に従事する者の割合は低下していった。1975（昭和50）年には

15.6％と産業就業人口に占める割合が２割を切り、産業大分類別で首位の座から初めて転落するま

でになる。この年、産業大分類別で最も多いのは卸・小売業の19.7％、第２位がサービス業の17.7％で、

農業は第３位になっている。

　その後も、農業就業人口の割合は減少し、2010年には8.2％まで低下している。農業はサービス

業に属する医療・福祉（17.2％）、卸・小売業（14.9％）、製造業（9.4％）、建設業（9.4％）に次ぐ

位置になっている。少なくとも、高度経済成長期までは基幹産業であった農業は、低成長期以降、

その地位を大きく低下させているといえる。

　伊達市は噴火湾養殖漁業の要所にあり、漁業も無視できない地域産業である。戦後は、有珠地区

などを中心にホタテなどの養殖漁業が発展し、1978（昭和53）年に長和地区に温水養殖センターが

表０－２　旧伊達市の産業別就業人口・構成比の推移 単位：人、％

1950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

実

　

　

　

数

総数 10,172 10,491 11,642 11,861 13,431 14,722 15,348 15,132 15,931 16,611 16,246 16,086 15,549 

農業 4,831 4,506 3,935 3,298 3,060 2,294 2,142 2,054 1,904 1,758 1,486 1,415 1,276 

林業 56 65 44 21 30 23 32 43 28 22 21 12 17 

漁業 887 791 727 608 579 556 459 425 435 358 315 260 247 

鉱業 59 60 85 50 65 73 70 51 42 45 47 14 11 

建設業 309 379 787 1,063 1,250 2,130 2,146 2,022 2,068 2,306 2,037 1,670 1,456 

製造業 1,034 876 1,358 1,369 1,583 1,784 1,646 1,397 1,780 1,608 1,491 1,304 1,467 

電気・ガス・熱供給・水道業

736 956 

30 36 55 185 207 177 181 160 174 114 117 

情報通信業
1,089 1,130 1,422 1,363 1,338 1,156 976 955 837 

77 61 

運輸業・郵便業 638 661 

卸売業・小売業 1,160 1,436 1,697 2,185 2,581 2,901 3,253 3,179 3,123 3,385 3,216 2,580 2,317 

金融・保険業
60 126 170 225 

257 308 365 407 416 417 346 291 246 

不動産業・物品賃貸業 28 61 73 54 59 65 92 84 158 

宿泊業・飲食サービス業

844 1,063 1,509 1,618 2,227 2,603 3,138 3,615 4,357 4,968 5,530 

973 964 

教育・学習支援業 812 856 

医療・福祉 2,644 2,671 

複合サービス事業 259 200 

学術研究・専門・技術サービス業
2,135 

240 

生活関連サービス業・娯楽業 698 

サービス業（他に分類されないもの） 859 

公務（他に分類されるものを除く） 193 233 210 258 293 424 479 551 554 552 597 556 525 

分類不能 3 0 1 0 1 17 0 1 8 12 57 248 502 

構

　

　

　

成

　

　

　

比

総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

農業 47.5 43.0 33.8 27.8 22.8 15.6 14.0 13.6 12.0 10.6 9.1 8.8 8.2 

林業 0.6 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

漁業 8.7 7.5 6.2 5.1 4.3 3.8 3.0 2.8 2.7 2.2 1.9 1.6 1.6 

鉱業 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 

建設業 3.0 3.6 6.8 9.0 9.3 14.5 14.0 13.4 13.0 13.9 12.5 10.4 9.4 

製造業 10.2 8.4 11.7 11.5 11.8 12.1 10.7 9.2 11.2 9.7 9.2 8.1 9.4 

電気・ガス・熱供給・水道業

7.2 9.1 

0.3 0.3 0.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.1 0.7 0.8 

情報通信業
9.4 9.5 10.6 9.3 8.7 7.6 6.1 5.7 5.2 

0.5 0.4 

運輸業・郵便業 4.0 4.3 

卸売業・小売業 11.4 13.7 14.6 18.4 19.2 19.7 21.2 21.0 19.6 20.4 19.8 16.0 14.9 

金融・保険業
0.6 1.2 0.9 1.9 

1.9 2.1 2.4 2.7 2.6 2.5 2.1 1.8 1.6 

不動産業・物品賃貸業 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 1.0 

宿泊業・飲食サービス業

8.3 10.1 13.0 13.6 16.6 17.7 20.4 23.9 27.3 29.9 34.0 

6.0 6.2 

教育・学習支援業 5.0 5.5 

医療・福祉 16.4 17.2 

複合サービス事業 1.6 1.3 

学術研究・専門・技術サービス業

13.3 

1.5 

生活関連サービス業・娯楽業 4.5 

サービス業（他に分類されないもの） 5.5 

公務（他に分類されるものを除く） 1.9 2.2 1.8 2.2 2.2 2.9 3.1 3.6 3.5 3.3 3.7 3.5 3.4 

分類不能 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 1.5 3.2 

資料：『国勢調査報告』各年版より作成
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設置され、黄金・関内地区には1984（昭和59）年に伊達さけ・ます孵化場が設置されている。また、

伊達市には、伊達、黄金、有珠の漁港があり、有珠と伊達の２つの漁協があった。しかし、2003（平

成15）年に豊浦、虻田、有珠、伊達の４つの漁協が合併し、いぶり噴火湾漁業協同組合が結成され

た。その結果、伊達市には同漁協の伊達支所と有珠支所が置かれ、両支所ではサケやホタテの養殖

とともに前浜漁業が営まれている。有珠支所が置かれた有珠地区には、漁業を営む人々が多く住ん

でおり、アイヌの人々も少なくない。また、有珠の海岸は夏場には海水浴場にもなり、それに関連

した仕事に従事する者もいる。

　ただし、伊達火力発電所の建設が1973（昭和48）年から始まり、1978年に操業を開始したことも

あり、その影響もあって漁業に従事する者の数と割合が減少している。ちなみに伊達火力発電所の

建設をめぐっては、アイヌの人々を含めた有珠地区の住民が地区以外の支援者とともに粘り強い反

対運動を行った10）　（伊達市史編さん委員会編 1994:808）。

  一方、鉱工業について見ると、1964（昭和39）年に新産業都市地域に指定され、1969（昭和44）

年に志村化工が進出し、北菱産業伊達工場（1957（昭和32）年北海道砂鉄鉱業伊達工場として操業

開始、1965（昭和45）年北菱産業と合併）の跡地にニッケル精錬工場が建設された。しかし、翌

1970（昭和45）年に同工場から鉄や亜鉛などの重金属を含む廃液を排出し河川を汚染する事故をお

こし、1985（昭和60）年には撤退している。現在（2010年）では、食料品製造業が製造業出荷額の

うち84.6％を占め工業の中心になっている。製造業就業者の割合は9.4％にすぎないものの、製造業

出荷額は現在164億1,854万円（2010年）で、92億7,000万円（2005年）の農業粗生産額を大きく上回っ

ている（伊達市のホームページより）。

　伊達市は福祉のまちとしても知られている。すでに1951（昭和26）年に道内唯一の虚弱児施設と

して道立有珠優健学園が創設されている。同学園は、1998（平成10）年に児童養護施設に移行、さ

らに2005年に社会福祉法人に移管され、北海道で初の情緒障がい児短期治療施設に移行している。

翌2006年には、市内の別の場所に移転し11）　、バウハウスと名称が変更されている（卒園50周年記念

同窓会実行委員会編 2009）。

　また、1968年（昭和43）に知的障がい者総合援護施設のモデル施設として道立太陽の園が設立さ

れた。その後、知的障がいを持つ人たちが地域に溶け込んで生活することを目指して、1973年に施

設から地域への中間施設・市立通勤センター旭寮が開設され（北海道立太陽の園・伊達市立通勤セ

ンター旭寮編 1993:9-10）、通所授産施設（1988（昭和63）年開設）、発達援助センター（1991（平

成３）年開設）、生活介護事業所（2000年開設）等々がそれに続いている（伊達市福祉部社会福祉

課 2012:7-11）。また、1981（昭和56）年には道立高等養護学校が開校している12）　。この他に、総

合的な老人福祉政策にもとづいて、様々な老人福祉施設や老人向けサービスが展開されている13）　（伊

達市福祉部高齢福祉課編 2012）。

　伊達市は福祉施設が充実していることをふまえ、気候が温暖であることを前面に出し、人口の減

少傾向に歯止めをかけるため、2002（平成14）年頃より、全国・道内各地から高齢者や障害者の積

極的な受け入れを目指す「ウェルシーランド構想」を打ち出している。現在もこの構想にもとづい

て、「安心ハウス」「優良田園住宅」「ライフモビリティサービス」等の事業が展開されている（伊達

市のホームページより）。この構想は新しい福祉の考え方を模索・実践した都市再生事業として位

置づけられ、「伊達市モデル」として全国の自治体関係者から注目されている（桐山 2008）。この
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取り組みにより、北海道内外から新しく移住する住民も現れている。

　第４項　戦後のアイヌ

　一方、戦後まもなく、1946（昭和21）年に、アイヌの人々は自らの地位向上のため、社団法人・

北海道アイヌ協会を設立した。設立大会は静内町で開かれ、協会の役員と各支部の代表が決められ

た。伊達支部はこの時に結成され、有珠出身の向井山雄が北海道アイヌ協会の理事長として選出さ

れた。協会は給与地の農地改革からの除外を目指したが、うまくいかず、その後長期の休眠状態に

陥った。ちなみに、当時の伊達町でも給与地総面積（1476.819反）のうち5.6％（83.209反）が、農

地改革により買収されている（1948（昭和23）年６月現在）（喜多 1948:19）。

　その後、北海道アイヌ協会は、1960（昭和35）年の北海道民生部による不良環境地区の調査をきっ

かけに、休眠状態から脱し再建された。翌1961（昭和36）年から国と道によって不良環境地区対策

が始まり、この年、アイヌという言葉が差別につながるという意見も強く、協会の名称が「北海道

ウタリ協会」に変更されている14）　。

　伊達では、不良環境地区対策の一環として、1962年に有珠生活館、1965年に黄金生活館、1966（昭

和41）年に稀府生活館が建設された。このうち、黄金生活館と稀府生活館は利用者が減少したため、

2009年に廃止された。生活館を管理するため町の嘱託職員としてアイヌの生活相談員が置かれ、現

在１名が社会福祉課に配属されている。

　北海道アイヌ協会伊達支部の会員数は、協会の機関紙などから判明する限りで、1976（昭和51）

年92世帯、1977（昭和52）年94世帯、1983（昭和58）年119世帯、1993（平成５）年130世帯、1995

年117世帯、2008年89人、2013年64人と推移している15）　（北海道ウタリ協会編 1994; 大黒 1997; 山

﨑 2010; 北海道アイヌ協会のホームページ）。

　1976年以降、伊達支部は伊達市から補助金を交付されるようになっている（本報告書第９章参照）。

伊達支部の活動としては、1991年に善光寺自然公園内に「アイヌ記念碑」16）　を建立し、1995年に約

30年ぶりにカムイノミ・イチャルパを行ったことが目につく。1992年に国連本部で「世界の先住民

の国際年」が開催され、その開幕式典で当時の北海道ウタリ協会理事長の野村義一が日本の先住民

族として記念演説をしており、この前後に北海道ウタリ協会の取り組みが強められた影響がうかが

える。1993年に支部会員が130世帯まで増加していることもこれと関連していると思われる。

　1997年にはアイヌ文化振興法が成立し、その年に伊達支部では北海道ウタリ協会を通じて札幌支

部の活動実践に学び活動の活性化を図るため、同協会の支部活動強化研修事業に応募し54万円が交

付されている（北海道ウタリ協会編 2002:19）。翌1998（平成10）年にも同事業として40万円が交

付され、平取支部の実践内容と二風谷の歴史・伝統等を学び、組織強化に役立てるために支部活動

合同研修会を実施している（北海道ウタリ協会編 2002:147）。さらに、2000年には支部活動強化事

業として、協会からの補助金をもとに、有珠地区のアイヌの子どもたちに学習支援を行う「地域学

習室」の取り組みが始められた（佐久間 2006）。「地域学習室」は2007年度まで支部活動強化事業

として認められていた。しかし、2008年度以降は同事業の趣旨に合致しないとして認められなくなっ

ている（本報告書第４章参照）。

　この間、2000年12月には、第13回アイヌ民族文化祭17）　がだて歴史の杜カルチャーセンターを会場

に開催され、伊達支部が催し物の運営に協力した。これは、同年３月に有珠山が噴火し、全道の支
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部から義援金等が送られたことへのお礼の意味をもつことになった。

　このように、1991年に「アイヌ記念碑」が建立され、1993年に会員が130名に達し、1995年にカ

ムイノミ・イチャルパが復活して以降、支部の活動は強化されてきた。カミイノミ・イチャルパは

現在も善光寺で年１回行われている。しかし、2008年の会員数は89名とずいぶんと少なくなってい

る。しかも、会員の減少傾向はさらに続いているようで、2013年には会員数が64名まで減少している。

　こうして、国際先住民年やアイヌ文化振興法などが制定された1990年代以降、支部活動が活性化

し会員数も増加した。しかし、2008年にアイヌ民族を先住民族として認めるべきだとする国会決議

が衆参両院で決議されたにもかかわらず、この前後から会員数が減少しているようである。日本政

府が様々なアイヌ政策を打ち出しつつある現状とは対照的な現実である。そのため、今後の政策を

考える上でも、アイヌの人々の実際の生活と意識を把握し、アイヌ政策に対してどのように評価し

ているのかを、彼らの生活の歩みをもふまえて検討することが重要な課題となる。

第３節　調査の対象と方法

　今回、われわれは、以上のような問題意識にもとづいて、アイヌの人々を対象にしたインタビュー

調査と地域住民を対象にした郵送調査・インタビュー調査を実施した。

　アイヌの人々を対象にしたインタビュー調査は、アイヌ協会伊達支部に所属する会員家族のうち、

20 歳から80 歳未満の人々から、10歳きざみで各世代ごとに10 人ずつ、あわせて60 人を対象者と

する計画を立てた。対象者の選定にあたっては、北海道アイヌ協会および同協会伊達支部の全面的

な協力を得た。

　具体的には、まず、伊達支部の会員でもある生活相談員が会員名簿より会員や会員家族の中から

年齢ごとに対象者候補をリストアップし、それをもとに対象者の協力の意志と調査日時の都合を相

談員の方から確認して頂いた。協力を得られない場合には、対象者候補を追加し、47人が確定でき

た。結果的に、年齢に大きな偏りができ、20歳代が３人（男性１人、女性２人）、30歳代が６人（男

女とも３人）、40歳代が10人（男性２人、女性８人）、50歳代が10人（男性２人、女性８人）、60歳

代が10人（男女とも５人）、70歳代が７人（男性１人、女性６人）、80歳代が１人（男性）となった。

20歳～ 30歳代はもともと少なく、協力者を得ることがむずかしかった。また、70歳代の協力者も

少なかったため、協力を得られた80歳代の方も対象とした。ちなみに、最も若い対象者が20歳、最

高齢が82歳である。また、北海道アイヌ協会の支部会員家族には、アイヌの人と結婚した和人や養

子になった和人も含まれている。今回の対象者のうち、アイヌ以外の配偶者（和人）が９人、和人

の養子が２人である。対象者については、氏名、住所とも生活相談員だけが把握しており、当研究

室ではまったくわからない状態になっている。

　インタビュー調査は、伊達市有珠生活館およびコミュニティセンター白鳥館のいくつかの部屋を

会場にして、８月20 ～ 22日の３日間の日程で実施された。都合の良い時間に会場に来て頂き、原

則として、２人１組の調査員が１～２時間の予定で統一の調査票にもとづくインタビューを行った。

インタビュー調査は、生まれてからこれまでの生活の歩み、アイヌ文化との関わり、アイヌ民族と

しての意識、国のアイヌ政策に対する要望などの聞き取りを中心にして行われた。実際には、イン

タビューが予定時間をこえることもあり、最長で３時間に及ぶケースもあった。７人以外は、同意

を得てインタビュー内容をＩＣレコーダーに録音している。
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　一方、住民調査に関しては、伊達市選挙管理委員会の許可を得て、有権者名簿から系統抽出法に

より、1,269人の対象者を選定し、７月22日から８月５日の間に郵送調査を行った。その結果、有

効回収票が592、有効回収率が46.7％となった。サンプルの構成を住民の構成と比較すると、30歳

代の男女でサンプルの構成比が低く、20歳代もやや低い。反対に、60歳代・70歳代の男女でサンプ

ルの構成比が住民のそれよりやや高くなっている（表０－３）。30歳代男女が住民構成よりそれぞ

れ8.3ポイント、7.6ポイント低く、70歳代女性が7.8ポイント、60歳代男性が7.3ポイント高くなって

いる点が目につく。この点を念頭において、データの分析をする必要がある。

　調査対象者にはアイヌの方も含まれる可能性もあるが、調査倫理の上で問題があるため、アイヌ

民族であるかどうかについて直接問うことはしていない。しかし、新ひだか町での調査とは異なり、

アイヌであることが推定できるケースはなかった。

　さらに、郵送調査の際、インタビュー調査への協力をお願いしたところ、53名の方が協力を申し

出てくれた。日程調整の結果、８月19 ～ 23日の間に、33名の方にインタビュー調査を実施させて

頂いた。インタビューは自宅や指定された場所に原則２人の調査員が出向き実施した。全員、同意

を得てインタビュー内容をＩＣレコーダーに録音している。

  以下、主として、第１部がアイヌ調査結果、第２部が住民調査結果（およびアイヌ調査結果）の

分析となる。第１部では、アイヌの家族と階層の形成過程（第１章、第２章）を明らかにした上で、

エスニック・アイデンティティの諸相、地域学習室の取り組み、さらにエスニック・メディアの現

状（第３章～第５章）を分析した。第２部では、アイヌの人々との交流や接触（第６章）、アイヌの人々

の被差別体験（第７章）の分析の後に、アイヌ政策や地域社会への評価（第８章、第９章）を明ら

かにした。なお、本報告書は中間報告であるため、終章はあえて設けていない。

                                     　　 注

１)伊達市の歴史については、伊達町編（1949）、伊達町編（1969）、渡辺編著（1972a）、渡辺編著（1972b）、

表０－３　　男女別年齢別住民構成とサンプル構成　　　　　　　　　 　　　　　　　単位：人、％

実　　　数 構　　成　　比

計 　男 　女 計 　男 　女

伊
達
市

20 ～ 30歳未満 2,486 1,179 1,307 9.2 9.3 9.1 

30 ～ 40歳未満 4,403 2,169 2,234 16.3 17.2 15.5 

40 ～ 50歳未満 4,176 1,942 2,234 15.4 15.4 15.5 

50 ～ 60歳未満 5,011 2,404 2,607 18.5 19.0 18.1 

60 ～ 70歳未満 6,033 2,748 3,285 22.3 21.7 22.8 

70 ～ 80歳未満 4,927 2,205 2,722 18.2 17.4 18.9 

計 27,036 12,647 14,389 100.0 100.0 100.0 

住
民
調
査
回
答
者

20 ～ 30歳未満 37 19 18 6.3 7.1 5.7 

30 ～ 40歳未満 49 24 25 8.3 8.9 7.9 

40 ～ 50歳未満 95 38 57 16.2 14.1 17.9 

50 ～ 60歳未満 108 50 58 18.4 18.6 18.2 

60 ～ 70歳未満 153 78 75 26.1 29.0 23.6 

70 ～ 80歳未満 145 60 85 24.7 22.3 26.7 

計 587 269 318 100.0 100.0 100.0 

注）1.住民調査回答者のうち、年齢ないし性別不明の５名を除いてある。
    2.住民調査回答者の70 ～ 80歳未満には80歳６名、81歳２名が含まれている。
資料：『国勢調査報告』2010年版およびアンケート調査結果より作成。
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伊達市史編さん委員会編（1994）および伊達市のホームページを参照した。

２)2003年10月に伊達市・壮瞥町・大滝村の合併協議会が設置されたが、翌2004（平成16）年12月

に伊達市と大滝村の中間に位置していた壮瞥町が合併協議会から離脱、伊達市・大滝村合併協議

会が設置され、飛び地による合併を目指した。2005年２月に伊達市と大滝村が合併協定書に調印、

2006年２月に大滝村が閉村、翌３月に新「伊達市」が誕生した。旧大滝村は伊達市の地域自治区

「大滝区」となった（伊達市のホームページより）。

３)有珠善光寺の開基の時期は定かではないが、1613年に松前藩主・松前慶広が有珠善光寺の如来

堂の再建を図ったとされる。そのため、有珠場所が開設されるより以前から存在していたと見て

よいだろう（渡辺編著 1972a:268）。

４)計良光範は善光寺に残された過去帳を調べた結果、アイヌの戒名の字数が和人より少ないこと、

またアイヌの過去帳を和人とは別綴りにしていたことなどから、差別的な扱いがなされていたの

ではないかと指摘している（計良 2013:164-9）。同時に、善光寺を含めた三官寺のアイヌ教化は

アイヌの信仰世界を変えることはできず成功しなかったとみなしている（計良 2013:176-7）。

５）『伊達市史』『新稿　伊達町史』などの記録では、亘理伊達家の集団入植時のアイヌとの関係は、

アイヌに親しまれた善光寺の住職とともに、アイヌと和人の良好な関係を示すものとして描かれ

ている。この点をふまえ、大黒正伸は、「記録を見る限り」、伊達や有珠の「アイヌ民族と和人と

の間の関係は概ね平和的であった」としている。ただし、大黒自身も指摘しているように、それ

がアイヌの人々に対する差別がなかったことを意味しているわけではない（大黒 1997:74）。本

報告書でも、記録には明示されていないアイヌの人々と和人との様々な葛藤が浮き彫りにされて

いる。

６)計良光範は社会に貢献する多くのアイヌを育てたバチェラーの功績を評価しながらも、バチェ

ラー一代限りでの接触だったため、アイヌ社会にキリスト教は定着しなかったとしている（計良 

2013:275）。

７)これ以前、1880年に、有珠村に土人学校（土人は当時のアイヌの呼称）が設置され、24名の生

徒が「収容」されたとの記録もあるが、詳細は不明である。その後、1884（明治17）年には、有

珠小学校が設置され和人も土人もともに教育を受けていた。しかし、北海道旧土人保護法が制定

され、旧土人学校の規程にもとづいて、再びアイヌの子弟だけが通う学校が作られたのである（伊

達町編 1969:60）。

８)1937（昭和12）年には、バチェラー八重子と弟・向井山雄により、ジョン・バチェラー夫妻記

念教会堂が有珠地区に建設されている。

９)1920年の第１回国勢調査では、職業は調査項目に入っていたが、産業就業人口は調査されなかっ

た。そのため、ここでは職業の調査結果にもとづいて記述している。

10)伊達火力発電所建設反対運動については、斎藤編（1983）も参照のこと。

11)旧有珠優健学園の跡地には、2008（平成20）年、伊達市立養護老人ホーム「潮香園」が建設さ

れている（卒園50周年記念同窓会実行委員会編 2009:67）。

12)2006年に合併した旧大滝村も「昭和40年代以降の過疎化進行を踏まえて、『福祉村構想』の実現

に取り組んで」きた。1973年の「北湯沢リハビリセンター」の開設を皮切りに、知的障害者入所

更正施設として大滝学園（1974（昭和49）年開設、2011年に障害者支援施設に移行）と優徳荘（1976
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年開設）、重度身体障害者更生援護施設として大滝わらしべ園（1988年開設）などが開設されて

いる（伊達市福祉部社会福祉課 2012:9-10）。

13)2010年の国勢調査の結果によると、伊達市の65歳以上の老人人口比率は30.3％で、旧伊達市

が29.9%、旧大滝村が42.7％である。ちなみに、伊達市以外の胆振管内の自治体は、苫小牧市

（21.1％％）、登別市（28.4％）、室蘭市（29.3％）を除く７町すべてが30％台（30.1％～ 38.6％）

の老人人口比率になっている。

14)北海道ウタリ協会は1963（昭和38）年に機関紙「先駆者の集い」を創刊した。創刊号には、

1961（昭和36）年に伊達町の有珠支部が結成されたとの記事が掲載されている（北海道ウタリ

協会編 1994:259）。しかし、８年の中断の後に発行された「先駆者の集い」第２号の支部長一

覧の中には有珠支部長名はなく、伊達町支部長の名前が掲載されている（北海道ウタリ協会編 

1994:275）。なぜ、有珠支部がなくなり、伊達町支部の名前が現れたのか。この点に関する詳細は、

不明である。

15)北海道ウタリ協会の会員制度は、歴史的に変化している。協会発足以降、初めて「会員」の規

定が明示されたのは、1974年12月21日に改訂された定款においてである。その時の「会員」の規

定は「ウタリ及びその家族」であり、世帯を単位にしたものであった。それが、1996（平成８）

年４月１日改訂の定款で大きく変更された。新しい定款では「支部」が「会員」とされ、「支部

は市町村を単位とし、１市町村に一つに限り、支部会員規則第２条に規定する資格を有する者２

名以上で・・・組織する」と規定された。その際、支部会員は世帯でなく個人を単位とするもの

になった（竹内編 2006:86-99; 北海道アイヌ協会のホームページ）。具体的には、北海道在住の

20歳以上で、①アイヌの血を引き、なおかつアイヌ民族であるとの自発的意志をもつ個人、②ア

イヌの血を引かないが、アイヌの家庭でアイヌとして育てられ、アイヌ民族であるとの自発的意

志を持つ個人、または③上記のいずれかと婚姻関係にある者となっている。なお、②③の場合、

理事会の決議を経て、理事長の承認を得る必要がある。

16）「記念碑」の題字は当時の北海道ウタリ協会理事長・野村義一による。なお、10年後に「アイヌ

記念碑」が「伊達市先住民族　アイヌ慰霊碑」と書き換えられた。もともと「アイヌ記念碑」を

建立する時から、伊達支部の中には何を「記念」するのかわからないとの不満があった。しか

し、伊達支部の会員によれば、「慰霊碑」にすると宗教とのかかわりが出てくるので伊達市から

補助金が出ないと言われ承諾したとのことである。10年たった段階で改めて市に「慰霊碑」に

換えてもよいか問い合わせたところ、何も言われなかったので換えたということである（杉山 

2007:21）。

17)アイヌ民族文化祭は、年に１度、北海道アイヌ（ウタリ）協会によってアイヌ文化の伝承と復

興を目的にして開かれている。第１回は1989（平成元）年に札幌市において一般にも公開される

形で開催されている（北海道ウタリ協会編 1994:692）。
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第　１　部

アイヌの人々の生活の歩みと意識
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はじめに

　本章では伊達市に居住するアイヌの人々の血筋がどのような実態なのかを明らかにする。そのう

えでアイヌの人々がその血筋をどのように考え、次の世代に対してどのような考えを持っているの

かについてその特徴を見ていく。

　はじめに第１節では調査対象者の年齢層や世帯構成および仕事の状況を明らかにする。第２節で

はアイヌの血筋とその意識について見ていく。第３節では次世代へのつながりとして、結婚の際に

アイヌであることが影響したのか、子どもへアイヌであることをどう伝えたのかについて明らかに

する。これらについては対象者の年齢層に着目しながら、アイヌの人々の血筋や意識について見て

いく。さらに伊達市の特徴を浮き彫りにするため、これまで行ってきた札幌やむかわ町、新ひだか

町などの調査結果と比較する視点を持ちながら分析を進める。

　序章でも見たように、伊達市は北海道の歴史において比較的古くからアイヌと和人が生活してい

た地域である。現在の伊達市の町並みは、かつて仙台藩亘理伊達家の家臣団が集団移住したことを

意識した、城下町をイメージした街づくりとなっている。一方でアイヌの人々の歴史については、

有珠地区にある善光寺の裏手に、アイヌの伝統的な家屋であるチセやアイヌの慰霊碑が建立されて

いる程度であり、新ひだか町のシャクシャイン像や記念館ほどの規模ではない１）　。このような地域

において、アイヌの人々の血筋や意識はどのようなものなのだろうか。

第１節　調査対象者の生活

　第１項　基本情報

　調査対象者は47名のアイヌ民族の方々である。47名の中には９名のアイヌの配偶者を持つ和人と

２名の和人養子が含まれている。

　対象者の年齢は20歳代から80歳代までと幅広い。20歳代が３名、30歳代が６名、40歳代、50歳代、

60歳代がそれぞれ10名、70歳代が７名、80歳代が１名となっている。今後の分析では20歳代～ 30

歳代を青年層、40歳代～ 50歳代を壮年層、60歳代以降を老年層と分類しその特性を明らかにして

いく。先の年齢層をその分類に当てはめると青年層は９名、壮年層は20名、老年層は18名となる。

　また対象者の男女比率を見ると、男性15名、女性32名と女性の方が多い。青年層では９名のうち

男性が４名、女性が５名と男女の数がほぼ同じだが、壮年層では男性４名、女性16名と女性の比率

が高く、老年層では男性７名、女性11名とやはり女性の方が多くなっている。
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　第２項　世帯構成と生活の状況

　2012年現在伊達市の人口は34,745人である。そのうち本調査で該当者がいない大滝区を除いた人

口は30,598人であり、その世帯数は14,745世帯である。つまり１世帯当たりの家族数は2.35人とい

うことになる。

　では本調査の対象者はどのような家族構成だろうか。青年層を見ると９名のうち５名が既婚者、

残りの４名のうち３名が未婚、１名は離別であった。９名のうち同居家族がなく１人で生活してい

るという人は見られなかった。２人暮らしと３人暮らしがそれぞれ１名、４人暮らしが４名、５人

以上が３名であった。

　壮年層は13名が既婚者で未婚者は１名、離別が６名であった。世帯構成を見ると１人暮らしは１

名のみで、２人暮らしが４名、３人暮らしが６名、４人暮らしが５名、５人以上が３名見られた。

老年層はどうだろうか。婚姻状況を見ると既婚者は７名、３名が未婚、離別が３名、死別が５名と

高齢であるがゆえか、婚姻の状況も幅が広いといえる。それにともなって世帯の状況も１人暮らし

が６名と他の年齢層に比して多い。２人暮らしも５名、３人暮らしが３名、４人暮らしが１名、６

人以上が３名と４人以上の世帯構成の者は４名しかおらず、18名中11名が２人以下の世帯構成と

なっている。

　では生活を支える仕事はどうだろうか。青年層９名の中で無職は専業主婦の１名のみで、残りは

何らかの職に就いていた。職種の中で目立つのは漁業関係で９名中４名であった。これは本調査が

有珠地区という伊達市の中でも漁業者が集住している地域で行われたことが影響していると考えら

れる。他の職種では介護や看護、建設関係が見られた。

　壮年層では無職は４名となっており、すべて女性であった。壮年層は職種が漁業ばかりでなく、

看護や介護、調理、配送、農業など多岐にわたっていた。ただし、いわゆるホワイトカラーに分類

される職業は２名のみであった。

　老年層は18名中12名が無職であった。なかには１人暮らしでありながら無職である者も３名存在

しており、生活の大変さがうかがえた。職に就いている人の職種を見ると、漁業関係が２名、土木

や建設関係が３名となっており、１名のみが市の嘱託職員といういわばホワイトカラーの職であっ

た。

第２節　アイヌの血筋

　第１項　アイヌ民族の血筋

　アイヌの血筋について見ていこう。青年層９名はすべての人がアイヌの血筋であった。だが父母

の血筋を尋ねると、両親ともにアイヌであると答えた人はおらず、父母のどちらかは和人であると

答えた者が７名、父母の一方はアイヌであるがもう一方は不明だとする者が１名、父母のどちらも

不明であるとする者が１名だった。

　青年層９名のうち６名は結婚しているが、その配偶者について尋ねたところ、配偶者がアイヌで

あると答えた者は２名、和人である者は３名、不明は１名であった（表１－１）。
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　壮年層はどうであろうか（表１－２）。壮年層20名のうちアイヌである者は15名、和人が５名であっ

た。本人がアイヌである者の中で父母ともにアイヌである者は５名、父母のどちらかが和人である

者は10名であった。父母ともにアイヌである者の配偶者を見ると、配偶者の血筋がアイヌである者

は５名のうち１名のみであった。残り４名は和人の血筋である。また配偶者がアイヌという１名も、

アイヌの血筋ではあるがその父母は一方が和人の血筋であった。

　老年層を確認しよう（表１－３）。老年層18名のうちアイヌである者は14名、残りの４名は和人

である。14名のアイヌの血筋のうち父母ともにアイヌである者は、９名と半数以上となっている。

また配偶者の血筋を見ると、配偶者がアイヌである者は10名、和人が３名、不明が２名となってい

た。10名のアイヌの配偶者の親を見ると、父母ともにアイヌの血筋である者は10名中８名と、やは

り青年層と比較して多い。14名のアイヌの血筋の者の中で、父母ともにアイヌであり、配偶者、さ

らには配偶者の父母もアイヌである者も、５人ほど確認できる。

表１－１　アイヌの血筋（青年層）

婚姻 本人 父母・血筋 配偶者血筋 配偶者父母血筋

未婚 アイヌ 和人・アイヌ ― ―

既婚 アイヌ 和人・アイヌ 和人 和人・和人

未婚 アイヌ 和人・アイヌ ― ―

既婚 アイヌ アイヌ・和人 和人 和人・和人

既婚 アイヌ 不明・不明 和人 和人・和人

離別 アイヌ 不明・アイヌ 不明 不明・不明

既婚 アイヌ アイヌ・和人 アイヌ アイヌ・和人

既婚 アイヌ アイヌ・和人 アイヌ アイヌ・和人

未婚 アイヌ アイヌ・和人 ― ―

表１－２　アイヌの血筋（壮年層）

本人 父母・血筋 配偶者血筋 配偶者父母血筋

既婚 和人 和人・和人 アイヌ アイヌ・和人

離別 アイヌ 和人・アイヌ 和人 和人・和人

既婚 アイヌ（養） 和人・アイヌ 不明 不明

離別 アイヌ アイヌ・和人 和人 和人・和人

離別 アイヌ アイヌ・アイヌ 和人 和人・和人

離別 アイヌ 和人・アイヌ 和人 和人・和人

離別 アイヌ アイヌ・和人 和人 和人・和人

既婚 和人 和人・和人 アイヌ アイヌ・和人

未婚 アイヌ アイヌ・和人 ― ―

既婚 和人 和人・和人 アイヌ アイヌ・アイヌ

既婚 アイヌ アイヌ・アイヌ 和人 和人・和人

既婚 和人 和人・和人 アイヌ アイヌ・和人

既婚 アイヌ アイヌ・アイヌ 和人 和人・和人

離別 アイヌ アイヌ・アイヌ 和人 和人・和人

既婚 アイヌ アイヌ・和人 和人 和人・和人

既婚 アイヌ 不明・アイヌ 和人 和人・和人

既婚 アイヌ アイヌ・アイヌ アイヌ 和人・アイヌ

既婚 アイヌ アイヌ・和人 和人 和人・和人

既婚 アイヌ 和人・アイヌ アイヌ アイヌ・アイヌ

既婚 和人 和人・和人 アイヌ アイヌ・アイヌ
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　このように本調査の結果を見ると、これまで行われた調査と同様に、年齢層が高い方がアイヌの

血筋が濃く、年齢層が低くなるほどにアイヌの混血が進んでいた。本人がアイヌで、その父母もと

もにアイヌである者の比率を見ると、青年層は、本人、その父母ともにアイヌである者はいなかっ

た。他の年齢層は、壮年層25.0％、老年層50.0％、平均29.8％であった。

　これをこれまでの調査と比較して見ると（表１－４）、老年層については新ひだかとむかわの間

くらいの比率であるのに対して、壮年層や青年層において血筋が濃い割合はこれまでの調査の中で

も低い比率であった。

　第２項　血筋の認識

　アイヌの血筋であるという認識はどのようなものだろうか。まず青年層の場合、これまでの調査

においても「アイヌ民族である意識」を持つ者は少なかった。本調査においても青年層は同様に「意

識すること」が少ない者が多い。「普段はあまり意識しない」とする者がほとんどである。意識す

る機会があるとすると、アイヌの文化やアイヌ協会の活動に関することにふれることで感じるとい

う程度であった。

　2012（平成24）年の新ひだか町の調査では、やはり青年層ではアイヌであることの意識は強くは

ないものの、アイヌであることを意識するエピソードはそれなりに聞かれた。しかし本調査におい

ては、「いじめられた」といういわばマイナスの経験を含めて、アイヌ民族であることを意識する

機会が少ない者が多いという印象があった。

表１－３　アイヌの血筋（老年層）

婚姻 本人 父母・血筋 配偶者血筋 配偶者父母血筋

既婚 アイヌ アイヌ・アイヌ アイヌ 和人・アイヌ

死別 アイヌ アイヌ・アイヌ アイヌ アイヌ・アイヌ

既婚 アイヌ 不明・アイヌ 不明（養） アイヌ・アイヌ

既婚 和人 和人・和人 アイヌ アイヌ・アイヌ

死別 アイヌ アイヌ・アイヌ アイヌ アイヌ・アイヌ

既婚 アイヌ 和人・アイヌ 和人 和人・和人

死別 アイヌ（養） アイヌ・アイヌ アイヌ アイヌ・アイヌ

未婚 アイヌ 和人・アイヌ ― ―

既婚 アイヌ アイヌ・アイヌ アイヌ アイヌ・アイヌ

離別 アイヌ アイヌ・アイヌ 不明 不明・不明

未婚 アイヌ アイヌ・アイヌ ― ―

既婚 和人 和人・和人 アイヌ アイヌ・アイヌ

離別 アイヌ アイヌ・和人 和人 和人・和人

死別 和人 和人・和人 アイヌ アイヌ・和人

離別 アイヌ 和人・アイヌ 和人 和人・和人

死別 和人 和人・和人 アイヌ アイヌ・アイヌ

既婚 アイヌ アイヌ・アイヌ アイヌ アイヌ・アイヌ

未婚 アイヌ アイヌ・アイヌ ― ―

表１―４　地域別アイヌの血筋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位：％

青年層 壮年層 老年層 平均

伊達 0.0 25.0 50.0 29.8 

新ひだか 22.2 47.8 65.0 45.6 

むかわ 13.3 41.2 36.8 31.4 

札幌 8.3 38.9 40.0 31.1 
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　壮年層はどうだろうか。壮年層においても「アイヌ民族であることの意識」を持たないという者

も見られる。しかし何らかの形でアイヌ民族であることを意識する者は青年層に比べると多い。

　「気にしていない」「意識をすることがない」とした者のなかにも、日常生活の中ではアイヌであ

ることを意識しないものの、親戚などの集まりなどではアイヌであることを意識する機会があると

いう。身体的な特徴など他者に指摘され意識することもあるようだ。

　また「どういうふうにアイヌなんだというふうに、強く気持ちを持っていいかが分からないんだ

よね」と、アイヌであることを、どのように受けとめてよいか戸惑う声も聞かれた。

　老年層ではアイヌ文化、つまり儀式や言葉などにふれることを通して、もう１つはいじめや差別

などにあうことによってアイヌであることを感じている。アイヌ文化、儀式や言葉というのは、「儀

式とかあったし」や「前の人（母親より年上の）たちはウタリ語を話していました」「ずっとそうい

う生活をしてきてるしね」など、アイヌとしての生活を通してアイヌだと意識しているという。一

方でいじめや差別などの経験からアイヌを意識した例としては、「（子どもの頃に）言葉に対してバ

カにされた」や、「内地で仕事してた時はね。うん。やっぱり少しは差別された」「貧困な時だね、やっ

ぱりね。貧乏だっちゅう事は、アイヌは幸せになれない」「あるよ。人にちょっと下げられた時に」

・物心ついた時からですね。もう小さい時から。保育所ぐらいかな。わかってました。

・周りから言われることが多くて、はい。何か、アイヌがいじめられてて、それでアイヌであることがいじめの対象者なんですよ。だから、自然と

アイヌは嫌われるっていうことで、自然とそれで身についてました。

・こっち戻ってきて…中略…そういう先生（アイヌの伝承者）になれるんだからって言われたんだけど、ちょっと重荷が、重荷だなと思うし、何か

そこまでして、私がアイヌを引き継ぐ…なくても、もう現代人だしなと思ってやめました。

・普段ではあまり無いですね。ここに住んでいる以上、地名とか、言葉でふとした時に「あ、そういえば」というのはあります。

・普段ではあまり無いですね。

・意識すること。普段の生活ではないけど…。何て言うんだろう。ウタリの助成金とかが、受けられることがある時があるから、そういうのは…。

そうなんだな、助かるなと思います。

・あんまり意識しないです。

・あまり気にしたことないから。でも、テレビの番組とかでそういう話になると、ああ、そういうのがあるんだなと思って、そしたら先祖に入って

いるんだなと思って見ている。

・とくにないですね。

・ありますよ。たとえば、親戚とか集まって話をした時とかに出てくるので、そうかなという認識はありますよ。

・普段はないですね。（親戚の集まりとか）そういう時はありますね。イチャルパとか、この辺でやってた時に呼ばれてとかっていう時には、あり

ますね。

・（孫たちが）アイヌの血は受け継いでいるのはいいけれど、永久脱毛させてあげて、外見だけでもきれいにしてあげたいというのが私の一番の願

いです。

・そうですね。どういうふうにアイヌなんだというふうに、強く気持ちを持っていいかが分からないんだよね。

・まあ、ありますね。他の人より毛深いとか。

・いやそんなに、なんですかね、ただまぁ自分があの血を引いてるんだなっていうくらいで。

・ああ、意識…ただ普通に受け入れてますよね。

・別にアイヌだろうが、アイヌでないだろうが、関係ないと思ってるから（笑）。

・血が半分。だだ、ほら、やっぱり特徴として毛深いとか彫りが深いとかそういうのでね、あったけど。でもそれ以外に別に、なんも気にした事ない。

ただの一度も無いかな。

・とくに意識はしたことないんですが、周りから言われて、小学生とか中学生、高校の時もそうですが。

・ない。アイヌ…自分がアイヌ民族のなんだかっちゅうんでしょ？いやあ、アイヌ民族に関わったことないから。

・いやそんなにない、ですね。
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など、困難な経験がアイヌとして意識することだとしている。またそれらの経験を持たない人たち

は、むしろアイヌとして意識することが「ない」としている。

　このようにアイヌの血筋と意識については、青年層がより少なく年齢層が高くなるにつれアイヌ

であることの意識を強く持っている者が多かった。

　新ひだかの場合も、青年層は意識する者が少なく、老年層は意識する者が多いことがわかってい

る。また新ひだかの調査では、老年層において自分のルーツを詳しく説明できる者が多かった。し

かし本調査においては、老年層であってもルーツについての話を詳しく伝えるという話は聞かれな

かった。

第３節　次世代への意識

　第１項　結婚

　アイヌの血筋であることが、結婚の際に影響したのだろうか。

　まず青年層から確認していこう。青年層の既婚者の話の中で、結婚の際にアイヌであるという民

族性を考慮したことのある人は見られなかった。「ない」「とくにない」「何もない」という言葉に表

れるように、アイヌの血筋を引いているということを結婚の際に意識した者はほとんどないといえ

る。ただし、民族性をまったく考えていなかったかといえばそうではない。民族性の考慮は「まっ

たくない」と言いながらも、「気にする人って、そういう話になると、何かよくわからない面倒く

さい話をしてくるから、気になるんだったら、お前帰れとなるのですよね」と、そもそも民族性を

気にするような人とは結婚を考えないため、「ない」としているものの、「何かよくわからない面倒

くさい話…」という言葉に表れているように、人によってはアイヌであることを気にする場合もあ

ることを認識しているといえる。

・そういうのも無いですね。無いですね。無いけども、周りがね、周りが結構いるから。「あ、そうなんだな」って自分でわかっただけで。

・今のところ何もない。子どもの頃はね。それこそ、アイヌと呼ばれて。私はきかない方だったから歩いて。小学校の頃はね、気にもしてなかった

から、言葉に対してバカにされたけど。でも、そんなにひどくはなかったからね。私はきかなかったから追っかけて、家まで行って怒鳴り込んだ

ようなもんだ。今ではそういうことを言う人はあまりいないだろうけどね。

・そんな別に意識はないです。アイヌはアイヌだけど。

・うん、ずっとそういう意識は持っていますね。小さい頃からだね。儀式とかあったし、まわりでも言葉、うちの母くらいになるとほとんどウタリ

語をしゃべらないのですけれど、その前の人たちはウタリ語を話していました。私は単語、簡単な言葉しか知らなかったね。

・そのうちに就職して出ちゃったから、その頃になるともうそういう儀式も少なくなって、おじいちゃんも結構歳になったから、まわりに儀式をす

る人もいなくなったね。

・年がら年中意識してます。（いつ意識するか）どのような時だとか言われても。自分の名前がもうあれだからね。○○って言うんだ。これでもう

決まりでしょ。アイヌ。

・貧困な時だね、やっぱりね。貧乏だっちゅう事は、アイヌは幸せになれない。

・やっぱりずっとそういう生活をしてきてるしね、そしてやっぱり自分はアイヌの血を引いてると。そういう事が第一だと思うんですよ。あと、他

の人は分かりませんけど、それほど差別待遇された意識がないから。やっぱり、「アイヌなんだ」っていう事を言っててもですね、あまり差別待

遇された事ないからね、やっぱり自分では意識して、誇りに思ってますよね。土台、この北海道自体はね、元々アイヌの島だったんだから。

・うん。内地で仕事してた時はね。うん。やっぱり少しは差別された。そう。言われるからね。

・あるよ。人にちょっと下げられた時に。
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　壮年層はどうであろうか。壮年層は青年層のように「まったくない」「気にしない」とは多少様相

が異なる。「自分自身は気にしない」「ない」と言いながらも、「周りではある」「周りの人が反対した（自

分たちの結婚に）」「直接は聞かないが（相手の両親が嫌がっている）」など、自分自身が直接的に経

験したことはないものの、アイヌの血筋であることが結婚に何らかの影響を及ぼしたとする者が青

年層よりも多い。

　だが一方で、「そんなの気にはしないし」「反対するのがちょっと（考えられない）」「何も言われな

かった」「聞かなかった」「知らなかった」のように、知らなかったし、知っていても気にはしなかっ

たという者の方が多数である。それは結婚を予定している相手がアイヌの血筋であることを知らな

かったという者も同様であり、アイヌの血筋であることを知ってもとくに何も驚いた様子がない例

が多かった。

　老年層では自分がアイヌであることを知らなかったとする者は少なく、知っていたが周囲や自分

自身が気にしなかったとする者、自分自身は気にしなかったが周囲に反対、あるいは心配されたと

いう者が多い。それには時代的な背景があるようだ。「親父は子どもの頃だいぶいじめられた」「ア

イヌの娘は途中で投げられる（捨てられる）」「（子どもが）いじめにあうでしょ」とアイヌであるこ

との差別が現在よりも多かった時代だったため、アイヌの血筋か否かは今よりも重い現実であり、

・（結婚の際、民族性を考慮したことは）何もないです。

・まったくないですね。そうですね。気にする人って、そういう話になると、何かよくわからない面倒くさい話をしてくるから、気になるんだったら、

お前帰れとなるのですよね。

・ああ、ないです、ないです。（配偶者の家族を含め）知らないっしょ、多分。○○（県名）の人は。

・（民族性の考慮）無いですね。

・とくに無いです。

・ないです。

・（夫がアイヌの血筋であることは知らずに結婚した）私も別にそんなの気にはしないし。漁師仲間でもいっぱいいるしさ。

・だから、そういうことで（アイヌであることに）反対するのがちょっと、私は考えられないんだけどね。犬とか猫と結婚するわけじゃないんだか

ら（笑）。

・私はすぐ言った。「私そうだよ、父親がそうだよ」って。「だから半分だよ」っていうことは言ったよ。（中略）「私はそうなんだよ。それが嫌だっ

たら別にいいよ」みたいな事は言った。

・別に何も言われたことないし。聞かれても、別に相手もそんな悪いことも言わないし。

・普通に仲がいい友達もいたんですけれど、普通の和人というかね。結婚する時に、やっぱり私がアイヌだということで、その人本人ではなく、周

りの人が反対したというのもあります。

・（配偶者がアイヌであることを説明）されなかったんですけれど、彫りが深かったり、毛がちょっと濃かったりとかという感じで、何となくそう

かなとは思っていたんですけど、こっちからも聞きもしなかったし、向こうからも特別言わなかったんですけど。

・まったく考えてなかったっていうか、全然知らなかったから。その叔父さんに言われるまで。「へ？　それってなに？」って思ったんだけど。

・結婚したあとですね。こっちに来てから。おじいちゃんが教えてくれたんですよね。「お前はアイヌよりアイヌらしいな」、毛深いのをみて、「よ

その者には見えないな」って話しをしていて、「アイヌなんだよ」って教えてもらったんですね。そうなんですかって感じで、別に。

・私はアイヌじゃない人と一緒になって、うちの人は受け入れてくれたから今一緒になって何十年も経っているけれど。（中略）何十年も一緒にい

るんだけれど、別に毛があっても俺はかまわないという感じで私を受け入れてくれて。その結果子ども２人が生まれて、結局は毛深い子どもが２人。

私の血をやっぱり引いてしまうのね（泣）。

・いや、なかったですね。（相手のご両親が嫌がっていると）直接は聞いたことはないけれど、昔の話ですが、妻の母親が室蘭に住んでいて、「いやだ」

と言っていた話を聞いたことがありますね。私には言いませんでしたけれど。

・ないですね。親反対する人たまにいますけど（反対されなかった）。親は夫の実家と行き来があったんで。親戚とか。付き合いがあった。そっかそっ

かみたいな感じで。

・（自分自身は）ないです。周りでそういうのあります。あれだから絶対だめだって。
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それが結婚に影響することも多かったため、事実を伝えることが一般的だったといえよう。

　新ひだか調査では結婚の際にアイヌであることに由来したエピソードがあった。とくにアイヌの

血筋を薄くするため、あえて和人と結婚したとする者も散見された。しかし本調査ではアイヌの血

筋を意識し意図的に和人と結婚するなどの例は見られなかった。

　さらに前回の調査において離別の経験を持つ者の多さがあった。本調査においても離別の経験を

持つ者は少なくなく、それは年齢層があがるほどに多くなっていた２）　。

　第２項　子どもへの告知

　結婚については、青年層の「気にしていない」から多少気にしているまで幅があった。ではアイ

ヌ民族であるということは、次の世代には伝えるつもりなのだろうか３）　。

　アイヌの血を引くものであることを子どもに伝えるか否かについて見てみよう。

　青年層では、子どもへの告知について明確に伝えると答えた者は１名だけで、他は子どもに「聞

かれたら」「伝える機会があったら」「興味を持ったら」伝えるというものである。青年層は親である

自身もアイヌ民族である意識をはっきりと持ちえていない者が多く、そのことが次の世代に伝える

ということにも影響していることがわかる。

　壮年層はどうだろうか。壮年層で多く目につくのは、アイヌであることを知っていても「薄い」

「ちょっと入っている」などアイヌの血筋であるが、純粋のアイヌと比較して薄いことを強調する

ような発言である。アイヌの血を引くわが子が、他の子どもの事を「アイヌじゃないのか」と話し

ていたため、自分たちもアイヌの血筋であることを伝えたという例もある。

・無い…。ただね、自分の父親、おやじは子どもの頃だいぶいじめられたという話は聞いてたし、息子たちにも１回、「なんで親父と一緒になった

んだ」っていう事も問われた事もあるんですけどね。

・私自身はないけど、主人もないんじゃないかな？ただ結婚したいと言った時、父はもういなく、おじが代わりに挨拶に言った時に「アイヌの娘だ

けれどいいのか」と主人が聞かれて、「いや、いいです」と答えていました。アイヌの娘は途中で投げられる（捨てられる）からと。世代は変わっ

てきているけれど、おじの時代はそういう人が周りに多かったので聞いていましたね。

・そんなこと考えたことなかった。そんなことは気にしないで、ほら行け、ほら行け、ほらもらえ、ほらもらえって、どっちも言われて。おやじの

兄妹もいっぱいいたからね。

・うん…これはあるわな。やっぱり、ねえ。子どもが生まれた場合。結局そういうような、うん。いじめにあうでしょ？差別、いじめ。それがやっ

ぱり気になるところだね。

・無いね（笑）。自然と一緒になったんでないですか？

・なんもない。俺はだよ。嫁の親は片親だったけど、父親が漁師をやっていて手伝ってもらったりしていたよ。うん、そういう問題はなかったな。

・意識はあったけど、そんなに気にしなかった、その時はちっとも。アイヌも同じなんだから、別に気にするなと。（中略）…わかってはいたんだけど、

そんなに深く関心はとめてなかったからね。

・全然、何も言われませんでしたよ。（相手に）今でも離婚して亡くなってても、お母様とはお付き合いしてます。

・前から分かっていました。言いましたから。「おれはウタリだからね」って言われたら。私の母親はやっぱり面白くなかったみたいですけど。

・そうそう、かえってアイヌの方が情が深いって。（中略）…そりゃ、もう親ずっと言ってました。アイヌの方が情があるって、親たちに勧められて。

・（自分の子どもには）たぶん伝えないんじゃないですか。（理由は）とくにないですね。自分が意識してないから。

・とくにないですね。たぶんそのまんま、私たちが見てたように子どもたちも見て、サラッと。別にこう、かしこまって教えてもらうとかっていう

わけじゃなくて、そういうお祭りがあったら行って、そういう民族衣装を見たりだとか、そういうのはあるのかもしれないけど。私自身もとくに

そういうのを分かってないので、かしこまってこう伝えるっていう事はないと思うんですよね。これから先も。

・言ったことは無いんじゃない。言ってないですね。（子どもへの告知）どうだろう。聞かれたら答えるぐらいかな。

・たぶん小学校とか中学校になったら、本人がそういうのに興味を持つと思うので、聞かれたらひいひい爺ちゃんが、というぐらいですかね。

・いや、伝えると思います。いつだろうね（笑）。やっぱお墓参りが一番…。いいんじゃないかな。
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　現実としてアイヌの血筋が薄まっているという事実は、血筋の濃さばかりでなく意識の薄さにも

つながっているようにも思える。しかしそれは一方で「薄い」ことがアイヌであることを伝えるこ

とのハードルを下げているようにも見える。

　さらに、アイヌの各種の資金もアイヌであることを伝えやすくしていることの一つである。アイ

ヌの血筋を引いているからこそ、それらの資金を受ける資格を持つのであり、それを「活用する」「援

助を受けられる」「制度を利用できる」のである。

　そこだけ捉えると、アイヌであることで差別的な経験よりも、むしろ資金を利用できることで、

プラスの影響があるのだと、そのメリットの部分を強調しながらアイヌであることを伝えるという

者が多かった。

　一方でアイヌ民族の伝統文化等を次世代に伝えたいという趣旨での告知は壮年層では見られな

かった。

　老年層はどうか。老年層でもアイヌであることは伝えているものの、その伝え方は意図を持って

伝えるというよりも、何かの契機や子どもに尋ねられたことで「お前だってアイヌの子」「アイヌの

血入っているよ」というような伝え方をしている者が多い。それはアイヌ民族であることについて

次の世代に伝えるという意味での告知よりも、たんに事実を伝えているにすぎないように見える。

一方で、この年代では、少数ではあるものの、アイヌであることに誇りを持つような言葉や、文化

を伝えていくという意図を持ち子どもに伝えた者も見られた。

　「５年生か６年生には、（子どもたちは）自分がアイヌだってわかりました。私の方から言わなく

・だから、活用するっていうかさ、ウタリのね。そういう子どものさ、そういうのももしね、私たちが学校時代にそうやってあれしてくれるんであれば、

私も入るかなという話もしてたんだ、一番上の娘も子どもいるから。したら、そういうふうになったら、もう○○さん通して話しして、あれすれ

ばいいんだって、話はしてたんだ。私たちもお世話になったから、このウタリのあれに入って、家も建てたし、ウタリのやつで家も建てたし。

・やっぱり言われたように、薄いけど入ってるよというか。お兄ちゃんは、毛深いからというわけじゃないけど、結構、毛深いんですよ。

・（子どもに伝えるつもりは）いや、とくにないかな。とくにないんだけど、うちの親とかもそんなにアイヌの血が、ほとんど薄いみたいな感じで

言われていたので、とくに告知とかする気はないかなみたいな。

・程度というか、だいたいがそういうのにこだわらないから、多少は入っているというのは自覚していると思うので。（中略）あとはわからないもの、

私。おばあちゃんの代から少しは入っているんですよみたいな程度しか。気にしないしね。

・小学校高学年ですね。たまたま友達というか、私の友達もそうなんですけれど、結構顔の濃いのがいるので、そういうので「アイヌじゃないか」

というあれで、「いや、おまえたちもだよ」というので。

・とくに子どもたちもアイヌの血筋を引いているからどうのこうのという考えはないみたいです。

・一応「おじいちゃんがそうだった」という話をして、「お父さんがハーフなら子どもたちはクォーターだね」なんて言うぐらいで。なのでとくに

子どもたちもアイヌの血筋を引いているからどうのこうのという考えはないみたいです。「えっ、クォーター？」とかと言って笑っている感じです。

・なんとなくじゃないですか？皆さん。皆さんって言ったらおかしいけど。子どもが、うん…と思います。思いますっていうか、お祖父ちゃんがそうだっ

たからじゃないかなと思うけど。（中略）本人（配偶者）もあんまりそういう儀式とか？そういうのがあまりわかってないと思うんですよ。はい。

ただ、そのウタリ協会の資金をいただいて２人の息子を援助してもらって、少しは助かった、助かったって言ったらおかしいんだけど、高校もちゃ

んと行けたし、上の子は上のそういう、利用させていただいて上の学校に行けた事なので、そこら辺は上の子はわかってると思うんですよ。下の

子は下の子で私立行ったから、そういうのでこれだけお金かかってるっていう事を本人も、下の子もそういう私立ではそういうお金かかるから行

かれないっていう。だから「父親がアイヌだからこうやって援助がもらえるんだよ」っていう事を言ってます。

・小学校だね。いや、中学校かな。きっかけはねぇ、なんだろうねぇ。学校で勉強するようになったのかな。アイヌのことを。

・上の子は聞いてくるから、普通に喋ってます。昨日も喋ったけど。アイヌってどういうあれなのとか、和人ってどういうあれなのって。でも下の

子は何も聞いてこないからそのままですね。（中略）…聞いてくることに対しては答えるけど、っていうのが。

・はっきり言ってますけど。息子が高校卒業して進学する時に、うちはこういう家庭だからこういう制度を利用して学校に行くことができるんだよっ

ていう話をして、その時にうちはアイヌの家庭だから、お父さんの方のおばあちゃんおじいちゃんっていうのはアイヌなんだよっていう話をした

ら、すごいびっくりした顔してて。「知らなかった？」って言ったら、当然何て言うんだろう、大人の感覚で言うと顔立ちもそうだし、親戚のおじちゃ

んおばちゃんもそうだから、なんとなくわかってるんだろうと思っていたら、全然感じてなかったらしくて、びっくりして「そういうこと知る機

会がなかった」って言ってました。



－ 30 －

ても、自分たちから、俺たちアイヌだよなって、子どもたちの方から質問されました。抵抗なく、

アイヌはアイヌだからいいしょって。なんもお前たち、和人に悪いことしてるわけじゃない。自分

は自分でアイヌだからって、いばってアイヌになるように教えました。」

　「たとえば刺繍とかね、木彫りとか。そういうものがあって、これがアイヌの伝統的な文化なんだっ

ていう事は教えていますけどね。この辺でね、アイヌの文化なんかを教えるったら、本当に微々た

るもんなんだよね。一番手っ取り早いのはカムイノミとかイチャルパとか、そういうのなので、教

えていくより他ないんです。」

　このようにアイヌであることに誇りを持つような言葉がけや、意識してアイヌ文化を伝えるとい

うような発言も少数ではあるが確認された。

　結婚や子どもへの告知を見ると、２節のアイヌの血筋や意識と同様に、青年層では低く、老年層

では高いという傾向が見られた。つまり青年層では結婚や子育ての中でアイヌであることを意識す

る者が少なく、老年層ではアイヌであることを意識するような経験をしていた。そのような傾向は

新ひだかの調査でも同じような結果であった。

　だが今回の伊達調査では、新ひだかの調査と比較してどの年齢層もアイヌであることを意識する

・うん、言った事はあるような気はするけど。何のきっかけかは忘れたけど（笑）。

・ううん、程度とか、そんなんじゃなくて「アイヌの血が入ってるよ」っていうだけで、それ以上の事は（言っていない）。今ここら辺、そんなに

差別とか無い、もっと昔はあったんだろうけど。

・うーん。やっぱり学校で、毛深いから…。長男は、「なんで一緒になったんだ」っちゅうような事を。「誰それさん、アイヌだってね」って言うから、

「お前もあいのこだべや」っていう話はね、いい加減に高校生あたりになったらね（していた）。うん。

・それは一切（アイヌだということを伝えたことが無い）。ただ、子どもたち同士でアイヌとかスベタとか言うから、「お前だってアイヌの子だべや」っ

ていうような話はしたけども、一切おやじがアイヌだからどうのこうのっていう事は一切、そういう事は一切言わない。（中略）…うん。うん。いえば、

アイヌっていうよりは「あいのこ」だよっていう事は（言った）ね。おやじがアイヌで私がシャモだから、「あいのこだよ」っていう事ね。

・子どもたちが中学の頃かな、夏休みに本家に行った時、２人に「お母さん、僕たちアイヌ人なの？」って聞かれたんですよ。「そうだよ、お母さ

んはアイヌの血を引いている」と言ったら「ふ～ん」と言って、２人とも全然気にしていないみたいですよ。全然違和感はないみたいです。中学

生の時です。支給を受けた時ですね。その時に言っていましたね。でも全然そういうのに対してはまったく思ってないみたいです。

・伝えているということよりも分かっているから、何も言うことはないと思っているからこっちから何も言わない。

・いやー、強制的に、「そうすれこうすれ」っていう事は言いたくないから。自然に、自分でやりたければやれば良いと。「こういう文化があるんだよ」っ

ていうのだけは教えてありますよ。そう、そう。たとえば刺繍とかね、木彫りとか。そういうものがあって、これがアイヌの伝統的な文化なんだっ

ていう事は教えていますけどね。この辺でね、アイヌの文化なんかを教えるったら、本当に微々たるもんなんだよね。一番手っ取り早いのはカム

イノミとかイチャルパとか、そういうのなので、教えていくより他ないんです。

・うん、分かっているよ。ばあちゃんがいた時から、幼稚園の時から言っていたから。

・そうそう、違うというのは分かっている。少しは体毛があるから、いやがりますよ。でもこればっかりはどうにもならないから。

・中学生、高校生の時は知らせてなかったんですけども、高校生になってから（家庭の様子を見て）分かったと思います。（直接は）言ってないけど。

（中略）「アイヌの血は入ってるんだよ」っていうのはチラッとは言った事あると思いますけど、事細かに丁寧に説明はしてませんね。

・「そういうあれがあるよ」（アイヌの血筋）ということです。「だから、そういう人のことをばかにしたりしたら駄目だよ」ということをね。何とも

ないですね。

・小学校中はちょっとかわいそうだから、中学校入った頃教えてるよ。

・血、入ってるよって。ばあさんがそうだから。（中略）…なんも。ケロッとしてたよ。俺らがアイヌって覚えた時よかケロッとしてたよ。子ども

たちになったらほとんど友達もみなもう混ざってるから、自分がアイヌだって分かるのなんかなんぼもいない。それは、あんまり早く教えてしま

えば卑屈になったら困るなと思って。自分もたまにあったから、子どもにそんなことさせたらかわいそうだ。あれだけケロッとしてるなら 初か

ら教えておくべきだった。

・結構ね、子どもたちは早く覚えました。５年生か６年生には、自分がアイヌだってわかりました。私の方から言わなくても、自分たちから、俺た

ちアイヌだよなって、子どもたちの方から質問されました。抵抗なく、アイヌはアイヌだからいいしょって。なんもお前たち、和人に悪いことし

てるわけじゃない。自分は自分でアイヌだからって、いばってアイヌになるように教えました。今のここいらの子どもって、アイヌをアイヌって

軽蔑しないよ。たいてい、アイヌだから和人だからって、そういう見分けはないと思う。かえって今、子どもたちだって、アイヌで悪いのかって、

こんなやり方だからね。たいして苦にしてないみたい、今の子どもたちは。私がたが見てる範囲ではね。
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ことが少なかった。とくに壮年層、老年層ではその傾向が強く、新ひだかでは結婚の際にアイヌで

あることを意識するような経験を持つ者が多かったのに比べ、伊達では壮年層でもアイヌであるこ

とが問題にならなかったとする者が多数であった。

おわりに

　本章ではアイヌの血筋について確認するとともに、その血筋をどのように受けとめているのか、

次の世代に対してどのように考えているのかについて見てきた。

　伊達市に居住するアイヌの人々の血筋は、胆振というアイヌの人々が古くから居住している地域

にありながら、これまで調査したどの地域よりも混血が進んでいた。また意識についてもアイヌで

あることを意識する発言は年齢層が低くなるのにともなって減少しており、新ひだか調査と比較し

て全体に少ない印象があった。

　たとえば、新ひだか調査では、子どもに対してアイヌの血筋であることに由来する心配が多かっ

た。とくに毛深いという身体的な特徴について、危惧する発言が多く聞かれた。本調査でもそれら

の身体的な特徴「ホリの深さ」や「毛深さ」などを悲観する発言も聞かれたが、全体としてみれば

少数であった。むしろ本人さえアイヌだと気がつかないほどの程度であり、アイヌの血筋ではある

が、「ほんの少し入っている」、いわば「軽い」という意味の発言が目立った。そのため子どもへの

告知も深刻なものとして伝える者は少なく、また受けとめる子どもの側も、アイヌの血筋であるこ

とを重く受けとめる者は見られなかった。

　実際に青年層では自分がアイヌであることを意識する機会が、日常的に少なく、結婚の際でさえ

もほとんどなかった。また壮年層でもその傾向は同様であり、アイヌの血筋であることを意識する

ことは少ないといえる。

　青年層や壮年層のそのような結果は、今後に大きな影響を及ぼすだろう。なぜならその次の世代

は、それ以上にアイヌであることを意識しなくなる可能性が大きいからである。これまでの調査に

おいても、アイヌの人々がその血を薄くするために意識して和人と結婚するという発言があった。

だが本調査ではそのような例もほとんど見られなかった。つまりアイヌであることが、プラスの意

味でも、マイナスの意味でも目立っておらず、ごく自然にある。それは古くからアイヌ民族と和人

が共に生活していたこの地域の特性かもしれないが、アイヌ民族の血筋や文化を継承するという面

では難しい現状にあるといえるだろう。

      注

１)有珠地区から西隣の虻田町に向かう山の中腹（善光寺の裏手・善光寺自然公園内）には、アイ

ヌの人々が作ったチセやアイヌ慰霊碑があるが、教えられなければわからないような場所にひっ

そりとあるにすぎず、白老町のアイヌコタン、新ひだか町のシャクシャイン記念館のように、ア

イヌ文化の象徴的な場所とまではいえない。

２)アイヌの人々と結婚することに関する和人の意識については、本報告書第６章参照。

３)本報告書第７章においても、被差別経験と関連させて子どもへの血筋の告知について検討して

いるので参照されたい。
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第１節　分析の視角

本章では、伊達市で行ったアイヌの人々への聞き取り調査をもとに、アイヌの人々がどのよう

にして階層を形成していくのかを検討する。

アイヌ民族の階層形成過程については、すでに札幌市、むかわ町（野崎 2012）、新ひだか町（野

崎 2013）で行われた同様の調査をもとに分析を試みている。その際には、対象者を年齢階層（青

年層、壮年層、老年層）と性別で６つのカテゴリーにわけ、それぞれ別個に働く階層形成の論理

を探ろうとした。

その結果、札幌市およびむかわ町調査では、青年層が男女を問わずきわめて厳しい生活環境に

置かれていること、男性壮年層、老年層においては本人の学歴が到達階層に影響を与えるという

学歴社会の原理が機能している一方で青年層ではそのような傾向が薄いこと、女性においては出

身階層や本人の学歴等のほぼすべての要素が「だれと結婚したか」という１つのファクターの前

に無効化していることなどの知見が得られた。

新ひだか調査においても、女性における結婚というイベントの重要性は札幌・むかわ調査同様

に確認された。ただ、青年層の生活環境の悪さについては、壮年層、老年層の収入も低いため、

相対的にみて、札幌・むかわほど目立たないものになっていた。また、学歴の効用については壮

年層において確認されたものの、老年層においてはほぼなくなっていた。新ひだか町全体の特徴

として、職業上、経済上の成功者がほとんど見出されず、階層の分化が札幌、むかわほど進んで

いない。このことが、階層形成に対する様々な要素の影響力を弱めていると考えられる。

本章においては、これら先行調査で得られた知見を参考として、伊達市における階層形成のメ

カニズムを探っていく。以下の要素が検討課題としてあげられる。

① 階層形成に学歴はどのような影響を与えているのだろうか。学歴を獲得することによって

階層の上昇移動をすることは可能だろうか。

② 女性の階層形成において、結婚以外に重要な要因はあるのだろうか。

また、本章ではアイヌの血筋にも注目をしたい。すなわち、

③ アイヌの血筋の違いは到達階層に影響を与えるのだろうか。

ということである。これらを通じて、伊達市におけるアイヌの人々の階層形成過程の特徴を明

らかにしたい。



－ 34 －

本章で利用するデータは以下のとおりである。2013年８月に伊達市で行ったアイヌの人々への

聞き取り調査データ47ケースを対象とする。対象者の基本属性を表２－１に示した。本調査の大

きな特徴として、女性の対象者が多く男性が少ないという点があげられる。また、青年層が男性

４人、女性５人の計９人しかいない。男性の平均年齢は52.5歳、女性は52.8歳である。 も若い

のは男性で21歳、女性で20歳、 高齢は男性で82歳、女性で76歳（２人）であった。

分析では到達階層として現在の職業、個人年収、世帯年収に注目をする。表２－２は現在の職

業をまとめたものである。表を見やすくするため、度数が０のセルは数字をいれず空欄としてい

る。男性では建設・採掘業が５人と も多く、次いで農林漁業が４人、無職が４人、生産工程従

事者と輸送業がそれぞれ１人ずつであった。無職はすべて老年層である。男性は働いている全員

が第一次産業か第二次産業に従事しており、第三次産業に関わっている者はいなかった。女性で

はどの年齢層でも無職（専業主婦を含む）が も多い。無職を除くと、農林漁業が８人、サービ

ス業が４人、専門・技術職が３人、運搬・清掃業が２人、事務と生産工程従事者がそれぞれ１人

であった。なお、農林漁業の多くは家業である漁業の手伝いである。また、専門・技術のうち２

人は看護関係である。

個人年収と世帯年収は表２－３のとおりである。なお、本調査では個人・世帯年収を100万円

刻みのカテゴリーで聞いている。以下の分析において平均年収を示す際には、100万円未満には

50万円を、100万円～ 200万円未満には150万円をというように、各レンジの中央値を代表値とし

て計算をしている。

個人年収について、まず特徴的なのは壮年層男性の個人平均年収の高さである。しかし、これ

は漁業で個人年収が1,000万円を超えているという１人に大きな影響を受けており、あまり信用

できる平均値とはいえない。壮年層男性は平均個人年収が高いのではなく、分散が大きいと見る

べきであろう。青年層男性個人の平均は200.0万円、老年層は142.9万円、男性全体では280.0万円

であった。

女性では200万円未満が多く、青年層は５人全員が、壮年層でも12人が年収200万円未満となっ

ている。男性と比較してもその平均は明らかに低く、青年層が80.0万円、壮年層が128.2万円、老

年層が72.2万円で女性全体では103.3万円であった。なお、女性で も年収が高い者の職業は看護

師、次に高い者は調理師であった。

世帯年収は全体的に高く、男性で478.6万円、女性で450.0万円であった。ただ、世帯年収は不

明が多いため、とくに男性においては参考程度と考えた方がよい。不明を除いた世帯年収のそれ

ぞれのカテゴリーにおける 頻値は、青年女性が300 ～ 400万円、壮年男性が300 ～ 400万円と

600 ～ 700万円、壮年女性が200 ～ 300万円、老年男性が100万円未満であった。老年女性は分散

表２－１　対象者の内訳　　　　　　　　　　　　　　　 単位：人

男性 女性 計

青年層（～ 39歳） 4 5 9

壮年層（40 ～ 59歳） 4 16 20

老年層（60歳以上） 7 11 18

計 15 32 47
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が大きく、配偶者がまだ働いているかどうか、子ども世代と同居しているかどうかによって差が

大きくなっている。

表頭の右に、本調査と同時におこなわれた伊達市民調査における伊達市民の平均年収を示した。

アイヌ調査のサンプル数が小さいので単純な比較はできないが、参考とすることはできるだろう。

個人年収を比較すると、壮年層男性でアイヌの数字が大きくなっている他は、市民平均の３分の

２から、半分以下の水準となっていることがわかる。

出身階層には、15歳時の暮らしぶりを使用する。これは中学校を卒業する頃の暮らしぶりを聞

いたものであり、回答の内容を「豊か」「普通」「苦しかった」の３段階に分類した。なお、「裕福

ではなかった」や「貧しいけれど（当時は）それが普通だった」などは「普通」に分類している。

表２－４を見ると、男女ともに も多いのは「普通」で、男性８人、女性16人とそれぞれおおよ

そ半数である。次いで「苦しかった」が男性６人、女性15人と多く、「豊か」は男女とも壮年層

に１人ずついるだけであった。青年層女性と壮年層男性では「苦しかった」が「普通」を上回っ

表２－３　個人年収、世帯年収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、万円

な
し

～
100
万
円
未
満

～
200
万
円
未
満

～
300
万
円
未
満

～
400
万
円
未
満

～
500
万
円
未
満

～
600
万
円
未
満

～
700
万
円
未
満

～
800
万
円
未
満

800
万
円
以
上

不
明

合
計

平
均
（
万
円

伊
達
調
査

個
人
年
収

青
年

男 2 1 1 4 200.0 298.3

女 1 2 2 5 80.0 224.2

壮
年

男 1 1 1 1 4 600.0 511.0

女 1 7 4 1 1 1 1 16 128.2 231.5

老
年

男 1 3 1 2 7 142.9 280.6

女 7 2 2 11 72.2 171.7

計
男 1 5 1 2 2 2 1 1 15 280.0 361.7

女 2 16 8 1 1 1 3 32 103.3 200.0

世
帯
年
収

青
年

男 1 1 2 4 900.0 523.7

女 1 3 1 5 470.0 623.9

壮
年

男 1 1 2 4 500.0 679.1

女 1 1 4 1 3 1 1 2 2 16 456.7 574.2

老
年

男 2 1 4 7 183.3 424.5

女 1 1 1 1 7 11 400.0 401.3

計
男 2 1 1 1 1 1 8 15 478.6 547.7

女 2 1 6 4 3 2 1 1 3 9 32 450.0 501.5

表２－２　現在の職業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

専
門
・
技
術

事
務

サ
ー
ビ
ス

農
林
漁
業

生
産
工
程

輸
送
・

機
械
運
転

建
設
・
採
掘

運
搬
・
清
掃

無
職

（
専
業
主
婦

不
明

計

青
年

男性 2 2 4

女性 1 2 2 5

壮
年

男性 2 1 1 4

女性 1 1 4 3 1 2 4 16

老
年

男性 1 2 4 7

女性 1 3 6 1 11

計
男性 4 1 1 5 4 15

女性 3 1 4 8 1 2 12 1 32
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ている。

血筋についてもここで確認をしておこう１ ）　。両親がアイヌである者は男性で５人、女性で10人

であった。また、父母のいずれかがアイヌである者は男性で８人、女性で15人である。アイヌの

血は年とともに確実に薄まっており、老年層では両親アイヌが男性４人、女性５人と片親アイヌ

よりも多くなっているが、壮年層では男性が両親アイヌ１人に対して片親アイヌ２人、女性が両

親アイヌ５人に対し片親アイヌ７人と逆転している。青年層にいたっては、全員が片親アイヌで

あった。

出身階層と到達階層とを媒介する要因として、本人の学歴と結婚についても確認をしておく。

表２－６の 終学歴を見ると、男性では高等学校卒業が10人と も多い。それ以外は中学校卒

業が４人、高等専門学校卒業が１人である。大学へ進学した者は１人もいなかった。世代別に見

てみると、青年層は全員が高等学校以上へ進学している。壮年層、老年層とも、中学校までの者

がいるが、それでも高等学校進学者の方が多い。一方、女性の進学はかなり抑えられている。高

校がほぼ全入になった世代である青年層でも、５人中２人は中学校卒業で働きに出ている。ただ、

今回の調査で唯一の四年制大学卒業者は青年層女性であった。壮年層では中学校卒が５人、高等

学校卒が11人と３分の２以上が高校進学を果たしている。しかし老年層では高等学校へ進学した

者は１人しかおらず、９人は中学校まで、１人は小学校までであった。

結婚の状況についてまとめた表２－７を見ると、女性は全員が結婚経験者であることがわかる。

それに対して男性は６人、結婚をしたことがない者がいる。離婚経験者は多く、男性では結婚を

経験した９人中２人が、女性では32人中９人が離婚経験者であった。

表２－４　15歳時の暮らしぶり　　　　　　　　　　　　単位：人

豊か 普通 苦しかった 計

青
年

男性 0 3 1 4

女性 0 2 3 5

壮
年

男性 1 1 2 4

女性 1 8 7 16

老
年

男性 0 4 3 7

女性 0 6 5 11

計
男性 1 8 6 15

女性 1 16 15 32

表２－５　血筋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

両親アイヌ 片親アイヌ 和人 計

青
年

男性 0 4 0 4

女性 0 5 0 5

壮
年

男性 1 2 1 4

女性 5 7 4 16

老
年

男性 4 2 1 7

女性 5 3 3 11

計
男性 5 8 2 15

女性 10 15 7 32

注）「和人」は本人が和人の血筋で配偶者がアイヌである者。
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第２節　男性の階層形成過程

本節では、青年層と壮年層の男性対象者の階層形成過程を検討する。なお、老年層は無職（定

年後）が多く、収入についても年金のみという者が多いのでここでは検討対象から外している。

本調査では男性のサンプル数が少なく、また対象者それぞれの属性や背景がきわめて画一的で

あるという特徴がある。青年層、壮年層の８人のうち、６人は「片親アイヌ」であるし、同じく

６人は高等学校卒業である。職業も、３人が漁業で３人は建設関係、残りの２人がフリーターと

運輸である。高等教育進学者は１人しかおらず、職業ではホワイトカラーが１人もいない。

このようななか、個人年収を説明できそうなものの１つが結婚の有無である。未婚者３人の平

均年収は183.3万円であるのに対し、既婚者５人の平均年収は530.0万円、1,050万円の１人を外れ

値としても400.0万円である。年収100万円未満の２人はいずれも未婚者であった。

また、収入が400万円台の２人と600万円台、1,000万円台と比較的多い４人に注目すると、収

入の多い４人は現在の職業キャリアが長いという共通点が浮かび上がる。現在の職業のキャリア

は６～７年、15年、40年弱、30年である。また、６～７年という者も、10年勤めていた前職も同

業であり、しかも自己都合の退職ではなく職場の倒産による転職であったため、キャリアとして

は15年を超えている。それに対し、100万円未満の２人のうち、１人は高校卒業後フリーターを

しており、もう１人は高校卒業後就職したものの、本人の性格によるものに不運なども重なり、

職を転々とせざるをえなくなっている。なお収入が200万円台の２人は転職回数がともに１回で

あり、現職の勤続年数は４年、10年である。

男性においては出身家庭や血筋などの要素よりも、ひとつの職業に勤め続けることが到達階層

の上昇に大きな影響を与えている。逆にいえば北海道、あるいは伊達市の不安定な雇用状況が、

結婚の有無などとも関わって地位の上昇の阻害要因となっているといえるだろう。

表２－６　 終学歴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

小学校 中学校 高等学校 高専 大学 計

青
年

男性 3 1 4

女性 2 2 1 5

壮
年

男性 1 3 4

女性 5 11 16

老
年

男性 3 4 7

女性 1 9 1 11

計
男性 4 10 1 15

女性 1 16 14 1 32

注）１．「中学校」は高等学校中退を含む。

　　２．「高等学校」には、「旧制中学校卒業」１人（老年層男性）を含む。

表２－７　結婚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

既婚 離別 死別 未婚 計

青
年

男性 2 2 4

女性 3 2 5

壮
年

男性 3 1 4

女性 10 6 16

老
年

男性 2 2 3 7

女性 4 1 6 11

計
男性 7 2 6 15

女性 17 9 6 32

注）「既婚」には離別経験者（再婚）を含んでいる。
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第３節　女性の階層形成過程

女性についても青年層と壮年層のデータを使用して階層形成過程を探ってみよう。対象者の属

性、背景が画一的であった男性データと異なり、女性データのそれはきわめて多様である。その

一方で個人年収データは分散が小さく、 も高いものでも400万円台である。

女性の年収データを見ると、個人年収が高いからといって世帯年収が高いとは限らないという

大きな特徴がある（表２－８）。血筋、15歳時の暮らしぶり、 終学歴、婚姻状況、就業状況の

それぞれについて個人年収の平均を算出したところ、 も平均年収が高いのは離別者の178.6万

円であった。それに対して既婚者は88.5万円と半分以下の年収になっている。離別者の多くは自

分自身で生活費を稼ぐ必要があるため、年収が高くなるのであろう。それぞれの世帯年収を見て

みると、離別者が400.0万円であるのに対し、既婚者は457.7万円と逆転している。結果として、

離別者は本人のキャリアたる個人年収が高い一方で、事実上の生活レベルを規定しうる世帯年収

は低くなってしまっている。

血筋を見ると、個人年収が高いのは両親アイヌの150.0万円、世帯年収が高いのは片親アイヌ

の540.9万円である。和人（配偶者がアイヌの血筋）は個人年収75.0万円、世帯年収250.0万円と、

ともに３つのカテゴリーの中で も低い。

15歳時の暮らしぶりでは、「貧しかった」という者の個人年収が150.0万円で も高く、世帯年

収は「普通」が480.0万円で も高い。

終学歴で比較してみると、高校を卒業した者の平均個人年収が146.2万円と中学校卒の75.0

万円を大幅に上回っている。だが、やはりここでも世帯年収は中学校卒の方が高い。なお、女性

には大学卒業者が１人いるが、特定を避けるため以下で 終学歴を扱う際には分析から除外して

いる。

就業状況については、個人年収が有職者150.0万円に対して無職者50.0万円、世帯年収も有職

者500.0万円に対し無職者270.0万円と、ともに有職者の方が高くなっている。無職者はすべて専

業主婦というわけではなく、怪我や病気による休職中の者や失業し次の仕事を探している者も含

まれている。いずれにせよ、決して世帯年収でゆとりがあるので専業主婦になれているという単

純な構図ではないことがわかる。なお、無職の者でも個人年収の平均が０でないのは、仕事をや

めるまでの収入などを答えた者がいるためである。

表２－８　平均個人年収と世帯年収　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、万円

N 平均個人年収 平均世帯年収

血筋

片親アイヌ 12 125.0 540.9

両親アイヌ 5 150.0 350.0

和人 4 75.0 250.0

15歳時

豊かだった 1 50.0 250.0

普通 10 100.0 480.0

貧しかった 10 150.0 412.5

終学歴
中学校卒 7 75.0 550.0

高校卒 13 146.2 411.1

婚姻
既婚 13 88.5 457.7

離別 8 178.6 400.0

就業状況
有職 15 150.0 500.0

無職 6 50.0 270.0
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女性の階層形成の道筋をスタートから追っていこう。表２－９は、生まれ（血筋）→15歳時の

暮らしぶり→ 終学歴と成長を追う中で、どのように階層分化が進んでいったかを示す試みであ

る。たとえば血筋が片親アイヌだった者は11人おり、そのうち６人は15歳時での暮らしぶりが苦

しく、５人は普通であった。そして、片親アイヌで15歳の時生活が苦しかった者のうち、３人が

中学卒業で就職し、３人が高校を卒業した、といったように見ていくことができる。

表２－９を見ると、まず血筋だけに注目すれば、片親アイヌよりも両親アイヌの方が現在の個

人年収は高く、世帯年収は低いということがわかる。15歳時の暮らしぶりに目を移すと、片親ア

イヌでは苦しかった者が６人、普通だった者が５人とほぼ半々であるのに対し、両親アイヌでは

普通だった者１人に対し苦しかった者が４人となっている。さらに、和人では普通が３人、豊か

が１人であり、苦しかった者はいなかった。アイヌの血が濃いほど、15歳時点における暮らしぶ

りが苦しいものとなっていることがわかる。

さらに 終学歴まで進んでみると、15歳時の生活の苦しさは、そのまま高校進学に大きな影響

を与えていることがわかる。15歳時の生活が苦しかった者は、血筋が片親アイヌでも両親アイヌ

でも、半数が中学校卒業までであり、高校卒業に至ったのは半数だけであった。和人は15歳時の

暮らしぶりにかかわらず全員が高校を卒業している。

では、アイヌの女性たちにとって、学歴は階層の上昇移動を引き起こすのだろうか。表２－８

でも確認したように、高校を卒業した者は個人年収が146.2万円と、中学卒業者の75.0万円よりも

高い。しかし、世帯年収で比較すると、高卒者は411.1万円で中卒者の550.0万円よりも低くなっ

ている。このことを深く検討するため、表２－10では、婚姻状況と 終学歴の関係をまとめた。

これを見てもやはり、既婚者の場合は中学校卒業の者の方が高校卒業者よりも、個人年収は低い

が世帯年収は高いという関係があることがわかる。ただし、離別者の場合は、若干ではあるもの

の高卒者の方が世帯年収も高くなっている。

これらより、高校を卒業することにより個人年収は上昇すること、そしてそれは血筋や15歳時

の暮らしぶりといった出身階層の影響をも打ち破るものであることがわかった。だが、これは生

活水準をより直接的に規定する世帯年収をも改善するものではないようだ。世帯年収を上げるも

のは、女性の学歴よりも同居家族のあり方により強く規定される。

表２－９　血筋×15歳時の暮らしぶり× 終学歴

血筋 15歳時の暮らしぶり 終学歴

片親アイヌ

（11：131.8：570.0）

苦しかった（6：150.0：490.0）
中学校卒業 （3：83.3：700.0）

高校卒業 （3：216.7：350.0）

普通（5：110.0：650.0）
中学校卒業 （1：なし：350.0）

高校卒業 （4：137.5：725.0）

両親アイヌ

（5：150.0：350.0）

苦しかった（4：150.0：283.3）
中学校卒業 （2：50.0：450.0）

高校卒業 （2：200.0：200.0）

普通（1：150.0：550.0） 中学校卒業 （1：150.0：550.0）

和人

（4：75.0：250.0）

普通（3：83.3：250.0） 高校卒業 （3：83.3：250.0）

豊か（1：50.0：250.0） 高校卒業 （1：50.0：250.0）

注）１.（　）内は左から順に「人数」：「平均個人年収（万円）」：「平均世帯年収（万円）」

　　２.「大学卒業」の１人は特定を避けるため表から排除している。
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第４節　まとめ

以上の検討により得られた知見を 後にまとめておこう。第１節では３つの検討課題を設定し

た。まず、階層形成に対する学歴の影響については、男性においてはほとんど観測できなかった。

これは、検討した対象者のほとんどが同じ学歴を有しているという制約によるものである。ただ、

学校卒業後の就職、転職の経緯を見ると、おそらくは学歴よりも職業生活の方の影響が強いこと

がうかがえる。男性で高い収入を得ている者はいずれも同じ職業を長く続けている。転職が貧困

リスクとなりうることを考えても、伊達調査においては学歴よりも雇用の安定の方が重要である

と考える。

女性においては、高等学校への進学は個人の年収を引き上げることが示された。これは、現時

点で配偶者がいる者と離別者とをわけて検討しても見出せる特徴であった。

女性の階層形成については、これまでの調査分析によって、結婚があまりに重要でありそれ以

外の要素の影響力をほとんどなくしてしまっていることが示されていた。だが、伊達調査におい

ては配偶者というよりも、親やきょうだい、あるいは子どもなどを含む同居家族の影響力が非常

に強かった。個人年収にははっきりとした影響を与える学歴も、世帯年収にはほとんど影響を与

えていない。また、離別者であっても、自分ひとりで家計を支えているという者はほとんどいな

かった。

また、アイヌの血筋については、両親ともにアイヌである者の方が、親の片方のみがアイヌで

ある者よりも15歳時の暮らしぶりが厳しく、また高校卒業も難しいという特徴が見られた。しか

し、学校を経由して現在の収入を見ると、個人のレベルでは血筋の差は解消している。世帯年収

にはまだ差が見られるものの、アイヌの血筋による差は、本人の経歴によって覆すことが可能な

ものであるようだ。

以上、伊達市に住むアイヌの人々の階層形成過程を見てきた。そこには、札幌やむかわ、新ひ

だかで見られたものとは異なる階層形成のあり方が見出された。これには、家庭によってはきわ

めて高い収入をあげることもある漁業の存在や、配偶者以外の同居家族による支援といった伊達

市、あるいはアイヌの人々が多く住む有珠地区の特徴が原因になるのだろう。

ただ、ここまで見てきたように、伊達市アイヌ調査はいくつかのデータの制約があった。ひと

つは男性データの不足である。とくに現役世代のデータが少なく、また画一的であるため十分な

分析ができたとはいいがたい状態である。これは、今後他地域のデータとの比較や市民調査との

比較によって克服すべき課題といえる。

一方で女性のデータは豊富であったため、踏み込んだ検討を行うことができた。しかし、それ

表２－10　婚姻状況× 終学歴　　　　　　　　　　　　　単位：万円

中学校卒業 高等学校卒業 計

個
人

既婚 62.5 106.3 91.7

離別 100.0 210.0 178.6

計 75.0 146.2 123.7

世
帯

既婚 600.0 412.5 475.0

離別 350.0 410.0 400.0

計 550.0 411.5 450.0

注）「大学卒業」を除いているため、表２－８と一致しない。
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でもいくつかの制約があった。とくに重要なのは、未婚者のデータがないことと、高等教育進学

者のデータが少ないことである。これもまた、他地域との比較を通じてより深めていく必要があ

るだろう。

      注

１)壮年層において、母親がアイヌの養子で父親がアイヌの血筋である者をここでは「両親アイヌ」

に分類している。また、老年層において母親がアイヌの血筋で父親が不明という者を、少なく

とも一方がアイヌと解釈し、ここでは「片親アイヌ」に分類している。
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はじめに

　本章では、アイヌの人々がアイヌであることについていかなる意識を有しているのか、その内実

とアイデンティティ形成に影響を与えると考えられるアイヌ文化の経験について検討する。具体的

には、アイヌであることの自己意識について、「肯定的」「否定的」「どちらでもない」の３群にわけ、

それらの意識が過去・現在でどのように変容したか、あるいは変容しなかったのかを考察する。そ

の際、世代によってアイデンティティに関わる経験が異なることをふまえ、年齢層ごとに分析を行

う。また、アイヌ文化の経験がアイヌとしての意識に影響を与えるという見地から、アイヌ文化の

経験の機会や内容についても分析を行う。さらに、アイヌの人々の組織化を促進する役割を担うア

イヌ協会への関わりの現状から、アイヌ文化の普及・啓発その他アイヌ協会の取り組みが、アイヌ

の人々にどのように捉えられアイヌとしての意識にどのような影響をもたらしているのかを考察す

る。

　なお、本調査の対象は伊達市に在住するアイヌの人々であるが、同じく農山漁村部にある新ひだ

か町で同様の調査を行った新藤（2013）と、札幌市およびむかわ町での調査結果を合わせて分析し

た小内・長田（2012）の研究を参照しながら、アイヌの人々のエスニック・アイデンティティとア

イヌ文化の経験について検討する。

第１節　エスニック・アイデンティティの概要

　第１項　アイヌであることに対する現在と過去の意識

　インタビューを実施した47人について、各人のインタビュー結果全体にもとづいて、現在アイヌ

であることに対する意識を以下の観点から、３つの群に分類した。①「肯定的である」は、「アイ

ヌであることに誇りを持っている」「アイヌの文化や伝統を継承したい」など、現在アイヌであるこ

とに肯定的な人々の意識である。②「否定的である」は、「アイヌであることを隠したい」「アイヌ

であることに嫌悪感を持っている」「ネガティブなイメージがある」など、アイヌであることに否定

的な人々が持っている意識である。③「どちらでもない」は、「アイヌであるととくに意識しない」

「アイヌであることをあまり考えたことがない」という人々の意識である。なお、アイヌの養子となっ

た和人（２人）や配偶者がアイヌである和人（９人）の場合もアイヌの人々と同様の観点から分析

した。

　全体の結果としては、伊達では、「どちらでもない」（83.0％）が大半を占め、次いで「肯定的である」

が14.9％、「否定的である」が2.1％であった。「肯定的である」が、新ひだかでは49.1％、札幌・む

かわでは40.2％、「どちらでもない」が新ひだかでは49.1％、札幌・むかわでは53.6％であったこと

と比べると、伊達では、アイヌであることに対して肯定的でも否定的でもない「どちらでもない」
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意識を持つ者が多い（表３－１）。

　年齢層別に見たものが表３－２である。「肯定的である」が も多いのは老年層（27.8％）であるが、

新ひだか（42.3％）と札幌・むかわ（58.5％）より少ない割合である。「肯定的である」は、壮年層

（5.0％）、青年層（11.1％）いずれについても、新ひだか（壮年層42.3％、青年層33.3％）と札幌・

むかわ（壮年層35.7％、青年層20.7％）よりも少ない。「否定的である」割合は、いずれの年齢層で

も少なく、新ひだかや札幌・むかわとほぼ同様の傾向である。一方で、「どちらでもない」割合は、

いずれの年齢層においても新ひだかや札幌・むかわよりも多い。

　アイヌであることに対する過去と現在の意識は表３－３のとおりである。全年齢層を合わせた結

果としては、現在「肯定的」である７人のうち、過去からそうであった者は４人であり、１人は「否

定的」、２人は「どちらでもない」という者であった。現在「どちらでもない」者の中には、過去に「肯

定的」であった者（5.1％）と「否定的」であった者（7.7％）が含まれているものの、全体的には、

あまり意識の変化が見られない。このことから、第１に、伊達調査での対象者の大半を占める「ど

ちらでもない」という意識の内実がいかなるものであるかを確認すること、第２に、少ないながら

も過去から現在に至るまでに何らかの意識の変容があった者は、どのような経験をしてきたのかを

見ていくことが重要である。次節以降では、このような観点から検討を行う。

表３－１ アイヌであることに対する現在の意識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

肯定的である 否定的である どちらでもない 合計

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比

伊達 7 14.9% 1 2.1% 39 83.0% 47 100.0%

新ひだか 28 49.1% 1 1.8% 28 49.1% 57 100.0%

札幌・むかわ 45 40.2% 7 6.3% 60 53.6% 112 100.0%

表３－２　アイヌであることに対する現在の意識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

　

　

肯定的である 否定的である どちらでもない 合計

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比

青年層 1 11.1% 0 0.0% 8 88.9% 9 100.0%

壮年層 1 5.0% 1 5.0% 18 90.0% 20 100.0%

老年層 5 27.8% 0 0.0% 13 72.2% 18 100.0%

合計 7 14.9% 1 2.1% 39 83.0% 47 100.0%
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　第２項　アイヌとしての意識の内実

　（１）青年層

　青年層９人のうち、８人は現在「どちらでもない」意識を持っており、それらの人々は過去から「ど

ちらでもない」意識を有していた。一方で現在、アイヌであることに「肯定的」である１人は過去

には「否定的」な意識であった。つまり、過去から現在において意識の変化が見られない者がほと

んどであるが、「否定的」から「肯定的」に変化した者もいる。その内実がいかなるものであるのか、

具体的な語りを見ていく。

（過去は「否定的」であったが現在は「肯定的」である者＝青年層・女性）

・ アイヌだというと、指差されて、汚い、感染る、寄るな、すごかったですね。もう臭いから寄

るなとか、そういう汽車乗ってても、みんな白い目で見るみたいな。顔でもうわかるみたいな、

そんな感じですね。顔で判断される。

・ 何かいつも生まれたときから、お母さんに謝られてて、「アイヌとして生ま
マ 　 マ

らせたことをごめ

んね」って、やっぱりそういうのもあったし、（アイヌ文化を）この子にはさせたくないって

いう意識が強かったというのはわかってたんです。だから、私もアイヌとして生まれてきたけ

ど、そういうことは忘れてっていう訳じゃないけど、普通の人間として、何て言うかな、一般

人として生きていきたいなというのは思いましたね。すごくやっぱりトラウマがすごかったの

で、アイヌとしての。

・ （アイヌは自然や人を）すごい大事にするから（中略）そういうのはすごい、もう昔から素晴

らしいなと思うし、自然を大事にして生きてると思う。そういうのは素晴らしいことだと思う。

表３－３　アイヌであることに対する過去と現在の意識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

現　　　　　在

肯定的である 否定的である どちらでもない

青年層

（9人）

過
　
　

去

肯定的 0

1

過
　
　

去

肯定的 0

0

過
　
　

去

肯定的 0

8否定的
1

100.0%
否定的 0 否定的 0

どちらでもない 0 どちらでもない 0 どちらでもない
8

100.0%

壮年層

(20人)

肯定的 0

1

肯定的 0

1

肯定的 0

18否定的 0 否定的
1

100.0%
否定的

3

16.7%

どちらでもない
1

100.0%
どちらでもない 0 どちらでもない

15

83.3%

老年層

(18人)

肯定的
4

80.0%

5

肯定的 0

0

肯定的
2

15.4%

13否定的 0 否定的 0 否定的 0

どちらでもない
1

20.0%
どちらでもない 0 どちらでもない

11

84.6%

合計

(47人)

肯定的
4

57.1%

7

肯定的 0

1

肯定的
2

5.1%

39否定的
1

14.3%
否定的

1

100.0%
否定的

3

7.7%

どちらでもない
2

28.6%
どちらでもない 0 どちらでもない

34

87.2%
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　このように、過去は「否定的」であったが現在は「肯定的」である者は、子どもの頃にアイヌで

あることによっていじめを受けたり、母親からアイヌとして生んでしまったことを謝罪されたりと

いう経験を通して、アイヌとしての自分に否定的な意識を持っていた。しかし、大人になり、アイ

ヌの文化が自然や人を大切にするということを誇りに感じられる経験を通して、肯定的なアイデン

ティティを持つようになっていった。

（過去も現在も「どちらでもない」者）

・ 自分がアイヌとか和人とか、あまり考えたことが無いから何とも思わないけど、自分のことを

アイヌだと思っている人が、日本国民にどう思われたいのか。同じ日本人だよと主張したいの

か、それともアイヌ民族だと個別の種族という主張をしたいのかもわからないですね。（青年層・

男性）

・ 中学校くらいの頃に、彫りが深い、毛深いなどの身体的な違いから何となくアイヌであること

を自覚した（中略）結婚した時に夫の友人が夫に「アイヌ部落の人と結婚したら、そう思われ

るんだぞ」と言われたと聞いた。その時にアイヌ民族の１人であることを意識した。とくに気

にはしなかった。（青年層・女性）

・ 俺の周り、あまり意識したことも無いけど、血の濃い人というのですか、何かちょっと引け目

みたいなものを持っているように見えたんですよね。（青年層・男性）

　このように、過去も現在も「どちらでもない」者は、アイヌであるというアイデンティティにつ

いて「あまり考えたことがない」ために、肯定的にも否定的にも意識を持つことがなかったようで

ある。「アイヌだと思っている人が、日本国民にどう思われたいのか（中略）わからない」（青年層・

男性）と述べているが、自らがアイヌの血筋を引いていることと、アイヌ差別などを訴えている人々

の活動は別の問題として捉えている。また、「どちらでもない」という意識を持ちながらも、アイ

ヌの身体的特徴について、夫の友人にネガティブな捉え方をされても、特に気にしなかったと述べ

ている。ネガティブな捉え方をする人物が夫であったなら否定的な意識をもつ可能性もあったと考

えられる。アイヌとしての「血の濃さ」によって、引け目を感じることがあることも暗に語られて

いるが、自らが「濃い」わけではないので、自らのアイデンティティには影響を及ぼさなかったと

見られる。

　（２）壮年層

　壮年層において現在、アイヌであることに「肯定的」である１人は過去には「どちらでもない」

という意識から変化していた。一方で、現在「どちらでもない」18人のうち過去には「否定的」で

あった者が３人、もともと「どちらでもない」者は15人であった。現在も過去も「否定的」であっ

た者が１人だった。

（過去は「どちらでもない」が現在は「肯定的」である者＝（壮年層・男性・和人））

・ （結婚した相手であるアイヌ女性の）おじいちゃんが教えてくれたんですよね。「お前はアイヌ

よりアイヌらしいな」、毛深いのを見て、「よその者には見えないな」って話しをしていて。（中
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略）（自分は）毛深いことにコンプレックスを感じていたほどで、いいなと言われたことが初め

てだったから。すごいな、立派な腕をしているなって。

　このように、過去は「どちらでもない」が現在は「肯定的」である者は、かつてコンプレックスであっ

た毛深さが、アイヌの配偶者となったことから、「アイヌよりアイヌらしい」と褒められ、アイヌ

としてのアイデンティティを持つようになっていた。和人男性がアイヌ女性と結婚し、もともとの

身体的特徴が「アイヌらしい」と受け入れられたことにより、アイヌとして前向きな意識を持つこ

とにつながっていた。

（過去は「否定的」であったが現在は「どちらでもない」者）

・ （子どもの頃は）何か嫌な思い出しかないんですけれども（中略）父方のおじが、そういうの（ア

イヌであること）にすごく誇りを持っている人だったんで…。（壮年層・女性）

・ 私たちの小さい時代って、なんかこう「アイヌ」とかってバカにされた言葉を吐かれて嫌な思

いをしたり（中略）（現在は）ただ普通に受け入れてますよね。（壮年層・女性）

（過去も現在も「否定的」である者＝（壮年層・女性））

・ 私たちは毛があるとかないとかで、ずいぶんいじめられてずっとやってきているのね。（中略）

私たちがちょっと毛深いだけで、アイヌだとか言われること自体が、私にしたらとっても不愉

快です。（中略）誇りだなんて思ったこともないし、普通に生まれてきたかった。

　過去は「否定的」であったが現在は「どちらでもない」者は、子どもの頃にアイヌであることに

よって差別される経験をしていたが、その後、アイヌであることを誇りにしている親族との出会い

を通して、否定的な意識を払拭している。あるいは、アイヌであることを普通に受け入れるように

なったことから否定的な意識が薄まっていったと見られる。

　一方、過去も現在も「否定的」な意識を持つ者は、子どもの頃のいじめられた経験だけでなく、

身体的特徴のコンプレックスが現在でも消えることなく継続し、アイヌではなく「普通に生まれて

きたかった」という意識が強い。

（過去も現在も「どちらでもない」者）

・ ただ自分が血を引いているんだな、というぐらいで。ただちょっと毛深いかなと、それだけは

コンプレックスなんですけど。（壮年層・女性）

・ いじめまではいかないけれど、アイヌがどうのこうのとかって、私自身は無いのですが、から

かわれている子を見たりというのはありました。（壮年層・女性）

・ 子ども心に自分がアイヌなのに他の人をアイヌっていうのでけなすっていうのはあったりとか

いじめとかあったのかもしれないけど、でも私はそれを別に、だからどうしたっていう感じだ

からずっと。（壮年層・女性）

・ アイヌって恥ずかしいことなんだなって思ったね。（中略）バカにされるからですよ。（壮年層・

男性）
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　壮年層の大多数を占める「どちらでもない」意識を持つ人々は、自分自身のアイヌとしての意識

に肯定的にも否定的にも意識を持っていない者か、アイヌであることで差別的な取扱いをされてい

る人を身近でみたことがありながらも、自分自身はその標的にはなってこなかったという者が含ま

れている。たとえば、「どちらでもない」意識をもつ人は、「毛深い」という身体的特徴にコンプレッ

クスを持ちながらも、それがアイデンティティに決定的に否定的な意識を与えてはいない。また、「ア

イヌって恥ずかしいことなんだな」と認識させられる出来事を見聞きしているものの、自分に対し

て言われたり、経験したことではないので、自らの意識には否定的な影響を与えなかったのである。

　（３）老年層

　老年層において現在、アイヌであることに「肯定的」である５人のうち過去から「肯定的」であ

る者は４人、「どちらでもない」者が１人であった。一方で現在「どちらでもない」13人のうち、

過去に「肯定的」であった者が２人、もともと「どちらでもない」者は13人であった。過去から現

在に至るまで、アイヌであることに対して「否定的」である者はいなかった。まず、過去も現在も

「肯定的」な意識の人々の語りに注目してみよう。

（過去も現在も「肯定的」である者）

・ なぜかスポーツ万能ですごく運動神経がいい。これはアイヌの血が混ざっているから、（アイ

ヌではない他の）同級生とは驚異的に違っていた。（中略）若い時に音楽が好きになって、す

ごいよ、自分で言うのもなんだけど。これもアイヌの血を引いているせいか、やっぱり普通の

人とは違う。（老年層・男性）

・ お祖父さん、お祖母さんからやっぱり「お前たちはアイヌだよ」っていう話で、「自分たちは

アイヌなんだ」っちゅう事だね。それをまた俺にも父親と母親が「お前もアイヌだよ」と。「お

祖父さんからずっと繋がってるんだ」と。そういうあれでずっと来てるんだよね。（老年層・男性）

・ 学校にいったら差別もあったし。ずいぶん差別はつけられたねぇ。アイヌだっちゅうことで。

（父母に自分がアイヌかどうか尋ねると）うん、そうでないかいって聞いて。はっきり親たちに。

うん、アイヌだよって。で、恥ずかしい？って聞かれたから、いや別にって。（老年層・男性）

・ 自分は15、16才で（仕事に）入って（中略）よく思われないというわけではないけれど、話の

分かる和人もいっぱいいたし、偏見を持っている人もいっぱいいたから。だから自分自身に誇

りを持っていることだね。だって親に貰ったこの体、何文句があるのよ。〔誇りというのは、

親から貰った体という言い方をされましたが、先祖代々のという？〕そうだね、血がそうさせ

るんだ。早い話が、遺伝子が違うから。アイヌ民族がどうなったかこうなったかは、自分で覚

えておかなきゃだめなわけよ。（老年層・男性）

　このように、過去も現在もアイヌであることについて「肯定的」な意識を持っている人々は、ア

イヌの人々の特別な才能（スポーツや音楽）があるとし、そのような才能に恵まれた自分自身につ

いて肯定的なアイデンティティを有している。また、先祖代々の血筋に誇りを持つように両親から

聞かされた経験、学校では差別されたものの、両親からアイヌであることは恥ずかしいことではな

いと伝えられた経験も重要な意味を持っている。
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（過去は「肯定的」であったが現在は「どちらでもない」者）

・ うちはアイヌの民族にしては豊かだったのですよ。本家が実家のそばでして、牧場とそれから

農業と昆布浜も持っていて、人を使ってやっていて結構豊かだったので、人と付き合うのにも

引け目も感じず自分を下げることもなかったですね。（老年層・男性）

・ ウタリの女の子でも、私より血濃く出ている子でも、和人の立派な人たちと結婚していますよ。

だから関係ないんだね。あまり自分を卑下することはない。なんも悪いことをしないで、一生

懸命生きていたら関係ないのかなという感じです。（老年層・女性）

　過去は「肯定的」であったが現在は「どちらでもない」意識をもつ人々は、地域内での階層が比

較的高く子どもの頃から恵まれた生活を送っていたために、アイヌであることについて引け目を感

じることがなかった者や、もともとアイヌであることについて誇りを持っていたけれども、さまざ

まな経験を通して、あえてアイヌであることや和人との差異を強調する必要がないと考えるように

なったことがうかがえる。肯定的でなくなったという意味ではなく、意識しなくなったと捉えるほ

うが正確であろう。

（過去も現在も「どちらでもない」者）

・ 別にアイヌとか、あまり区別したことないし、そういうのはあまり。同じ日本人だからさ、そ

んなこと考えてないんだけれども。（老年層・男性）

・ （子どもの頃は）意外と仲よくしてたからな。たまに馬鹿にされて喧嘩したこともあるけれど

ほとんど仲よくしてたから。（中略）（この地域では）そんなにひどいアイヌの人なんていねえ

から。皆中間的だから。（中略）混血が進んでたから。本当のアイヌの人ってほとんど、そん

なにいなかったな。（老年層・男性）

・ アイヌはアイヌ同士の子どもが組んで、そして、和人の人たちが、アイヌそっち行け、こっち

行けって、喧嘩したのをよく覚えています。（老年層・女性）

・ 子どもの頃、食べ物や着る物がなく貧しかった。粉をお店に持って行き、食べ物と交換しても

らった。和人の家にありがたいような、気を使うような感じで、もらい風呂をしに行った。（老

年層・女性）

・ 友達にも、「お前アイヌのクセにいばるな」とかって言われたから、それで（自分がアイヌだと）

わかって、親に「ひょっとしたらアイヌかい？」って言ったら、「ひょっとしてもしなくても

アイヌだよ」って。（老年層・女性）

　全体の大半を占める、過去も現在も「どちらでもない」人々の意識は、もともとアイヌと和人を

区別したことがない者、子どもの頃は、和人とアイヌで喧嘩した経験がありながらも、アイヌであ

ることについてのアイデンティティにはさほど影響を与えなかった者、アイヌと和人の混血が進ん

でいたために、「ひどい」「本当の」と形容される「純粋なアイヌ」ではない自分にはあまり関係が

なかったと捉える者などさまざまである。しかし、「どちらでもない」という意識がありながらも、

「アイヌであることは本心では思っているけれど、絶対に口には出さない」（老年層・女性）や、「学

校時代は毛深いので水泳や身体検査が嫌だった。水泳の授業は先生に『先生、おれ毛深いから嫌だ』
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と正直に言って、授業に出なかった」（老年層・男性）、「言う人はやっぱし、アイヌ、アイヌって言っ

てた人はいるよ。私らも陰では言われていたと思うよ。だけど、実際向かって言われたことはない。

陰では言ってるだろうけど」（老年層・女性）というエピソードも語られた。概してネガティブなエ

ピソードであるが、その経験ゆえにアイヌであることに対して否定的な意識を持つにはいたってい

ないという。だが、それはネガティブな経験を極力回避することで、否定的な意識を持たないよう

にしたためかもしれない。

第２節　アイヌ文化の経験

　第１項　アイヌ文化の経験の概要

　前節では、過去と現在におけるアイヌとしての意識について検討を行った。これまでに実施され

た札幌・むかわおよび新ひだかの調査では、アイヌとしての意識の形成・変容過程について、「ア

イヌ文化活動に参加したり、アイヌ関係団体に積極的に関与したりする機会があったかどうか」（札

幌・むかわ調査）（小内・長田 2012）が、エスニック・アイデンティティに影響を与えることが示

唆されており、新ひだかにおいても同様の傾向が明らかになっている（新藤 2013）。本節では、ア

イヌ文化の経験とアイヌとしての自己意識の関連について検討していく。まず、実践しているア

イヌ文化の有無について、現在、実践している文化がある者は伊達で36.2％であり、新ひだかの

47.4％、札幌・むかわの66.1％よりも少なくなっている（表３－４）。年齢層別にみると、伊達では、

文化を実践している者の割合は、老年層（72.2％）、壮年層（15.0％）、青年層（11.1％）の順で多かっ

た（表３－５）。これは札幌・むかわ（老年層75.6％、壮年層69.0％、青年層48.3％）と同じ順であ

るが、いずれの年齢層においてもアイヌ文化を実践している者の割合が札幌・むかわよりも少ない。

一方で、新ひだかでは、老年層（59.1％）、壮年層（30.8％）、青年層（66.7％）であり、老年層に

おいて伊達は新ひだかよりも多くなっている。

表３－４　アイヌ文化の実践（地域別）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

地域
実践している文化 今後実践したい文化

あり なし あり なし

伊達 17 36.2% 30 63.8% 23 48.94% 24 51.1%

新ひだか 27 47.4% 30 52.6% 38 66.70% 19 33.3%

札幌・むかわ 74 66.1% 38 33.9% 97 86.60% 15 13.4%

表３－５　アイヌ文化の実践（世代別）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

世代
実践している文化 今後実践したい文化

あり なし あり なし

青年層 1 11.1% 8 88.9% 5 55.6% 4 44.4%

壮年層 3 15.0% 17 85.0% 10 50.0% 10 50.0%

老年層 13 72.2% 5 27.8% 7 38.9% 11 61.1%

合計 17 36.2% 30 63.8% 22 46.8% 25 53.2%
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　実践しているアイヌ文化の内容は、青年層では「カムイノミの手伝い」、壮年層では「チセづくり」

「イチャルパ」であり、壮年層は、アイヌ協会の研修として実施されている編み物、刺繍、ムックリ、

トンコリ、木彫りが中心であり、その他は、イチャルパ、アイヌ語、民族衣装などであった。以下

では、子どもの頃に経験したアイヌ文化と現在実践しているアイヌ文化について、その内容を見て

いく。現在実践しているアイヌ文化については、日常生活に組み込まれているものと、アイヌ協会

の研究会等への参加により体験しているものについて考察する。

　第２項　子どもの頃に体験したアイヌ文化

　アイヌ文化の経験はその年齢層ごとに異なるため、以下では、年齢層ごとに、子どもの頃に体験

したアイヌ文化を見ていく。まず、青年層におけるアイヌ文化は、まったく関わったことがないか、

博物館やカルチャーセンターで見聞きするものになっている。

・ 〔知っているアイヌ文化はありますか？〕刺繍。〔アイヌ文様の刺繍ですね。どこで知ったので

すか？〕博物館に行った時に。（青年層・男性）

・ カルチャーセンターって伊達にあるんですけど、そこで口でやるビョンビョンみたいな。〔社

会見学みたいな感じで、小学校のときに行ったという？〕はい、それぐらいですかね。（青年層・

女性）

・ イナウって何ですか？（青年層・男性）

　一方で、「クマもらってきて、肉食べたり、そういうことはありました」（青年層・女性）という

経験も語られたが、この女性の父親が「アイヌ（文化）伝承者」となって活動していることから得

られた体験であり、他の青年層には日常生活の中の経験として語られたアイヌ文化はなかった。こ

の女性の現在のアイヌ文化への関わりは次項で詳しく述べる。

　次に、壮年層におけるアイヌ文化の経験は、観光施設で実施されたものを見聞きしたケースと、

自分の家族や親戚との関わりから得たケースに分けられる。観光施設で見聞きしたアイヌ文化が唯

一の経験である場合は、青年層の大半と同様に、日常生活の中の経験としてのアイヌ文化は語られ

ない。

・ 昭和新山のあたりにある資料館に行ったことがあるくらい。親族の冠婚葬祭もアイヌ式ではな

い。カムイノミも見たことがない。（壮年層・女性）

　自分の父母あるいは祖父母世代との関わりから経験したアイヌ文化は、入れ墨、アイヌ語、宝物

などがあり、自分が直接見聞きしたもののほか、親から「聞いたことがある」あるいは「近所に入

れ墨の人が住んでいたような気がする」（壮年層・女性）といったものであった。入れ墨があったと

いう語りは祖母世代までであり、壮年層の親世代ではなくなっていたと見られる。

・ ばあさんのほうは（中略）ここに結婚したという入れ墨が入ってた。（壮年層・男性）

・ おばあちゃんがまだその時元気で、アイヌの言葉っていうのに興味を持って教えて貰って…。
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（壮年層・女性）

・ おやじが昔、知り合いに金を貸していて、それの肩代わりに、「アイヌの宝物だ」と言って何か、

まあ言ってみればお酒を注ぐヒツギみたいなもの、それをもらったことがあるというのは聞い

たことありますね。（壮年層・男性）

　老年層においても、入れ墨、アイヌ語を見聞きした経験は多くの人々に語られたが、壮年層と異

なるのは、親世代がアイヌ語を話していた、自分自身が子どもの頃アイヌ語を日常会話で使ってい

た、ほとんどアイヌ語で話す高齢者がいたという語りが見られることである。

・ 両親はどこかのおばあちゃんと話す時にアイヌ語を使っていた。（老年層・女性）

・ 子どもの頃、アイヌ語を片言で日常会話に使っていた。（老年層・男性）

・ （近所のアイヌのおばあさんは）日本の言葉も言ってたけどね、ほとんどアイヌ語。（老年層・

男性）

　また、自宅での儀式の経験、そのための囲炉裏、刀、イナウ、ヌササンなどが自宅にある中で生

活しており、「日常的な祈りあった」（老年層・女性）ことや熊送りも記憶されている。さらに、道

内のアイヌの人々が多く住んでいた地域から伊達に移り住んだ人々の中には、もともと住んでいた

地域では土葬が行われていたことも語られた。

・ 私の母方のおじいちゃんが父親の跡を継いで酋長の仕事をしていましたね。いろいろな儀式を

ほとんど自宅でやっていましたね。（中略）いろいろな儀式がある時はカムイノミをするとか

というと長老たちが集まって、囲炉裏端でいろいろな儀式をやっていましたね。（老年層・女性）

・ お盆と正月にイチャラ
マ マ

ブってあるでしょ、そこで食べるのを楽しみに、寒くても雪の上に座っ

て、エカシの拝むのを見て、ずっとお座りしてました。（老年層・女性）

・ 熊の赤ちゃんをとってきて、うちの母が育てていたと言っていたね。それで赤ちゃんを育てて

熊祭
マ マ

りに使ったって。（老年層・女性）

・ 私の弟方が死んだときは、みんなアイヌプリで土葬でした。箱にも何にも入れないで。アイヌ

のゴザ、あるでしょ。あれにくるんで、ただ土葬にしたのを何回も見てます（中略）ジジ、バ

バ死んだ時も行って土葬にしたし。とにかく、土葬がダメだっていうまで、アイヌの人方は、

土葬でやってました。（老年層・女性）

　その他にも、「サケをのめして履物みたいのを作った」（老年層・男性）、「家の屋根は茅葺だった」

（老年層・女性）、「（アイヌの伝統料理であるとうきびを用いた）団子は一週間に一回くらい作って

もらっていた」（老年層・女性）というように、アイヌの伝統的な生活様式が経験されていた。

　第３項　現在のアイヌ文化の実践と今後

　では、現在のアイヌ文化への関わりにはどのようなものがあるのだろうか。おおまかには、アイ

ヌ協会の研修会や行事等への参加により体験・実践されているものと、日常生活の中で実践されて
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いるものがあげられる。

　現在のアイヌ文化の実践があるとした人々のうち、大半を占めるのが、アイヌ協会の支部で開催

されている研修会である。これまでに、刺繍、木彫り、トンコリ、ムックリなどの研修会が開催さ

れており、老年層の18人のうち10人に参加経験があった。壮年層や青年層からは参加経験は語られ

なかったが参加希望はあった。比較的時間にゆとりがある老年層が参加しているのが現状である。

現在、研修に参加している人々のほとんどに今後も参加したいという希望がある。参加の動機とし

ては、「興味があったから」「アイヌ文化にふれたい」「協会のほうから声をかけられたから」などが

語られている。また、もともと興味はなかったものの、研修参加により金銭的対価が得られること

も参加の直接的な動機になっているケースも見られた。

・ トンコリやムックリを習っている時やお盆を彫っている時、着物を縫っている時など、アイヌ

の文化にふれている時にアイヌであることを意識する。（老年層・女性）

・ 刺繍と木彫りは参加したことある。（アイヌ協会の研修会で）先生が来て教えてくれた。これ

はちょっと楽しかったな。でも、普段はしないから。でも、興味があったから、これは参加さ

せてもらいました。（壮年層・女性）

・ 〔研修会などがあるときは、なるべく参加するようにされてるんですか？〕なるべくじゃない、

ずっと参加してます。（老年層・女性）

・ 〔どうして参加したいと思ったんですか？〕受講すれば金くれる。（中略）これ年間４、５万く

らいくれるよ。〔元々関心があったという訳では？〕そんなもの（ない）。（老年層・男性）

　次に、研修会参加以外の行事や日常生活の中でのアイヌ文化の実践について見ていく。いずれの

年齢層でも語られたのは、イチャルパやカムイノミへの関わりである。青年層の中で唯一、アイヌ

文化を現在も実践しているのが、父がアイヌ文化伝承者である女性である。父が祭司を務める際に

は、「私もメノコっていう役、大事なお酒を注ぐ役」（青年層・女性）が与えられており、アイヌ文

化の担い手となっている。

・ （父が）和人なんですけど、（文化）伝承者になって…（中略）今はイナウ作ったり、その祭司

を務めたり、そういうことをしてるので、家でそういうことはしょっちゅう見たり、アイヌ語

を聞いたりはします。（青年層・女性）

・ もうかれこれ６、７年かな、イチャルパ頼まれて出てから、イチャルパ出てるかな。それこそ

お酒つぐ役だけど、やってるかな。（壮年層・男性）

・ 集まってイチャルパをする。（老年層・男性）

　日常の中でアイヌ文化を実践していない場合も、「イチャルパがあった時に祈るくらいで。５月

か６月に善光寺に毎年行って手を合わせるくらいで、その他はないわ」（老年層・女性）のように、

イチャルパが唯一のアイヌ文化への参加機会になっている。日常生活の中で実践されているアイヌ

文化としては、「割とねアイヌ語でしゃべる時があるのさ。アイヌ語でね、私はね」（老年層・女性）、

「（父が）山に入るとき（中略）キノコ採りとか、山菜採り行くときは、山に酒こうやってあげて、
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ごにょごにょ言ってるのは聞きます。アイヌ語で（中略）いただきますってことだと思う。山の恵

みに感謝して、いただきますっていうことを言ってから入るっていう」（青年層・女性）のように、

アイヌ語、自然への祈りなどが語られたが、現在あるいは過去、子どもの頃に家族などの身近にア

イヌ文化の実践者がいたか（いるか）が、現在の実践に結びついている。しかしながら、その実践

を継承していくことには困難がともなう。

・ アイヌの女性が編む、ござ編みとかしたり、（アイヌ文化伝承者である父に）「おまえもアイヌ

人だし、そういう血も引いてるし、そういう（伝承する）人になんなさい」と言われたんです

けど（中略）重荷だなと思うし、何かそこまでして、私がアイヌを引き継がなくてももう現代

人だしなと思ってやめました。（青年層・女性）

　このように、アイヌ文化を継承していくことは、「重荷」であるし、もう「現代人」である自分

が主体的に担っていくということについては、難色が示される。一方で、アイヌ協会の研修会とし

て提案されるアイヌ文化や、継承することを念頭に置かない趣味的な文化活動については、前向き

な語りが多く見られる。

・ （アイヌ協会の研修会で）楽器弾くやつやるっちゅうから楽しみにはしてるけど。（壮年層・女性）

・ （アイヌ）模様とか結構独特なので、そういうので興味はあります。アイヌ語とかは、中学校

ぐらいのときに洞爺湖温泉でペンダントとかを売っている人とかがいたんですけど、そのとき

にペンダントにアイヌ語を彫ってもらうと、願い事が叶うとかいうので、ちょっとだけ触れた

ことがあるんですけど。それからちょっとだけ興味は。全然意味はわからないんですけど。（壮

年層・女性）

・ 前にアイヌ語を勉強したいと思って、テキストをもらったけれど、やらないで終わりました。

日本全国にアイヌ語の地名などありますけれど、そういうのを覚えていればここがどういう地

形だとかが分かると思うので、少しでも覚えてみたいなという気持ちはあるんですけれどね。

（壮年層・男性）

　ここからは、エスニック・アイデンティティに関わるアイヌ文化というよりも、趣味的な活動と

してのアイヌ文化活動に興味があることがわかる。アイヌとして主体的に受けつぐべきものという

よりは、アイヌ文化のさまざまな「メニュー」の中から、自分の日常生活に潤いをもたらすものと

して選択する文化として捉えられていることが示唆される。一方で、和人配偶者の中には、具体的

なアイヌ文化への関わりの希望と文化活動に関わる明確な意図を有している場合があることが看取

できる。

・ 陣羽織を縫おうと思って。陣羽織はあんなのは正装じゃないんですけどね、着ること多いので

作ろうと思って。（壮年層・女性・和人）

・ 着物にする刺し子を以前少し習ったことがあるので、今後やってみたい。（老年層・女性・和人）

・ アイヌ民族にすばらしい文化があったことは少しでも知りたい、近づきたいと思った。夫にそ
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う言うと、（アイヌの）夫は「何にも世の中に役立たない」と言っていた。一緒になった夫の

文化に十分なことはできないけれど少しでも携わりたいと思った。（老年層・女性・和人）

・ 僕は 初チセを作った時はこちらに来てすぐだったんですね。建築をやっていたこともあるけ

れど、あれを作る過程を見た時すごく考えられた構造だと思って（中略）ああいうのを見た時

にすごい人たちだと思って、こういうものって風化させずに伝えていくことは大事だなと思い

ました。（壮年層・男性・和人）

　このことから、アイヌの配偶者となり、ほとんど未知の文化であったアイヌ文化にふれることに

よって、アイヌ文化の実践や継承に関心を持つにいたっていることがわかる。つまり、今後実践し

たいアイヌ文化が実践されるためには、まずは、アイヌ文化にふれることが重要である。老年層の

中には、若い世代に対して意識的に文化にふれさせる試みをしている者も見られる。

・ 〔お子さんにそういった事を引き継いで貰いたいとか、そういった事で何か教えたりといった

事は？〕いやー、強制的に、「そうすれこうすれ」っていう事は言いたくないから。自然に、

自分でやりたければやれば良いと。「こういう文化があるんだよ」っていうのだけは教えてあ

りますよ。（中略）たとえば刺繍とかね、木彫りとか。そういうものがあって、これがアイヌ

の伝統的な文化なんだっていう事は教えていますけどね。（中略）この辺でね、アイヌの文化

なんかを教えるったら、本当に微々たるもんなんだよね。１番手っ取り早いのはカムイノミと

かイチャルパとか、そういうのなので、教えていくより他ないんです。（カムイノミやイチャ

ルパには）毎年参加してやってますからね、子どもらにも見に来させてますし。（老年層・男性）

　どの世代もふれることができることが、カムイノミやイチャルパの利点である。しかし、そこに

はイベントの観客としての立場に終始してしまう可能性が高いという限界もある。一方で、継続的

にアイヌ文化にふれることができる機会であるアイヌ協会の研修会への参加者のほとんどは老年層

である。アイヌ文化が一部の伝承者のみに経験されるものになりつつある現状において、アイヌ文

化を通したエスニック・アイデンティティの醸成は困難になりつつある。

第３節　アイヌ協会への加入と関わりの現状

　これまで見てきたように、本調査の対象者のアイヌとしての意識は、「肯定的」「否定的」「どちら

でもない」の中では「どちらでもない」という意識を持つ者が圧倒的に多く（83.0％）、アイヌ文

化の実践の状況も36.2％にとどまっている。しかしながら、アイヌ協会への加入は全体の80.9％で

あり、新ひだか（84.2％）とほぼ同程度となっている（表３－６）。年齢層別に見ても、青年層（伊

達55.6％、新ひだか66.7％）、壮年層（同80.0％、88.5％）、老年層（同94.4％、86.4％）であり、10

ポイント程度の差である。本調査への協力が可能ということ自体、アイヌ協会への関わりがある

人々であるという前提があるものの、エスニック・アイデンティティの希薄さとアイヌ文化の実践

状況の少なさに鑑みれば、加入率は高いといえる。では、アイヌの人々にとって、アイヌ協会はど

のように捉えられ、アイヌとしての意識にどのような影響をもたらしているのであろうか。
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　まず、協会への加入の動機として、すべての年齢層で語られたのは、教育費（奨学金）の給付貸

付や住宅資金の貸与などの制度利用である。一方で老年層のみに語られたものとしては、アイヌ協

会の研修会などを通して文化活動に参加する機会が得られやすいことである。前節でふれたように、

アイヌ文化活動への参加は、アイヌ文化を楽しみ交流を通して、エスニック・アイデンティティの

醸成につながっていることのみならず、金銭面での対価を得られる場にもなっている。

　ここでは、年齢層を問わずに協会加入の動機として語られた、教育費の給付貸付や住宅資金の貸

与への考え方を通して、人々にとってのアイヌ協会の位置づけやアイヌとしての意識への影響を見

ていく。

（教育費の給付貸付）

・ （子どもの）高校進学を機会に入会した。（青年層・女性）

・ （教育費の給付で進学した子どもたちに）だから「父親がアイヌだからこうやって援助が貰え

るんだよ」っていう事を言ってます。（壮年層・女性・和人）

・ （教育費を）孫がもらってるから。あんた、こうやってアイヌのね、何万でももらってやって

るでしょ。それだけ、お母さんがラクなんだよっていうことは教えてます。（老年層・女性）

・ うちの２番目（の子ども）も（大学進学の際に）奨学金で入ったんだけど。非常に助かりまし

た。（老年層・女性）

・ 学費だけまかなって貰っても、それだけでは全然、今のアイヌの多くの家庭では学校に上げら

れませんので、生活費というものも、生活費っていうか大学の場合ね。（老年層・女性）

（住宅資金貸与）

・ ウタリ協会に感謝しているのは、住宅支援なんとかいろんなのがあって、それを借り入れても

う25年で完済するの。だから有難かったと思っています。それと高校入学の時も奨学金なども

あって、すごく助かったんです。（壮年層・女性）

・ やっぱりウタリ対策で何かもらえるでしょ、資金が。（壮年層・男性）

・ 住宅資金、（中略）その関係で入ったというのがあったみたいで（中略）（なるべく早く入って

おいたほうが）心証が良くなるんじゃないかというような感じで。（壮年層・女性・和人）

・ （アイヌ協会には）なんかあった時は助けてもらえるからって言われて。実際にうち建てる時

は金借りたけど。金借りて自分で建てたから。普通の人の３分の１で建てて。（老年層・男性）

表３－６　アイヌ協会への加入　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

年齢層 加入している 加入していない わからない

青年層（9人） 5 55.6% 2 22.2% 2 22.2%

壮年層（20人） 16 80.0% 4 20.0% 0 0.0%

老年層（18人） 17 94.4% 1 5.6% 0 0.0%

合計（47人） 38 80.9% 7 14.9% 2 4.3%
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　このように、いずれの年齢層もアイヌ協会に加入することで利用しやすくなる教育費や住宅資金

の制度についての評価は高い。大学に進学する場合はまったく不足しているという声もあるものの、

「やっぱり子どもが高校入ったら奨学金とかも下りるし、良い制度だなと」（青年層・男性）のように、

とりわけ青年層は協会加入の動機も時期も子どもの進学時期に合わせた明確なものであり、今は加

入していないが、将来的には加入したいという未加入者の協会加入の動機にもなっている。

　こういった制度を利用することを通して、「（こうした制度が利用できるので、アイヌであること

は）まんざらいやでないと言っても、アイヌということ自体を隠したいということは、自分が一番

恥ずかしいのかな」（壮年層・女性）というように、制度を利用することがアイヌであるという自ら

のアイデンティティを再考する機会になる者や、「（このような制度は）『一般市民の人には無いよ

ね』って言うから、『それは市役所とか、そういう所でお金借りるしかないんだよ』って。『だから

そういうのがあって羨ましいね』って言われた事あるの」（壮年層・女性・和人）というように、ア

イヌであることが制度利用という、いわば特権を得られる条件であると認識する者もいる。

　一方で、「娘は協会には入ってないって。隠しているから。絶対入らない、間違っても入らないっ

て。（中略）本当は（娘にも入会してもらって）私も孫たちに利用してもらいたいと思うよ」（壮年層・

女性）というように、アイヌであることに否定的な意識を持つ場合や協会に加入することがスティ

グマになると考える人々は利用できない状況である。

　また、協会加入の動機や目的が教育費や住宅資金の制度利用であったとしても、そういった制度

利用のみを目的とする人々に対して、「学校終わったらやめる人もいるし、家のお金だってね、無

利子で借りて、そういう人方が多いよ。家建てて終わったらね、やめる人が多いの。（中略）そう

いうのには、ちょっと腹立ったこともあるけどさ。利用するだけ利用して、なんも手伝いも来ない

でね」（老年層・女性）といった批判的な声もある。その背景には制度を利用したからには協会の活

動をサポートすべきであるという考え方がある。こういった考えを持つ人々がアイヌ協会の支え手

となっている。

　以上のように、アイヌ協会は人々にとって経済的なメリットを得られる場として捉えられてい

る。しかし、アイヌであることに否定的な意識をもち隠したいと考えている人々にとって、アイヌ

であることを表面化させてしまう契機になる協会加入は避けられてしまい、経済的なメリットを得

る機会を逃してしまうことになっている。また、アイヌであることに対して否定的ではないにしろ、

エスニック・アイデンティティが希薄であった人々にとっては、協会への加入動機が経済的な面で

のメリットのみを望んでいる場合でも、制度利用を通して、アイヌである自らのアイデンティティ

を見つめ直す機会にもなっている。たとえば「（奨学金を利用する）それだけが目的ではないので、

自分の先祖を学べることも含めてずっとやめないでいます」（老年層・女性）のように、文化活動に

携わることによって意識が変容する者もいる。このような人々に対して働きかけることによって、

協会のさまざまな活動へのコミットメントや人々のアイヌとしての意識の形成につなげることがで

きるのではないだろうか。

第４節　アイヌとしてのアイデンティティと今後

　本節では、アイヌとしての意識が今後、どのように変容する可能性があるのかを、過去・現在・

今後への意識を概観した上で、検討を行っていく。
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　本調査では、アイヌとしての今後の生活の意識について、「アイヌとして積極的に生きていきたい」

「極力アイヌであることを知られずに生活したい」「とくに民族は意識せず生活したい」「その他」の

４つの選択肢から も近いものについて回答を得た。

　表３－７では、「アイヌとして積極的に生きていきたい」を「積極的」、「極力アイヌであること

を知られずに生活したい」を「消極的」、「とくに民族は意識せず生活したい」を「どちらでもない」

として表記した。

　全体の結果としては、「とくに民族は意識せず生活したい」が83.0％で も多く、次いで「アイ

ヌとして積極的に生きていきたい」が14.9％、「極力アイヌであることを知られずに生活したい」

はいなかった。新ひだかや札幌・むかわ調査に比べ、「積極的」である者は少なく、「どちらでもな

い」者が多くなっている。一方で「消極的」である者はいない。この結果を現在の意識との対比で

まとめたものが表３－８である。

　これまでの結果をふまえ、過去、現在、今後（将来）の時間軸に沿って分類したものが表３－９

である。今後の意識として、「否定的／消極的」な意識を有する者はいなかった。以降では、今後

の意識として「肯定的／積極的」「どちらでもない／意識しない」それぞれの意識を有している人々

の語りを見ていく。

表３－７　アイヌであることに対する今後の意識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

　
積極的 消極的 どちらでもない その他 合計

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比

伊達 7 14.9% 0 0.00% 39 83.0% 1 2.1% 47 100.0%

新ひだか 21 36.8% 1 1.80% 29 50.9% 6 10.5% 57 100.0%

札幌・むかわ 67 59.8% 4 3.60% 41 36.6% ― ― 112 100.0%

注）札幌・むかわ調査における「肯定的になる」は「積極的」、「否定的になる」は「消極的」と表記

表３－８　アイヌであることに対する今後の意識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

　 現在 今後 現在 今後 現在 今後

青年層

（9人）

肯
　

定
　

的

1

積極的 1

否
　

定
　

的

0

積極的 0

ど

ち

ら

で

も

な

い

8

積極的 1

消極的 0 消極的 0 消極的 0

どちらでもない 0 どちらでもない 0 どちらでもない 7

その他 0 その他 0 その他 0

壮年層

(20人)
1

積極的 0

1

積極的 0

18

積極的 0

消極的 0 消極的 0 消極的 0

どちらでもない 1 どちらでもない 1 どちらでもない 18

その他 0 その他 0 その他 0

老年層

(18人)
5

積極的 5

0

積極的 0

13

積極的 0

消極的 0 消極的 0 消極的 0

どちらでもない 0 どちらでもない 0 どちらでもない 12

その他 0 その他 0 その他 1

合計

（47人）
7

積極的 6

1

積極的 0

39

積極的 2

消極的 0 消極的 0 消極的 0

どちらでもない 1 どちらでもない 1 どちらでもない 36

その他 0 その他 0 その他 1
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　現在、アイヌであることに肯定的な意識を持っている７人のうち、今後も積極的に生きていきた

いという者は６人である。札幌・むかわでは、どの世代においても、「肯定的」である人々は、例

外なく将来にわたって「肯定的」であり続けることが明らかになっており、新ひだかでは、現在、

肯定的な意識を持っている者のうち、今後、積極的に生きていきたいという者は67.8％であったこ

とから、本調査の結果は札幌・むかわ調査に近い。しかし、現在も今後もアイヌであることに肯定

的である者は、青年層１人以外は老年層である。今後実践したい文化がある者が全体の46.8％、青

年層の55.6％を占めている（本章第２節参照）ことに鑑みると、アイヌとして積極的に生きていき

たい人の割合は少ないように思われる。

・ もうアイヌ人だということは、もう変えられないし、認めてますし、それで何かできるんであ

れば、やりますという感じですね。（青年層・女性）

・ アイヌを誇りに思うね。（中略）自分たちは子どもの時から、親がそうやってアイヌのあれ（文

化活動）で一生懸命やってた、それを見てるから。（老年層・女性）

・ 民族のいいところだけ、自分に文化を備えていればそれでいいのではないかと思う。文化のい

いところを知りたいし、なくしたくないけれど、強制的というのはよくないと思う。自然体で

こういう文化もあるんですよというのがいい。（老年層・女性・和人）

・ アイヌ民族っていうのは元々北海道の中の民族なんだよね。だからやっぱり縄文時代からこの

土地に住んでて、その血が繋がって来てるという事は、やっぱりアイヌ民族の誇りだと思うん

ですよ。（老年層・男性）

・ アイヌと知られて生活したほうがいい。何故だかわかる？やはり中国、韓国にわかってもらわ

ないと。今の状況をみたら、俺は日本の教育を受けているけれど大和民族じゃないから、そう

いう人間もいるんだとわかってもらわないとだめだね。（老年層・男性）

　このように、積極的に生きていきたいという人々の意識は、親が行っていたアイヌの文化活動を

見聞きしてきたこと（老年層・女性）や、アイヌ文化活動に携わり始めた上で「何かできるんであ

れば、やります」（青年層・女性）というように、アイヌ文化活動にふれた経験によって醸成されて

いるもの、歴史の中では縄文時代からアイヌ民族が元々北海道の中の民族であったこと（老年層・

男性）、海外に視野を向けたときに、日本にはアイヌ民族がいるということを知らしめる必要があ

る（老年層・男性）といった考えから形成されたものであった。

　次に、回答者の85.1％を占める「どちらでもない／意識しない」という意識の人々の内実を見て

表３－９　アイヌであることに対する過去・現在・今後の意識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

肯定的／積極的 否定的／消極的
どちらでもない

／意識しない
その他 合計

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比

過去 6 12.8% ３ 8.5% 37 78.7% - - 47 100.0%

現在 7 14.9% 1 2.1% 39 83.0% - - 47 100.0%

今後 7 14.9% 0 0.0% 40 85.1% 1 2.1% 47 100.0%

合計 20 14.2% 5 3.5% 116 82.3% 1 0.7% 141 100.0%
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いく。全体的には、肯定的でも否定的でもないという意味の「どちらでもない」というよりは、「意

識してこなかった」という語りが多い。

・ とくに意識は、今までもそうだけどそんなに意識はしたことないから、このままでいいかなと。

（青年層・男性）

・ 今は何もしていないので、とくに民族は意識せず生活したい。何かに携わっていないと（アイ

ヌと）主張しても…。（青年層・男性）

・ （自分がアイヌであるということは）全然気にしないけど、でもアイヌのことも知っておきた

いなという気持ちはあります（中略）いろんなことを体験したし、させたいです、子どもに。（青

年層・男性）

・ （子どもにはアイヌであることを）多分伝えないんじゃないですか。〔理由はありますか？〕と

くにないですね。自分が意識してないから。（青年層・女性）

　青年層は、今までにアイヌであることを意識する局面がなかったため、今後も意識しないであろ

うという状況である。しかし、自らは積極的にはなれないけれども、子どもには「いろんなことを

体験させたい」（青年層・男性）という希望を持つ者もいる。そのような体験の機会の有無によって、

今後の意識も異なっていると見られる。

・ 自分自身がアイヌと言われてもピンとこないから、何であってもいい感じ。（壮年層・女性）

・ 自分が「アイヌですよー」とかって積極的に出したい訳でもないし。わからない。そういう事

がちょっといまいちピンとこないかな。（壮年層・男性）

・ 別に知られて困るわけでないし、私はアイヌです、血が入ってますよって言うこともないし、

ただ普通に生活、ですね。（中略）アイヌ民族だからどうのこうのっていうのは、まったく考

えたことないです。（壮年層・女性）

・ 自分がそんなにそういう民族の家系であるということを意識していないから。（子どもへの告

知についても）とくにないんだけど、うちの親とかもそんなにアイヌの血が、ほとんど薄いみ

たいな感じで言われていたので、とくに告知とかする気はないかな。（壮年層・女性）

・ 別にアイヌ民族だからといって恥ずかしがることもないし、恥ずかしいというわけではないの

ですけども、普通に生活していければ、別にアイヌ民族であるとか和人であるとかというのは

関係ないと思うので。（壮年層・女性）

　壮年層では、自らがアイヌであるということに「ピンとこない」「まったく考えたことがない」（壮

年層・女性／男性）ので、これまで通り普通に生活したいということが、アイヌであることを「意

識しない」という意識につながっている。一方で、アイヌの血が薄いことが、アイヌであることに

ついてのアイデンティティを有しないことや子どもへの告知が不要である理由として述べられてい

た。また、アイヌであることは「恥ずかしがることではない」とも語られていた。しかし、本章第

１節でみたように、壮年層はアイヌであることで差別されたり、身体的特徴により嫌な思いをした

りした人々が多く含まれている。にもかかわらず、壮年層のすべての対象者がアイヌであることを
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「意識しない」と答えることの意味は、青年層のように「意識したことがない」ということではなく、

かつては意識していたものの、「意識しなくなった」あるいは「意識しないようにしたい」という

感情に近いのではないだろうか。

・ 意識しない。積極的ということはないけど、あんまり積極的になったら子どもらがかわいそう

だから。（老年層・男性）

・ とくに民族は意識せず生活したい。ずっとそういうふうにやってきたので、今更変えるなんて

考えない。（老年層・女性）

・ アイヌであることを意識したことはないし、そういうものだと思っているから恨んだこともな

い。（中略）アイヌだからという理由で利益も不利益もない。（老年層・女性）

・ アイヌはアイヌだからね。自分の意識の中だし、まわりの人も知っている人は知っているから、

それを前面に私はアイヌというのではなく、アイヌとしてどんなルーツを辿ってきたか、昔の

ことを少し覚えていこうと。（中略）子どもは離れているけれど、何かの時にはこういうこと

だよとちゃんと言ってるし、写真でも見てるし、言わなくてもきっと理解してわかっていると

思います。（老年層・女性）

　老年層は、子どもの頃からアイヌ文化を身近なところで経験してきた世代である。そのため、ア

イヌであることに対して積極的な意識を有する人も少なくない。また、アイヌ協会の研修会などに

参加し、アイヌ文化に現在も親しんでいる人々が多いのもこの世代である。しかし、自分がアイヌ

に関する活動を積極的に行うことにより「子どもらがかわいそう」（老年層・男性）というふうに考

える者や、「意識しないようにする」という生活が長く続いてきたために、「今更変えるなんて考え

ない」（老年層・女性）ということであろう。また、アイヌの人々が集住している地域で育った経験

があるのもこの世代である。だからこそ「（自分がアイヌであることは）ここらの人は皆、わかっ

てると思う」（老年層・男性）ことから、この地域に住み続けるうちは、あえて、アイヌであること

を積極的に意識する必要はないということなのであろう。

おわりに

　本章では、アイヌとしての意識とアイヌ文化の経験について、その内実を青年層・壮年層・老年

層の年齢軸と、過去・現在・未来の時間軸に沿って検討してきた。本調査では、アイヌとしての意

識について肯定的でも否定的でもない「どちらでもない」意識を持つ人々が多いことが特徴であっ

たが、その内実は、アイヌとして肯定的か否定的か、というよりも「意識していない」あるいは「意

識する機会がなかった」、もしくは「意識する機会を回避した」という捉え方が的確であると考え

られる。全般的にアイヌとしての血筋の薄さがエスニック・アイデンティティを持つ必要性を感じ

ないという人々の根拠になっている。とりわけ青年層については、文化の伝承に携わっている１人

を除き、アイヌであることを肯定的にも否定的にも経験する機会がないために、エスニック・アイ

デンティティを持つにいたっていない。

　アイヌ文化活動については、主体性をもって活動する者は札幌・むかわや新ひだかよりも少なく、

アイヌ協会の研修会で実施されるものが、伊達において継続的に体験できるアイヌ文化となってい
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る。しかしながら、参加者は老年層がほとんどであり、文化の継承という点からみると、研修会は

継承の場になり得ていないかもしれない。むしろ、イチャルパやカムイノミ、チセづくりなどに、

若い世代がコミットできるような仕掛けがより重要になってくるであろう。

　また、アイヌ協会への加入による教育費の給付貸付や住宅資金の貸付は積極的に利用されていた。

エスニック・アイデンティティが希薄になっている世代にとっては、アイヌ協会は文化活動の体験

というよりは、教育費や住宅資金の便宜を受けることが加入の動機になっている。青年層や壮年層

などの子育て世代を惹きつけ、アイヌ文化の活動の担い手を養成していくためには、子育て世代に

実際に役立つ経済的なメリットが得られる制度利用は今後も欠かせないものである。一方で、エス

ニック・アイデンティティとはほとんど切り離された状態でアイヌ協会への加入や制度利用が行な

われ、自らのエスニック・アイデンティティと向き合う経験が提供されないのであれば、アイヌの

人々の組織化は困難になり、アイヌ文化が継承される機を逸することになってしまうだろう。
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第１節　「地域学習室」の概要

　これまでの章でも確認したように、アイヌ民族は相対的に学歴水準が低くなりがちで、そのこと

が社会経済的な面での不利益を生じている部分がある。この問題を解決する１つの試みとして、伊

達では、アイヌ民族の子どもたちを対象に教育保障を行う「地域学習室」の取り組みが行われてい

る。そこで本章では、この「地域学習室」の利用実態と意識を、アイヌ民族の人々への調査から明

らかにする。この結果をふまえ、アイヌ子弟への学習支援活動の成果と課題について確認したい。

　そこではじめに、アイヌの子どもたちを対象にした「地域学習室」の取り組みについて確認して

おきたい。この「地域学習室」は、ウタリ協会（のちにアイヌ協会）伊達支部が運営しているもの

で、2000（平成12）年に有珠地区でスタートしたものである。運営の実務面については、1992（平

成４）年からアイヌの生活相談員を務めているＡ氏も大きな関わりを持っている。学習室開設の理

由は、「アイヌの子どもたちの大人は、生活に追われており、また親自身が満足な教育を受けてい

ないこともあり、こうした負の連鎖を断ち切る」（佐久間 2006:10）ということ、さらに、「学力を

つけたくても塾に通うような余裕がない子どもたちが結構いる」１）　ためであり、塾に通うための経

済的な余裕がない子どもたちへの学力保障を目的としたものである。協会の「支部活動強化事業」

という位置づけで、この事業のために支給された補助金によって運営されていたため、子どもたち

は無料で利用することができる（佐久間 2006:10）。対象は、小学生と中学生で、小学生は国語と

算数、中学生は、英語と数学を基本としており、毎週水曜日と金曜日の週２回開かれていた。利用

者には増減があるが、実際に通ってくる子どもは「多いときは20人ぐらい」（Ａ氏）で、2005（平成

17）年頃の登録者は小学生20人、中学生15人であった（佐久間 2006:9）。利用する子どもたちは、

当然ながらアイヌ民族の子どもたちが多い。しかし、和人の子どもたちにも門戸は開いており、「来

るのにそれで（和人だから）『駄目よ』なんていえないので、……地域の子どもたちが来れば拒まな

いでやってました」（A氏）とのことである。

　講師は２人おり、男女各１人ずつである。いずれも国立大学に通った経歴を持っており、伊達火

力発電所の建設反対運動が縁で、伊達で生活するようになっていた。伊達火力発電所は、1978（昭

和53）年に運転を開始した発電所である。この発電所の建設反対運動が、1970年代前半から行われ

ていた。その主たる担い手は、伊達市有珠地区の漁師たちであった。これまでも繰り返しふれてき

たとおり、「伊達市有珠は、ふるくからアイヌのコタン（村）があったところで、伊達火発反対の

たたかいの先頭に立った漁民たちのうちに、魅力ゆたかなアイヌウタリ（同胞）が多くいた」（花崎 

1988:2）とされる。つまり、伊達市有珠地区に暮らすアイヌ民族の人々の多くが参加した運動であり、

その支援に加わり、そのまま有珠にとどまった人たちのうちの２人が「地域学習室」の講師を担う

ことになった。かれらは、普段は漁師をしていたが、２時間3,000円で「地域学習室」の講師を務



－ 63 －

めていた（佐久間 2006:10）。講師の謝金は、先述の「支部活動強化事業」費によって賄われていた。

その他に、この補助金は、学習室で使う教材費などにも充てられていた。

　しかし、この「支部活動強化事業」は、毎年実績報告書と、翌年度の申請を出さねばならない

（佐久間 2006:11）。したがって、安定的な運営には課題も残っていた。その課題が顕在化したのが

2008（平成20）年のことである。2007（平成19）年度までは「支部活動強化事業」として「地域学

習室」の運営が認められていた。しかし、2008年度からそれが認められなくなった。「支部強化事

業費にそぐわない」というのがその理由である（A氏）。ただし、その背景には、北海道からアイ

ヌ協会に支払われる活動補助金の減額が関わっていると考えられる。そのため、2008年度以降は、

講師を依頼することができず、従来の「地域学習室」の運営はできなくなった。

　しかし、その穴埋めをする形で、毎週１回水曜日に地域の子どもたちが集まって勉強する場は継

続されている。小・中学生を対象とする点は変わらないが、中学生は、地元の有珠中学校が2010（平

成22）年3月で閉校し、より遠くの学校に統合されてしまったため、学習室の開いている時間に間

に合えば参加するという形になっている。学習室が開いているのは14 ～ 17時である。ただし、講

師がいないため、宿題くらいは行っているけれども、後は遊ぶことが中心となっているのが現状で

ある。

　そこで、この現状を変えるために、2013（平成25）年９月から、別のボランティアの講師を依頼

することになった。学校の教師を退職した人で、アイヌ語講習に参加していたことが縁で引き受け

てもらうことになった。ただし、次節以降の記述は、講師２人体制の時期（2000 ～ 2007年度）→

講師なしの学習室（2008年度～ 2013年８月）までの「地域学習室」を想定した回答にもとづいた

分析となっている。

　なお、有珠地区には、昭和20 ～ 30年代に、バチェラー八重子（向井八重子）によって日曜学校

が運営されていた歴史がある２）　。道内各地でキリスト教の伝道とともにアイヌ教育にも従事した

ジョン・バチェラー（小川 1997:111-3）の養女であり、歌人としても知られる八重子が運営した

日曜学校は、アイヌ民族だけでなく、一般住民の聞き取りでも、参加したという思い出が語られた。

老年層への調査では、この「地域学習室」を、八重子の日曜学校と勘違いして答える場面も見られ

た。しかし、「八重子さんが亡くなった後は通っていない」（アイヌ住民・老年・女性）と語られて

いるように、八重子が他界した1962（昭和37）年以降は、活動が衰退したものと捉えられる。ただ、

アイヌ民族の子どもを中心に教育的な支援を行うという点では、八重子の日曜学校とこの「地域学

習室」には通じるものがある。

第２節　「地域学習室」利用経験者の特徴と意識

　それでは、この「地域学習室」の利用状況を、アイヌ住民への調査から確認してみたい。まず、

本人や家族が利用したことがある者（利用経験者）と、「地域学習室」の存在は知っているが利用

したことがない者、「地域学習室」の存在自体を知らないために利用したことがない者にわけてみる。

すると、利用経験者は15人（32.6%）、存在は知っている未利用者が10人（21.7%）、存在を知らな

い未利用者が21人（45.7%）であった（不明は１人。以下、この１人は集計から除く）。全体の半

数強は、「地域学習室」の存在を知っているが、残りの半数弱は存在を知らないという状況になっ

ている。そこで、利用経験者と未利用者にわけて、その特徴や意識を探ってみたい。
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　まず、「地域学習室」の利用経験者の状況を表４－１にまとめた。年代に着目すると、青年が３

人（青年全体の33.3%）、壮年が９人（壮年全体の45%）、老年が３人（老年全体の17.6%）と、青年

層・壮年層で、利用者の割合が比較的高くなっていることがわかる。性別で見ると、男性が６人（男

性全体の40%）、女性が９人（女性全体の29.0%）と、女性の方が数としては多くなっている。しか

し、割合で見ると男性の方が高い。これは、男性の方が、比較的年齢層が若く、子どもの教育に関

わりを持ちやすいことが関係していると思われる。

　回答者の学歴で見ると、中卒が２人（中卒全体の14.3%）、高校中退が１人（高校中退全体の

50%）、高卒が12人（高卒全体の54.5%）と、人数としても割合としても、義務教育以上の学歴を有

する者が多くなっている。ただし、これは相対的に学歴の高い青年層・壮年層が多いことと関わり

を持っていると考えられる。

　それでは、実際に「地域学習室」を利用したのは誰なのであろうか。この点を表４－１から見る

と、自身の「子」が も多く６人、次いで「孫」が３人、「本人」と「姪」が２人ずつ、「妹」が１

人となっている。「地域学習室」の利用に関しては、祖父母世代よりは親世代の方が状況を把握し、

主導権を握っていることがうかがえる。

　利用のきっかけについては、「地域学習室」を運営している生活相談員に誘われたという者が５

人と も多く、その他は、周りの人やアイヌ協会の伊達支部を通じて知ったというケースや、子ど

もたちが誘い合って通うようになった状況が見出される。また、親が子どもに勧めた場合もあるよ

うである。

　前節でも確認したように、「地域学習室」の取り組み自体は、2000 ～ 2007年までは水曜日・金曜

日の週２回、それ以降は毎週水曜日の週１回となっているが、利用経験者の多くは「毎回」参加し

ている様子がわかる。「半分」や「数回だけ」というのはそれぞれ１人ずつで、利用経験者の多くは、

ほぼ欠くことなく「地域学習室」に参加していたことがうかがえる。

　その参加の程度と、「地域学習室」に通うことで得られた成果の間には一定の関連も見られる。「数

回だけ」しか通わなかった者は、「ダメ。勉強好きじゃなかった」と答えており、あまり成果を見

出せないうちに「地域学習室」をリタイヤしてしまった様子が見出される。しかし、その他の多く

は、「成績はまあまあなので、より分かるようにはなってると思う」「面白いから行っていると思う」

「わかるようになった。講師の方に親しみがあった」など、楽しみながら通い、一定の成果も修め

ていることがうかがえる。なかには、「上の子はわかるようになった。下の子はあまり変わらない」

と答える者もいるが、この場合は、「下の子は、お姉ちゃんがとりあえずここに来ててとか、誰か

いるから遊べるとか」いう意識で通っているためにあまり成果が出なかったとのことで、本人の目

的意識も、成果にはある程度関わっていることも見出される。

　ただ、やや論点の先取りになるが、この成果を学歴という点でとらえると、表４－２にあるよう

に、本調査対象者唯一の大卒者は「地域学習室」に通った経験を持っていない。この大卒者の場合、

小・中学生のころに有珠地区に住んでいなかったことが「地域学習室」を利用しなかった理由だが、

現状では、「地域学習室」が学歴の向上という見えやすい成果に結びついているというわけでは必

ずしもない。しかし、表４－１にあるように、「地域学習室」利用者の多くは、まだ高校生や中学

生であり、学歴という見えやすい成果が確認できるまでには、もうしばらく時間が必要だとも考え

られる。
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　「地域学習室」の今後については、意外にも意見が分散している。まずは、「拡充すべき。進学す

るためには学力が必要になるから」や「あればいいと思う。昔からあれば、私ももっと頭がよくなっ

ていたかも」など、「地域学習室」の機能を評価したうえで、さらに維持・拡大すべきという意見

がある。また、「拡充するべき。専門に教えてくれる人がいないので」といったように、予算がカッ

トされて、講師がついていない現状を改善するためにも、活動の拡充を望む声もある。一方、「あっ

た方がいい。そこに遊んでるなと思ったら安心」など、忙しい親や祖父母に代わって、放課後の子

どもの安全を確保してもらえる場としても「地域学習室」が評価されている様子もうかがえる。

　その反面、「現状のままでいい」という意見も少なからず存在する。自身が数回しか通わず、「勉

強好きじゃなかった」という者が「子どもを通わせたいとは思わない」と評価するのはわからない

ではないが、「現状のままがいい。大人１人が見れる範囲も決まってくるので」や「子どもがいな

い状態だから難しい」など、運営側の人手不足や、利用者側の減少から「拡充は難しい」と捉える

声も聞かれている。もちろん、現実に沿った運営の仕方を考えるのは重要ではある。しかし、現実

の枠にとらわれすぎることで、「地域学習室」が持つ可能性を低く評価しすぎることにつながらな

いよう留意する必要もあると思われる。

表４－１　「地域学習室」利用経験者の状況

年代 性別 本人学歴 利用者 利用者学歴 頻度 利用のきっかけ 成果 地域学習室の今後

壮年 女性 高卒 姪 DK DK
周りの人（参加者）

の事を知ってるから
DK DK

青年 女性 高卒 本人 高卒 数回だけ 相談員に誘われて
ダメ。勉強好きじゃな

かった

現状のままでいい。子ども

を通わせたいとは思わない

壮年 女性 高卒 子 中在 毎回 DK

成績はまあまあなので、

より分かるようには

なってると思う

拡充するべき。専門に教え

てくれる人がいないので

壮年 女性 高卒 子 高在、中在 毎回
相談員に声かけても

らった
分かるようになった

現状のままがいい。大人一

人が見れる範囲も決まって

くるので

青年 男性 高卒 妹 DK DK DK DK

自分のころにもあったら

通ってみたかった。友だち

とかかが集まるから

壮年 男性 高卒 姪 高以上、高在 DK 口コミ そんなに頭がよくない あったらいい

老年 男性 高卒 孫 DK 頻繁 支部を通じて 通っててよかった

やってほしい。資金が出な

くなったので、道と交渉し

ている 中

壮年 女性 高中退 子 高以上 毎回
相談員に声をかけら

れて

わかるようになったと

思う

子どもがいない状態だから

難しい

壮年 男性 高卒 いとこの子 中在 DK DK DK

あればいいと思う。昔から

あれば、私ももっと頭がよ

くなっていたかも

老年 女性 中卒 孫 小在 毎回 子どもが誘い合って
面白いから行っている

と思う
続いた方がいいと思う

壮年 男性 高卒 子 高在、中在 DK DK DK
父親だから子どものことは

あまりわからない

壮年 女性 高卒 子 高在、中在 毎回
相談員に声をかけて

もらって

上の子はわかるように

なった。下の子はあま

り変わらない

うちはもう大きいので必要

ない

青年 男性 高卒 本人 高卒 毎回
母に通いなさいとい

われたから

多分わかるようになっ

た
NA

老年 女性

小も休み

がち

（中卒）

孫 高在、中在 毎回
相談員が近所だった

から

楽しみながら通ってい

た

あった方がいい。そこに遊

んでるなと思ったら安心

壮年 女性 高卒 子
短大中退、

高在

半分

くらい
自分が勧めた

わかるようになった。

講師の方に親しみが

あった

拡充すべき。進学するため

には学力が必要になるから

注）「利用者学歴」の「高以上」は、 終学歴がわからないが、調査記録から高校までは進学したことが確認できるもの。
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第３節　「地域学習室」未利用者の意識

　続いて、「地域学習室」の未利用者の状況を見ていく。まず、未利用者のうち、「地域学習室」を知っ

ている者の概要を、表４－２にまとめた。年代で見ると、青年層が２人（青年層全体の22.2%）、

壮年層が６人（壮年層全体の30%）、老年層が２人（老年層全体の11.8%）となっており、壮年層が

数としても割合としても多くなっている。性別で見ると、男性が１人（男性全体の6.7%）、女性が

９人（女性全体の29.0%）と女性の方が多くなっている。学歴でいうと、中卒が１人（中卒全体の

7.1%）、職業訓練校等の職業教育が２人（職業教育全体の50%）、高卒が５人（高卒全体の22.7%）、

専門卒が１人（専門卒全体の100%）、大卒が１人（大卒全体の100%）と、「利用経験者」「未利用者

のうち地域学習室を知っている者」「未利用者のうち地域学習室を知らない者」の３つのなかでは、

も高学歴な層であるといえる。

　「地域学習室」が開設された2000年以降で、小・中学生であった「利用候補」は、調査対象者か

ら見た場合、「子」が７人、「本人」が１人、「なし」が２人である。「なし」というのは、「地域学

習室」があることは知っているが、その利用候補自体が家族のなかに存在しなかったことを示して

いる。そのため、ここでは「未利用者のうち『地域学習室』を知っている者」として位置づけている。

　「地域学習室」を知ったきっかけは、「相談員から聞いて」や「支部役員のため」など、アイヌ協

会を通じたルートと、「母が話していた」や「友だちのお母さんが講師をやってたから」など、「地

域学習室」の活動を知っている人から直接聞いたというルートの２パターンがある。子どものネッ

トワークを介した伝播が見られない点が、利用者の状況とは異なっている。

　それでは、「地域学習室」の存在を知りながら利用していない者は、なぜ「地域学習室」を利用

しなかったのであろうか。回答者自体が少ないが、その理由は４パターンにわかれる。第１は、「当

時有珠に住んでいなかったので」ということで、「地域学習室」に通える範囲で暮らしていなかっ

たからというものがある。第２に、「スポーツ関係に頭が向いていたから」や「野球に打ち込むた

め」など、部活動を中心に展開されるスポーツ活動に主軸を置いていたからということがあげられ

る。第３に、「子どもが勉強が嫌いで……勧めたが行かなかった」といった、本人の勉強嫌いが見

出される。そして第４に、「必要なかった」や「意外と自分たちで勉強できる子どもたちだったので」

といったように、「地域学習室」の存在がなくても勉強が続けられる状況にあったからということ

が指摘される。前節で指摘したように、「地域学習室」は、学力向上を目指したいけれども、塾に

通うだけの経済的な余裕がないアイヌ民族の子どもたちの学力保障を目的として設置されたところ

がある。その点では、塾と代替可能な存在と位置づけられているところもある。実際、アイヌ住民

の調査からも、「ここではそう（＝一般の塾のような存在）だった」（壮年・女性）とも語られている。

また、当時有珠に住んでいなかったアイヌ住民も、形態は「塾に近い形」であり、自身は居住地域

にある塾に通っていたと述べている（青年・女性）。つまり、「地域学習室」は、塾のようにあくま

で通学は任意の学校外教育の場であり、そこを利用するか否かは、塾に通うか否かを判断するのと

同じように、必要性や他の事項との優先順位などから決定されると捉えられる３）　。

　この「地域学習室」を知っている未利用者の「利用候補」の学歴は、判明しているだけで、高卒

が１人、専門卒が２人、短大卒が１人、大学在学以上および大卒が２人と、比較的高い学歴を有し

ている。これは、少なくとも獲得した学歴の面では、この層が「地域学習室」を必要としない層で

あったことを裏書きする。逆にいえば、「地域学習室」の利用者は、「地域学習室」による学力保障
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を受ける必要性が高い層であるとも捉えられよう。

　今後の「地域学習室」のあり方については、「できれば周りの人に利用させたい」「小さい子ども

がいたときは安全かなと思った」など、「地域学習室」自体の活動や、子どもの放課後の安全確保

の面から賛成する声が聞かれている。ただし、家族に利用する候補となる世代がおらず、実際に利

用したことがない者から聞かれているケースが多く、該当する年齢層の子がいたにもかかわらず通

わせなかった人たちがどう考えているかはここだけでは不明である。

　続いて、未利用者のうち、「地域学習室」を知らない者の状況を表４－３にまとめた。まず、年

齢層としては、青年が４人（青年全体の44.4%）、壮年が５人（壮年全体の25%）、老年が12人（老

年全体の70.6%）と老年が多くなっている。自身の子が利用候補となりうる壮年層よりも、祖父母

という立場で利用候補に関わることが多い老年層の方が、「地域学習室」についての情報は得にく

いことが見て取れる。その反面、青年層は、本人が小・中学生時代に「地域学習室」に通うことが

できた世代であり、また子どもが「地域学習室」の利用候補にもなる可能性があるため、「地域学

習室」と関わりが深くなってもよいはずだが、その青年層の割合も高くなっている。また、利用候

補が「なし」の者が６人となっており、そもそも「地域学習室」の存在と関わりの薄い人々が含ま

れていることもうかがえる。表４－１や表４－２から、「地域学習室」を知っている人々は、相談

員や子ども同士のネットワークを介してその情報を知ることが多かったが、こういった「地域学習

室」の情報ネットワークから、青年層の一部がもれていることが確認できる。

　性別で見ると男性が８人（男性全体の53.3%）、女性が13人（女性全体の41.9%）と、男性の方が

表４－２　「地域学習室」を知っているが未利用の者の状況

年代 性別 本人学歴 利用候補 利用候補学歴 知ったきっかけ 未利用の理由 地域学習室の今後

壮年 女性 高卒 子 専門卒、短大卒 相談員から聞いて 必要なかった DK

壮年 女性 専門卒 子 DK DK

子どもは勉強嫌いで、周

りの人が行っていても行

かなかった。「あるよ」と

勧めたが行かなかった

DK

壮年 女性 中卒 子 DK DK
意外と自分たちで勉強で

きる子たちだったので
DK

壮年 女性 高卒 子 高卒 DK
スポーツ関係に頭が向い

ていたから

あった方がよいとは思う。

小さい子どもがいたとき

は、安全かなと思った

老年 男性 職業教育 なし － 母が話していた －
できれば周りの人に利用さ

せたい

青年 女性 高卒 子 高在、就学前 DK DK DK

壮年 女性 職業教育 子 専門卒 DK 野球に打ち込むため DK

壮年 女性 高卒 子 大以上 DK DK DK

老年 女性 高卒 なし － 支部役員のため － 拡充してほしい

青年 女性 大卒 本人 大卒
友だちのお母さんが

講師でやってたから

当時有珠に住んでいな

かったので
DK

注）1．「本人学歴」の「職業教育」は、中卒後に職業訓練校や洋裁学校などで職業教育を受けたことを示す。

　　2．「利用候補」は、地域学習室が開かれた2000年以降に小・中学生時代を過ごした本人または家族。

　　3．「利用候補学歴」の「大以上」は、 終学歴がわからないが、調査記録から大学までは進学したことが確認できるもの。
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やや高い割合になっている。子ども関係の情報は、女性の方が相対的に得やすい状況になっている

ことがうかがえる。

　本人の学歴を見ると、中卒が11人（中卒全体の78.6%）、職業教育が２人（職業教育全体の50%）、

高校中退が１人（高校中退全体の50%）、旧制中学卒が１人（旧制中学卒全体の100%）、高卒が５人（高

卒全体の22.7%）、高専卒が１人（高専卒全体の100%）となっており、中卒者の占める割合が高くなっ

ている。一方で、これは比較的学歴の低い老年層が多くを占めていることと関連しているものと捉

えられる。ただし、本調査対象者の青年層での中卒者２人が、２人ともこの「地域学習室」を知ら

ない未利用者に含まれているということは、「地域学習室」を知りうるネットワークに参加できて

いないということが、何らかの教育的に不利な条件を背負うことと重なっている可能性も見出され

る。

　そのことは、「地域学習室」があることをわれわれの問いかけによって知った調査対象者が、「地

域学習室」を利用したいと考えるか否かについての答えにも表れている。中卒の青年層は、「あっ

たら行きたかった」「勉強を教えてくれ、無料だっていうならなおさらよい」と述べており、いずれ

も強い利用意志を示している。表４－２で見た「地域学習室」を知っている未利用者は、通塾と同

じように、選択肢の１つとして利用するかどうかを判断していた。これに対し「地域学習室」を知

らない未利用者には、そういった選択肢すら存在していない状況もあることが見て取れる。

　その他、「地域学習室」を利用する可能性のある子どもが、子や孫である者は、「部活とかでなか

なか出られない」と利用に消極的な者や、「利用するかどうかは本人次第」「お嫁さんが考えていく

ことなので、とくにいうことはない」と、本人や親に任せるという考えを示す者もいる。しかし、

表４－３　「地域学習室」を知らない未利用者の状況

年代 性別 本人学歴 利用候補 利用候補学歴 今後の利用意志

老年 女性 中卒 孫 DK DK

壮年 女性 職業教育 子 高卒以上 DK

青年 女性 中卒 DK DK あったら行きたかった

老年 女性 中卒 孫 DK お嫁さんが考えていくことなので、特にいうことはない

老年 女性 中卒 DK DK DK

老年 女性 中卒 孫 高以上 DK

老年 女性 中卒 曾孫 小在、就学前 利用するかどうかは本人次第

壮年 女性 高卒 子 高在、中在 部活とかでなかなか出られない

老年 女性 中卒 なし － DK

老年 女性 中卒 なし － DK

老年 男性 旧中卒 なし － DK

青年 女性 中卒 子 小在、就学前 勉強を教えてくれ、無料だっていうならなおさらよい

壮年 男性 中卒 子 小在、就学前 DK

老年 男性 職業教育 子 高以上 DK

壮年 女性 高中退 孫 DK 孫たちに利用してもらいたい

老年 男性 高卒 孫 DK 本人が行くといえば行かせてあげて

青年 男性 高卒 子 中在、小在、就学前 子どもが来たいと思うなら。自分から行けとはいわない

老年 男性 中卒 なし － 孫は有珠にいないので通えない

壮年 女性 高卒 なし － DK

青年 男性 高専卒 子 就学前 子どもが行きたいといったら通わせる

老年 男性 高卒 なし － DK

注）1．「本人学歴」の「職業教育」は、中卒後に職業訓練校や洋裁学校などで職業教育を受けたことを示す。

　　2．「利用候補」は、地域学習室が開かれた2000年以降に小・中学生時代を過ごした本人または家族。

　　3．「利用候補学歴」の「高以上」は、 終学歴がわからないが、調査記録から高校までは進学したことが確認できるもの。

　　4．「利用候補学歴」の「在」は在学中を示す。
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その反面、「孫たちに利用してもらいたい」「子どもが来たいというなら行かせてあげて」と、「地域

学習室」の利用を積極的に望んでいる者たちも少なくない。

第４節　まとめ

　以上、「地域学習室」の利用実態や意識を概観したが、ここから見えてきたことを簡単に４点ほ

ど確認しておきたい。

　第１に、「地域学習室」の存在は、立ち上げに携わった生活相談員からの働きかけや、子ども同

士の誘い合いによって知られていた。そして第２に、このような経路を経て「地域学習室」の存在

を知り、利用した者の多くは、「地域学習室」に通うことで一定の成果を得ていた。また、今後も「地

域学習室」が維持し、拡充されることを望んでいた。ここで見られる成果は、勉強がわかるように

なるということとともに、「友だちと遊ぶことができる」「子どもの放課後の安全が守られる」など、

友だちづくりや安全の面などからも捉えられていた。

　一方、第３に、「地域学習室」の存在を知りながら利用していなかった者は、通塾の判断などと

同様に、必要性や他の事項との間の優先順位などを勘案し、利用しないとの判断にいたっていた。

そこでは、運動部などの活動を優先する状況や、学習室に通わずとも学習が継続できる状態などが

判断の根拠となっていた。利用候補の学歴水準でいえば、この「地域学習室」を知っている未利用

者が相対的に高く、その点では、「地域学習室」がなくとも一定の教育達成を手に入れることが可

能な層であったと捉えることができるだろう。ただ、本調査の限りでは、「地域学習室」の利用と「ア

イヌ民族であることの表明」の関連について指摘する声はまったく存在しなかったけれども、もし

かしたら、「地域学習室」が「アイヌ民族向け」であることが利用を躊躇させる可能性があるのか

もしれない。

　これに対し、第４に、「地域学習室」による学力保障が必要でありながら、「地域学習室」の存在

を、本人も家族も知らなかったために利用することができていない層の存在も見出された。とくに、

一般には高校進学率が90%台の後半になっている青年層でありながら、中卒にとどまっている者が、

「地域学習室」の存在を知らなかった人々のなかに含まれていることが確認された。彼らは、今回

の調査で「地域学習室」の存在を知ることで強い利用意志を示しており、「地域学習室」の情報を

広く行き渡らせることの重要性を改めて突き付けることになっていた。このことは、「地域学習室」

を必要とする子どもたちは、社会経済的な条件により教育面での不利を被る可能性があるとともに、

「地域学習室」の情報を伝え合うつながりの輪からももれてしまうという二重の不利益のなかで生

活している状況を示している。このような子どもたちの存在を位置づけなおすことが、今後は重要

な意味を持つだろう。

      注

１)以下の記述は、基本的に2013年８月21日、および22日に行ったA氏への聞き取りにもとづく。

２)バチェラー八重子の日曜学校については、掛川（1988）などを参照。

３)今回の調査では、「塾に通っていたから『地域学習室』には通わなかった」といういい方は聞か

れなかったが、通塾が「地域学習室」の必要性を低減させることにつながっていた可能性もある。
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はじめに

　本研究グループでは、昨年度の新ひだか調査とスウェーデン調査に続き、今年度は伊達市とノル

ウェーで調査を実施している。本章は、筆者が担当する先住民族メディアに関する伊達調査の調査

結果の報告である。北欧と日本の比較は、今後に予定されているノルウェー調査結果の報告書に譲

り、本章では主に伊達調査と新ひだか調査（小内 2013b）の比較を念頭において分析を進める。

　先住民族が自身のメディアを所有することの意義については、すでに小内（2013a）で論じた。

ここで簡単に振り返ると、民族内部的には、民族としてのアイデンティティを確立し、民族として

の誇りと自覚を芽生えさせ、民族としての共同行動を促すような力を持ちうる。また、外部的には、

主流社会からは「みえない存在」であった先住民族の存在を可視化するという効果がある。主流メ

ディアが流す先住民族についてのステレオタイプのイメージを正すことができるのは、やはり先住

民族自身による情報発信であり、そのためにはメディアを所有することは重要である。

　昨年度の調査で、スウェーデンのサーミと新ひだか町のアイヌの人たちのメディア環境の間には

きわめて大きな格差があることが明らかになった。今年度の調査でもそうした傾向は看取されたが、

北海道という地域に限定しても、アイヌの人々のメディア環境には地域差が存在している。その点

を明らかにすることが本章の課題である。

　以下では、まず、第１にアイヌ関連メディアの認知度と利用状況をみたうえで、第２にメディア

への接触状況とメディアに対する評価について考察する。

第１節　アイヌ関連メディアの認知度と利用状況

　第１項　アイヌタイムスとエフエム二風谷（FMピパウシ）の認知度

　前稿（小内 2013b）で指摘したように、萱野志朗氏により現在アイヌ民族自身が持つメディアと

してあげられたものに「アイヌタイムス」と「FMピパウシ」（ミニFM）がある。それぞれのメディ

アが登場した背景と現状に関しては前稿で述べているのでここでは割愛する。前稿を参照して頂き

たい。

　今年度の伊達調査においても、これらのメディアがどのくらい知られ、活用されているのかとい

う点に関して質問をしている。表５－１は、「アイヌタイムス」に関する認知度について伊達市と

新ひだか町の結果を示したものである。伊達調査（アイヌの人々へのインタビュー調査）の結果は、

「どこかで読んだことがある」２人、「はっきりしない」１人を除き、47人中44人は「知らない」と

答えている。９割以上の回答者が「知らない」という結果は、新ひだか調査と同じである。

　一方、「FMピパウシ」の認知度については、両地域で明確な違いが見られる（表５－２）。「聞い

たことがある」という人は、両調査とも１名で、いずれも１回限りという点は共通しているが、「聞
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いたことはないが知っている」という人が、新ひだか調査では40.4％であるのに対し、伊達調査で

は8.5％となっている。つまり伊達調査では「知らない」という人が89.4％を占めているのである。

伊達市のアイヌの人たちの間では「FMピパウシ」の認知度はきわめて低いことがわかる。これは「FM

ピパウシ」の放送は日高管内の平取町で行われているため、聞いたことがなくても、とくに北海道

新聞の日高版などで取り上げられることがあり、その結果、新ひだか町での認知度が高くなってい

るものと考えられる。

　このように伊達市では、新ひだか町以上にアイヌ民族がもつメディアの認知度が低いという結果

になった。

　第２項　アイヌ語講座の認知度

　伊達調査では、STVラジオで放送しているアイヌ語講座の聴取状況についても尋ねている。STV

ラジオでアイヌ語講座が始まったのは1998年４月のことである。1997年７月に「アイヌ文化の振興

並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」が施行されたことも背景にあっ

たと思われる。その後現在まで16年続く長寿番組である。週１回、毎週日曜日7：00 ～ 7：15（再

放送：毎週土曜日23：00 ～ 23：15）に放送されている。公益財団法人「アイヌ文化振興・研究推

進機構」との連携で放送されており、テキストは無料配布されているほか、2008（平成20）年４月

から、STVラジオ公式ホームページでテキストと音声のダウンロードが可能となっている。また、

講師の派遣などで北海道アイヌ協会の協力を得ている。

　このようにSTVラジオという主流メディアが行うアイヌ語講座は、先住民族メディアとはいいが

たいが、アイヌ文化振興・研究推進機構と連携し、北海道アイヌ協会との協力関係のもとに行われ

ていることを考えると、先住民族メディアに近い役割を担っていると考えられる（八幡 2005）。

表５－１　アイヌタイムスの認知度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

伊達市 新ひだか町

実数 比率 実数 比率

購読して、読んでいる。 0 0.0 1 1.8 

購読しているが、読んでいない。 0 0.0 0 0.0 

購読していないが、読んだことはある。 2 4.3 2 3.5 

アイヌタイムスは知っているが、読んだことはない。 0 0.0 2 3.5 

アイヌタイムスがあることを知らない。 44 93.6 52 91.2 

はっきりしない 1 2.1 0 0.0 

計 47 100.0 57 100.0 

資料：インタビュー調査より作成

表５－２　ＦＭピパウシの認知状況　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

伊達市 新ひだか町

実数 比率 実数 比率

聞いたことがある 1 2.1 1 1.8

知っているが聞いたことがない 4 8.5 23 40.4

知らない 42 89.4 33 57.9 

計 47 100.0 57 100.0 

資料：インタビュー調査より作成
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　表５－３は、アイヌ語講座の認知度を、

年齢層別・性別に見たものである。全体

の状況は、「知っている」が23人、「知ら

ない」が24人で、認知度は約50％程度で

ある。「アイヌタイムス」や「FMピパウシ」

に比べると認知度は高い。しかも、知っ

ている人のうち16人は「聞いたことがあ

る」と答えている。年齢層別には、青年

層（20 ～ 30歳代）で、55.6％の人が「聞

いたことがある」としており、壮年層（40

～ 50歳代）、老年層（60歳代以上）に比

較して高くなっている。性別では女性よ

りも男性の比率が高い。

　ただし、「聞いたことがある」といっ

ても、定期的に、意識的に聞いたという

わけではない。ラジオを聞きながら仕事

をしている時や車を運転している時に、

偶然耳に入ってきたというものがほとん

どである。なかでも16人中10人は漁業従

事者である。船の上で、あるいは浜で作業をしている時にラジオを流していることが多く、早朝の

作業も多いため偶然耳にする機会があるということである。しかし、偶然とはいえ耳にする機会が

あるということは重要である。消滅の危機に瀕していると言われるアイヌ語の存在を確認する機会

になっているからである。その意味で、STVラジオという県域放送局が地上波で放送を続けている

ことの意義は大きいといえる。

　調査では、ラジオ講座以外で、アイヌ語を学習したことがあるかどうかも尋ねている。その結果、

４人が「ある」と答えているが、うち２人は「有珠の生活館で開催されたアイヌ語講座に１回だけ

参加したことがある」というもの、１人は「じいちゃんのアイヌ語講座の本があったから見て読ん

だことはある」という程度である。残る１人だけが、「家にアイヌ語の絵本とかがあった。５年位

表５－３　アイヌ語講座の認知度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

年齢層 性別
計

青年 壮年 老年 男 女

実
数

聞いたことがある 5 5 6 7 9 16

知っているが聞いたことはない 1 4 2 2 5 7

知らない 3 11 10 5 19 24

計 9 20 18 14 33 47

比
率

聞いたことがある 55.6 25.0 33.3 50.0 27.3 34.0 

知っているが聞いたことはない 11.1 20.0 11.1 14.3 15.2 14.9 

知らない 33.3 55.0 55.6 35.7 57.6 51.1 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

資料：インタビュー調査より作成

写真１　アイヌ語講座のポスター
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前から読むようになる」と、継続してアイヌ語にふれていると答えている。全体的にはアイヌ語に

対する学習意欲はあまり高くはない。

　実際、生活館の職員によれば、希望者に無料で配られるアイヌ語講座のテキストの配布数は伊達

市内では２冊ということである。また、伊達市内でアイヌ語で日常会話ができる人に出会ったこと

がないということで、アイヌ語を学ぶ環境としては厳しい状況にあることがわかる。

　第３項　アイヌ協会機関紙「先駆者の集い」

　ところで、アイヌ民族が所有するメディアといった場合、北海道アイヌ協会の機関紙「先駆者の

集い」にもふれる必要がある。北海道アイヌ協会のアイヌ組織率はおよそ30％と推測されるが、こ

れはその会員に配布されている機関紙である１）　。

　1946（昭和21）年２月24日に創設された社団法人北海道アイヌ協会は、1961（昭和36）年に社団

法人北海道ウタリ協会に改称され、「先駆者の集い」はその２年後の1963（昭和38）年３月に創刊

されている。創刊号は63頁に及んだが、第２号が発行されたのはそれから８年半後の1971（昭和

46）年10月のことで、頁数も４頁にとどまった。それ以後1973（昭和48）年までは、４頁ものが年

１回発行されただけであったが、その後回数、頁数ともに増加している。2013（平成25）年１月現

在までに127号（ただし７回は合併号）が発行されている。年間の発行回数では、３回発行された

年が25と も多く、４回が７、２回が６となっている。頁数は、創刊号を除き20頁を超えたことも

４回あるが、８頁が54回と も多く、８～ 16頁が99回を占めている。とくに、2007（平成19）年

以降は１回８頁ものが年３回発行されており、この形式での発行が定着してきている。発行部数は、

第15号（1977（昭和52）年５月）の2,500部から第60号（1993（平成５）年10月）にかけて5,000部

へと倍増したが、現在は4,500部となっている。

　「先駆者の集い」は、1994（平成６）年に当時の北海道ウタリ協会によって刊行された『アイヌ史』

に第61号までが収録されており、その総論で田端宏は、同紙の性格の変化について次のように述べ

ている。「協会の活動理念を論じたり、活動方針を検討したりする場としての紙面構成、運動体の

機関紙としての編集という面」が弱く、第28号までは「事務連絡紙」的な性格が強かった。しかし、

「1980年代、特に『アイヌ新法』をめぐる協会の活動の活発化にともなって変容をしめしている。『機

関紙』の姿を見せてきているのであ」る（田端 1994:9-10）。このようにアイヌ民族をめぐる社会

的状況が変化する中で、機関紙の性格も変化してきていることが指摘されている。

　ただし、127号までを概観する限り、「運動体の機関紙」という性格はそれほど強くなく、アイヌ

関連施策の解説や進捗状況、アイヌ協会の活動報告、イベントや研修会の案内、アイヌ伝統工芸展

の受賞者の紹介、訃報など、お知らせや報告的な記事が多くなっている。表５－４は、2012（平成

24）年度に発行された第124号から第126号までの主な記事内容を掲載したものである。アイヌ政策

推進会議の進捗状況が毎号掲載されているほか、各種イベント案内や受賞の結果、研修会や相談会

の案内に混じって、「要望行動について」「アイヌ民俗文化保持・伝承活動事業について」といった

記事が掲載されている。

　「先駆者の集い」は北海道アイヌ協会の会員に配布されており、本調査対象者の自宅にも配られ

ている。後に述べるように、アイヌ関連の情報をこの機関紙から得ているという人は47人中８人

（17.0％）であった。政策の説明など堅い内容のものが多く、やや取っつきにくいようにも思われ
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るが、そうしたことも影響してか読まれている比率はあまり高くはないようである。

第２節　メディアへの接触状況とメディアに対する評価

　第１項　メディアへの接触状況

　以上、「アイヌタイムス」「FMピパウシ」「アイヌ語講座」「先駆者の集い」という４つのメディアに

ついて、アイヌの人たちの認知度と利用状況について見てきた。その結果、そのどれもが必ずしも

アイヌ関係の情報源として大きな役割を果たしているといいがたい状況にあることが明らかになっ

た。

　そこで、「あなたがアイヌ関係の情報を も多く得ているメディア」は何かについて尋ねてみた。

表５－５は、その結果を示したものである。アイヌ関係の情報を得ているものが「特にない」とい

う者が11人(23.4％）と４分の１近くを占めている一方で、「テレビ」24人（51.1％）、「新聞」13人

（27.7％）と既存のマスメディアから情報を得ている人が多くなっている。アイヌ自身のメディア

のなかでは、北海道アイヌ協会の機関紙「先駆者の集い」をあげる人が８人と も多いが、それで

も17.0％を占めるにすぎない。その他としては、「本部や生活館の人」「父親」といった人をあげる

表５－４　2012年度発行の「先駆者の集い」の主な記事内容

第124号（2012年1月23日号）

○年頭にあたって　理事長と北海道知事のあいさつ

○政策推進作業部会審議概要

○平成23年度（第15回）　アイヌ文化賞・アイヌ文化奨励賞

○平成23年度旭川市文化功労賞を受賞

○第24回アイヌ民族文化祭

○札幌医科大学におけるイチャルバ

○訃報

○東日本大震災被災者への義援金についての追加報告

第125号（2012年3月30日号）

○政策推進作業部会概要及び関係省庁による会議等について

○第45回北海道アイヌ伝統工芸展

○平成23年度青年女性の集い　関係各種相談員研修会を開催

第126号（2012年11月30日号）

○アイヌ政策推進会議及び関係部会等の実施状況について

○要望行動等について

○平成24年度定期総会・代議員会

○平成24年度総会表彰者

○新役員体制について

○新公益法人制度移行について

○アイヌ民俗文化保持・伝承活動事業について

○アイヌ中小企業経営相談について

○事務局だより

資料：「先駆者の集い」より作成

表５－５　アイヌ関係の情報を得るメディア　（MA）

メディア 実数（人） 比率（％）

テレビ 24 51.1 

新聞 13 27.7 

ラジオ 2 4.3 

先駆者の集い 8 17.0 

アイヌタイムス 0 0.0 

ピパウシ 0 0.0 

その他 7 14.9 

特にない 11 23.4 

回答者数 47

資料：インタビュー調査より作成
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者が５人と多い。やはりマスメディアが主な情報源という人が多くなっている。

　第２項　マスメディアに対する評価

　それでは、マスメディアによるアイヌ民族の取りあげ方に対して、どのように評価しているの

であろうか。常日頃感じていることについて尋ねてみた。回答がなかった２人を除き45人中27人

（60.0％）は「特にない」と答えている。「同じ日本人であるから特別視して報道する必要がない」

という人が５人いる。マスコミの報道姿勢を批判する意見はそれほど多くはなく、４人が、「放送

内容が正確でない」（２人）、「テレビはちょっと時間が短い」（１人）、｢伝え方があまりいい感じがし

ない」（１人）という点をあげている。また、マスメディアに対する要望として、「お祭り以外にも

報道してほしい」「もっと取り上げた方がいい」「若い人向けに取り上げた方がいい」「絶やさないよう

にしてほしい」という指摘がある。

　新ひだか調査では、「特にない」という人が３分の１にとどまり、マスコミの情報に関する「痛み」

や「批判」の声が聞かれたが、それに比べるとそうした声は少なく、あっても比較的穏やかな意見

が多いという印象を受けた。

　第３項　アイヌ民族自身による情報発信の必要性

　ついでアイヌ民族自身による情報発信の必要性について聞いている。「必要ない」と回答する者

が19人、「あった方がいい」が24人という結果となった。「あった方がいい」という回答が約半数を

占めている。ただし、「あった方がいい」といった場合、その程度に強弱があり、どちらかというと、「ま

あ、あった方がいいんじゃないの」「必要かな」という程度のものが多くなっている。具体的にその

必要性を述べた意見としては、「権利回復のためには情報発信は必要だろうね」、「どんどん自分自

身をアピールしなきゃだめ。今の時代は、爪を隠したって誰もわからない。世界中に発信してみん

なに分かってもらえばいいな」、「アイヌ文化は真似のできない素晴らしい部分がある。アイヌ民族

は器用さもあるし、もっと積極的に情報を発信したほうがいいと思う。そういうことを知っている

人が伝えたらいい」というものである。

　この「情報発信の必要性」という点に関しても新ひだか調査とは異なる傾向が見られた。新ひだ

か調査では、マスメディアに対する鋭い批判をしている人も含めて、情報発信に関して積極的な意

見を述べる人は皆無であった。それに比べると、伊達調査では、「情報発信が必要」と思う程度に

違いがあるとしても、半数の人が「必要である」と答えているのである。明らかにメディアに対す

る考え方に地域差が見て取れる。

おわりに

　以上、伊達市在住のアイヌの人たちが置かれているメディア環境について見てきた。アイヌ関連

メディアの認知度と利用状況に関しては、新ひだか調査と比べて、とりわけ「FMピパウシ」の認

知度が低いという特徴が見られた。新ひだか調査では認知度42.2％であるのに対し、伊達調査では

10.6％で、明らかに地域差が存在している。「FMピパウシ」が同じ管内にある新ひだか町の場合は、

「FMピパウシ」についての情報にふれる機会があるため認知はされているのである。ただし、「ア

イヌタイムス」同様に「FMピパウシ」も実際には利用されていないという点は、新ひだか調査の



－ 77 －

結果と共通していた。もちろん、こうした先住民族メディアが、少数のアイヌや和人のたゆまぬ努

力によって長期間維持されてきていることは十分に評価すべきであるが、先住民族メディアに期待

されている「民族内部で民族としてのアイデンティティを確立し、民族としての誇りと自覚を芽生

えさせ、民族としての共同行動を促すような力」とはなり得ていないのが現状である。

　伊達調査では、STVで行われている「アイヌ語講座」の認知度や北海道アイヌ協会の機関紙「先

駆者の集い」が読まれているかどうかについても尋ねている。先の２つのメディアに比べると認知

度は高いが、やはりこれらもアイヌ関係の情報源として大きな役割を果たしているとはいいがたい

状況にあった。

　彼ら／彼女たちがどのようにアイヌに関する情報を得ているのかといえば、その約４分の１はア

イヌ関係の情報をとくに得てはおらず、得ている場合はその多くがテレビや新聞など主流メディア

からであった。また、こうした主流メディアの情報発信の仕方に対する批判の声も大きくはない。

問題点を指摘する人が４人、要望を出す人が４人という結果であった。その一方で、「情報発信の

必要性」を感じている人は５割を超えて存在している。こうした意見分布は、新ひだか調査とはまっ

たく反対の結果となった。新ひだか調査では、主流メディアへの批判の声は多く聞かれたが、アイ

ヌ民族自身による情報発信の必要性を主張する人は皆無であった。

　この違いをどう考えたらいいのであろうか。いまのところその要因としては次の２つが考えられ

る。１つは、地域によるアイヌ文化の根づき方の違いである。「もともと伊達はアイヌの同化が早

い地域で、日高と違ってアイヌの儀式なんてしたことがなかった。アイヌ語を喋る人もいなかった。

儀式も、（1993（平成５）年の国際先住民年以降）先住民のことが言われるようになってから、ほ

かの地域の人に教えてもらいながら復活してきた」（60歳代、女性）という状況がある２）　。つまりア

イヌ文化についてあまり詳しく知らないゆえに、主流メディアの情報をすんなり受け入れられるの

かもしれない。２つ目は、たった１年の違いではあるが、この間のアイヌ民族をめぐる状況の変化

の影響も考えられる。たとえば、2013年８月には北海道をあげて「イランカラプテキャンペーン」

がスタートしており、文化庁からは「“民族共生の象徴となる空間”における博物館の基本構想」

が提出されるなど、このところアイヌ民族を取り囲む空気が急激に変化してきている。主流メディ

アから発信されるそうした情報にふれることで、アイヌ民族自身による情報発信の必要性について

肯定的に考える人が増えているのではないだろうか。これらの点に関しては、今回の調査では結論

が得られなかった。今後の調査研究の課題としたい。

補論　３つの機関紙と新聞「アヌタリアイヌ」について

　ここでは補論として、北海道アイヌ協会（北海道ウタリ協会）がこれまで発行した３つの機関紙

と伊達地域に関連が深い新聞「アヌタリアイヌ」を取り上げ、その展開過程を考察する。いずれも

先住民族自身が持つメディアとして、当時の時代状況を反映した情報発信が行われている。

　第１項　北海道アイヌ協会と３つの機関紙

　北海道アイヌ協会関連の機関紙としてこれまでに発行されたものに「蝦夷の光」「北の光」「先駆者

の集い」の３つがある。北海道ウタリ協会編（1994）の第１部には、「蝦夷の光」「北の光」「先駆者

の集い」（創刊号～第61号）が収録され、それぞれ解題が付けられている。
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　 初の機関紙の「蝦夷の光」は、1930（昭和５）年に北海道アイヌ協会が設立され、同年11月５

日にその機関紙として創刊号が発行されているが、資金不足のため第４号で廃刊になっている。創

刊号は38頁、1931（昭和６）年３月発行の第２号が50頁、1931年８月発行の第３号が45頁であるが、

1933（昭和８）年１月発行の第４号は７頁で、内容も代表人物の紹介のみにとどまり、喜多章明著『蝦

夷地民話　えかしは語る』の附録として刊行されている。したがって、実質的には第３号までの発

行といえる３）　。

　この機関紙は、「アイヌ族相互の修養の為」（第１号、23頁）、「同族の自営に依る教化機関」（第２号、

49頁）、「修養機関雑誌」（第４号、２頁）とあるように、アイヌの人たちの啓蒙教化を目的として発

刊されたものである。とくに第１号、第２号には、北海道庁社会課長が、それぞれ「独立自主の社

会人たれ」「先づ住宅の改善を図れ」という一文を寄せているほか、第２号には道庁社会課職員の喜

多章明が、「教化資料」として「 近に於ける全道土人の概況　青年よ！！先づ自己の脚下を知れ」

という長文を執筆している。また、こうした和人の役人だけでなく、アイヌの人たちの文章のなか

にも、「政府がアイヌ人の生活を高めるために特に保護法を設けて、私共を心から保護して下さっ

て居りますけれ共
ママ

、私共の自覚が足りない為に何時も社会の一番低い、即ち下級の生活を営んで居

る事は、誠に残念だと心得て居ります」（第１号、16頁）、「吾々は何時迄も生ける屍であってはならぬ。

幸ひにして段々家風に通暁して来たのであるから、今後一層此家風、即ち教育を進め、独立自主の

社会人として、奮然社会の水平に浮かび上るの覚悟を持つべきである」（第２号、25頁）というよう

な、今日の「自己責任論」にも通じる主張が目につく。そうした状況から脱する為に、勤勉、禁酒、

住宅改善、教育の必要性などが繰り返し述べられている。

　とくに、創刊号でこうした傾向が強く見られるが、第２号、第３号と進むに従い、次第に薄れて

いくように読み取れる。第２号の貝澤正「土人保護施設改善に就いて」では「吾々の向上を阻害し、

経済生活の進歩を阻害するもの」として現行保護法の撤廃を求め、小信小太郎「いつ迄も学者の研

究材料たる勿れ」では、研究材料や標本として扱われることに対する憤りが述べられている。また、

第３号には和人の役人の文書は掲載されておらず、とくに、北海道アイヌ協会主幹吉田菊太郎の「社

会事業の対象としての蝦夷民族　何が故に特殊保護民となりし？ 夫れ保護法は単に過渡期の施設

のみ」という長文の記事は、アイヌ民族の地位の変遷を歴史的に記しており、単なる啓蒙教化の内

容を超えたものとなっている。このように創刊から短期間のうちに性格を変えていく萌芽も見られ

たが、残念ながら２年あまりで廃刊になってしまった４）　。

　２つ目の機関紙は、戦後直後の「北の光」である。1946年２月24日に社団法人北海道アイヌ協会

が創設され、それから２年以上たった1948（昭和23）年12月に創刊されている。機関紙の発行は、「多

年本会の懸案とされて来た」（巻頭言）ものであり、52頁に及ぶ本格的な冊子であったが、残念なが

ら創刊号以後は発行されていない。

　創刊号によれば、社団法人北海道アイヌ協会は、政治団体ではなく、社会事業団体、慈善事業団

体であるとされる。アイヌ協会の使命は、「アイヌ民族の教養を高めると共に福利厚生を図って物

心両面に亘り同族の向上発展を期するにある」。具体的には、教育の高度化、農業漁業等職業の確立、

住宅の改善、療養施設の確保などの事業があげられている。機関紙は、各市町村の支部を通じて指

導連絡を徹底するという役割を担っていた。

　この時期は、農地改革法の適用によって「アイヌ給与地」が不当に取り上げられるということが
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起きていたため、それに対する憤りや批判の文章もいくつか見られるが、「和人に同化し、理想と

希望をもって進むという事は民族の進歩を示すものである事を忘れる訳にはいかぬであろう」（25

頁）という一文が示すように、基本的には同化政策を肯定したうえで、アイヌの生活を改善し地位

向上を図ることを目指していた。その点では「蝦夷の光」の路線を踏襲している。また、アイヌは

団結の力が足りないとし、団結や協調の必要性が説かれている点は、当時のアイヌ協会の事情を反

映しているものと思われる。

　３番目の機関紙が「先駆者の集い」である。北海道アイヌ協会が1961年に北海道ウタリ協会に改

称しているが、その機関紙として1963年３月に創刊されている。ただし第２号の発行は1971年10月

で、頁数も４頁と少なかった。その後、北海道ウタリ協会は、2009（平成21）年４月１日に再度、

北海道アイヌ協会に改称しており、「先駆者の集い」は現在も同協会の機関紙として発行されている。

第２号以降の特徴についてはすでに本論でふれているので、ここでは創刊号について見てみる。

　創刊号を見ると、それ以前の２つの機関紙とは趣を異にしていることに気づく。 初の北海道ウ

タリ協会理事長の「発刊のことば」を除くと、27頁までは道庁関係者の記事と写真で埋められている。

町村金五北海道知事の挨拶に始まり、北海道民生部長の挨拶、民生部社会課職員２人の記事が続く。

うち１人は「北海道不良環境地区改善対策について」を書いており、事業の概要説明に続いて住宅

改善の成果を示す写真が５頁にわたって掲載されている。アイヌ自身の記事は７頁だけで、後半は

北海道ウタリ協会の定款や会計規定、役員名簿、収支決算などの掲載で終わっている。それ以前の

２つの機関紙にも、行政関係者の投稿は見られたが全体から見ればごく一部であり、これほどの比

重は占めていなかった。啓蒙教化が中心であったとしても自主独立の気概を感じる部分もあったが、

「先駆者の集い」の創刊号にはそうした点はあまり感じられない。北海道ウタリ協会へ改称し、再

出発を果たす過程は、それまで以上に道庁との密接な協力関係のもとで進められたことがうかがわ

れる。新年度の 初の号に北海道知事の年頭の挨拶を掲載することは今日まで続いている。

　ともあれ、先の２つの機関紙が創刊後間もなく廃刊になってしまったことを考えると、第２号を

復刊して以降、現在まで毎年必ず発行されてきた「先駆者の集い」が、先住民族自身が持つメディ

アとして重要な役割を担ってきたことは間違いない。

　第２項　新聞「アヌタリアイヌ」

　もう１つ調査対象地である伊達地域に深くかかわる新聞として「アヌタリアイヌ」が存在してい

た。1973（昭和48）年１月に札幌で開催された「全国アイヌ語る会」をきっかけに、アイヌの若者

自身によって発行されるようになった新聞である。「アヌタリアイヌ」には「われら人間」という

意味が込められている。創刊号の「編集後記」には、「人々がわたしたちを“アイヌ”と呼ぶ、そ

の“アイヌ”という意味が、わたしたちの生き方を拘束しているものとなっている状況」「この状況

としての“アイヌ”こそわたしたちの問題である」という基本的な立場が表明されている。

　1973年６月１日に創刊され、1976年３月31日発行の第19・20合併号まで約３年間に18回（２回の

合併号を含む）発行されている。第５号までは、平村芳美刊行会代表、佐々木昌雄編集責任という

体制をとっていたが、体調不良という理由で理論的支柱であった佐々木氏が退いて以降、女性中心

で発行されている。とくに、第10号以降は女性３、４人で編集されておりその点も興味深い。専従

スタッフはおらず、ほかに仕事をしながらの作業であり、なかには勤労学生という人もいたことが
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記事からうかがい知ることができる。発行所は札幌市に置かれていた。

　この新聞は、伊達火力発電所建設に反対する運動について継続して取り上げている点で、伊達地

域との関係が深い。そもそも創刊号の１面と２面は「有珠の海を汚すな！　伊達火力発電所建設に

反対するアイヌの漁民たち」という座談会の記事で始まっており、この運動の盛り上がりが新聞の

発行になんらかの影響を及ぼした面があったと思われる。この運動は、1970（昭和45）年４月に北

海道電力が伊達に火力発電所を建設すると発表したことに始まる反公害運動である。それ以来、有

珠の漁民を中心に反対運動が展開され、アイヌの漁民の多くもこれに参加している。1973年６月13

日には反対する漁民らを力づくで排除して工事は強行着工されるが、その後も反対運動は20年余り

も続いていく５）　。「アヌタリアイヌ」には、第14号で再び１面に「伊達火発　有珠漁民が海上阻止」

という記事が掲載されているほか、ほぼ毎号でその経過を知らせる記事が取り上げられている。「運

動体の機関紙」としての性格を持っている。

　また、第３号（1973年９月１日発行）の記事によれば、北海道ウタリ協会の総会で、伊達支部か

ら「北電火力発電所強行着工に対して、協会として統一見解を出し、強力に反対運動を盛り上げて

ほしい」という動議が提出されたが、「ウタリ協会は福祉団体だから、政治的発言はすべきでない」

という理由で黙殺されたという。そこから同号には、編集部による「北海道ウタリ協会の体質を改

めよ」という記事が掲載され、自らを福祉団体と性格づけるウタリ協会に対する批判を展開してい

る６）　。「アヌタリアイヌ」がウタリ協会とは一線を画する編集方針をとっていることがわかる。た

だし全面対決・全面否定という訳ではなく、ウタリ協会の総会の様子や予算の記事のほか、 終号

では、「ウタリ対策を総括する」というタイトルでウタリ協会理事の小川隆吉氏のインタビュー記

事を掲載しており、内部からの改革を試みようとしていたと思われる。

　「アヌタリアイヌ」は、当初月刊で８頁の新聞を目指したが、実際は約３年間に18回発行され４

頁の場合が多い。しかし、北電火力発電所関連の記事のほかにも、特集記事や「“エカシ・フチ”

を訪ねて」「チャランケ」といった連載コラムなど読み応えのある記事が紙面を埋めている。また、

毎回の「編集後記」からは財政的、精神的、肉体的に新聞を発行し続けることが容易でないことが

ひしひしと伝わってくる。編集の自由を守るために特定のスポンサーをもたず、購読料と寄付と身

銭を切っての発行は赤字を膨らませていったようである。また、誹謗中傷や脅しも絶えず、時に警

察の訪問も受けていたようで、精神的なストレスも相当なものであったことがうかがわれる。もち

ろん他に仕事をもっての活動が、肉体的にも大きな負担となっていたことは容易に想像できる。

　このように、機関紙や新聞の発行は短命に終わることが多い。短命に終わる原因の１つは財政問

題であることは間違いない。ただそれだけではなく激しい差別に晒され、内部も決して一枚岩では

ない先住民族の人たちが、新聞や機関紙を発行し続けることには、別の難しさが伴っていることが

わかる。北欧では、新聞や雑誌が先住民族メディアとして大きな力を持っていることが明らかになっ

てきている。「継続して発行するために必要な条件とは何か」という点については、今後の研究を

通して明らかにしていきたい。

      注

１)平成18年北海道生活実態調査によれば北海道のアイヌの世帯数は8,274である。2013年４月１日

現在の北海道ウタリ協会の支部会員数は2,678となっている（北海道ウタリ協会のホームページ
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より）。したがって、組織率はほぼ30％程度と推測される。なお、北海道アイヌ協会（北海道ウ

タリ協会）がこれまでに発行した機関紙は３種類存在している。これら３つの機関紙については、

本章の補論を参照のこと。

２)伊達地域のアイヌ社会の特徴については、大黒（1998a）が参考になる。大黒によれば、伊達地

域の歴史には、アイヌ民族と和人との激しい衝突や抗争が見られないという。仙台藩亘理伊達家

の入植指導者伊達邦成が、アイヌの人々の生活を乱さないよう布告を出したこと、および善光寺

の仏教教化やジョン・バチェラーによるキリスト教の伝道により旧来のカムイ信仰から離れる傾

向が見られたことなどが影響していたと考えられる。その結果同化が進み、1995（平成７）年２

月の調査時点で、すでにアイヌ語を話せる人はほとんどおらず、アイヌ民族の伝統文化を伝承す

る保存会もなかったという。そのことから大黒は、仙台藩亘理伊達家の対策や仏教やキリスト教

の布教などの行為は、アイヌ民族の文化的記憶を薄れさせる方向に作用したとし、それをアイヌ

民族の記憶に対する一種の「逆機能」と性格づけている。

３)以下、実際には旧漢字が用いられている文章に関しても、新漢字を用いて表現している。

４)なお、第３号の「編集後記」の中に、次のようなエピソードが紹介されている。「アイヌ族界の

歌人バチラー八重子女史、過日札幌の某女流アイヌ学者が放送したるラジオを聞いて、悲嘆懊悩

涕泣する事三日に及び、遂に世を呪ひ、世を厭ひて石狩川の河畔を徘徊せりと宣ふ。アイヌ民族

の風俗を殊更らに扮
ママ

飾してラジオファンを随喜せしめんとするはシャモの常套手段なり、是れア

イヌを誤り、アイヌを社会より隔絶せしむる所以として吾人遺憾を表する（以下省略）」（「蝦夷の

光」第３号、43-4頁）。主流メディアが流す誤った情報にふれたバチェラー八重子の怒りがいか

に大きなものであったかがうかがい知れる。

５)この反対運動に関して詳しくは、斎藤（1983）を参照のこと。

６)ウタリ協会のこうした福祉団体としての性格は、1990年代に変化してくる。1990（平成２）年

の先住民作業部会（国連の補助機関の１つ）に対する声明のなかで、ウタリ協会の求めるものは「福

祉対策ではなく民族対策である」という主張がなされた。北海道ウタリ協会・北海道アイヌ協会

の運動の推移については、大黒（1998b）を参照のこと。
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第　２　部

地域住民とアイヌの人々との関わり



－ 85 －

はじめに

　本章では伊達市在住の住民（和人）を対象にして、アイヌの人々との交流関係を以下の３点に整

理して考察する。１点目は生活史における交流経験、２点目は日常生活における交流状況、３点目

は社会関係のひとつとしての婚姻である。使用するデータは、2013年に伊達市において実施された

『地域住民の日常的な交流の実態とアイヌ文化・アイヌ政策に関する意識調査』と『生活の歩みと

アイヌの人々との関わりについてのインタビュー調査』の回答結果である。前者の調査からは、ア

イヌの人々との交流関係の全体像を、後者のインタビューからは、交流の具体的な形とそれらの経

験を経て形成された考え方や思いを捉えていく。交流のありようは年代によって異なると考えられ

るため、本稿では、３世代、すなわち青年層（20 ～ 30歳代）、壮年層（40 ～ 50歳代）、老年層（60

歳代～）に分けて考察する。インタビュー内容をまとめた表については、紙幅の関係上、典型的な

回答、特徴的な回答に限定して掲げる。

第１節　属性

　対象とする地域住民は587人、世代別内訳は、青年層86人（14.7％）、壮年層203人（34.6％）、老

年層298人（50.8％）である。老年層が半数を占め、若い世代になるにしたがって少数となる構成

比である。男女の比率は男性45.8％、女性54.2％、世代ごとの性別比率は表６－１のとおりであ

る。現在の居住地は市街地区34.5％、それ以外の８地区居住者の合計が65.5％である（表６－２）。

世代別に見ると、若いほど市街地区居住者の比率が高い（青年層48.2％、壮年層35.5％、老年層

29.9％）。アイヌの人々が集住する有珠地区について見ると、青年層3.5％、壮年層3.6％、老年層6.8％

が当該地区在住であり、青年層と壮年層がほぼ同率、老年層は両世代の約２倍となっている。

　ここで、世代ごとに、出生地(表６－３)、本人の来住時期（表６－４）、家の来住世代（表６－５）、

世帯状況（表６－６）、教育歴（表６－７）、就労状況（表６－８）、職業（表６－９）、世帯収入（表

６－10）を見ていこう。まず、青年層は、地元（現住所あるいは伊達市）生まれが45.3％、地元育

ちが37.6％、親の代までに地元に根づいている者が60.0％（「わからない」と回答した者を除いて算

出。以下同じ）であり、46.5％が「夫婦と未婚の子」という世帯構成である。高等教育機関への進

学者は62.8％、そのうち大学・大学院という学歴をもつ者は36.0％であり、この数字は壮年層の２

倍、老年層の３倍にあたる。就労状況をみると、常雇の一般従業者が半数を超え（54.1％）、職業は、

「専門・技術的職業」33.8％、「事務的職業」19.1％、「サービス業」16.2％が主なところである。世

帯収入400万円以上に64.3％が含まれる。

　同様に壮年層について見ていくと、地元生まれが38.5％、地元育ちが33.5％、親の代までに地元

に根づいている者が56.9％で、「夫婦と未婚の子」という世帯構成が42.7％で最多である。高等教育
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機関への進学者は43.3％であり、青年層より20ポイントほど低い。就労状況に関しては、常雇の一

般従業者の比率が約半数（53.8％）で、「専門・技術的職業」23.7％、「事務的職業」18.4％、「サー

ビス業」15.1％が上位３つを占める点は青年層と変わらない。世帯収入では400万円以上が68.6％、

そのうち800万円以上が29.7％で、収入の水準は青年層より高い。

　最後に老年層を見ると、地元生まれが29.3％、地元育ちが21.2％、親の代までに地元に根づいて

いる者は50.3％である。青年層、壮年層と比較すると、「地元生まれ地元育ち」が相対的に少ない。

子どもが独立し終わる年代であることを反映して「夫婦のみ」の世帯が半数を超える（52.2％）。「一

人暮らし」の数値は３世代中壮年層が最も低率で、青年層と老年層においてはより高めであるが、

老年層の一人暮らしは配偶者との死別によるものが多いと推察される。教育歴においては、「高校」

卒者が最多で半数を占め、義務教育段階までの者23.4％を加えると、高等教育を受けていない者

が73.4％ということになる。退職を迎える年代であるため、現在は「無職」である者が61.5％を占

め、常雇での就労者は１割に満たない。働く場合は、専門職として（「専門・技術的職業」20.6％）

あるいは定年のない家業として（「農林水産的職業」15.7％）の働き方が中心である。世帯収入は、

青年層、壮年層に比較すると低く、400万円以上は29.1％、200 ～ 400万円未満に約6割が含まれる。

　伊達住民のこれら基本的な数字を新ひだか（小野寺 2013）１）　と比べると、まず、地元生まれ・地

元育ちの比率がより低く、つまり自分の代で来住した比率がより高いことがあげられる。各世代の

世帯状況は新ひだかとそれほど変わらない。ただし、人々の社会的・経済的条件にはいくつか違い

が認められる。伊達においては、各世代とも教育水準がより高く、とくに青年層における「大学・

大学院」卒者の比率において新ひだかを大きく引き離している点が注目される。職業においては、

「農林水産的職業」従事者の比率がより低く、「専門・技術的職業」従事者の比率がより高い。世帯

収入は伊達の方が全体としてより高い水準にある。つまり、伊達の住民に関しては、教育歴の相対

的な高さが、より専門的な職業に就くことを可能にし、その結果としてより高い水準の収入を得る

ことを可能にしていると見ることができる。

　では、こうした条件を持つ伊達市の住民はアイヌの人々とどのような交流経験を持ち、どのよう

な交流をおこなってきたのだろうか。

表６－１　世代と性別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

男性 女性

青年　（20 ～ 30 歳代） 43(50.0) 43(50.0) 86(100.0)

壮年　（40 ～ 50 歳代） 88(43.3) 115(56.7) 203(100.0)

老年　（60 歳代～） 138(46.3) 160(53.7) 298(100.0)

合計 269(45.8) 317(54.2) 587(100.0)

＊不明・無回答を除く。以下、全表において同じ。
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表６－２　居住地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）

合計
黄金 稀府 東 中央 関内 長和 有珠 市街 大滝

青年 3(3.5) 5(5.9) 13(15.3) 14(16.5) 1(1.2) 5(5.9) 3(3.5) 41(48.2) 0(0.0) 85(100.0)

壮年 7(3.6) 9(4.6) 39(19.8) 37(18.8) 7(3.6) 11(5.6) 7(3.6) 70(35.5) 10(5.1) 197(100.0)

老年 14(4.8) 19(6.5) 65(22.1) 59(20.1) 7(2.4) 15(5.1) 20(6.8) 88(29.9) 7(2.4) 294(100.0)

合計 24(4.2) 33(5.7) 117(20.3) 110(19.1) 15(2.6) 31(5.4) 30(5.2) 199(34.5) 17(3.0) 576(100.0)

n.s.

表６－３　出生地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）

合計
現住所

現住所

以外の

伊達市内

道内 東北 関東 中部 近畿
中国・

四国

九州・

沖縄
外国

青年 13(15.1) 26(30.2) 38(44.2) 2(2.3) 3(3.5) 1(1.2) 2(2.3) 0(0.0) 1(1.2) 0(0.0) 86(100.0)

壮年 19(9.4) 59(29.1) 104(51.2) 7(3.4) 7(3.4) 0(0.0) 1(0.5) 1(0.5) 4(2.0) 1(0.5) 203(100.0)

老年 33(11.1) 54(18.2) 181(60.9) 7(2.4) 7(2.4) 2(0.7) 1(0.3) 0(0.0) 0(0.0) 12(4.0) 297(100.0)

合計 65(11.1) 139(23.7) 323(55.1) 16(2.7) 17(2.9) 3(0.5) 4(0.7) 1(0.2) 5(0.9) 13(2.2) 586(100.0)

p ＜ .01

表６－４　本人の来住時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

生まれてからずっと 明治・大正・昭和・平成

青年 32(37.6) 53(62.4) 85(100.0)

壮年 68(33.5) 135(66.5) 203(100.0)

老年 63(21.2) 232(78.8) 297(100.0)

合計 162(27.9) 422(72.1) 585(100.0)

p ＜ .01

表６－５　家の来住世代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

自分の代 親の代 祖父母 祖父母より前 わからない

青年 32(37.2) 17(19.8) 16(18.6) 15(17.4) 6(7.0) 86(100.0)

壮年 85(42.7) 36(18.1) 38(19.1) 38(19.1) 2(1.0) 199(100.0)

老年 142(49.3) 69(24.0) 42(14.6) 33(11.5) 2(0.7) 288(100.0)

合計 259(45.2) 122(21.3) 96(16.8) 86(15.0) 10(1.7) 573(100.0)

p ＜ .01

表６－６　世帯状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

一人暮らし 夫婦のみ 夫婦と未婚の子 夫婦と既婚の子ども 三世代同居 その他

青年 14(16.3) 12(14.0) 40(46.5) 3(3.5) 8(9.3) 9(10.5) 86(100.0)

壮年 22(11.1) 42(21.2) 85(42.7) 7(3.5) 24(12.1) 19(9.5) 199(100.0)

老年 50(17.3) 151(52.2) 42(14.5) 13(4.5) 14(4.8) 19(6.6) 289(100.0)

合計 86(15.0) 205(35.7) 167(29.1) 23(4.0) 46(8.0) 47(8.2) 574(100.0)

p ＜ .001
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表６－７　教育歴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

義務教育 高校 専修学校 短大・高専 大学・大学院 その他

青年 2(2.3) 29(33.7) 20(23.3) 3(3.5) 31(36.0) 1(1.2) 86(100.0)

壮年 11(5.5) 100(49.8) 31(15.4) 20(10.0) 36(17.9) 3(1.5) 201(1000.0)

老年 68(23.4) 145(50.0) 27(9.3) 13(4.5) 33(11.4) 4(1.4) 290(100.0)

合計 81(14.0) 274(47.5) 78(13.5) 36(6.2) 100(17.3) 8(1.4) 577(100.0)

p ＜ .001

表６－８　就労状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）

合計
経営者・役員

常雇の

一般従業者
パート等 自営業主 家族従事者 その他 無職 学生

青年 0(0.0) 46(54.1) 18(21.2) 1(1.2) 2(2.4) 7(8.2) 7(8.2) 4(4.7) 85(100.0)

壮年 6(3.0) 107(53.8) 37(18.6) 11(5.5) 4(2.0) 16(8.0) 18(9.0) 0(0.0) 199(100.0)

老年 11(3.9) 23(8.1) 28(9.9) 13(4.6) 12(4.2) 22(7.8) 174(61.5) 0(0.0) 283(100.0)

合計 17(3.0) 176(31.0) 83(14.6) 25(4.4) 18(3.2) 45(7.9) 199(35.1) 4(0.7) 567(100.0)

p ＜ .001

表６－９　職業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

青年 壮年 老年

事務的職業 13(19.1) 28(18.4) 4(3.9) 45(14.0)

保安的職業 6(8.8) 2(1.3) 1(1.0) 9(2.8)

販売的職業 5(7.4) 10(6.6) 8(7.8) 23(7.1)

技能工・生産工程 4(5.9) 21(13.8) 8(7.8) 33(10.2)

運輸・通信的職業 0(0.0) 5(3.3) 4(3.9) 9(2.8)

専門・技術的職業 23(33.8) 36(23.7) 21(20.6) 80(24.8)

管理的職業 0(0.0) 6(3.9) 3(2.9) 9(2.8)

農林水産的職業 3(4.4) 7(4.6) 16(15.7) 26(8.1)

サービス的職業 11(16.2) 23(15.1) 12(11.8) 46(14.3)

その他 3(4.4) 14(9.2) 25(24.5) 42(13.0)

合計 68(100.0) 152(100.0) 102(100.0) 322(100.0)

p ＜ .001

表６－ 10　世帯収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

青年 壮年 老年

なし 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

100 万円未満 1(2.4) 2(1.7) 1(0.8) 4(1.4)

100 ～ 200 2(4.8) 8(6.6) 11(8.4) 21(7.1)

200 ～ 300 7(16.7) 15(12.4) 37(28.2) 59(20.1)

300 ～ 400 5(11.9) 13(10.7) 44(33.6) 62(21.1)

400 ～ 500 8(19.0) 10(8.3) 15(11.5) 33(11.2)

500 ～ 600 2(4.8) 11(9.1) 4(3.1) 17(5.8)

600 ～ 700 7(16.7) 12(9.9) 7(5.3) 26(8.8)

700 ～ 800 3(7.1) 14(11.6) 3(2.3) 20(6.8)

800 ～ 900 2(4.8) 15(12.4) 1(0.8) 18(6.1)

900 ～ 1000 0(0.0) 9(7.4) 2(1.5) 11(3.7)

1000 ～ 1500 3(7.1) 11(9.1) 3(2.3) 17(5.8)

1500 ～ 2(4.8) 1(0.8) 3(2.3) 6(2.0)

合計 42(100.0) 121(100.0) 131(100.0) 294(100.0)

p ＜ .001
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第２節　アイヌとの出会いから交流へ

　はじめに、交流のきっかけとしてのアイヌ文化との接触経験を取り上げる。そのうえで、インタ

ビュー調査への回答から、アイヌ文化との出会いや接触の個人的な経験を見ていく。

　第１項　アイヌ文化との接触経験

　アイヌ文化との接触経験には、「現場での体験・参加」と「知識として学ぶ」の２つがある。ア

イヌの人々との地理的な近さがより多くの接触経験をもたらしうると考えられるため、「本人の来

住時期」(前掲表６－４)、つまり居住歴としての地元（伊達）生まれ・育ちかどうか、現在の「居

住地区」（前掲表６－２）、つまり、アイヌの人々が集住する有珠地区の居住かどうか、という２つ

の点から接触経験の有無を確認し、続いて、地理的条件だけで説明できない部分についてさらなる

検討を行うこととする。

　まず、アイヌ文化を現場で体験あるいは参加した経験について考察する。前者は、アイヌの人 （々あ

るいはアイヌ文化の実践者）と同じ場所、同じ時間を共有することである。見学や鑑賞だけではなく、

場合によっては、言葉を交わしたり、共に何かを作ったりすることも含まれる。したがって、アイ

ヌの人々とのその後の継続的な交流のきっかけとなりやすい類のものといえる。そこで、アイヌ文

化の体験・参加の有無を問うと、「体験・参加したことがある」は15.7％である（表６－11）。この

数値は青年層において最も高く（25.6％）、次いで老年層（15.8％）、３番目が壮年層（11.1％）である。

新ひだかでは老年層（24.7％）の体験・参加率が青年層（6.1％）の４倍に達しているのに対して、

伊達では、逆に、青年層の体験・参加率の方が老年層よりも高くなっている。

　さて、この体験・参加率を地元生まれ・育ちの有無という点から確認すると、たしかに、地元に

生まれ育った者の体験・参加率に関しては青年層の数値が他２世代より高めではあるが（青年層

16.1％、壮年層4.8％、老年層8.3％）、そもそも、３世代とも、中途転入者の方が体験・参加率が高

く、地元生まれ・育ちであることが体験・参加率を上げるうえで決定的な影響力を持つわけではな

い（表６－12）。さらに、現在の居住地区、とくに有珠地区とそれ以外の地区の違いを見ると、老

年層においてのみ有珠地区居住者の体験・参加率が相対的に高いが（37.5％）、青年層や壮年層に

おいては有珠地区居住者の数値が高いわけではないという結果である（表６－13）。これらのこと

から、アイヌの人々が住む市町村に生まれ育つことや、アイヌの人々が集住する地区に居住するこ

とは、世代によってはアイヌ文化の体験・参加を促す場合もあるが、すべての世代についてそうで

あるとはいえないことは明らかである。それでは、このことをどのように説明できるだろうか。

　今度は、体験・参加した文化の内容を見てみよう。世代による違いは明らかである（表６－14）。

すなわち、青年層においては「歌と踊り」（66.7％）と「工芸」（23.8％）、つまりアートやエンタテイ

メントが多くを占め、宗教的・伝統的行事である「カムイノミ」の体験者はゼロであるのに対して、

老年層では「歌と踊り」（32.4％）、「工芸」（23.5％）をおさえて「カムイノミ」の体験・参加者が最

多（41.2％）を占めるのである。壮年層は「歌と踊り」（80.0％）と「工芸」（35.0％）の数値が老年

層より高いものの「カムイノミ」（25.0％）の体験・参加者もおり、青年層と老年層両方の特徴を併

せ持っている。

　そこで、内容に見られる世代的特徴に着目すると、青年層と老年層のアイヌ文化との出会い方の

違いが浮かび上がる。老年層の場合は、上記の通り、アイヌの宗教的儀式や伝統的行事にふれる（「カ



－ 90 －

ムイノミは…有珠の善光寺でやっているのを毎年見ている」（老年男性）、「アイヌの漁師の所に手伝

いに行った時に、ムックリをもらい、教えてもらって好きになった」（老年男性））という形での体験・

参加者が多い。ということは、そうした機会に恵まれることがなければ、体験・参加することは難

しいということである。したがって、表６－13にあるように、老年層に限っては、アイヌの人々の

近隣に居住することが、体験・参加の比率を上げる要件となりえる。

　これに対して、青年層の場合は、教育機関の校外学習の一環として「学ぶ機会を与えられる」と

いう形での体験・参加者であることが多い（「白老にはカムイコタンがあり、自分自身に経験はな

いが、授業でもカムイコタンに行っていたと思う。観光化されているし、学校レベルで取り組みが

あった」（青年女性）、「小学校の時に見学旅行で登別のクマ牧場や白老のカムイコタンへ行くので、

だいたいの人たちはアイヌ文化を見たことがあると思う」（青年男性））。したがって、居住条件にか

かわらず、すなわち、日常的にアイヌの文化に出会える環境がなくても、体験・参加者の比率は高

くなりえる。この場合、学校教育に組み込まれうる施設・展示や、有名な観光施設が身近にある環

境かどうかという点も大きく関わってくると考えられる。地元に生まれ育った青年層において、ア

イヌ文化を体験・参加したことがあると回答される比率が他２世代より高いことは、伊達が学習環

境の整った土地であることを示唆するのではなかろうか。青年層における中途転入者においてもア

イヌ文化の体験・参加経験者が相対的に多いことは、この土地での就学経験をもつ者が含まれるた

めと推測される。つまり、青年層については、こうした環境のなかで学んだり・楽しんだりする機

会に恵まれていることが体験・参加率を高める要件となり、結果として、アイヌ文化を体験・参加

したことがある者の比率が３世代中最も高い数値を示すことになったと考えることができる。

　次に、アイヌ文化との接触経験のもうひとつ、すなわち、アイヌ文化を知識として学んだ経験に

ついて見る。「現場での体験・参加」のひとつのチャンネルである学校教育や施設・展示は本来「知

識として学ぶ」ための場所である。改めてその点を確認していこう。まず、アイヌ文化の知識の有

無をみると、「有る」との回答は、青年層42.9％、壮年層45.9％、老年層45.1％であり、世代による

違いは大きいものではない（表６－15）。これを、地元生まれ・育ちの有無および現在の居住地区

に関わらせてみるとどうだろうか。表６－16にあるように、地元生まれ・育ちであるかどうかにか

かわらず、知識がある者は４～５割、知識がない者は５～６割である。世代による違いは認められ

ない。また、現在の居住地区が有珠地区である場合とそれ以外の地区である場合を比較すると、壮

年層においては有珠地区居住者にアイヌ文化の知識をもつ者がとくに高い割合（71.4％）で見られ

るものの、同じく高率を示す他地区（黄金）もある。一方、青年層と老年層では有珠地区について

突出した傾向は認められない（表６－17）。よって、アイヌの人々が住む市町村に生まれ育つことや、

アイヌの人々が集住する地区に暮らすことがアイヌ文化の知識を必ず豊かにすると断ずることは難

しい。

　そこで、上で試みたのと同じように、アイヌ文化を「どこで学んだか」「誰から学んだか」に注目

して検討しよう。一般的に考えるなら、人生経験を重ねることが知識を増やすことにつながる、い

いかえるなら、若い世代は年長世代に比べて知識をもたないと考えられるが、そのようになってい

ないのはなぜなのだろうか。その際、地理的に近いことは何の意味もないのだろうか。それについ

て確認するために、アイヌ文化についての知識が獲得された経緯を問うた結果（表６－18）を見よ

う。世代ごとに上位３つを列挙すると、青年層では「学校の授業や行事」51.4％、「施設や展示物」
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48.6％、「情報メディア」21.6％、壮年層では「施設や展示物」62.2％、「情報メディア」54.4％、「学

校の授業や行事」20.0％、老年層では「情報メディア」49.2％、「施設や展示物」44.3％、「アイヌ

文化の団体」21.3％となる。ここからわかるように、青年層は主に学校の授業を通してアイヌ文化

を学んでいる。「施設や展示物」に校外学習としての施設見学が含まれると考えるならば、アイヌ

文化を知るうえで学校教育は非常に有効といえる。壮年層も一部は学校でアイヌ文化を学ぶ経験を

しているが、老年層は子どものころにアイヌ文化を体系的に学ぶ機会を持たず、長じてから、メディ

ア、施設・展示物、アイヌ文化の団体を通して知ることになったと推察される。

　このように、アイヌ文化を知るチャンネルとしては、「家族や親戚」「近所の人」「友人」といった

私的な人間関係ではなく、「学校の授業や行事」「施設や展示物」「情報メディア」の比重が圧倒的に

高い。老年層においては、「近所の人」や「友人」といった身近な人々を通してアイヌ文化にふれ

たとの回答が青年層に比較すれば多いが、それでも15.6％であり、新ひだかの41.2％よりははるか

に低率である。「アイヌ文化の団体」の数値も３世代すべてにおいて新ひだかより低いという結果

である。すなわち、伊達市住民においては、知識や情報を公平な立場で客観的に伝える機関や媒体

を通して知る傾向があるということである。アイヌ文化の知識をもつ者の比率が世代にかかわらず

ほぼ同率であるのは、下の世代になるほど学校教育が充実し、その成果として、若いうちから知識

を身につけることができるからではないだろうか。知識を獲得するうえで居住地区による有利・不

利がとくに見当たらないのはそのためと考えられる。

　以上、交流のきっかけとしてのアイヌ文化との接触経験を整理すると次の３点となろう。１点目、

アイヌの人々が暮らす市町村に生まれ育ったり、アイヌの人々が集住する地区に居住したりするこ

とは、限定的ではあるがアイヌ文化の体験・参加をより増やすが、アイヌ文化の知識をより豊かに

することには直ちに結びつかないことである。その理由として、２点目、世代による接触経験のス

タイルの違いが関わっていると考えられることである。老年層の場合、アイヌ文化との接触は体験

先行型というべきスタイルであり、後に（あるいは並行して）、メディア、施設・展示物、アイヌ

文化の団体などを通してアイヌについての知識を獲得していくこと。その際、体験の内容とは主に

宗教的儀式・伝統的行事を見聞きする類のものであったことである。一方、青年層の場合、学校教

育や施設・展示物によって、あらかじめ知識・情報としてアイヌ文化を学ぶところから体験がスター

トしていることである。そして、３点目は、日常生活のなかでアイヌの人々やアイヌの文化と出会

う機会がより少ない環境においては、家族・親戚、近所の人、友人といった身近なつながりのなか

からアイヌ文化を知ることは少なく、教育機関、施設・展示物、メディアを通して客観的にアイヌ

文化が学ばれていることである。
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表６－ 12　アイヌ文化の体験・参加×地元育ちかどうか　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

体験・参加したこと有 体験・参加したこと無

青年
生まれてからずっと 5(16.1) 26(83.9) 31(100.0)

明治・大正・昭和・平成 15(30.0) 35(70.0) 50(100.0)

壮年
生まれてからずっと 3(4.8) 59(95.2) 62(100.0)

明治・大正・昭和・平成 17(14.4) 101(85.6) 118(100.0)

老年
生まれてからずっと 4(8.3) 44(91.7) 48(100.0)

明治・大正・昭和・平成 31(18.0) 141(82.0) 172(100.0)

表６－ 13　アイヌ文化の体験・参加×居住地区　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

体験・参加したこと有 体験・参加したこと無

青年 黄金 0(0.0) 3(100.0) 3(100.0)

稀府 1(20.0) 4(80.0) 5(100.0)

東 3(23.1) 10(76.9) 13(100.0)

中央 3(21.4) 11(78.6) 14(100.0)

関内 0(0.0) 1(100.0) 1(100.0)

長和 1(25.0) 3(75.0) 4(100.0)

有珠 0(0.0) 3(100.0) 3(100.0)

市街 13(34.2) 25(65.8) 38(100.0)

大滝 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

壮年 黄金 1(25.0) 3(75.0) 4(100.0)

稀府 1(12.5) 7(87.5) 8(100.0)

東 5(13.9) 31(86.1) 36(100.0)

中央 5(12.5) 28(84.8) 33(100.0)

関内 1(14.3) 6(85.7) 7(100.0)

長和 1(11.1) 8(88.9) 9(100.0)

有珠 0(0.0) 5(100.0) 5(100.0)

市街 5(7.8) 59(92.2) 64(100.0)

大滝 1(10.0) 9(90.0) 10(100.0)

老年 黄金 0(0.0) 10(100.0) 10(100.0)

稀府 2(13.3) 13(86.7) 15(100.0)

東 7(15.9) 37(84.1) 44(100.0)

中央 7(15.9) 37(84.1) 44(100.0)

関内 0(0.0) 3(100.0) 3(100.0)

長和 1(7.7) 12(92.3) 13(100.0)

有珠 6(37.5) 10(62.5) 16(100.0)

市街 9(13.6) 57(86.4) 66(100.0)

大滝 3(33.3) 4(66.7) 6(100.0)

表６－ 11　アイヌ文化の体験・参加の有無　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

体験・参加したこと有 体験・参加したこと無

青年 21(25.6) 61(74.4) 82(100.0)

壮年 20(11.1) 160(88.9) 180(100.0)

老年 35(15.8) 186(84.2) 221(100.0)

合計 76(15.7) 407(84.3) 483(100.0)

p ＜ .05
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表６－ 14　体験したことがあるアイヌ文化　（複数回答）　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（年齢層ごとの応答者数の %）
合計（応答者数の %）

青年 壮年 老年

カムイノミ 0(0.0) 5(25.0) 14(41.2) 19(25.3)

伝統的な婚礼 2(9.5) 0(0.0) 3(8.8) 5(6.7)

伝統的な葬儀 1(4.8) 0(0.0) 4(11.8) 5(6.7)

イナウ 0(0.0) 0(0.0) 2(5.9) 2(2.7)

神聖な場所 0(0.0) 0(0.0) 1(2.9) 1(1.3)

タブー 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

まじない 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

夢見 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

アイヌ語 2(9.5) 4(20.0) 2(5.9) 8(10.7)

ユカラ 2(9.5) 2(10.0) 0(0.0) 4(5.3)

歌と踊り 14(66.7) 16(80.0) 11(32.4) 41(54.7)

工芸 5(23.8) 7(35.0) 8(23.5) 20(26.7)

伝統的狩猟 0(0.0) 0(0.0) 3(8.8) 3(4.0)

料理 0(0.0) 4(20.0) 2(5.9) 6(8.0)

その他 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

合計（応答者数の %） 21(28.0) 20(26.7) 34(45.3) 75(100.0)

表６－ 15　アイヌ文化の知識の有無　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

知っているものが有 知っているものが無

青年 36(42.9) 48(57.1) 84(100.0)

壮年 89(45.9) 105(54.1) 194(100.0)

老年 115(45.1) 140(54.9) 255(100.0)

合計 240(45.0) 293(55.0) 533(100.0)

n.s.

表６－ 16　アイヌ文化の知識×地元育ちかどうか　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

知っているものが有 知っているものが無

青年
生まれてからずっと 14(43.8) 18(56.3) 32(100.0)

明治・大正・昭和・平成 21(41.2) 30(58.8) 51(100.0)

壮年
生まれてからずっと 27(40.3) 40(59.7) 67(100.0)

明治・大正・昭和・平成 62(48.8) 65(51.2) 127(100.0)

老年
生まれてからずっと 23(41.8) 32(58.2) 55(100.0)

明治・大正・昭和・平成 91(46.0) 107(54.0) 198(100.0)
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　第２項　アイヌの人々との出会い

　続いて、インタビューデータをもとに、これまでの生活、とくに子ども期におけるアイヌの人々

との交流を見ていく。交流のきっかけとしてのアイヌ文化との接触経験を確認してから、子どもの

立場から見たアイヌの人々との交流の様子や自身の交流経験、交流にまつわる思いや意識を考察す

る。表中、生まれ育った場所と現在の居住地区を示した。地元の生まれ・育ちの有無と現在の有珠

地区居住の有無による明らかな違いを見出すことは難しく、以下においては、世代ごとに考察した

結果を示す。

　まず、アイヌ文化との接触経験について見る。子どもの頃にアイヌの文化を見聞、体験・参加、

あるいは知識として学んだ経験を問うと、全体としては「周りで直接見たことはない」という回答

が多い（表６－19）。世代ごとに見ると、青年層では、日常生活の中でアイヌの文化に触れた経験

表６－ 17　アイヌ文化の知識×居住地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

知っているものが有 知っているものが無

青年 黄金 1(33.3) 2(66.7) 3(100.0)

稀府 1(20.0) 4(80.0) 5(100.0)

東 6(46.2) 7(53.8) 13(100.0)

中央 3(23.1) 10(76.9) 13(100.0)

関内 0(0.0) 1(100.0) 1(100.0)

長和 1(25.0) 3(75.0) 4(100.0)

有珠 0(0.0) 3(100.0) 3(100.0)

市街 24(58.5) 17(41.5) 41(100.0)

大滝 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

壮年 黄金 5(71.4) 2(28.6) 7(100.0)

稀府 2(28.6) 5(71.4) 7(100.0)

東 20(52.6) 18(47.4) 38(100.0)

中央 20(55.6) 16(44.4) 36(100.0)

関内 2(28.6) 5(71.4) 7(100.0)

長和 3(33.3) 6(66.7) 9(100.0)

有珠 5(71.4) 2(28.6) 7(100.0)

市街 26(38.2) 42(61.8) 68(100.0)

大滝 3(30.0) 7(70.0) 10(100.0)

老年 黄金 6(54.5) 5(45.5) 11(100.0)

稀府 6(35.3) 11(64.7) 17(100.0)

東 25(47.2) 28(52.8) 53(100.0)

中央 25(51.0) 24(49.0) 49(100.0)

関内 5(83.3) 1(16.7) 6(100.0)

長和 4(28.6) 10(71.4) 14(100.0)

有珠 9(45.0) 11(55.0) 20(100.0)

市街 31(40.8) 45(59.2) 76(100.0)

大滝 4(66.7) 2(33.3) 6(100.0)

表６－ 18　アイヌ文化を何を通して知ったか　（複数回答）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（年齢層ごとの応答者数の % ）
合計

（応答者数の %）家族や親戚 近所の人 友人
学校の授業

や行事

アイヌ文化

の団体
情報メディア 施設や展示物 その他

青年 4(10.8) 0(0.0) 1(2.7) 19(51.4) 4(10.8) 8(21.6) 18(48.6) 5(13.5) 37(14.9)

壮年 7(7.8) 2(2.2) 3(3.3) 18(20.0) 13(14.4) 49(54.4) 56(62.2) 8(8.9) 90(36.1)

老年 6(4.9) 8(6.6) 11(9.0) 5(4.1) 26(21.3) 60(49.2) 54(44.3) 14(11.5) 122(49.0)

合計

（応答者数の%）
17(6.8) 10(4.0) 15(6.0) 42(16.9) 43(17.3) 117(47.0) 128(51.4) 27(10.8) 249(100.0)
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を語る者は見られない。一方、老年層では、身近でアイヌ文化を見聞きしたという発言が他２世代

に比べると相対的に多い。「子どもの頃にアイヌの伝統文化は見た。歯を染めていている人を見た

ことがある」（5歳から伊達育ち、老年男性）、「口のまわりに入れ墨をしているおばあちゃんが東浜

のほうに１人いて、子どもの時から見ていた」（伊達生まれ・伊達育ち、老年男性）、「高校へは汽車

で通学していた。汽車のなかで、入れ墨を口のまわりにしている人をよく見たことがあった」（伊達

生まれ・結婚まで伊達、老年女性）といった言葉が聞かれる。あるいは、「子どもの頃、入れ墨を

している人などアイヌ文化をしている人はいなかったと思う。有珠のほうにはいたかもしれないが、

自分が住んでいる所にはそういうアイヌ文化をしている人はいなかった」（伊達生まれ・伊達育ち、

男性）という言葉が示すように、目にすることはなかったが存在を知ってはいたという者もいる。

とはいえ、新ひだかのように、普段の暮らしのなかで入れ墨をしている人を見たという回答が多く

あげられていた状況（とくに老年層）とはだいぶ異なる。

　ただし、どの世代も日常生活以外の場ではアイヌ文化との接触の機会を得ている。その機会とは

見学や観光である。まず、青年層について見ると、主に学校の見学旅行や校外学習があげられてい

る。高校卒業まで伊達で育った男性は「見学旅行で白老や登別のクマ牧場へ行った。…この辺の人

たちは、小学校の時に見学旅行で登別のクマ牧場や白老のカムイコタンへ行く」と語る。また、日

高地方の出身でやはりアイヌの人々が多く住む地域に育った青年女性も、アイヌの歴史や文化を学

ぶプログラムがあったことを述べている（「小さい頃には、新冠や静内あたりでは、学校の遠足でシャ

クシャインの像があるところに行った。資料館を見たりしたことはある」）。この他、「小学校の５

年生くらいの頃に、月寒と大谷地で開催された食の祭典を見に行った。その時にアイヌ文化を紹介

する建物とイベントがあって、実際に小熊を連れて動物送りの儀式をやっていた」（札幌育ち、青年

女性）という発言もある。これらは、いずれも、学ぶために準備された場に連れて行かれ、そこで

学んだり楽しんだりすることによってアイヌ文化を知っていくという形での接触経験である。育っ

た地域は違っていても、この世代は、学校教育のなかでアイヌ文化について学ぶ機会を得ている。

　勉強としてアイヌのことを学んだという記憶は壮年層においてもあげられている。「アイヌにつ

いては学校の教科書で話を聞く程度だった」という言葉からは、アイヌ文化との接触経験が知識先

行であったことがわかる。

　老年層も同様に日常生活以外の場でアイヌ文化との接触経験をしている。具体的には、「善光寺

で行われるイチャルパという先祖供養やイオマンテなどは子どものころに見たことがある」（伊達生

まれ・伊達育ち、老年男性）、「登別や白老の催しやアイヌ部落などを観光で見に行く程度だった。

…観光や催し物の時しかアイヌ文化に接することはない。登別や白老は他から知り合いが遊びに来

た時に、連れていく観光地という感じだった。熊牧場にも案内したりした」（小１から室蘭育ち、老

年女性）、「展示されているアイヌのいろいろな物、服や日常品などをよく見ていた。…アイヌの骸

骨がずらっと並んでいるのを見せてもらい、説明してもらった」（札幌生まれ・札幌育ち、老年男性）、

「（親の職場の）慰安旅行で白老のポロトコタンを訪れた」（幼少から室蘭育ち、老年女性）といった

出来事である。

　この時注目したいのは「観光」２）　という語である。老年層では、青年層とは異なり、学校教育の

一環としてアイヌ文化との接触がもたれてきたケースは相対的に少なく、この語が使用される頻度

が相対的に高い。この語は、観る側である自分と観られる側であるアイヌという構図を示す象徴的
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な語ともいえる。翻って、新ひだか調査のインタビューにおいては、観光客の存在について語られ

ることはあっても、自分の行為についてこの語が使われることはほとんどなかったのではないか。

「展示」もまたアイヌを観られる側に位置づける語である。この語が使われる時、アイヌ文化とは

生活のなかでいつの間にかふれあうようなものではなく、特別な場所で「観るもの」として認識さ

れていたということができる。ただし、当然のことながら、こうした立場がとられるかどうかは個

人のおかれた状況による。たとえば、イチャルパやイオマンテを見たことがあると述べる上記の老

年男性は、有珠地区の生まれ育ちで、父親がアイヌ女性と再婚していることから、自身をアイヌの

傍らに位置づけた語り口となっている（表６－20参照）。

　では、子どもの頃のアイヌの人々との実際の交流はどうだったのだろうか。次に、交流場面を生

活の場面（表６－20）と学校の場面（表６－21）にわけて見ていくことにする。

　はじめに生活の場面について見ると、子どもの頃近隣にアイヌの人々がいたことをあげる者はい

るが、親しい交流の記憶としては語られてはいないことが指摘されよう。これを、世代ごとに見る

と、どのような違いが見られるのだろうか。小２より伊達育ちの男性は「交流もなかった」と語るが、

伊達以外のアイヌ多住地域の生まれ・育ちである青年女性２人にとっては、アイヌの人々との関係

はより強い印象として刻まれているように見受けられる。１人は、アイヌの人々が異質な存在とし

て遇されてきたことを述べ（「まわりでアイヌとはっきり区別はしなかった。しかし、子どもだから、

悪口などで、毛深かったり、顔立ちがはっきりしたりしていると「アイヌだよね」、「アイヌ、アイ

ヌ」とはやしたてるような感じで「アイヌ」という言葉を使っていた」）、もう１人は、アイヌの人々

を取り巻く複雑な感情の存在にふれている（「父親や父方祖父母はアイヌに対する差別的な見方を

しており、アイヌの人に対して『あちらさん』という言い方をしていた」）。

　一方、老年層では、「小さい頃、近所にアイヌはいた。毛深い人を見ると「アイヌみたいだ」な

ど当時は言っていた」（札幌生まれ・札幌育ち、老年男性）、「近所の農家の家にアイヌの女性が嫁い

で来た。当時はアイヌというと特殊な目で見られた。その女性を外人さんだと思った。どこの国の

人なのかと思った。少ししてから、こういう人のことをアイヌの人というのかなとわかってきた。

近所にアイヌの人やアイヌと日本人のハーフがいた」（蘭越生まれ・蘭越育ち、老年男性）、「自分の

住んでいる辺りは、子どもの頃からアイヌの人たちが住んでいた。子どもの時には、アイヌの人は

身体的な特徴として体毛が濃かったり、体臭があったりすることは全然気にしなかった」（伊達生ま

れ・伊達育ち、老年女性）といった発言がある。それらの発言を並べると明らかであるように、ア

イヌの人々の存在はひとつの風景として語られている。つまり、これらは目撃談とでもいうべきも

のであって、アイヌの人々との間にははじめから一定の距離がおかれていることがわかる。老年層

には、この他、特殊なケースとして、父親の再婚相手がアイヌの血筋の女性であったという男性（前

出）がおり、親族内で生活や仕事上の助け合いが密に行われていた様子を語っている。彼は「子ど

もの頃、アイヌの義母の両親の家にも兄弟で手伝いに行ったり、虻田の親戚の家に泊まりに行った

りした」と述べる。この交流は実態としては親戚付き合いであるが、義理の母を通じてアイヌの人々

とのつながりが生まれ、その関係が継続されていった１つの例といえるだろう。ただし、親戚にア

イヌの血筋の者がいても、そのことが話題として持ち出されない場合は、アイヌの人々との交流に

結びつくことにはなっていない（「家族ではもう亡くなった叔母（母の妹）の夫が静内の人で、少

しアイヌの血が入っていると聞いている。あまりそういう話はしなかった」（伊達生まれ・高卒まで
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伊達育ち、老年女性））。

　このように、インタビューにおいては、上の義理の母の例を除いては、各世代とも、生活に根差

した形で交流したという経験はほとんどあげられていない。その多くは、アイヌの人々の存在を「見

たことがある、知っていた」と語るにとどまっている。しかしながら、彼らはアイヌの人々に対す

る大人の態度や言動をよく観察しており、アイヌの人々に向けられた差別的な感情には敏感である。

そして、その差別的な態度に対しては批判的な眼を向けることもある。「父親や父方祖父母はアイ

ヌに対する差別的な見方をしており、アイヌの人に対して「あちらさん」という言い方をしていた。

アイヌの人は近くに住んでいて交流はあったけれど、下に見ているようなところがあって、子ども

の時にそれがとても嫌だった。そういうふうにはしなかったし、したくないと思っていた」（新冠生

まれ・高卒まで新冠育ち、青年女性）、「近所でアイヌの人の悪口をいっているのを聞くとおかしい

んじゃないかなと漠然と思っていた」（札幌生まれ・札幌育ち、老年男性）、「子どもの頃は、まわり

はほとんどが亘理からの開拓で入った農家なので、そういうことを言う人たちはいなかった。中学

や高校へ行くようになると商売をしている人や勤め人などいろいろな人たちと交わるようになり、

そういう情報が入って来るようになった」（伊達生まれ・伊達育ち、老年女性）という言葉が聞かれ

る。差別を否定する意識に世代的な偏りは見られないが、あえてあげるなら、若い世代においては、

これが「悪口」ではなく「差別」の問題であることがよりはっきりと自覚されているように思われる。

　次いで、学校の場面における交流に注目してみよう。そこにおいてはどのような交流が選択され

ていたのだろうか。

　一覧すると、アイヌの子どもとは普通のクラスメートとして付き合っていたという主旨の回答が

多く見られる。アイヌの血筋であることが本人から積極的に知らされることはなかったものの、周

囲はそのことを承知しており、なおかつ、そのことによって露骨な差別やいじめがあったわけでは

ないということである。まず、アイヌの血筋についての青年層の語りをみると、「直接この人は「ア

イヌですよ」と言われたり紹介されたりしたことはないけれど、アイヌの子孫という人はいた。そ

れが別にどうということはなかった」（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、青年男性）という発言があ

る。日高の学校に通っていた青年女性２名においては、事態の複雑さや深刻さがより深く認識され

ていたのと比べると、「アイヌであること」がクラス内に緊張関係を生み出す（かもしれない）こ

とへの考慮や配慮の程度はより低いといえる。　

　次いで、老年層をみると、「喧嘩があってもアイヌだからということではなかった。差別や蔑視

やいじめはなかった」（５歳から伊達育ち、老年男性）、「学校時代は同級生にアイヌがいて、毎日遊

んでいた。家にも遊びにいったが、とくにアイヌだからということはなかった」（十勝育ち、老年女

性）、「同級生のなかにもアイヌはいたが、つきあっていたし、全然アイヌに対する抵抗はなく差別

する気持ちもなかった。「この人はアイヌだ」というふうに思ったこともなかった」（伊達生まれ・

伊達育ち、老年男性）、「その子たちがアイヌだというのはまわりもみんな知っていたが、違和感は

なかった」（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、老年女性）などの発言がある。これらの発言を見ると、

アイヌであることを「知ってはいたが意識しなかった（意識させられることはなかった）」という

受けとめ方が主流である。なかには、アイヌのクラスメートとの交流が、「みんな仲良くしていて、

差別はなかった」（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、老年女性）、「普通に話して仲良くなっていた」（室

蘭育ち、老年女性）と回想されたり、交流の具体的なエピソードが詳細に語られたりする例もある。
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よって、友好的な付き合いをしたという印象が続いている者もいることはたしかである。しかし、

生活の場面がそうであったように、アイヌの文化やアイヌの人々を「見た」ことがあり、その存在

について「知っていた」という程度の認識しかもたない者が多数を占めていたとすれば、学校にお

けるこうした交流は少数派であったと考えられる。

　さて、こうした交流のありようを新ひだかと比べてみるとどうだろうか。新ひだか調査のインタ

ビューにおいては、生活の場面では、年長の世代は親同士が交流するなかで相対的に多くの交流を

経験しており、学校の場面では、仲良く遊んだ思い出だけではなく、アイヌの人々が抱える家庭問

題の一端にふれるなどの具体的なエピソードも語られている。アイヌの人々は「あからさまな差別

ではないが異質な存在として常に意識される」対象であり、そのことを肌で感じながら交流が行わ

れていた。こうした状況と比べると、伊達の住民が経験してきた交流は、量的にも質的にも濃いと

はいえないものである。そこで語られる親しい交流の記憶も、無知や鈍感さによって作り上げられ

たものだった可能性がある。子どもにとって親の発言や態度（とりわけ差別的な発言や態度）は印

象深く刻まれ、自分の言動の手本ともなるものであるが、本調査では、アイヌの人々についての親

の態度や発言（とりわけ差別的発言）にふれた回答が少ない。このことは、アイヌの存在が新ひだ

かほどには和人社会の関心事項となっていなかったことを示唆するだろう。

　以上、生活史におけるアイヌ文化やアイヌの人々との出会いや交流の回想場面からは次の３点が

引き出せるだろう。１点目は、アイヌ文化とは生活のなかでふれあうようなものというよりは、見

学、鑑賞、観覧という形で、特別な場所で「観るもの」であったことである。その際、青年層は学

校教育の一環で、老年層は観光という目的で、接触の経験が持たれることが多い。２点目は、生活

に根差した形で交流したという経験は少なく、アイヌの人々については「見たことがある、知って

いた」と語られるにとどまるものの、アイヌに向けられた差別的な視線の存在には気づかれていた

ことである。３点目は、学校においてアイヌのクラスメートと出会った時は血筋を意識することな

く付き合っており、その付き合いについて「違和感」が表明されることはなかったことである。

　では、これらの接触・交流の体験を経て、現在の生活における住民とアイヌの人々との交流はど

のように展開されているのだろうか。

表６－ 19　子どもの頃のアイヌ文化との接触経験

青年 男性 ●周囲にアイヌ文化をしている人はいなかった。（小２より伊達育ち）
●子どもの頃にアイヌの伝統文化を見たことはとくにない。見学旅行で白老や登別のクマ牧場へ行った。…この辺の人たちは、

小学校の時に見学旅行で登別のクマ牧場や白老のカムイコタンへ行くので、だいたいの人たちはアイヌ文化を見たことが

あると思う。アイヌ文化を体験したのは、小学校の時の見学旅行だから、その時にどう思ったかというのはとくに覚えて

いない。（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、有珠地区以外）

女性 ●両親からアイヌの話を聞いたことはない。伝統的なアイヌ文化をしているのは見たことがない。アイヌについてあまり気

にしたことはないが、親戚にアイヌはいないと思う。（静内出身・高卒まで静内育ち、有珠地区以外）
●小学校の５年生くらいの頃に、月寒と大谷地で開催された食の祭典を見に行った。その時にアイヌ文化を紹介する建物と

イベントがあって、実際に小熊を連れて動物送りの儀式をやっていた。熊を神に捧げるということで実際にそこで熊に何

かするわけではないが、歌や踊りをしているのを見た。（札幌育ち、有珠地区以外）

 ●白老にはカムイコタンがあり、自分自身に経験はないが、授業でもカムイコタンに行っていたと思う。観光化されているし、

学校レベルで取り組みがあった。小さい頃には、新冠や静内あたりでは、学校の遠足でシャクシャインの像があるところ

に行った。資料館を見たりしたことはある。伊達はそういう資料館もない。知っているのは、館山公園にある戦いの跡地

が残っていることで、それくらいしか目にしたことがない。…伊達ではあまりアイヌ関係のイベントが催されたり、小学

校で校外学習の場として行ったりすることなどはなかった。小学校にこれから子どもが入学するようになると、そういう

機会は出てくるかもしれない。（新冠生まれ・高卒まで新冠育ち、有珠地区以外）

壮年 男性 ●アイヌについては学校の教科書で話を聞く程度だった。（壮瞥町出身・中卒まで壮瞥、有珠地区以外）
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老年 男性 ●小学校６年生の修学旅行で白老に行った時に、登別の第一滝本館に泊り、そこでアイヌの人が 10 人くらいで踊っているの

を見た記憶がある。…まわりにアイヌの伝統文化をする人はいなかったが、そういうものを他の人より見ていた。父親が

大学の教授をしていたので、よく植物園に遊びに行き、植物園にあるアイヌの博物館に行った。展示されているアイヌの

いろいろな物、服や日常品などをよく見ていた。当時は、近所にアイヌの工芸品や美術品などを集めているわけではない

けれど持っている人がいた。今よりも、そういうものはもっとあったように思う。…中学１年生頃、親戚に解剖学講座の

教室でアイヌの骸骨がずらっと並んでいるのを見せてもらい、説明してもらった。その親戚は家に来て、いろいろな話を

していたが、その中でよくアイヌについて話をしていた。それでアイヌのことについては、その人を通じて話を聞いてい

たので、かなり歪んだ話を聞いている。その人がアイヌの人の話をする時は熱がこもっていた。（札幌生まれ・札幌育ち、

有珠地区以外）
●善光寺で行われるイチャルパという先祖供養やイオマンテなどは子どものころに見たことがある。（伊達生まれ・伊達育ち、

有珠地区）

●子どもの頃にアイヌの伝統文化は見た。歯を染めている人を見たことがある。（５歳から伊達育ち、有珠地区以外）

●子どもの頃、入れ墨をしている人などアイヌ文化をしている人はいなかったと思う。有珠のほうにはいたかもしれないが、

自分が住んでいる所にはそういうアイヌ文化をしている人はいなかった。（伊達生まれ・伊達育ち、有珠地区以外）
●口のまわりに入れ墨をしているおばあちゃんが東浜のほうに１人いて、子どもの時から見ていた。アイヌだということは

わかったが、そのくらいで、儀式を見ることもなかった。アイヌを特別視することはなかった。（伊達生まれ・伊達育ち、

有珠地区以外）

女性 ●子どもの頃にアイヌの文化にふれた記憶はない。（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、有珠地区以外）
●アイヌの伝統文化をする人を周りで直接には見たことがなかった。登別や白老の催しやアイヌ部落などを観光で見に行く

程度だった。…アイヌ語を使っている人や入れ墨をしている人をまわりで見たことはない。観光や催し物の時しかアイヌ

文化に接することはない。登別や白老は他から知り合いが遊びに来た時に、連れていく観光地という感じだった。熊牧場

にも案内したりした。（小１から室蘭育ち、有珠地区以外）
●子どものころ、まわりに伝統文化をする人はいなかった。…高校へは汽車で通学していた。汽車のなかで、入れ墨を口の

まわりにしている人をよく見たことがあった。うっすらと紫色だった。お魚屋さんのおばさんとか、漁業をしていて、魚

を売りに行商している人だったように思う。入れ墨を見て見ないようにしていた。こわいということはなかった。（伊達生

まれ・結婚まで伊達、有珠地区以外）
●（親の職場の）慰安旅行で白老のポロトコタンを訪れた。子どもの頃から家のまわりにアイヌはいなかったので、それが、

アイヌ文化やアイヌの人を見た初めての経験だった。白老のポロトコタンで、ひげのある儀式用の衣裳を着た酋長さんと

一緒に写真を映したことがあり、印象に残っている。その時はそういう人を初めて見たのでおっかなかった。ムックリな

どの演奏を聞いた。（幼少から室蘭育ち、結婚後有珠地区、現在は有珠地区以外）
●自分のまわりにアイヌの人はいたが、アイヌ語や囲炉裏など、昔ながらの伝統的なアイヌの生活をしている人はいなかっ

た（実際に踊りやチセなどのアイヌ文化を見たのは、白老に子どもを連れて行った時になる）。（室蘭生まれ・豊浦育ち、

有珠地区以外）

＊括弧内は、生まれ育った地と現在の居住地区。以下、すべての表について同じ。

表６－ 20　生活の場面

青年 男性 ●アイヌの人との交流もなかった。（小２より伊達育ち）

女性 ●まわりでアイヌとはっきり区別はしなかった。しかし、子どもだから、悪口などで、毛深かったり、顔立ちがはっきりし

たりしていると「アイヌだよね」、「アイヌ、アイヌ」と囃したてるような感じで「アイヌ」という言葉を使っていた。（静

内出身・高卒まで静内育ち、有珠地区以外）

●母親は本州の出身なので、アイヌに対する差別的な考え方は一切しなかった。生活するなかでは、母親と同じ考え方をし

ていた。父親や父方祖父母はアイヌに対する差別的な見方をしており、アイヌの人に対して「あちらさん」という言い方

をしていた。アイヌの人は近くに住んでいて交流はあったけれど、下にみているようなところがあって、子どもの時にそ

れがとても嫌だった。そういうふうにはしなかったし、したくないと思っていた。（新冠生まれ・高卒まで新冠育ち、有珠

地区以外）

老年 男性 ●小さい頃、近所にアイヌはいた。毛深い人を見ると「アイヌみたいだ」など当時は言っていた（今だと大変）。子ども同士

ではアイヌへの差別はなかった。子ども同士は「アイヌ」と言っても「そうかい」と、「アイヌ」と言っても意味がわから

ないから、あまり気にしないもので、大人同士が言っていた。近所でアイヌの人の悪口をいっているのを聞くとおかしい

んじゃないかなと漠然と思っていた。（札幌生まれ・札幌育ち、有珠地区以外）
●義理の母がアイヌ。12 歳の頃に父が再婚して、義理の母が家に入った。子どもの頃から義理の母の親戚と関わりがあった。

子どもの頃、アイヌの義母の両親の家にも兄弟で手伝いに行ったり、虻田の親戚の家に泊まりに行ったりした。…アイヌ

の一員だと感じることがあるようになったのは、小さい時からまわりにアイヌの人が多く、普段の生活のなかで慣れていっ

たからだと思う。知らず知らずのうちに意識することもなく、遊びでも学校の中でもアイヌの人達と一緒にやっていたから、

なんとなく自分もアイヌじゃないんだけれど、アイヌのような、アイヌみたいな、アイヌみたいじゃないような感じになり、

アイヌの人に抵抗感を持つことがまったくなかった。（伊達生まれ・伊達育ち、有珠地区）

●近所の農家の家にアイヌの女性が嫁いで来た。当時はアイヌというと特殊な目で見られた。その女性を外人さんだと思った。

どこの国の人なのかと思った。少ししてから、こういう人のことをアイヌの人というのかなとわかってきた。近所にアイ

ヌの人やアイヌと日本人のハーフがいた。（蘭越生まれ・蘭越育ち、有珠地区以外）
●子どもの頃に近所にアイヌはいなかった。…自分が中学校、高校の頃は、身近にアイヌの人はおらず会うこともなかった。

アイヌの人たちは一般家庭の家に住んでいる人は少なくて、トッカリショなど室蘭の観光道路をずっと下りて行った海の

近くに一部落があって、その中の家に住んでいたように思う。（室蘭生まれ・室蘭育ち、有珠地区以外）

女性 ●子どもの頃にとくにアイヌの子どもとふれあった記憶はない。（伊達生まれ・伊達育ち、有珠地区以外）
●家族ではもう亡くなった叔母（母の妹）の夫が静内の人で、少しアイヌの血が入っていると聞いている。あまりそういう

話はしなかった。（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、有珠地区以外）
●自分の住んでいる辺りは、子どもの頃からアイヌの人たちが住んでいた。子どもの時には、アイヌの人は身体的な特徴と

して体毛が濃かったり、体臭があったりすることは全然気にしなかったけれど、20 歳くらいになってくると、だんだんそ

ういうことを感じるようになり、「あの人はアイヌなんだよ」というような言い方を耳にするようになった。…子どもの頃

は、まわりはほとんどが亘理からの開拓で入った農家なので、そういうことを言う人たちはいなかった。中学や高校へ行

くようになると商売をしている人や勤め人などいろいろな人たちと交わるようになり、そういう情報が入って来るように
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表６－ 21　学校の場面

青年 男性 ●小学校にも中学校にも同級生や同じ年代にアイヌはいた。直接この人は「アイヌですよ」と言われたり紹介されたりした

ことはないけれど、アイヌの子孫という人はいた。それが別にどうということはなかった。本人も「アイヌだ」と言うわ

けでもないし、まわりや先生も何か言うわけでもなかった。（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、有珠地区以外）

女性 ●クラス（静内の小学校）に１人くらい目鼻立ちがはっきりしているアイヌの子がいた。自分からアイヌだと言わないし、

他の人も何も言わないけれど、何か悪口を言うような場合に「アイヌなんじゃない」と言うことはあった。普段の生活で

はまったくそういうことはなく、仲の良いクラスメートだった。（静内出身・高卒まで静内育ち、有珠地区以外）

 ●新冠の小学校に入学した。アイヌの子は近所にも住んでいたし、小学校ではアイヌの子どもとクラスが一緒だった。表立っ

てアイヌという言葉を使ってはいけない雰囲気の土地柄だったので、アイヌと言ったり、アイヌの子を差別したりするこ

とはなかったけれど、まわりの子がわざとアイヌの子のまわりで「あ、イヌだ」と言うようなバカにした言い方をするこ

とはあった。（新冠生まれ・高卒まで新冠育ち、有珠地区以外）

老年 男性 ●小学校でもアイヌの友だちと一緒だった。アイヌの子どもはそれほどアイヌ語を使うわけではないが、ちょっとした一

言、二言にアイヌ語が出てくることはあった。子ども同士の会話で、「文句つけるのか」と言う時に「チャランケつけるの

か」と言った。「喧嘩売って来るのか」のように使った。喧嘩のことを「チャランケ」と言い、虻田と有珠の境の岩のとこ

ろで虻田のアイヌと有珠のアイヌが夜通しお酒を酌み交わして喧嘩をしたため、そこがチャランケ岩と言われている。ま

た、話を聞いていないと「耳が聞こえない人」という意味の「アスパ」と言うなど、アイヌ語が出てくることがあった。「な

んだこの」という意味の「アヤカナー」とか、他にも意味はあまりわからないが、自分もそういうアイヌ語を使っていた。

…自分の時代にはアイヌに対する差別はなかった。同級生のなかにもアイヌはいたが、つきあっていたし、全然アイヌに

対する抵抗はなく差別する気持ちもなかった。「この人はアイヌだ」というふうに思ったこともなかった。（伊達生まれ・

伊達育ち、有珠地区）

●小学校ではクラスにアイヌの同級生がいた。漁師の子どもが多かった。アイヌの友だちと一緒に遊び、家を行き来したり

していたし、食事をご馳走になったりした。喧嘩があってもアイヌだからということではなかった。差別や蔑視やいじめ

はなかった。（５歳から伊達育ち、有珠地区以外）

●アイヌの子はアイヌという目でみられていた。学校に行くといじめられる子も多かった。（蘭越生まれ・蘭越育ち、有珠地

区以外）

●小学校、中学校では浜のほうにもアイヌが何人かいたから、同級生にアイヌ系の子はいた。目鼻立ち、顔立ちがはっきり

していて、顔つきが和人とは違うので、アイヌの血が多少入っていればわかった。女の子だときれいな子が多かった。ま

わりの大人はあまり何も言わなかった。…高校では有珠からも通学して来ていたから、クラスに何人かアイヌ系の人はいた。

（伊達生まれ・伊達育ち、有珠地区以外）

●高校には有珠、豊浦、虻田から集まってきて入学したので、同級生にアイヌの友だちがいて交流があった。漁師の家だっ

たので、遊びに行って魚を食べさせてもらったことなどあった。つきあっていたアイヌの友だちとの交流でとくに印象に

残っていることはなく、あまりアイヌということも意識しなかった。家に遊びに行った時に母親がすみ（入れ墨）を入れ

ていたのを見た記憶はあるけれど、別に何か深く感じたこともなかった。とくに気になることはなかった。友だちとは一

緒に泳ぎに行ったりして遊んだ。有珠で行われていた行事には参加したことはない。高校まではアイヌの人と交流はなかっ

た。高校卒業後も友だち関係が続いて、元気なうちは行ったり来たりした。（６歳から伊達育ち、有珠地区以外）

女性 ●中学校時代に父の仕事の都合で有珠の中学校に通っていた時期があり、有珠の中学校ではクラスに何人かアイヌの人がい

た。３人～４人くらいで、そんなにはいなかったと思う。その子たちがアイヌだというのはまわりもみんな知っていたが、

違和感はなかった。みんな仲良くしていて、差別はなかった。そのうち１人とは今でもつきあいがあり、今も遊びに来る。（伊

達生まれ・高卒まで伊達育ち、有珠地区以外）

●学校時代は同級生にアイヌがいて、毎日遊んでいた。家にも遊びにいったが、とくにアイヌだからということはなかった。

普通の生活をしていて、アイヌの文化は残っていなかった。（十勝育ち、有珠地区以外）

●高校（室蘭）では同級生に必ずアイヌはいた。有珠からアイヌの同級生は汽車に乗ってきた。１学年が 360 人くらいで、

アイヌは１学年に３から４人くらい。アイヌのことについて話すわけではないし、アイヌだとわかっていても関係なく、

単なる同級生として普通につきあっていた。ただ就職の時はアイヌの人は大変で、成績はとても優秀だったけれど自分の

思うようなところに就職できなかったようだった。就職で不利だったこと以外に特別印象に残っていることはない。その

アイヌの同級生が、就職が不利であることに対して何かと言うということはなかった。アイヌの友だちには男の子が多かっ

た（今でもつきあいは続いていて家に遊びにくる）…民族に対する差別はなかった。（伊達生まれ・結婚まで伊達、有珠地

区以外）

●学校でクラスにアイヌはいた。普通に話して仲良くなっていた。遊びに行ったり来たりしていた。アイヌは顔が違う。こ

の人外人かな。日本人じゃないし、何だろうと思った部分もあったけれど普通に話をしていた。東町はイタンキ浜があっ

たしアイヌが多かった。全然嫌だと思わなかった。ただ体臭があった。体臭がきつかった。体臭のことは別にすれば、話

していても話はあうし、いつも一緒に遊んでいた。（室蘭育ち、有珠地区以外）

●とくにアイヌの人が身近におらず、学校でもアイヌについて話題になったことがなく、アイヌのことは観光でしかわから

なかった。（小１から室蘭育ち、有珠地区以外）

　なった。それまでは、まったくそういう情報はなかった。この辺りは、今でこそ宅地化が進んでいろいろな人が住んでい

るけれど、子どもの頃は、農家ばかりなので、そういう言葉は聞かなかったし、知らなかった。違和感なく育った。…（ア

イヌを差別するような）地区ではなく、まわりは農家ばかりの環境で育ったので、アイヌの人に対してあまり違う目で見

るということはなかったのかもしれない。（伊達生まれ・伊達育ち、有珠地区以外）
●友だちの親がアイヌで漁師さんだと、魚を持ってきてくれた。アイヌで農家に嫁いだ人がいて、昔のでんぷんの塊をもっ

てきて、ストーブの上で焼きながら、みんなで砂糖醤油をつけて食べたりした。兄の友だちにもそういう友だちがいて遊

びにきていた。家族ぐるみでアイヌの人たちとも交流があった。隔てがなくて、雪が降ったりすると、「泊まって行ってい

いよ」、「帰れなくなったら明日朝一緒に学校へまっすぐ行けばいいよ」という感じで、アイヌの友だちもみんな家に泊まっ

て楽しく過ごしていた（今でも、そういう友だちで　東京へ行った人など物を送ったり送られたり、交流が続いている）。（室

蘭生まれ・豊浦育ち、有珠地区以外）
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第３節　日常生活における交流

　さて、子ども時代が過ぎると、アイヌの人々との交流の場は地域や職場などが中心となると考え

られる。そこにおいてはどのような関係が築かれているのだろうか。

　第１項　交流の経験と交流の習慣

　以下においては、アイヌの人々との交流について頻度と内容を整理したうえで、交流の多寡を左

右する条件を探る。アイヌ文化との接触経験がそうであったように、アイヌの人々との地理的な近

さがより多くの交流をもたらしうると考えられることから、同じ順に考察していく。つまり、まず、

「本人の来住時期」（前掲６－４）と「居住地区」（前掲６－２）に関わらせて交流の多寡を把握した

うえで、地理的な近さで説明できない部分について検討を進める。

　はじめに、アイヌの人々との交流頻度を見る。交流が「よくある」は１割に満たず、「よくある」

と「たまにある」の合計も14.4％である（表６－22）。つまり、交流が「あまりない」あるいは「ほ

とんどない」が８割を超えるという状況である。この14.4％という数値は、新ひだかでの「よくある」

「たまにある」の合計55.7％のおよそ４分の１である。世代別にみると、年齢が若いほど交流が少

なく、交流が「よくある」は青年層1.2％、壮年層4.4％、老年層7.2％、「よくある」と「たまにある」

の合計比率は、青年層4.7％、壮年層10.8％、老年層19.8％である。

　この結果を、地元生まれ・育ちの有無という点から考察してみよう。すると、地元に生まれ育っ

た住民においてアイヌの人々との交流の頻度がより高いという結果である（表６－23）。この時、

交流が「よくある」「たまにある」の合計比率に注目すると、世代が高くなるほど数値が高くなって

おり、居住年数が長いほど交流増への効果が大きいことがわかる。次に、居住地区に関して見ると、

壮年層と老年層において有珠地区居住者の交流が「よくある」「たまにある」合計比率が突出して高

いことが指摘される（壮年層71.5％、老年層63.2％）（表６－24）。交流が「よくある」と回答した者

に限るならば、有珠地区の壮年層28.6％、老年層47.4％がそれに該当する。まとめると、アイヌの人々

が住む市町村で生まれ育つことは、アイヌの人々との交流を増やすことにつながると考えられるが、

アイヌの人々が集住する地区に暮らすことでより多くの交流がもたらされているのは壮年層と老年

層に限られるということになる。

　では、このように世代による違いがあることをどのように説明できるだろうか。交流が「よくあ

る」「たまにある」と回答した人々にその内容について問うた結果を見てみよう。数値の高い順にあ

げると（「その他」を除く）、「近所付き合い」31.3％、「職場付き合い」26.8％、「学生時代からの付

き合い」14.3％となる（表６－25）。これを世代ごとに見ると、青年層では「近所付き合い」「職場

付き合い」「趣味の付き合い」「学生時代」が同率16.7％となっており、一定の傾向を見出すことは難

しい。この世代については、回答者の半数によって「その他」が選択されている。そこでは、祭り

やイベントといった日常性・継続性の乏しい形での交流経験があげられ、また、「意識したことが

ないのでどなたがアイヌの人なのかわからない」という言葉も残されている。ここから、若い世代

の場合は、交流の開始や継続が個人的事情や偶発的な機会によることが多く、そもそも、それがア

イヌの人々との交流であったかどうかも関心外の場合さえあることがわかる。青年層においては、

アイヌの人々が集住する地区に居住することによって交流頻度が高まらないという結果となるのは

このためと考えられる。
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　これに対して、他２世代では、交流の内容にそれぞれ特徴が表れている。壮年層の上位３つは、「職

場付き合い」51.7％、「近所付き合い」と「学生時代」がそれぞれ24.1％である。働き盛りの年代と

して職場生活の比重が高いなかで、仕事を通じてのアイヌの人々との交流が維持され、また、地域

社会の支え手としての責務が重くなるなかで、近所付き合いも増えていくと考えられる。一方、老

年層では「近所付き合い」35.1％、「職場付き合い」18.2％、「趣味の付き合い」と「学生時代」が

ともに10.4％となっている。この世代は定年退職を迎える年代であり、就労している場合も現役時

代とは異なり仕事中心の生活ではない者が増える。したがって、職場での付き合いの比重は低下し、

近所付き合いの比重は高まる。壮年層、老年層ともに、学生時代からの付き合いは世代を経て変化

はあっても一定数は継続されている。このように、青年層と比べると、壮年層と老年層では「職場

付き合い」と並んで「近所付き合い」が相対的に多くなされている状況を見ると、アイヌの人々が

集住する地区に居住することが彼らとの交流頻度を高めうることが理解される。とくに老年層は、

他２世代に比べて、地域での交流に積極的な年代といわれる。「近所の人々との交流」「自治会活動

への参加」という地域の諸活動とアイヌの人々との交流状況を関わらせてみると、老年層において

は、地域での交流に積極的に参加していることがアイヌの人々とのより多くの交流がなされること

につながっていることがわかる（表６－26、表６－27）。

　とはいえ、交流している比率が３世代中最も高い老年層でさえ、36.4％が交流内容として「その他」

を選択していることに留意が必要である。壮年層と老年層についても、「その他」として記述され

た交流を確認すると、お寺の行事、クラス会、ボランティアグループ、講演会、元同僚、仕事など

内容は多彩である。重要なことは、それらが「その他」として回答されていることである。つまり、

このことは、青年層の「その他」であげられていた交流と同様に、日常的に継続される交流として

は認識されていないもの（一回性の交流）があることを示唆する。端的に言うなら、交流の経験で

はあるが、習慣的な交流とまでは認識されていないということである。

　ここで、アイヌの人々との交流の多寡を左右する要件を地理的な条件の他にも探ってみよう。以

下においては２つの側面に関わらせて見ていく。１つ目は、仕事を通じてアイヌの人々との交流が

生まれる場としての職業、２つ目は、アイヌの歴史や文化への関心の現れとしての、アイヌ文化に

ついての知識の程度やアイヌ文化の体験の有無、さらにアイヌ文化の体験への意欲である。

　まず、１点目について考察する。職業によって交流の多寡はどう違うのだろうか。一覧すると、

どの職業においてもアイヌの人々との交流が「あまりない」「ほとんどない」の合計が５割超である

が、そうした状況において交流が相対的に「よくある」職業を探ると、ブルーカラーに分類される

職業（販売的職業、技能工・生産工程に関わる職業、運輸・通信的職業、農林水産的職業、サービ

ス的職業）の方がホワイトカラー職よりも交流の機会をより多く提供していることがわかる（表６

－28）。ブルーカラー職においては、アイヌの人々と仕事仲間あるいは取引関係者としての交流が

生まれやすいということである。さらに、世代別にみると、青年層よりも壮年層、壮年層よりも老

年層においてより多くの交流が生まれている。対するホワイトカラー職には事務的職業、専門・技

術的職業、管理職があるが、事務的職業は交流が最も少ない職種であり、交流が「よくある」「たま

にある」の合計は３世代ともゼロである。専門・技術的職業と管理職については、世代が上がると

交流頻度が高くなるが、このことは、アイヌの人々を雇用・指導・監督する立場としての付き合い

が増えることを意味すると考えられる。
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　続いて２点目、アイヌの歴史や文化への関心のあり方と交流の関係を探る。相手がもつ固有の歴

史、伝統、文化に興味・関心をもつことは、相手を理解しようとする積極的な心の動きであり、交

流のきっかけをとらえて交流を開始・継続させていく基盤となる。そこで、まず、アイヌ文化につ

いての知識、アイヌ文化の体験、アイヌ文化の体験希望をめぐる回答を整理すると、アイヌ文化で

「知っているものがある」は、青年層42.9％、壮年層45.9％、老年層45.1％、アイヌ文化を「体験・

参加したことがある」は、青年層25.6％、壮年層11.1％、老年層15.8％、今後アイヌ文化の「体験・

参加を希望」は、青年層22.5％、壮年層26.3％、老年層22.6％である（前掲表６－15、前掲表６－

11、表６－29）。これをアイヌの人々との交流状況と関わらせて確認すると（表６－30、表６－31、

表６－32）、アイヌ文化についての知識がある者、アイヌ文化の体験をしたことがある者、将来ア

イヌ文化を体験したいという希望を持っている者においてより頻繁な交流がおこなわれている。こ

の場合の「より頻繁」とは、交流が「ほとんどない」の数値がより低く、「あまりない」「たまにある」

の数値がより高いという形で表れており、交流が「よくある」の数値が顕著に高くなっているわけ

ではない。全体の交流頻度が新ひだかに比してきわめて低いという実態において、そのなかでも興

味・関心を持つことは交流がなされない状態から脱するうえで一定の意味があることが確認された

といえる。その効果は年長世代においてより強く現れている。

　以上、日常生活におけるアイヌの人々との交流について考察してきた。主な点は次の４つである。

１点目は、交流が「あまりない」あるいは「ほとんどない」の合計が８割を超えるという実態にお

いて、交流頻度は青年層において最も低く、壮年・老年層では相対的に高いことである。２点目は、

アイヌの人々が住む市町村で生まれ育つことは、その居住年数が長いほどアイヌの人々との交流を

より盛んにするが、アイヌの人々が集住する地区に暮らすことでより多くの交流がもたらされてい

るのは壮年層と老年層に限られるということである。そこで交流の内容をみると、３点目、年長の

世代では近所付き合いが相対的に盛んであるのに対して、青年層においては、一回性の交流の経験

はあっても、それが交流の習慣と認識されていない場合があることである。４点目は、地理的な条

件の他に、職業の種類やアイヌ文化への興味関心によっても交流頻度に違いがあることである。い

ずれも、より年長の世代になるほどその効果は大きいことがわかった。

表６－ 22　アイヌの人々との交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

よくある たまにある あまりない ほとんどない

青年 1(1.2) 3(3.5) 10(11.8) 71(83.5) 85(100.0)

壮年 9(4.4) 13(6.4) 34(16.7) 147(72.4) 203(100.0)

老年 21(7.2) 37(12.6) 43(14.7) 192(65.5) 293(100.0)

合計 31(5.3) 53(9.1) 87(15.0) 410(70.6) 581(100.0)

p ＜ .01
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表６－ 23　アイヌの人々との交流×地元育ちかどうか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

よくある たまにある あまりない ほとんどない

青年
生まれてからずっと 1(3.1) 1(3.1) 4(12.5) 26(81.3) 32(100.0)

明治・大正・昭和・平成 0(0.0) 2(3.8) 6(11.5) 44(84.6) 52(100.0)

壮年
生まれてからずっと 3(4.4) 6(8.8) 12(17.6) 47(69.1) 68(100.0)

明治・大正・昭和・平成 6(4.4) 7(5.2) 22(16.3) 100(74.1) 135(100.0)

老年
生まれてからずっと 7(11.3) 12(19.4) 8(12.9) 35(56.5) 62(100.0)

明治・大正・昭和・平成 14(6.1) 23(10.0) 35(15.3) 157(68.6) 229(100.0)

表６－ 24　アイヌの人々との交流×居住地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

よくある たまにある あまりない ほとんどない

青年

黄金 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(100.0) 3(100.0)

稀府 0(0.0) 0(0.0) 1(20.0) 4(80.0) 5(100.0)

東 0(0.0) 0(0.0) 3(23.1) 10(76.9) 13(100.0)

中央 0(0.0) 0(0.0) 2(14.3) 12(85.7) 14(100.0)

関内 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

長和 1(20.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(80.0) 5(100.0)

有珠 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(100.0) 3(100.0)

市街 0(0.0) 3(7.3) 4(9.8) 34(82.9) 41(100.0)

大滝 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

壮年

黄金 1(14.3) 0(0.0) 1(14.3) 5(71.4) 7(100.0)

稀府 1(11.1) 0(0.0) 2(22.2) 6(66.7) 9(100.0)

東 2(5.1) 0(0.0) 5(12.8) 32(82.1) 39(100.0)

中央 2(5.4) 3(8.1) 7(18.9) 25(67.6) 37(100.0)

関内 0(0.0) 0(0.0) 1(14.3) 6(85.7) 7(100.0)

長和 0(0.0) 0(0.0) 3(27.3) 8(72.7) 11(100.0)

有珠 2(28.6) 3(42.9) 1(14.3) 1(14.3) 7(100.0)

市街 1(1.4) 7(10.0) 12(17.1) 50(71.4) 70(100.0)

大滝 0(0.0) 0(0.0) 1(10.0) 9(90.0) 10(100.0)

老年

黄金 1(7.7) 1(7.7) 4(30.8) 7(53.8) 13(100.0)

稀府 1(5.3) 3(15.8) 3(15.8) 12(63.2) 19(100.0)

東 3(4.6) 10(15.4) 7(10.8) 45(69.2) 65(100.0)

中央 1(1.8) 4(7.0) 12(21.1) 40(70.2) 57(100.0)

関内 2(28.6) 3(42.9) 0(0.0) 2(28.6) 7(100.0)

長和 0(0.0) 3(20.0) 3(20.0) 9(60.0) 15(100.0)

有珠 9(47.4) 3(15.8) 2(10.5) 5(26.3) 19(100.0)

市街 3(3.5) 10(11.6) 10(11.6) 63(73.3) 86(100.0)

大滝 1(14.3) 0(0.0) 0(0.0) 6(85.7) 7(100.0)

表６－ 25　アイヌの人々との交流の内容（複数回答）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（年齢層ごとの応答者数の % ）
合計

（応答者数の %）近所付き合い 職場付き合い 趣味の付き合い
子どもを介した

付き合い
インターネット 学生時代 その他

青年 1(16.7) 1(16.7) 1(16.7) 0(0.0) 0(0.0) 1(16.7) 3(50.0) 6(5.4)

壮年 7(24.1) 15(51.7) 4(13.8) 3(10.3) 0(0.0) 7(24.1) 2(6.9) 29(25.9)

老年 27(35.1) 14(18.2) 8(10.4) 6(7.8) 0(0.0) 8(10.4) 28(36.4) 77(68.8)

合計

（応答者数の %）
35(31.3) 30(26.8) 13(11.6) 9(8.0) 0(0.0) 16(14.3) 33(29.5) 112(100.0)
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表６－ 26　アイヌの人々との交流×近所の人々との交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

よくある たまにある あまりない ほとんどない

青年

近所付き合いない 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 9(100.0) 9(100.0)

道で挨拶程度 1(1.7) 0(0.0) 6(10.3) 51(87.9) 58(100.0)

会った際に世間話 0(0.0) 3(18.8) 3(18.8) 10(62.5) 16(100.0)

互いの家行き来 0(0.0) 0(0.0) 1(50.0) 1(50.0) 2(100.0)

壮年

近所付き合いない 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 8(100.0) 8(100.0)

道で挨拶程度 3(2.5) 10(8.3) 17(14.2) 90(75.0) 120(100.0)

会った際に世間話 6(9.1) 3(4.5) 15(22.7) 42(63.6) 66(100.0)

互いの家行き来 0(0.0) 0(0.0) 2(25.0) 6(75.0) 80(100.0)

老年

近所付き合いない 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(100.0) 2(100.0)

道で挨拶程度 3(2.7) 12(10.9) 15(13.6) 80(72.7) 110(100.0)

会った際に世間話 5(3.7) 16(11.9) 20(14.8) 94(69.6) 135(100.0)

互いの家行き来 12(30.8) 7(17.9) 6(15.4) 14(35.9) 39(100.0)

表６－ 27　アイヌの人々との交流×自治会活動への参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

よくある たまにある あまりない ほとんどない

青年

積極的に参加 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(100.0) 1(100.0)

ある程度参加 0(0.0) 1(5.3) 4(21.1) 14(73.7) 19(100.0)

あまり参加せず 1(3.4) 1(3.4) 2(6.9) 25(86.2) 29(100.0)

まったく参加せず 0(0.0) 1(2.8) 4(11.1) 31(86.1) 36(100.0)

壮年

積極的に参加 18(8.3) 1(8.3) 3(25.0) 7(58.3) 12(100.0)

ある程度参加 4(5.6) 6(8.3) 17(23.6) 45(62.5) 72(100.0)

あまり参加せず 2(3.1) 2(3.1) 14(21.9) 46(71.9) 64(100.0)

まったく参加せず 2(3.6) 4(7.3) 0(0.0) 49(89.1) 55(100.0)

老年

積極的に参加 10(18.9) 10(18.9) 8(15.1) 25(47.2) 53(100.0)

ある程度参加 9(6.0) 22(14.8) 26(17.4) 92(61.7) 149(100.0)

あまり参加せず 0(0.0) 3(4.9) 6(9.8) 52(85.2) 61(100.0)

まったく参加せず 2(7.1) 0(0.0) 3(10..7) 23(82.1) 288100.0)
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表６－ 28　アイヌの人々との交流×職業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

よくある たまにある あまりない ほとんどない

青年

事務的職業 0(0.0) 0(0.0) 3(23.1) 10(76.9) 13(100.0)

保安的職業 0(0.0) 0(0.0) 1(16.7) 5(83.3) 6(100.0)

販売的職業 0(0.0) 1(20.0) 1(20.0) 3(60.0) 5(100.0)

技能工・生産工程 1(25.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(75.0) 4(100.0)

運輸・通信 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

専門・技術的 0(0.0) 0(0.0) 3(13.6) 19(86.4) 22(100.0)

管理的 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

農林水産的 0(0.0) 0(0.0) 1(33.3) 2(66.7) 3(100.0)

サービス的 0(0.0) 0(0.0) 1(9.1) 10(90.9) 11(100.0)

その他 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(100.0) 3(100.0)

壮年

事務的職業 2(7.1) 0(0.0) 2(7.1) 24(85.7) 28(100.0)

保安的職業 0(0.0) 0(0.0) 1(50.0) 1(50.0) 2(100.0)

販売的職業 0(0.0) 2(20.0) 2(20.0) 6(60.0) 10(100.0)

技能工・生産工程 2(9.5) 0(0.0) 4(19.0) 15(71.4) 21(100.0)

運輸・通信 0(0.0) 0(0.0) 3(60.0) 2(40.0) 5(100.0)

専門・技術的 1(2.8) 2(5.6) 8(22.2) 25(69.4) 36(100.0)

管理的 0(0.0) 0(0.0) 2(33.3) 4(66.7) 6(100.0)

農林水産的 1(14.3) 1(14.3) 0(0.0) 5(71.4) 7(100.0)

サービス的 0(0.0) 4(17.4) 3(13.0) 16(69.6) 23(100.0)

その他 0(0.0) 1(7.1) 2(14.3) 11(78.6) 14(100.0)

老年

事務的職業 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(100.0) 4(100.0)

保安的職業 0(0.0) 1(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(100.0)

販売的職業 1(12.5) 0(0.0) 2(25.0) 5(62.5) 8(100.0)

技能工・生産工程 0(0.0) 1(12.5) 0(0.0) 7(87.5) 8(100.0)

運輸・通信 0(0.0) 2(50.0) 1(25.0) 1(25.0) 4(100.0)

専門・技術的 2(9.5) 4(19.0) 6(28.6) 9(42.9) 21(100.0)

管理的 0(0.0) 1(33.3) 0(0.0) 2(66.7) 3(100.0)

農林水産的 2(12.5) 7(43.8) 2(12.5) 5(31.3) 16(100.0)

サービス的 2(16.7) 3(25.0) 0(0.0) 7(58.3) 12(100.0)

その他 2(8.3) 2(8.3) 4(16.7) 16(66.7) 24(100.0)

表６－ 29　アイヌ文化の体験希望の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

体験・参加を希望 体験・参加を希望せず

青年 18(22.5) 62(77.5) 80(100.0)

壮年 46(26.3) 129(73.7) 175(100.0)

老年 50(22.6) 171(77.4) 221(100.0)

合計 114(23.9) 362(76.1) 476(100.0)

表６－ 30　アイヌの人々との交流×アイヌ文化の知識の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

よくある たまにある あまりない ほとんどない

青年 知っている 0(0.0) 3(8.3) 6(16.7) 27(75.0) 36(100.0)

知らない 1(2.1) 0(0.0) 3(6.4) 43(91.5) 47(100.0)

壮年 知っている 8(9.0) 8(9.0) 14(15.7) 59(66.3) 89(100.0)

知らない 1(1.0) 5(4.8) 15(14.3) 84(80.0) 105(100.0)

老年
知っている 11(9.8) 20(17.9) 19(17.0) 62(55.4) 112(100.0)

知らない 7(5.1) 14(10.1) 20(14.5) 97(70.3) 138(100.0)
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　第２項　仕事をきっかけとした付き合い

　次に、インタビューデータより、日常生活においてアイヌの人々とどのような交流が行われてい

るのかを見る。アイヌの人々との交流が「よくある」5.3％、「たまにある」9.1％である（前掲表６

－22）ことを考えると、アイヌの人々との出会いは日常生活の中の非日常的な出来事といえる。こ

こにおいても、地元の生まれ・育ちの有無と現在の有珠地区居住の有無による明らかな違いを見出

すことは難しかった。そのため、世代ごとの違いに焦点を当てる。

　そこで、表６－33を見ると、現実として、交流には至らない経験の方が多いことがわかる。それは、

近隣にアイヌの人々がいるのを「見たことがある、知っていた」というものである。いわば「ご近

所認識」であり、アイヌの人々が近隣にいたという事実やアイヌのいる風景を見た記憶が淡々と語

られる。前述のように、子ども期のアイヌの人々との交流（生活の場面）も「見たことがある、知っ

ていた」と語られるにとどまるものが多かったが、その後の交流についても実態はさほど変わって

いないといえる。そこでは、アイヌの姿を認めつつも、それ以上の関心はもたれず、アイヌの文化

や歴史への関心や敬意が表現されることも少ない。

　世代ごとに見ると、まず、青年層では、「彫りが深くて「ああ、アイヌなんだな」という人はい

るし、別にアイヌだからどうということはもうないと思う」（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、青年

男性）という言葉が聞かれる。また、老年層では、「今も近所にアイヌの人はいるけれど、言われ

るまでそんなに気にならない。気にしないし、気にならなくなってきていて、生活に溶け込んでい

る感じがする。アイヌだと言われるとああそうなんだと思うくらいで、言われるまでは何も感じな

いし」（伊達生まれ・伊達育ち、老年女性）、「漁師にアイヌが多いように思うが、興味を持って見た

ことがないので、伊達にアイヌが多いかどうかわからない。今の時代、近所にアイヌがいようとい

表６－ 31　アイヌの人々との交流×アイヌ文化の体験の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

よくある たまにある あまりない ほとんどない

青年
体験・参加有 0(0.0) 3(14.3) 5(23.8) 13(61.9) 21(100.0)

体験・参加なし 1(1.7) 0(0.0) 5(8.3) 54(90.0) 60(100.0)

壮年
体験・参加有 0(0.0) 3(15.0) 6(30.0) 11(55.0) 20(100.0)

体験・参加なし 8(5.0) 9(5.6) 23(14.4) 120(75.0) 160(100.0)

老年
体験・参加有 8(22.9) 5(14.3) 8(22.9) 14(40.0) 35(100.0)

体験・参加なし 6(3.3) 22(12.2) 26(14.4) 127(70.2) 181(100.0)

表６－ 32　アイヌの人々との交流×アイヌ文化の体験希望の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人、％

度数（％）
合計

よくある たまにある あまりない ほとんどない

青年
希望あり 0(0.0) 1(5.6) 4(22.2) 13(72.2) 18(100.0)

希望なし 1(1.6) 1(1.6) 5(8.2) 54(88.5) 61(100.0)

壮年
希望あり 0(0.0) 4(8.7) 10(21.7) 32(69.6) 46(100.0)

希望なし 8(6.2) 6(4.7) 18(14.0) 97(75.2) 129(100.0)

老年
希望あり 6(12.2) 7(14.3) 10(20.4) 26(53.1) 49(100.0)

希望なし 6(3.6) 19(11.4) 21(12.6) 121(72.5) 167(100.0)
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まいとあまり気にしない。近所の状況に干渉しない」（十勝育ち、老年女性）という語り口である。「血

が薄れてきている」「生活に溶け込んでいる感じ」という言い回しは、アイヌの人々がいずれ完全に

同化していく存在であることが無意識のうちに前提とされているように受け取れる。

　しかしながら、交流をしている人々もいないわけではない。表６－33をみて気がつくのは、いわ

ゆる「近所付き合い」というよりも、仕事で知り合ったアイヌの人々とのつながり、あるいは、そ

こから発展した多少とも親しい付き合いが多くあげられていることである。いずれも、職場空間の

なかだけの付き合いではなく、仕事をきっかけとしてアイヌの人々の生活や文化にふれたり、そこ

に足を踏み入れたりした経験として語られているが、それを語るのは老年層がほとんどである。す

でに見たとおり、３世代中アイヌの人々との交流が最も多くなされているのが老年層であり、その

交流内容の最多は「近所付き合い」35.1％、その次が「職場付き合い」18.2％である。しかし、イ

ンタビューの内容を見ると、現在の近所付き合いに関するものというよりは、仕事を含めての交流

に関する印象深いエピソードが語られている。それらの交流はおおむね２つにわけることができる

だろう。１つは、一回きり、あるいは、ある一時期のエピソードという形で提示されるもの、もう

１つは、今に至る継続的な関係性として描かれるものである。先に述べたように、前者は交流の経

験であり、後者は交流の習慣ということになる。

　まず、前者に分類されるものとしては、「親会社の社員にアイヌ系の人がいて、話をするきっか

けがあった」（壮瞥町出身・中卒まで壮瞥、壮年男性）、「20歳から28歳まで鵡川町で働いた。鵡川に

はアイヌの人たちがたくさんいた。…祖先がアイヌの人とは仕事の関係でつきあいはあった」（福島

町生まれ・福島町育ち、老年男性）、「海岸には漁師をしているアイヌが多く、船にも電気関係の仕

事があるので、仕事でアイヌの人と関わるようになった。家に行って、食事をご馳走になったり、

おばあちゃん、おじいちゃんと話をしたりすることもあった」（５歳から伊達育ち、老年男性）、「小

学校に赴任してアイヌの子どもがいるクラスの担任になった。当時は一画に何軒かアイヌの家が

あった。アイヌで漁師をしていた一族がいた。…アイヌの生徒の担任になって、生徒のお父さんか

らアイヌ民族への差別、アイヌのことやアイヌ語について、いろいろ教えてもらい、アイヌの文化

のことを知るようになった」（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、老年女性）などがある。これは、一

時期、アイヌの人々との関わりが濃くもたれた思い出である。こちらの方が数としては多い。

　一方、後者に分類されるものとしては、「有珠に何人か現在もつきあっている人はいる。…アイ

ヌの長老が有珠には何人かいる。その１人と親しくしており、行事の時に撮らして下さいというこ

とで、儀式を撮影させてもらう。アイヌの血を引いている若い知り合いもいる。…仕事や写真の経

験を通じてアイヌの人とつきあっているから、アイヌの人とは近い関係にあり、特別にどうのとい

う感覚ではない」（伊達生まれ・伊達育ち、老年男性）がある。時間を経て付き合いが深められてい

き、交流が継続的に営まれているケースである。

　では、そこにおいてアイヌの人々との関係はどのように認識されているのだろうか。良好な関係

があったからこそ、交流が継続され、もしくは、懐かしい記憶として留められることはいうまでも

ない。主体的に選びとられた関係性としての満足感があるように見受けられる。だからこそ、交流

の経験であれ、交流の習慣であれ、アイヌの人々との関係は良好なものとして描かれることが多い。

さらにいえば、アイヌの歴史を尊重しようという気持ちがうかがえる発言も多い。「アイヌの人は

人懐っこい、会話はするし、いい印象がある」（５歳から伊達育ち、老年男性）、「アイヌの人が遠慮
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していたという部分が見え隠れしていたので、そこら辺は我々ももう少し広い心で、受け入れるよ

うに、北海道の人間はとくにそうであるべきだと思う。個人としては先住民族に感謝すべきことは

すべきだと思う」（伊達生まれ・伊達育ち、老年男性）、「個人的にはアイヌの人とはまったく違和感

なく、仲良くなっている」（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、老年女性）という言葉が聞かれる。

　このように、子どもの頃の学校の場面がそうであったのと同様、長じてからは仕事に関わる場面

が、アイヌの人々との交流のきっかけを提供する貴重な機会をなしてきたことがわかる。

　以上、日常生活におけるアイヌの人々との交流をみていくと、仕事をきっかけとしてアイヌの人々

と出会い、そこでアイヌの歴史や文化について知り、交流の経験や習慣を得る者がいる一方で、そ

のような機会を持たない者もいることがわかる。周囲にアイヌの人々がそれほどいない環境では、

知り合う機会が乏しいことと継続的な無関心によって、交流と呼びうるほどの関係が容易には育た

ないのが現状である。新ひだかのように、近隣にアイヌの人々が居住しており、個人的な友人関係

に支えられた近所付き合いが成立する環境がないとすれば、アイヌの人々と交流をもつことは容易

ではなく、交流をもつ人ともたない人の意識の落差は拡大していくことになろう。

　では、引き続き、インタビューデータをもとに、近所付き合いや職場での付き合い以上に緊密な

結びつきである結婚について見ていくことにしよう。

表６－ 33　近隣や職場でのアイヌの人々との関わり・交流

青年 男性 ●イオンのレジにだって、卵を買いに来る人にだって、彫りが深くて「ああ、アイヌなんだな」という人はいるし、別にア

イヌだからどうということはもうないと思う。民族がどうこうより、その人がどうかということ。（伊達生まれ・高卒まで

伊達育ち、有珠地区以外）

女性 ●アイヌに対する関心がまわりの人もなくなってきているような気もする。いい意味では差別がない。登別でも厚真でも伊

達でも差別的なことは感じたことがない。（新冠生まれ・高卒まで新冠育ち、有珠地区以外）

壮年 男性 ●親会社の社員にアイヌ系の人がいて、話をするきっかけがあった。…なかなか地域、地域で接することがないから何とも

いえない。直接アイヌの方と接する場面はほとんどない。…特別意識はないが、集団になってしまうと、アイヌ民族と近

代的な人と自然に集団になって分かれるような気がする。日本の国民性かもしれない。（壮瞥町出身・中卒まで壮瞥、有珠

地区以外）

老年 男性 ●身近にアイヌの人はいない。（札幌生まれ・札幌育ち、市街地区 )

●海岸には漁師をしているアイヌが多く、船にも電気関係の仕事があるので、仕事でアイヌの人と関わるようになった。家

に行って、食事をご馳走になったり、おばあちゃん、おじいちゃんと話をしたりすることもあった。事業を始めた若い頃

は歯を黒く染めている人を見た。そういう人を見かけたのは昭和 30 年、40 年くらいまでだったと思う。耳飾りをした人は

見たことがない。…仕事をしながらアイヌの人との関わりはけっこうあった。商売をやっていて、有珠から伊達市内をあ

ちこち歩くと「土地を取られた」という嘆きを聞く。お客さんで、もともとアリューシャン列島からのアイヌの人もいた。

アイヌの人は人なつっこい、会話はするし、いい印象がある。（５歳から伊達育ち、有珠地区以外）
●有珠に何人か現在もつきあっている人はいる。…アイヌの長老が有珠には何人かいる。その１人と親しくしており、行事

の時に撮らして下さいということで、儀式を撮影させてもらう。アイヌの血を引いている若い知り合いもいる。その人は

漁師をしていて、アイヌの伝統文化について勉強中。有珠で漁師をしている人の半数近くはアイヌの血を引いていると思

う。…仕事や写真の経験を通じてアイヌの人とつきあっているから、アイヌの人とは近い関係にあり、特別にどうのとい

う感覚ではない。高校時代の先生が、アイヌの人たちがほんとうに質素にぎりぎりの生活をしていたという生活風景を撮っ

ていた。それを見ていて、観光タクシーに乗って、実際にアイヌの人と関わるようになったら、その時にギャップを感じた。

でも根底には萱野茂さんの話を聞いたら、アイヌの人が遠慮していたという部分が見え隠れしていたので、そこら辺はわ

れわれももう少し広い心で、受け入れるように、北海道の人間はとくにそうであるべきだと思う。個人としては先住民族

に感謝すべきことはすべきだと思う。（伊達生まれ・伊達育ち、有珠地区以外）

● 20 歳から 28 歳まで鵡川町で働いた。鵡川にはアイヌの人たちがたくさんいた。子どももいた。アイヌの人はいたけれど、

アイヌの文化はなかった。祖先がアイヌの人とは仕事の関係でつきあいはあった。…少なくとも、ここに今住んでいて、

近くにアイヌの方がいるのを感じない。鵡川にいた頃は顔を見ると特徴があるので、この方はアイヌかなと思うことがあっ

たが、伊達に来てからアイヌの方も少ないだろうし、アイヌだという感じはなかった。（福島町生まれ・福島町育ち、有珠

地区以外）

●タクシーの仕事をしていた時はアイヌで漁師をしている人がお客さんとして、乗ってきたので、アイヌの人を何回も見て

いる。室蘭のトッカリショ、地球岬灯台の下（輪西より下）辺りでよく乗せた。それ以外はアイヌの人を見ることもないし、

近所にもいなかった。…ここに来て 13 年になるが、その間にアイヌの人たちと関わったことは一度もなく、会ったことも

ない。そばにもいない。その辺はよくわからない。伊達においてアイヌの人たちはいたんだろうけれど、何処でどうやっ

てアイヌの人たちがいたのかもわからないし、会ったこともない。…タクシーに乗っていて、ひとりアイヌで、癖のわる

い人がいた。（お酒を）飲んでタクシーに乗ってきた。普通同じ人間として暮らしていくのに、そんなことをしたらどうか

ということはわかるから、そういうのは一部だと思う。そういうことが伝わる。お互いに悪い。アイヌの人たちも悪いし

和人も悪い。（室蘭生まれ・室蘭育ち、有珠地区以外）
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女性 ●伊達では職場（学校）の同僚で顔立ちからアイヌとわかる人がいた。まわりがすごく気を使うというのか、そういう話題

は出さないということを感じた。先生もそういうことに関してはいっさいふれないし、深いところにちょっとした差別と

いうか私たちとは違うという区別があるのかなと思った。（有珠地区以外）
●小学校（稀府の小学校）に赴任してアイヌの子どもがいるクラスの担任になった。当時は一画に何軒かアイヌの家があった。

アイヌで漁師をしていた一族がいた。今も漁師をしている人はいる。…部落の人はアイヌの人に対して差別をしていなかっ

たと思う。○○さんは自分には和人に騙された話はしたけれど、みんなの前でそういう話はしなかった。ＰＴＡの役員も

していたし、魚が獲れるとみんなに魚をあげたりして、みんなで仲良くするのに気は使っていたようだった。昔からいる

人たちは陰で何か言っていたことはあったかもしれないけれど、みんな○○さんには世話になっていた。…アイヌの生徒

の担任になって、生徒のお父さんからアイヌ民族への差別、アイヌのことやアイヌ語について、いろいろ教えてもらい、

アイヌの文化のことを知るようになった。…アイヌの人は部落の行事には参加しないし、あまり積極的に役員を引き受け

たりしない。わだかまりは和人の側にはなくても、アイヌの人の中にはあるのかもしれない。…個人的にはアイヌの人と

はまったく違和感なく、仲良くなっている。○○さんの娘さんとは会うし、声をかけてくれる。（伊達生まれ・高卒まで伊

達育ち、有珠地区以外）

●今も近所にアイヌの人はいるけれど、言われるまでそんなに気にならない。気にしないし、気にならなくなってきていて、

生活に溶け込んでいる感じがする。アイヌだと言われるとああそうなんだと思うくらいで、言われるまでは何も感じない

し、普通に接していて、みなさん仕事している。アイヌだということを際立たせているところがあったりするとそういう

ふうに感じるのかもしれない。たとえば平取に行ったりすると、アイヌの人たちなのかなと思うのかもしれない。…アイ

ヌの人は自分からはアイヌだと言わない。まわりの人が「あの人はアイヌだ」と教えてくれる。ここら辺では嫌な言葉だが、

アイヌのことを「ヌー」と言う。「あの人アイヌだ」と教えてくれる人は、アイヌに対して好ましく思っていないというより、

親からの刷り込みがあるという感じがする。親の世代で「ヌー」という言葉を使っていたのではないかと思う。（伊達生まれ・

伊達育ち、有珠地区以外）

●漁師にアイヌが多いように思うが、興味を持って見たことがないので、伊達にアイヌが多いかどうかわからない。今の時代、

近所にアイヌがいようといまいとあまり気にしない。近所の状況に干渉しない。夫の育った実家のある○○でさえ、アイ

ヌの人をお嫁さんにもらっている人もいるので、珍しいという感じはなかった。（十勝育ち、有珠地区以外）

●何もない。普通にアイヌの友だちからも電話が来る。高校（室蘭）時代から友だちは続いている。アイヌだとわかってい

る人と普通につきあっている。彫りが深くて特徴があるから、この人そうでないかな・・と町を歩いていてもわかるとい

う感じ。（伊達生まれ・結婚まで伊達、有珠地区以外）

●有珠では家の近所にはアイヌはいなかったが、浜のほうへ行くといっぱいいた。…娘が小学校に上がると、クラスの同級

生にアイヌがいた。顔を見るとわかった。娘から「○○君って、日本人じゃないんだってね」と言われたことがあった。

娘は近所の友だちの家に遊びに行った時、その家のおばあさんから「○○君は日本人じゃないんだ」と聞いたようだった。

その時に、「違うよ、同じ日本人なんだよ」と娘に話した。その時１回きりで、それ以後、娘は何も言うことがなかったし、

特別にアイヌという認識も持っていなかったと思う。有珠はけっこうアイヌが多いし、子どもの時に白老でアイヌの人や

アイヌ文化を見たことはあったが、日本人だとか、日本人ではないという意識を持ったことがなかった。…普通に交流は

今でもしている。町で娘の同級生の親と会ったら話もするし、（アイヌだという）意識がない。（幼少から室蘭育ち、結婚

後有珠地区、現在は有珠地区以外）

●長男、長女の幼稚園、小学校で、子どもたちのお父さんやお母さんにアイヌの人が多かった。子どもを通してアイヌの同

級生のお母さんと仲良くしていた。アイヌ、アイヌじゃないというのは風貌を見ればわかる。アイヌの人は濃いめの顔立

ちで、沖縄の民族に似ている。人情味があり、アイヌの人には奥深いものがすごくあった。アイヌとわかってもアイヌ、

和人という隔たりはなかったし、いじめもなく、子どもたちも行ったり来たりして遊んだ。分け隔てはまったくなかった。

…販売の仕事では豊浦方面の漁師さんの所など、アイヌの人の家に行くこともあった。アイヌ協会でアイヌの衣裳を縫う

のにミシンが必要になり、アイヌ協会にミシンを買ってもらったこともあった。その頃、娘の友だちのアイヌのお母さんで、

病気になった人がいた。漁師さんの家だったからいろいろなことがあって、すぐに病院に行かなかったのかなと思ったり

した。日赤病院に入院したので、娘と何度もお見舞いに通った。（室蘭生まれ・豊浦育ち、有珠地区以外）

第４節　婚姻による結びつき

　結婚はプライベートな交流であると同時に法的に承認された関係である。結婚によって社会にお

ける立場が決定的に変わる可能性もあることから、他の交流に対するよりは慎重な対応がなされる

と思われるが、だからこそ、建前と本音の矛盾が表れる場合も少なくない。

　まず、和人とアイヌの結婚の増加という事実に対する反応を見ると、和人とアイヌの結婚が増え

つつあることはごく自然な流れとして受けとめられているようである３）　。青年層では、「アイヌの

血が薄れてきているのかなという感じはある。失礼かもしれないけれど、見た目で実家のほうでは

アイヌとわかる人もいたので、そういう意味では血が薄くなってきているように思う」（新冠生まれ・

高卒まで新冠育ち、青年女性）、老年層では、「夫の育った実家のある○○でさえ、アイヌの人をお

嫁さんにもらっている人もいるので、珍しいという感じはなかった」（十勝育ち、老年女性）、「今は

もう３世代くらい経っているから、ほとんど和人だ、アイヌだという感覚はなくなってきていると

思う」（伊達生まれ・伊達育ち、老年男性）といった言葉が聞かれる。結婚をめぐる差別は過去のこ

ととして語られ、世代にかかわらず差別に対しては批判的である（表６－34）４）　。一般に、世代が

高くなると保守的、旧弊的な考え方が強まるといわれるが、そうした傾向はここでは認められない。

青年層では、「たまたま好きになった人が外国人や他の民族の人だったとしたら、それは自由なの
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で、それを侵害する権利は誰にもない」（小２より伊達育ち、青年男性）、老年層では、「親の世代な

ど、古い世代の人はアイヌとの結婚を嫌がるというのを聞いたことがある。その同級生も親には反

対されたらしいが、奥さんは子育てもして家も守っているし、今は一緒になってよかったのだと思

う」（伊達生まれ・伊達育ち、老年男性）、「祖母は叔母（母の妹）がアイヌ人と結婚することに反対

し、差別していた。結婚相手は営林署に勤めているちゃんとした人なのに祖母が反対していたのを

子ども心に覚えている」（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、老年女性）、「昔はアイヌと結婚するとな

ると何か悪い人と結婚するような見方があった。それは差別、いじめのように思う。何かアイヌに

対しておかしい見方をするところがある」（豊頃町育ち、老年女性）といった言葉が聞かれる。これ

らの語りのなかには、アイヌとの結婚への忌避的感情やアイヌとの結婚を選択する和人に対する非

難や同情があからさまに表明されることはなく、この種の反応は乗り越えられているかのように思

われる。

　しかし、恋愛・結婚問題は建前と本音が乖離する可能性の高いもののひとつである。そこで、恋

愛・結婚を自身の問題として問われた時の答え方に着目すると、「考えたことがない」というフレー

ズがよく出てくることが指摘される。それは、世代にかかわらず同じである。たとえば、青年層で

は、「アイヌの方ともし結婚することになったら嫌だなとか、恋愛をする時に相手がアイヌである

かどうかを考えるということはなかった。好きな人がアイヌでも気にしなかったと思う。今まであ

まり区別したり、意識したりしたことがなかった」（静内出身・高卒まで静内育ち、青年女性）、「恋

愛や結婚で相手の民族性について考えたことはなかった」（新冠生まれ・高卒まで新冠育ち、青年女

性）、壮年層では、「経験がないから何ともいえないが、仮に結婚相手がアイヌ民族だったとしても、

縁があったのなら結婚したと思う」（壮瞥町出身・中卒まで壮瞥、壮年男性）、老年層では、「結婚や

恋愛において、民族性については身近にアイヌがおらず対象になることもなかったので、考えたこ

とはない」（室蘭生まれ・室蘭育ち、老年男性）、「恋愛や結婚する時にこの辺りではアイヌの血筋を

考慮することはないし、自分も考えたことはなかった」（伊達生まれ・伊達育ち、老年男性）といっ

た発言がされている。これらの発言を見ると、これがいかに慎重な答え方であるかがわかる。なぜ

なら、「考えたことがない」というのは、即答できない・したくない時に使われる語だからである。

「経験がないから何ともいえない」という表現も同様である。

　では、即答できないのはなぜなのか。過去の差別の例に関して批判的な考えをもち、相手の民族

性を気にすることはよくないことを理念として理解することと、自分（あるいは自分の家族）の問

題として考えることはまったく別のことだからである。つまり、自覚されているにしても、自覚さ

れていないにしても、そこには差別を否定しながら民族性を気にする複雑な心情があると考えられ

る。こうした心情に関して、ある老年女性は、自分の友人の娘がアイヌと結婚することになった時

に、その母親が「まわりまわって罰があたったのかな」と言ったことをあげ、「自分の娘がそうだっ

たら、どうなのかというとわからない。一般的な話と自分の話となると別かもしれない」と述べて

いる。こうして見ると、自身の結婚をもっぱら想定して回答している青年層より、自分の子ども世

代の結婚のことも考えながら回答している壮年層・老年層の方がその矛盾に自覚的である場合もあ

る。この他、義理の母親がアイヌ女性であった老年男性は「後妻がアイヌであるということを隠し

たいという気持ちが父親にはあったようだ」と語り、外国人と結婚した娘をもつ老年女性は「なぜ

外国人と結婚するのに抵抗はないのかとか、１人娘なのにどうして許したのかとか、いろいろ言わ
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れることがある。そういうことにこだわらないけれど、先住民との結婚の場合にも同じようなこと

を言う人がいるのかなと、娘の国際結婚の経験から思った」と語っている。いずれも、個別の経験

を経て、結婚というものがそれほど単純な問題ではないことを知ったという例である。

　その点、新ひだかの住民の表現はよほどストレートである。「アイヌ差別が依然として存在する

から」「アイヌとわかる特徴を備えた子どもは差別されるから」「アイヌ民族が内心同化願望を持って

いるのが嫌だから」という内容の発言は、そのような考え方の是非は別として、アイヌとの結婚を

忌避する理由として非常にはっきりとしたものである。一方、伊達は、「かつてはアイヌとの結婚

に反対する人がいたが、今そういう人はいない。中身ははっきりわからないが、そういう差別はほ

とんどなくなっていると思う。今はもう３世代くらい経っているから、ほとんど和人だ、アイヌだ

という感覚はなくなってきていると思う」（老年男性）と理解されており、アイヌの人々を特別視す

る発言自体がされにくい状況だと考えられる。和人と見分けがつかなくなったら差別はなくなるの

か。容貌で差別されなくなったら血筋は問題にはならなくなるのか。伊達の住民が突きつけられて

いるのは一歩進んだ段階の問いかけであるといえるだろう。

　以上、和人とアイヌの結婚をめぐる反応を一言でいうなら、世代にかかわらず、差別には批判的

であり、自覚的な差別感情はないつもりではいるものの、アイヌとの結婚が自分（あるいは自分の

家族）の問題として想定された時には一般論として語るほどの歯切れ良さはなくなる。さらに、そ

うした複雑な心情があっても、それを認め、表明することにはおそらくためらいがあり、とりあえ

ずは「気にならない」という態度が選択されている様子が浮かび上がった５）　。

表６－ 34　結婚に際しての民族性の考慮の有無（自分や家族について、あるいは一般論として）

青年 男性 ●結婚や恋愛の時に民族性で差別することは好きではない。日本では同性愛についての差別もあるが、恋愛はいつ、どのタ

イミングで、だれを好きになるかはわからない。たまたま好きになった人が外国人や他の民族の人だったとしたら、それ

は自由なので、それを侵害する権利は誰にもない。（小２より伊達育ち）

●恋愛や結婚において民族性をとくに考慮したことはない。（伊達生まれ・高卒まで伊達育ち、有珠地区以外）

女性 ●結婚・恋愛における民族性については、アイヌの方ともし結婚することになったら嫌だなとか、恋愛をする時に相手がア

イヌであるかどうかを考えるということはなかった。好きな人がアイヌでも気にしなかったと思う。今まであまり区別し

たり、意識したりしたことがなかった。まわりにアイヌの人がいたかどうかというのも記憶にない。この調査で考えるま

で気にしたことがなかった。小学校の時にアイヌの子がいたなという記憶があるくらいで、日常生活のなかでアイヌかど

うかということは気にしたことがない。（静内出身・高卒まで静内育ち、有珠地区以外）

●子どもの頃、叔父（母の兄）が本州に住んでいた。叔父の家の近所に妻がアイヌの人がいた。その人は「うちの奥さんは

アイヌなんだ」と普通に話して、まわりもそれを受け入れていて、本州ではアイヌであることをまわりは気にしないとい

う話も聞いていた。その話は印象に残っていた。北海道では特別視する風潮がある。…恋愛や結婚で相手の民族性につい

て考えたことはなかった。…アイヌの血が薄れてきているのかなという感じはある。失礼かもしれないけれど、見た目で

実家の方ではアイヌとわかる人もいたので、そういう意味では血が薄くなってきているように思う。（新冠生まれ・高卒ま

で新冠育ち、有珠地区以外）

壮年 男性 ●結婚や恋愛の際の民族性について、経験がないから何とも言えないが、仮に結婚相手がアイヌ民族だったとしても、縁があっ

たのなら結婚したと思う。子どもがアイヌの人と恋愛関係になっても、それは本人の意思なので自分は全然気にしない。（壮

瞥町出身・中卒まで壮瞥、有珠地区以外）

老年 男性 ●後妻がアイヌであるということを隠したいという気持ちが父親にはあったようだ。母親は顔をみればアイヌだとわかった。

自分は父親が和人で義理の母親がアイヌだということを口に出したこともない。…恋愛や結婚をする時に民族性を意識す

ることはなかった。縁がなかったからアイヌの女性と結婚しなかった。縁があったら結婚したかもしれないし、アイヌだ

から嫌だということはなかった。義理の姉は、父親が和人で母親がアイヌだからきれいだ。…昔から比べると、アイヌも

和人と恋愛して結婚するようになっている。友だちのアイヌは、大学を出て学校の先生の免許を持っている和人の女性と

結婚した。奥さんは本州出身で、アイヌだから和人だからと気にしないし、差別しない。だからこそアイヌの人にも溶け

込んでいる。（伊達生まれ・伊達育ち、有珠地区）

●恋愛や結婚する時にこの辺りではアイヌの血筋を考慮することはないし、自分も考えたことはなかった。同級生にアイヌ

の血筋の奥さんをもらった人がいる。親の世代など、古い世代の人はアイヌとの結婚を嫌がるというのを聞いたことがある。

その同級生も親には反対されたらしいが、奥さんは子育てもして家も守っているし、今は一緒になってよかったのだと思う。

かつてはアイヌとの結婚に反対する人がいたが、今そういう人はいない。中身ははっきりわからないが、そういう差別は

ほとんどなくなっていると思う。今はもう３世代くらい経っているから、ほとんど和人だ、アイヌだという感覚はなくなっ

てきていると思う。（伊達生まれ・伊達育ち、有珠地区以外）
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●結婚や恋愛について民族性を考慮したことはとくにない。鵡川にはアイヌの人がけっこういたが、意識はしたことはなかっ

た。知り合いでもアイヌと和人が結婚するという話や何か問題があったという話は聞いたことがなかった。（福島町生まれ・

福島町育ち、有珠地区以外）

●結婚や恋愛において、民族性については身近にアイヌがおらず対象になることもなかったので、考えたことはない。…子

どもたちは結婚をしているが、子どもたちの結婚についても、相手がアイヌということもなかったし、身近にもいなかっ

たので考えたことはない。たとえばアイヌじゃなくたって、外国人だったとしても、結婚相手として本人がいいと思って

連れて来たとしたら、結局事後承諾になるから、本心では偏見があったとしても尊重しなければならないと思う。そうい

うことはなかったからわからないけれど、口には出さなくても、日本人の親として子に対して思うことは胸のうちでは多々

あるかもしれない。（室蘭生まれ・室蘭育ち、有珠地区以外）

●自分の知り合いでアイヌの人と結婚したという話は聞いたことがない。もしかしたら、いたのかもしれないが、意識する

ほどのことはなかった。まわりの人もアイヌということを意識することはなかった。本州の部落のように問題になること

はなかった。（伊達生まれ・伊達育ち、有珠地区以外）

●結婚や恋愛において民族性を考慮することは別にない。妻は樺太生まれだからということで、とくに何か考えるというこ

ともなかった。たとえばアイヌの人と恋愛関係になるということがあっても別に考えないと思う。（６歳から伊達育ち、有

珠地区以外）

女性  ●娘は国際結婚していて、夫婦はとくにそれについて違和感はないが、他の人に話すとなぜ外国人と結婚するのに抵抗はな

いのかとか、一人娘なのにどうして許したのかとか、いろいろ言われることがある。そういうことにこだわらないけれど、

先住民との結婚の場合にも同じようなことを言う人がいるのかなと、娘の国際結婚の経験から思った。娘はカナダに４年

ほどいて、今は違うところに住んでいるけれど、娘を見ていると友だちはいろいろな国の人がいるし、たどって行くと、

先祖もいろいろなので、偏見はどこから生まれるのかなど、考えさせられる。（有珠地区以外）

●祖母は叔母（母の妹）がアイヌ人と結婚することに反対し、差別していた。結婚相手は営林署に勤めているちゃんとした

人なのに祖母が反対していたのを子ども心に覚えている。自分の母たち兄弟は反対したり、差別したりすることはなかっ

たが、祖母はうるさかった。アイヌの○○さんのところの娘たちはみんな普通の人と結婚した。（伊達生まれ・高卒まで伊

達育ち、有珠地区以外）

●結婚や恋愛において、民族性については考えたことがない。もしそういうことが自分にあったとしたら、生活習慣の違い

ということを考えることはあるかもしれない。自分は国籍などは気にしないが、細かい生活習慣などがけっこう気になる

ほうなので、違いがあったら気になるかもしれない。（伊達生まれ・伊達育ち、有珠地区以外）

●身近にアイヌの人がいなかった（いることがわからなかったのかもしれないが）ので考えたことがない。（小１から室蘭育ち、

有珠地区以外）

●昔はアイヌと結婚するとなると何か悪い人と結婚するような見方があった。それは差別、いじめのように思う。何かアイ

ヌに対しておかしい見方をするところがある。アイヌの女性はきれい。アイヌだって立派な人がいるのにそれはおかしい

と思う。アイヌだからなぜ悪いんだと、普通に日本人でも悪い人がいるのにと思う。アイヌは委縮しているように見えて、

アイヌというと遠慮しながら話さなければならないのかなという感じがある。「私はアイヌです」と言われても「そうなん

ですか」と意識しなくなればいい。（豊頃町育ち、有珠地区以外）

●民族性を考えたことはなかった。（伊達生まれ・結婚まで伊達、有珠地区以外）

●友だちの妹が豊浦にいて、アイヌの人と結婚する時に親が大反対した。友だちである姉が妹の親代わりになって結婚させ

た。何年もたって、友だち自身の娘が結婚する時に、相手がアイヌの人だった。友だちは親の反対を押しきって、妹をア

イヌの人と結婚させたから、「まわりまわって罰があたったのかな」と言ったことがあった。今は妹さんも両親とあってう

まくいっている。娘さんの方もうまくいっている。友だちも妹の結婚の時は反対しなかったが、自分の娘となると複雑だっ

たようだ。父親は絶対反対だったが、友だちである母親は孫が生まれると自然に折れて和解した。豊浦の町では深刻な問

題のようだ。自分の娘がそうだったら、どうなのかというとわからない。一般的な話と自分の話となると別かもしれない。

いざ結婚になると大変だということは見ている。現実にそういう話はある。この話以外には結婚について聞いたことがない。

隠しているかどうかは別として知っている限りではない。（幼少から室蘭育ち、結婚後有珠地区、現在は有珠地区以外）

●アイヌの人だからという人種差別はしないと思う。人間性が一番。…和人で夫が純粋のアイヌという人もいた。その夫は

両親がアイヌなので、濃いけれど、優しい人で勤めもちゃんとしていた。差別はなかった。子どもたちも混ざっているの

でかわいい顔をしている。（室蘭生まれ・豊浦育ち、有珠地区以外）

おわりに

　本章では伊達市在住の住民（和人）とアイヌの人々との交流関係について、生活史におけるアイ

ヌの人々との交流経験、日常生活におけるアイヌの人々との交流状況、社会関係のひとつとしての

和人とアイヌの婚姻に関して検討してきた。アイヌの人々が特定の地区に集住しているという状況

をふまえ、まず、アイヌの人々との交流を物理的な距離の近さ、すなわち、地元（伊達）の生まれ

育ちであるか、アイヌの人々が集住する地区に居住しているか、という点に注目して考察したとこ

ろ、地理的な条件だけで交流の多寡が説明されることは難しく、交流内容や交流の前提としてのラ

イフスタイルなどが関わっていることがわかった。

　まず、青年層であるが、学校教育等の充実によりアイヌ文化の体験・参加率が３世代中最も高い

にもかかわらず、実際の交流は最も少なかった。この世代については、地元の生まれ育ちであるこ

とが交流をより盛んにするものの、アイヌの人々が集住する地区に暮らすことがより多くの交流に

結びつくわけではない。なぜなら、青年層における交流とは、近所付き合いというよりは、祭りや

イベントといった日常性・継続性の乏しいもの、個人的事情や偶発的な機会によるものも多いから
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である。

　一方、壮年層・老年層の場合は、アイヌ文化を体験・参加する機会は青年層ほど多くはないが、

交流は青年層よりも盛んである。地元の生まれ育ちであることが交流増につながっており、アイヌ

の人々の集住地区の居住者において交流がより盛んにおこなわれているのは、この世代において近

所付き合いや職場の付き合いが相対的に多くなされているからである。

　もっとも、このような世代による違いはあれども、アイヌの人々との交流は、全体として見れば

低調としかいいようがない。このことは、アイヌの人々についてのリアルなイメージが作られにく

いことを意味する。もちろん、学校教育を始めとして、アイヌの歴史、文化、政治問題などについ

ての知識と情報を学ぶ機会は用意されており、差別があってはならないことが理念として共有され

ているのは事実である。しかし、差別の存在を見聞きする機会も少なければ、結果として、アイヌ

の人々に対する無関心・無頓着な状態が続かざるをえない。それを示すように、アイヌとの結婚に

ついて問われれば、自覚的な差別的感情はないものの、自分（あるいは自分の家族）の問題として

想定された時は差別を否定しながら民族性を気にするという複雑な心情が見られる。

　つまり、多くの住民にとって、アイヌの人々とは、その「存在」を知ってはいるが、よく見えな

い間柄の相手といえる。したがって、アイヌの人々に対しては、実感がないままに一般論としては

語れるが個人的な問題としては語れず（考えたことがない）、獲得された知識や理念は語れるが個

人としてどう対応するかを問われると当惑する、という構えであるといえるだろう６）　。

      注

１)新ひだか住民調査の分析対象者524人には、アイヌの血筋の者、和人配偶者、和人養子が計22人

含まれている。

２)インタビュー中、この語は、主にアイヌ文化が消費されていくことを批判するニュアンスで使

用されている。「アイヌ文化の展示や観光はアイヌだからと特別扱いして見世物にしているよう

な感じに見えて、抵抗感がある。普通にありのままに生活できればいいと思う。なぜ観光客にア

ピールしなきゃならないのかなと思う」（老年女性）という発言などがある。

３)アイヌの人々が、「戦略的に」パートナーとして和人を選び、血を薄めていこうとしていること

については小内・梅津（2012）参照。また、新ひだか調査結果について、結婚と出産をめぐる差

別をアイヌの人々に視点を据えて考察したものとしては菊地（2013）がある。

４)社会においてアイヌはどう処遇されるべきか、民族とは何か、人権とは何かということを理念

として語るうえでは、とくに学校教育の効果が大きかったのではないだろうか。「（差別が起こら

ない人権尊重の社会をつくるべきだと思うようになったのは）学校でアイヌのことを習った時だ

と思う。４年生くらいの頃だと思う。（アイヌ語・アイヌ文化などを守るべきということも）同

じ頃に考えるようになった。消えてなくなってしまったらそれまでなので、昔から続いていたこ

とは守り、次の代へ教えて行ったほうがいいというのは、学校で勉強している段階で考えていた

ように思う」（青年女性）という言葉がそれをよく示している。伊達住民のほうが各世代とも教育

水準が新ひだかより相対的に高いことから、学校教育への親和性が高いという意味において、ア

イヌについての学習の効果がより明確に現れていると見ることができる。
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５)和人と結婚することに関するアイヌの人々の意識については、本報告書第１章を参照。

６)本稿では、この地域におけるアイヌと和人の歴史の記憶と現在の交流との関連を探るには至ら

なかった。地域住民に共有される集合的なメンタリティとしての「記憶」とはどのようなものな

のだろうか。「伊達は善光寺があって、もともと和人がいたので、そういう意味では他の土地と

はちょっと形態が違う。もともとアイヌだけがいたのではなく和人が何人かいたということで、

アイヌの人と和人の接触はあったから、うまくいった地域なのかなという気はする」という老年

男性の言葉がある。「伊達地域の歴史には、アイヌ民族と和人との激しい衝突や抗争が見られな

い。…有珠周辺の和人とアイヌの人びととの関係は、記録を見る限り、概ね平和的であった」（大

黒 1997）とすれば、そのような歴史の「記憶」は地域住民とアイヌの人々との交流にどのよう

な影響をおよぼしているのだろうか。今後の課題としたい。
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はじめに

　本章では、伊達市のアイヌの人々へのインタビューと、和人である伊達市民へのインタビューを

分析対象として１）　、アイヌの人々の生活史における被差別経験を見ていく。

　われわれがこれまでに別の地域を対象に行った調査のなかで、現代のアイヌ差別の特徴は明ら

かになりつつある（小内編著 2012; 小内編著 2013）。たとえば、ライフコース上でみれば、学校、

職場、結婚という場面にほとんどの差別エピソードが集約されてくる。この時世代別で様相が異な

り、およそ老年層（60 ～ 70歳代）からは「アイヌ、アイヌ」といったからかいやあからさまな差

別経験が語られやすいものの、壮年層（40 ～ 50歳代）では親世代のそういった苦しみをふまえてか、

差別が抑制されていたり、そもそもアイヌであることを告知されてこなかったりしたパターンが目

立ってくる。そしてその結果、青年層（20 ～ 30歳代）ではアイヌに関する知識が自他ともに相対

的に低く、被差別経験がないという者が多数派になっている。ここには当然、社会全体でアイヌと

和人の混血が進み、「アイヌ」とは誰か／何かが曖昧になってきていることも関係しているだろう。

現代では20歳代以下の若い世代において、アイヌというエスニック・アイデンティティを誇りに思

い、むしろ主張する存在が一部で認められるように、アイヌ差別は世代の移り変わりによって消滅

する可能性すらあるといえる。

　差別の内容に関しては、性別による差異が見られる。アイヌの身体的特徴である体毛の濃さがあ

げられることが多く、必然的にとくに女性にとって切実な悩みとして語られやすい。また、結婚の

際は、当人同士は意識していなくとも、家族や親族からアイヌとの結婚が疎まれる事例がないわけ

ではない。

　地域差については、これまでの札幌およびむかわでの調査（小内編著 2012）、新ひだかでの調査

（小内編著 2013）を見比べると、はっきりとした違いが浮き彫りになっているわけではない。道内

のアイヌ集住地域における先行研究のなかには、偏見や差別の認知度は、アイヌの人口比率が高い

ところほど低いという調査結果がある（松本・石郷岡・太田 1995）。だが札幌とむかわを比較した

時に、札幌ではアイヌの人数が圧倒的少数になることによって学校等でいじめが起きやすい状況が

見られ、さらに、アイヌの割合が多いむかわでも上の世代から伝えられる典型的なアイヌ差別（「あ、

犬」など）が把握できている（菊地 2012）。こうした知見に加え、和人からのアイヌ差別のみなら

ず、血の濃さに依拠したアイヌ民族内での差別が存在することも指摘されている（濱田 2012）。

　このように、アイヌ差別は世代、性別、地域といった視点でいくつかの特徴が把握できつつあり、

民族内外をめぐって構造化できる段階にもある。これらを踏襲し、本章では伊達市の地域性を明ら

かにすることを目的に、アイヌ差別の実態を分析していく。
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第１節　生活史における被差別経験

　第１項　アイヌである人々の語りから

　新ひだか調査の分析方法にしたがい（菊地 2013:38）、まずアイヌであることによる被差別経験

の有無から見ていく。

　伊達市においては、全体の36.8％が差別された経験があると語っている（表７－１）。男女差は

ほとんどなく、どちらも全体平均と同様に４割弱にとどまる。新ひだか調査では全体の50％に被差

別経験がうかがえたため、伊達市ではそれよりも低い結果となった。世代別では、年齢が低いほど

被差別経験の割合が少なく、高齢になるにしたがって高くなっている（表７－２）。これは新ひだ

か調査とも同様の傾向であり、世代的な傾向は似通っているといえる。加えて、青年層の20歳代に

おいて被差別経験がまったくないという点も、新ひだか調査と同様の結果である。

（１）青年層（９人中被差別経験者１人＜以下、同様＞）

　さらに詳しく、語りの内容を見ていこう。

　まず青年層においては、ただ１人の女性から被差別経験が語られる。９名中８名が一様に差別さ

れたことはないと語るなか、この女性のエピソードは具体的な方である。彼女は、小学校から中学

校にかけて、そして社会に出てもやはり「アイヌ」、「アイヌでしょ」といったことを言われ続けた。

町のなかでは同世代や上の世代の人たちから、「アイヌだというと指差されて、汚い、感染る、寄

るな、すごかったですね」、「もう臭いから寄るなとか、そういう汽車乗ってても、みんな白い目で

見るみたいな。顔でもうわかるみたいな、そんな感じですね。顔で判断される」と語る。「子どもっ

て残酷なもので」と振り返り、いじめにより中学１年生以降、不登校にもなった。当時住んでいた

地域について、「私以外にもいじめられていた人いましたから」「有珠はとくにすごかった」と述べる。

　ここまで明確な差別を受けたという事例は本データ全体からみれば希少なものである２）　。先に見

たように、新ひだか町と比べ伊達市のアイヌの人々には被差別経験が相対的に少なく、後述してい

くが、内容も深刻なものが多いとはいいがたい。しかし、この女性のように伊達においてもアイヌ

表７－１　被差別経験（男女別）　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

あり なし 合計 差別の経験率（％）

男性 5 8 13 38.5 

女性 9 16 25 36.0 

計 14 24 38 36.8 

表７－２　被差別経験（世代別）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

あり なし 合計 差別の経験率（％）

青年層
20 歳代 0 3 3 0.0 

30 歳代 1 5 6 16.7 

壮年層
40 歳代 2 6 8 25.0 

50 歳代 3 4 7 42.9 

老年層
60 歳代 4 3 7 57.1 

70 歳代 4 3 7 57.1 

計 14 24 38 36.8 
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であることを理由に差別を経験した者が存在し、しかもそれが比較的若い世代であることに留意し

ておく必要はあるだろう３）　。

　とはいえ、20歳代の３名すべてと30歳代の６名中５名が差別はなかったと語っており、こちらが

多数派である。世代的に周囲でアイヌ差別が少なく、また自らも経験していないため、差別を経験

したことはあるかとの問いに戸惑いを見せる者もいる。これは比較的若い世代に広く共通している

ことでもある。

（２）壮年層×男性（２人中１人）

　以下、被差別経験者が少しずつ増えるため、世代と男女別に見ていく。

　壮年層の男性は、まず調査対象者自体が２名と少なく、このうち１名に被差別経験が見られた。

しかし彼によれば、アイヌを理由にしたからかいが「１回くらいあったような、同級生から」とい

う程度のもので、具体性には乏しい。

　壮年層に該当するもう１名の男性は、「おれの代でいじめられたとか、そういうのは一切ない」

と語る。自分より20歳くらい上の世代から聞いた話では、夕張に出かけた際、「アイヌが来てる」

ということで仕事終わりに子どもたちがたくさん集まってきて、自分の風貌を見に来たということ

であった。また、１つ年上のアイヌの先輩からも、かつて小学校教師が授業中に昔のアイヌ居住区

の話をしたことがあり、「いま思えば、頭くる話だ」と聞いたけれども、やはり自分の体験ではない。

こうした事例から、青年層同様、壮年層においても自らの被差別経験が語られることはあまり多く

ない。彼はさらに以下のように語る。

　たぶん（差別を）気にした世代ったら、僕らより本当、20年以上、上だと思いますよ。だから、

たまに上の知り合いの漁師のおじさんなんだけど、話したらやっぱりたまたま出ますね。「おれは

こうこう、こうされた」とか。「おれの時はなかったから分からないよ」とかって。（略）

　まあ、わからないよ。実際自分がそういう立場に遭ってたら、いまどう思っているのか分からな

いけど、もう僕らの時はそういうのがなかったから。実際そういうふうにやられても、それに逆ら

うだけの力もあったから。個人として弱い立場ではなかったからね。

（男性／被差別経験なし）

　彼の場合、「逆らうだけの力もあった」、「個人として弱い立場ではなかった」と述べているが、

過去のアイヌ差別を伝え聞いているとしたらなおさら、現在、差別されるようなことがあっても構

えの態度を取ることが可能であろう。

（３）壮年層×女性（12人中５人）

　壮年層の女性になると、数は違うものの壮年層男性と割合的には変わらず、約半数に被差別経験

が見られる。事例が多い分、内容もやや具体的となっている。

　ある女性は教育、就労、結婚のすべてのステージで差別を経験しており、和人との付き合いであ

まり良い思い出はないと語る。学生時代はアイヌの子どもがいじめの標的になることが多く、「い

じめられるばっかりの人と、『何を』って言って立ち向かっていく人と、いろいろでした」という。
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結婚する時には和人である向こうの家から、「『アイヌの人なんて働かないんだもの。嫁さんにもらっ

たってどうしようもないだろ』っていうのを言われた」。それは彼女自身、「昔のアイヌの人たちは、

みんな働かなかった」、「私たちが小さい時は、何か周りのみんなそんな感じで、昼間からお酒を飲

んでたりとか、仕事が休みの時とかはそういう人が結構いた」という認識であり、義父母の先入観

を覆そうと「一生懸命頑張った」という。夜の仕事をしていた時にも、「年配のお客さんとかは、やっ

ぱり60、70代の人は、そういうのでちょっと意地悪を言う人もいました」とのことである。

　別の女性は、アイヌ民族の多い有珠地区で育ったため、子どもの頃はいじめられることも、自分

をアイヌだと意識することもほとんどなかった。しかし大人になってから、道外出身の結婚相手の

家から「ちょっと偏見の目はあった」。親戚は「たまにバカにしたような感じのことを喋るから、『そ

うか、バカにされることなんだな』っては思った」という。ここからまず、アイヌ民族が多数とな

る地域では差別が起きにくいこと、そして、道外の人からによるアイヌ差別を確認することができ

る。

　また、結婚時の周囲の反応は従来からよくあげられるものの一つであるが、本調査ではこの２名

の語りにとどまった。どちらも女性であることから、小野寺（2012:91）が指摘する「結婚につい

て女性が抱えていた悩みや苦労は男性よりも継続的かつ深刻といえる」という傾向にあてはまる。

ただ、その悩みが継続するような事例は見られないため、語られる被差別はこれまでの調査と比べ

るとあまり根深さを感じないものである。

　先の女性は仕事のなかで「ちょっと意地悪」を言われたと語っているが、就労の場での差別は、

ライフコース上において語られる頻度は高くない。

　そうしたなか、看護師として働く女性から以下のようなエピソードがあげられてはいる。

　仕事上で患者さんから「触るな」と言われたりする。小さい頃は感じなかったが、働くようになっ

てから（アイヌであることを）意識させられるようになった。

　仕事でつらいのは、患者さんから拒否されること。自分では感じていなくても、患者さんの方で

感じている。そういう患者さんには、無理にはできない。なだめながら関われる時と「嫌だったん

だね」ということで他の看護師さんに代わってもらう場合とある。

（女性／被差別経験なし）

　この女性は「患者さんから拒否される」というふうに述べるものの、差別されたという認識は持っ

ていない。それは子どもの頃からいじめや差別の経験がなく、恋愛や結婚においてもアイヌである

ことをまったく意識したことがなかったという生活史と関係しているように思われる。アイヌであ

ることと被差別の認識は密接な関係にあり、互いに影響を及ぼすものとしてみなすことができる。

　他方、アイヌであることに否定的な感情を抱き、かつ、「ずいぶんいじめられ」たとして涙なが

らにこれまでを振り返る女性もいる。

　私たちは毛があるとかないとかで、ずいぶんいじめられてずっとやってきているのね、この50年。

もちろん私の娘もそうだと思うし。（略）

　毛があって何か得することがあります？　ないでしょう？　損をすることしかないって。色が黒
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くて毛深くて、あとは何があるの？（略）

　私の娘もアイヌじゃない人と一緒になって生まれてきた孫がどうしてこんなに毛深い子が生まれ

たんだろうって、その時本当に思いましたよ。でも仕方がない、その子に授かったんだから。今は

学校に行っているから一生懸命にやっているようだから面倒を見ているけれど、そういうので離婚

される時もあるのね。血筋が違うとか、本当に正直な話、女の人だったらそういうふうに悩んでい

るんじゃないかと思っている。別にアイヌだからって大手を振ってという生き方は今まで一回もな

かった。

（女性／被差別経験あり）

　体毛の問題は必ずあげられる悩みであり、女性が自分だけでなく、その子孫のことを気にする様

子もよく見られる。アイヌの人々が身体的特徴を理由に差別を受け、さらにアイヌであることへの

否定的な自認から、人生の機会を狭め、生活に支障をきたしているとするならば非常に深刻な問題

である。この女性は体毛を気にするあまり、病院への受診にも引け目を感じているという（「私は

この年になったけれど、でも正直病院には行きたくない。具合が悪くても行かない。行かないで市

販の薬を飲んで、そんな足だとか体とかを絶対見られたくないと思って、ずっと生きてきている」）。

　同じような悩みはアイヌの夫をもった和人女性からも語られており、死別した夫は「誰にこの毛

を見せるんだ」と言ってとうとう医者に行くことはなく、毛だらけで「なんで猿が来たんだ」と言

われるから、家から出たがらなかったと語る。こうした体毛を理由にした悩みは、もはや性別や地

域を問わず、アイヌ民族が抱える被差別問題と見る必要がある。

　以上のように、壮年層の女性になってくると従来見られたようなライフコース上の差別エピソー

ドが増え、体毛の濃さに関する語りも切実さを増してくる。ただし、全体の半分に当たる対象者が

被差別経験はないと語っている点も忘れてはならないだろう。

（４）老年層×男性（６人中４人）

　老年層では、はじめて被差別経験がある者の方がない者の数を上回ってくる。とはいえ、露骨に

差別を受けたという語りはあまり多くはない。

　幼少期から有珠に住んでいるという１人目の男性は、「人にちょっと（見）下げられた時に」ア

イヌであることを意識するものの、「だけどおれの隣近所も結構いる」、「おれの友だちも結構アイ

ヌがいたから大したことねえんだ」と語る。差別されたとしても、同じ境遇の者が身近にいる場合、

あまり深刻な悩みとしては意識されないことがわかる。

　２人目は、中卒後に室蘭市で就職し、５年間そこで働いた。職場では「はっきり言ってくれれば

一番いいけれど」、「目に見えないというのがあるでしょ、雰囲気で」というように、肌で差別を感

じ取ったことがある。だが同時に、アイヌとしての「自分自身に誇りを持っている」と述べ、差別

的な眼差しにも屈しない姿勢がかいま見える。

　３人目の場合、「内地（千葉県）で仕事してた時は」、「やっぱり少しは差別された」。しかしそれ

は、アイヌや琉球民族は仕事の技術面で劣るという根拠のない偏見であり、技術面で負けないよう

に、差別されないようにと、むしろ仕事に打ちこむきっかけになったという。

　４人目の男性もアイヌへの「差別はあった」というが、この男性は当時の状況について、「朝鮮人」
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への差別の方が「すごかった」と語る。

　「朝鮮、朝鮮」って言われてね。ここね、案外、アイヌっていうものを差別しないとこ。なぜか

というとね、アイヌが多くいたから。たくさんいたから。朝鮮人は少なかった。朝鮮の混血とか。

そうすると、そういう者をいじめるわけよ。ね。あの頃、本当にね、ガキの頃でも見てて可哀想だ

と思ったもの。「朝鮮、朝鮮」って。したら反発しないの。いじめられればいじめられ通し。俺言っ

たことあるもの「あんまりお前ら、いじめるなや」って。

　それからだいぶいくなったけどもね。可哀想だったよ。朝鮮人ていうのも。朝鮮の籍の。母親日

本人で父親が朝鮮人とかっていうの。ここではすごかった。アイヌはなに、大威張りさ。数多いから。

（男性／被差別経験あり）

　アイヌよりも数の少なかった「朝鮮（人と）の混血」への差別の方が深刻だったという状況は、

すでにわれわれの調査のなかで把握されてきた（菊地 2012:150ほか）。差別はより少数の者に対し

より酷なものになるという傾向は地域が違っても共通している。

　以上のように、老年層男性の語りでは、アイヌ差別の割合は増えるものの、全体的にあまり悲観

的に捉えられてはいないというのが特徴としてある。また、有珠地区ではアイヌ民族が多いため差

別が起こっても「大したこと」ではなく、市外や道外において差別や偏見を持たれる場合があるこ

とを確認できる。

　ところで、壮年層女性、老年層男性に見られた道外で生じるアイヌ差別はかつての知見と異なる。

菊地（2012）では、東京では差別がないためアイヌの集いや活動に積極的に参加できたけれども、

札幌に戻ってきてからは差別を恐れてアイヌであることを周囲に話すことすらできないという青年

の事例があった。

　この違いをふまえて改めて解釈すると、青年が東京でアイヌであることを積極的に表現できたの

は、東京がアイヌ以外のエスニック・マイノリティもある程度存在する地域であること、東京での

集いのなかに道内で被差別経験のあるアイヌの同志がいたこと（菊地 2012:148）の影響が大きい

と考えられる。東京での集いのメンバー間にはアイヌとしてのアイデンティティを支えあう仲間意

識もあるだろう。しかし、本調査でみられた道外出身者からの結婚差別、職場での差別は、対象者

が和人社会のなかに個人として置かれた状況で生じたものであり、自らのアイデンティティを保持

するのは難しい。また、道外で不特定多数のなかの１人になってしまえば差別は起きにくいかもし

れないが、結婚による家族形成の場や職場という私的な領域になると、「アイヌであること」にふ

れられる可能性も当然高まる。こうしたことから、道外では生活のなかの公的領域ではアイヌ差別

を感じにくい反面、私的領域では差別をこうむる可能性もあると再解釈できる。

（５）老年層×女性（８人中４人）

　最後に老年層女性の語りに着目しよう。結論からいえば、女性の場合も差別があっても自らのア

イヌとしてのアイデンティティを否定するまで思い悩むような語りがあるわけではない。

　ある女性は、学生時代の教師からの差別経験を振り返る。
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　１回だけ、中学校の先生が。就職を先生に、子どもだから「どこか（就職先）ないですか」って

お願いするじゃないですか。その時に、たった一言言われたの。それでカチンときたんですけど。

私みたいな子どもに、「あなたアイヌ民族だから」（って言った）。だからどうなのってこと。「アイ

ヌ民族だから自覚しろ」っていうことなのかわからないけど。「（アイヌ民族）だからね」っていう

ふうに言われたんですよね。

（女性／被差別経験あり）

　後にも先にも、具体的な被差別経験はこれだけだという。しかし加えて、同じ職場のアイヌの人

と「目での差別はあるよね」と会話することがあるという。東京（道外）に行った時は一切感じな

いけれど４）　、ここ（伊達）では「眼差しの差別」というべきか、アイヌである自分を見られている

と感じる。こうした直接何かされるわけではないものの、「肌で感じる差別」というものは老年層

男性たちの語りにも共通していた。

　残りの被差別経験のある女性たちを見ると、差別は「子どもの時くらいで、後は全然私がたはア

イヌだからって気にもしない」というふうに楽観的な場合や、「アイヌ、アイヌって言ってた人は

いるよ。私らも陰では言われていたと思う」けれども、「実際（面と）向かって言われたことはない」

ために、やはり深刻な記憶としては語られない事例が目立つ。

　先の女性と同じように中学校教師から差別を受けたという別の女性は、教師の子どもに「お前の

親は悪魔だ」と言って、仕返しをしたと語る。差別には「負けてなかった」と振り返り、アイヌで

あるからといって萎縮してしまう様子はうかがえない。

　以上のように、アイヌとしての対象者全体の約４割に見られた被差別の内容を見ると、アイヌで

あることによる差別を受けた人々は存在するものの、だからといって悲観的になったり、結婚や就

労など、その後の人生に消極的になったりしていく様子は決して多くはないというのが特徴として

あげられる。また、これまでの道内調査と違う点として、道外での被差別経験の語りが散見された。

これは、道内で被差別経験の少ない伊達地域だからこそ、道外でのちょっとしたできごとが被差別

としてのエピソードにあがってきたとも考えることができる。

　第２項　和人である人々の語りから

　では伊達市に住む和人としての立場から見た場合、アイヌ差別はどのようなものか。

　新ひだか調査では、アイヌとの結婚を避けたがる和人男性の事例のほか、比較的年長世代からの

漠然とした偏見（アイヌの人はでたらめ、いいかげん、酒癖が悪い、喧嘩すると気が荒いなど）が

目についた（菊地 2013）。

　伊達調査においては、まず、「ここに今住んでいて、近くにアイヌの方がいるのを感じない」（老

年和人男性）、「アイヌと和人というように実際にわけて考えたことがない。身近にアイヌがいない

のでわからない」（老年和人女性）といった意見が主流をなしている。「有珠には先祖で漁師をして

いるアイヌが多いが、伊達市内はアイヌの人はいない」（老年和人男性）と語られることもあるよう

に、有珠以外に住む住民にとってはアイヌといわれてもぴんと来ない場合が多いようである。ある

男性は以下のように語る。
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　伊達で限定すると、伊達の人で、今40代以下で伊達に「アイヌがいた、いる」的な発想を持って

いる人は誰もいないと思う。いたとしてもおそらく何パーセントくらいかと思う。いまさらアイヌ

と言われても、極端なことを言うと、小、中学生だったら、「アイヌって何」というくらいになっ

ている。

（老年和人男性）

　このように、アイヌそのものについて考えたり、地域のなかにアイヌの人々が暮らしていること

を意識したりする世代自体が少なくなっている。それゆえ、若い世代になると、アイヌに対し「特

別に何かというのは感じていない。アイヌに対する関心がまわりの人もなくなってきているような

気もする。いい意味では差別がない。登別でも厚真でも伊達でも差別的なことは感じたことがない」

（青年和人女性）のである。アイヌへの関心の有無はまた別問題だが、そもそもアイヌと和人との

区別ができないくらいに、「今、アイヌの人は町の人に同化している」（老年和人男性）と考える者

が少なくない。

　つまり、アイヌであることがわからないかぎり、差別も起きようがないということになる。老年

層のある和人女性が語るには、周辺地域にアイヌの人々が多く住んでいるのはわかっているものの、

アイヌの人は自分からアイヌであることを公言しない。まわりの人が「あの人はアイヌだ」と教え

てくれるという。周辺ではアイヌのことを「ヌー」と表現し、彼女自身は「嫌な言葉」だと述べる。

ただ、「ヌー」という言葉を用いる人も差別的な意味をこめてというよりも、親世代からの刷り込

みが大きいのではないかということである。女性は、「アイヌだと言われるとああそうなんだと思

うくらいで、言われるまでは何も感じない」と語る。この事例から、アイヌだということがわかる

とその後、それなりに意識はしてしまうことを想像できるが、かといってその認識が差別意識へと

変化していっているわけではないのである。

　他にも、過去の記憶として、小中学生の頃にアイヌのクラスメートに対して「あ、イヌだ」といっ

たからかいはあったという話（青年和人女性）や、「昔はアイヌと結婚するとなると何か悪い人と

結婚するような見方があった」（老年和人女性）と語られることはある。しかしやはり、こういった

エピソードを持つ者が現在差別意識を持っているわけではない。

　自分のなかに差別意識がない理由について、「小さい時からアイヌの友だちとの交わりがあった

から、人種差別もなく話ができている」と感じている和人女性（老年層）もいる。彼女はアイヌに

対して、「交流がなかったら、ちょっとこう・・・というのがある。交流が昔からあるのでそうい

う差別する気持ちはないのだと思う」とも述べる。この語りは、もしこれまでにアイヌとの交流が

なかったら、差別意識を持っていた可能性もあると読むことができよう。

　だが、これまでみてきたように、「ヌー」という蔑称が唯一の具体的なものといっていいほど、

和人の語りのなかにアイヌ差別を見出すことは困難であり、実際に、蔑称が強い差別意識をともなっ

て発せられているわけでもなさそうである。

　ただし、アイヌ民族への資金援助に疑問を感じている住民はいる。それは、「（アイヌ民族への）

教育に対しての補助は偏見だと思う」、「アイヌの人たちもそういう制度があるから、それに甘んじ

ている」（老年和人男性）といった語りに象徴的である。こうした学資補助に加え、有珠で漁師をし

ていたという和人男性（老年層）は、漁協に支援金が下りてきた際にも、使えるのはアイヌのみだっ
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たと語る５）　。こうした経験からこの男性は、アイヌ文化を有形のものとして残していくことには賛

成しているが、アイヌの人々の生活支援として予算をつけるのには難色を示し、「自立の妨げにな

るのでは」と考えている。

　このように、伊達市の和人住民の語りのなかにアイヌ差別を見つけ出すのは困難である。その際、

地域のなかでアイヌと和人の同化が進んでいるとの意識が高いことから、今後はより一層、現代ア

イヌへの資金援助について不満や疑問を持つ割合が高まっていくのではないだろうか。

　以上までの検討をふまえると、アイヌと和人双方の語りにおいて、アイヌ差別が強く浮かび上がっ

てこないというのが伊達市の特徴である。こうした傾向は、これまでの札幌、むかわ、新ひだかで

の調査とやや様相を異にしている。

　たとえば札幌調査では、体毛の濃さを異性に指摘されたことを契機に、その後、男性との付き

合いが怖くなってしまったアイヌ女性の事例があった。また、むかわ調査でも、和人からのアイ

ヌ差別を「虐待」という言葉で表現し、トラウマになっているものとして語る男性がいた（菊

地 2012）。さらに新ひだか調査では、アイヌであることを子どもに告知する際に、今後、子ども

が差別をこうむらないかどうかを考慮し、迷い、心労する親たちの様子が印象的であった（菊地 

2013）。もちろん伊達調査でも、冒頭にみた差別の言葉を浴びせられ不登校になった女性の事例や、

身体的特徴のコンプレックスをあげ、涙ながらにアイヌであることの生きづらさを訴えた女性のよ

うな事例もあった。しかし、そうした個別エピソードがかすんでしまうほど、全体の傾向として被

差別経験が根深いものではなかったということを指摘しておきたい。

第２節　血筋の告知と被差別経験

　第１項　アイヌの血を引く立場からその子孫へ

　再びアイヌの人々に目を向け、血筋の告知状況と被差別経験の有無の関係を確認しておこう６）　。

表７－３を見ると、子どもを持つ対象者27名のうち、子どもにアイヌの血筋を告知しているのは18

名であり、全体の６割強にあたる。被差別経験の有無にかかわらず、子どもにアイヌであることを

告知している割合が優勢といえる。ただし、子どもが乳幼児という場合も含まれる青年層では、ま

だ理解できる年齢ではないという理由で告知していない事例も目立ち、実際、誰も伝えてはいない

という。

　しかし若い親たちには、今後の告知に関してどちらかといえば積極的な姿勢を見せる者が多い。

２歳と３歳の子どもを持つ30歳代男性は、「たぶん小学校とか中学校になったら、本人がそういう

のに興味を持つと思うので、聞かれたらひいひい爺ちゃんが、と」いうかたちで伝える予定だとい

う。同じく幼児をもつ20歳代女性も、アイヌの血筋は「伝えると思います」と回答しており、自分

が父親から教えられた時のように、「お墓参り」の際に伝えたいと述べる。彼らに共通しているの

は被差別経験がないという部分でもあり、告知に関しても迷いは感じられない。

　子どもの方から血筋について聞かれた事例もある。

　子どもたちが中学の頃かな、夏休みに本家に行った時、２人に「お母さん、僕たちアイヌ人な

の？」って聞かれたんですよ。「そうだよ、お母さんはアイヌの血を引いている」と言ったら「ふ～ん」
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と言って、ふたりとも全然気にしていないみたいですよ。全然違和感はないみたいです。

（老年層女性／被差別経験なし）

表７－３　血筋の告知×被差別経験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●：告知している　　○：告知していない

被
差
別
経
験
あ
り

壮年

●子どもに言っているから幾らか分かっているとは思うけど、でも私と同じような性格だから別に気にしてないと思います。アイヌ

の顔をしている子、誰もいないです。本人たちだってほとんど薄いからあまり。（50 代女性）の顔をしている子、誰もいないです。

本人たちだってほとんど薄いからあまり。（50 代女性）

●たまたま友達というか、私の友達もそうなんですけれど、結構顔の濃いのがいるので、そういうので「アイヌじゃないか」という

あれで、「いや、おまえたちもだよ」というので。今はそんなに昔ほど差別意識というのはないので、普通に自然に受けとめてました。

上の子どもたちの同級生にもそういう人が何人かいたので、「ああ、おれもなのか」、「私もなのか」という感じで。とくに私たち

が子どものときのような嫌な感じというのはないです。（40 代女性）

老年

●小学校中はちょっとかわいそうだから、中学校入った頃教えてるよ。血、入ってるよって。ばあさんがそうだから。なんも。ケロッ

としてたよ。俺らがアイヌって覚えた時よかケロッとしてたよ。子どもたちになったらほとんど友達もみなもう混ざってるから、

自分がアイヌだってわかるのなんかなんぼもいない。（60 代男性）

●「アイヌの血は入ってるんだよ」っていうのはチラッとは言った事あると思いますけど、事細かに丁寧に説明はしてませんね。高

校生になってから私がこういう仕事をしたのでわかったと思います。（60 代女性）

●（子どもはアイヌの家系だと）わかっているよ。ばあちゃんがいた時から、幼稚園の時から言っていたから。（60 代男性）

●子どもにはもう教えてたから、よその人をね、まだひどい人もいたからね、その頃はね。だから、あんた方アイヌなんだから、ア

イヌと言ったらだめだよということは、（小学 2～ 3年齢の頃に）教えました。（70 代女性）

●私の方から言わなくても、自分たちから、俺たちアイヌだよなって、子どもたちのほうから質問されました。抵抗なく、アイヌは

アイヌだからいいしょって。なんもお前たち、和人に悪いことしてるわけじゃない。自分は自分でアイヌだからって、いばってア

イヌになるように教えました。（70 代女性）

○子どもたちにアイヌ民族について詳しく教えたことはない。（70 代女性）

被
差
別
経
験
な
し

青年

○伝えると思います。いつだろうね（笑）。やっぱお墓参りが一番…。いいんじゃないかな。（20 代女性）

○たぶん小学校とか中学校になったら、本人がそういうのに興味を持つと思うので、聞かれたらひいひい爺ちゃんが、というぐらい

ですかね。（30 代男性）

○言ってないですね。（今後の告知をどのように考えているか？）どうだろう。聞かれたら答えるぐらいかな。（30 代男性）

○子どもにはとくにアイヌであることを言っていないが、（アイヌ協会などから？）手紙が来るので何となく感じていると思う。（30

代女性）

○多分そのまんま、私たちが見てたように子どもたちも見て、サラッと。別にこう、かしこまって教えて貰うとかっていうわけじゃ

なくて、そういうお祭りがあったら行って、そういう民族衣装を見たりだとか、そういうのはあるのかもしれないけど。私自身も

とくにそういうのをわかってないので、かしこまってこう伝えるっていう事はないと思うんですよね。これから先も。（30 代女性）

壮年

●（告知した意図は？）いや。別に言っていいと思います。事実なんだから。いじめとかも私、なかったから。（40 代女性）

●子どもには高校くらいの頃に、アイヌであるということだけを伝えている。子どもはテレビを見てアイヌのことは知っていると思

う。伝えた時に、子どもたちは「んー？」という感じの反応で、あまりピンときていないようだった。（40 代女性）

●薄いけど入ってるよというか。お兄ちゃんは、毛深いからというわけじゃないけど、結構、毛深いんですよ。子どもは全然気には

してないです。（50 代女性）

●子どもには小学校でアイヌ民族のことを勉強する時に、アイヌの血が流れていることを伝えた。小学校高学年くらいだったと思う。

子どもは「ああ、そうなんだ」という感じの反応だった。（50 代女性）

●子どもたちはウタリ対策の支援を高校の時に受けたので、アイヌであることはわかっている。子どもたちは「あ、そうなんだ」と

いう感じ。（50 代女性）

●きっかけはねぇ、なんだろうねぇ。学校で勉強するようになったのかな。アイヌのことを。（その時にあなたも血筋を引いてるん

だよっていうことを？）そんな感じだね。（50 代女性）

●○上の子（高校生）は聞いてくるから、普通に喋ってます。昨日も喋ったけど。アイヌってどういうあれなのとか、和人ってどう

いうあれなのって。でも下の子（中学生）は何も聞いてこないからそのままですね。（40 代女性）

○うちの親とかもそんなにアイヌの血が、ほとんど薄いみたいな感じで言われていたので、とくに告知とかする気はないかなみたい

な。（40 代女性）

老年

●子どもたちが中学の頃かな、夏休みに本家に行った時、ふたりに「お母さん、僕たちアイヌ人なの？」って聞かれたんですよ。「そ

うだよ、お母さんはアイヌの血をひいている」といったら「ふ～ん」と言って、ふたりとも全然気にしていないみたいですよ。全

然違和感はないみたいです。（60 代女性）

●「アイヌの血が入ってるよ」っていうだけで、それ以上の事は（言っていない）。今ここら辺、そんなに差別とか無い、もっと昔はあっ

たんだろうけど。（60 代女性）

●子どもにはアイヌであることを伝えた。伝えたと言っても自然とわかることだと思う。（70 代女性）

●教えてるよ。（それはお子さんが小さいときに？）そう、そう。（70 代男性）

○伝えているということよりも分かっているから、何も言うことはないと思っているからこっちから何も言わない。（70 代女性）

和
人
夫
・
和
人
妻

壮年

●一応「おじいちゃんがそうだった」という話をして、「お父さんがハーフなら子どもたちはクォーターだね」なんて言うぐらいで。

なのでとくに子どもたちもアイヌの血筋を引いているからどうのこうのという考えはないみたいです。「えっ、クォーター？」と

かと言って笑っている感じです。（笑）（40 代女性）

●（自分の父親がアイヌだということは）高校時代からもうわかってたからね。嫌う人は嫌うけどね。うちは全然そんなのない。（50

代女性）

●チセを見に行った時に、「これはパパが作ったんだよ」と言って、「これは何？」と聞くから、アイヌの人たちが昔からしていたこ

とだよ、とか。あとはバチラー教会とかのカタカナ語ですね、アイヌ語を嫁さんのお父さんがきてそういう言葉を教えてもらった

りしていましたね。（40 代男性）

●息子が高校卒業して進学するときに、うちはこういう家庭だからこういう制度を利用して学校に行くことができるんだよっていう

話をして、そのときにうちはアイヌの家庭だから、お父さんのほうのおばあちゃんおじいちゃんっていうのはアイヌなんだよって

いう話をしたら、すごいびっくりした顔してて。「知らなかった？」って言ったら、当然何て言うんだろう、大人の感覚で言うと

顔立ちもそうだし、親戚のおじちゃんおばちゃんもそうだから、なんとなくわかってるんだろうと思っていたら、全然感じてなかっ

たらしくて、びっくりして「そういうこと知る機会がなかった」って言ってました。（50 代女性）

○（改めて伝えているわけではない？）ではない。（けど子どもたちは知っている？）ですよね。と思う。だってこれの、何かをい

ただいて助かってるっていうのはわかってるから。（50 代女性）
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老年

●娘も息子も孫たちもそういうの全然考えてないです。一応言ってはおいてあるんだけれど。（どんなふうに？）「そういうあれがあ

るよ」ということです。「だから、そういう人のことをばかにしたりしたら駄目だよ」ということをね。（子どもたちは）何ともな

いですね。（60 代女性）

●アイヌっていうよりは「あいのこ」だよっていう事は（言った）　ね。おやじがアイヌで私がシャモだから、「あいのこだよ」って

いう事ね。（70 代女性）

○いや、言ってないです。別にそんなことは言わない。わかっていると思うけどね。（あえて伝えることもないという？）うん、伝

えなかったな。（60 代男性）

○子どもたちにアイヌ民族であることは伝えたことがない。伝えなくても学校に入ると、2世だから「イヌ、来た」といういじめが始まっ

た。子どもは、何も話さなかったが、アイヌであることが、いじめられる原因となり苦痛だったと思う。学校では有珠で海水浴を

するが、思春期になると毛深いので海水着が着られなかった。子どもたちには何も伝えていなかったから、6年生になって白老へ

の修学旅行から帰って来ると、「お父さん、今日アイヌ見て来た」と言った。（60 代女性）

彼女は続けて、子どもたちが違和感なく血筋を受け入れたのは、「きっと母親が（アイヌであるこ

とを）卑下してないということが子どもにもちゃんと伝わっているのではないか」と分析している。

ここまで明確に語られている事例は少ないが、本調査において、血筋の告知の際の逡巡があまり見

られないのは、前節で見てきたように、生活史のなかに被差別経験が少ないということも関係して

いるのではないだろうか。

　ただし、新ひだか調査の時と同様に、告知に慎重になる事例がないわけではない。「小学校中は

ちょっとかわいそうだから、中学校入った頃（に）教えてる」という男性は、その理由について次

のように語る。

　あんまり早く教えてしまえば卑屈になったら困るなと思って。自分もたまにあったから、子ども

にそんなことさせたらかわいそうだ。あれだけけろっとしてるなら最初から教えておくべきだった。

（老年層男性／被差別経験あり）

　この男性は、あからさまなものではないが学生時代に和人から、「たまに馬鹿にされて喧嘩した

こともある」。やはりこうした経験が基盤となって、子どもへの告知の時期をずらしたと考えるこ

とができる。また、早くに告知することによって「卑屈になったら困る」と考えていることから、

自分自身を卑下してしまうかもしれないという可能性への憂慮もうかがえる。しかし結果的に子ど

もは「けろっとして」いたということであり、子ども世代との「アイヌであること」の受けとめ方

のずれが見て取れる。こうした親たちの告知をめぐる悩みや迷いは新ひだか調査において特徴的で

あった（菊地 2013）。

　他にも、「子どもは全然気にしていない」、「『ああ、そうなんだ』という感じの反応」、「私たちが

子どもの時のような嫌な感じというのはない」という語りなどからわかるように、全体的に波風の

立つような告知の状況は語られていない。

　第２項　和人としての立場からアイヌとしての子孫へ

　最後に、配偶者がアイヌという和人夫／和人妻の立場に目を向ける。本調査の中で対象に含まれ

た９名はすべて親としての立場である。したがって自分自身は和人でも、その子どもはアイヌの血

を引くため告知しなければならない状況は生まれてくる。

　再度、表７－３を見ると、告知しているのは９名中６名であり、３分の２になる。対象は壮年・

老年層のみとなったので、この世代のなかだけで比較すれば、自分自身がアイヌの血筋という場合
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よりも告知していない割合がやや高い。

　内容を見ると、告知の仕方は具体的な印象を受ける。たとえば、アイヌ協会から学資補助を受け

るのを機に、「うちはこういう（アイヌの）家庭だからこういう制度を利用して学校に行くことが

できるんだよっていう話をし」たという事例はわかりやすい（壮年和人女性）。その際、子どもた

ちは「知る機会がなかった」とびっくりしていたというのも、若い世代に特有の反応であろう。こ

の家族はずっと有珠地区に住んでいるということだが、有珠ではアイヌ民族が多いといっても、「知

る機会」がなければわからないほど、生物学的にも文化的にも和人との同化が進んでいると考えら

れる。

　さらに子どもが告知を笑って受けとめたという事例もあり、アイヌのハーフと和人の子どもであ

ることを「クォーター」として認識させたパターンである。この和人女性（壮年層）が語るには、

父親がアイヌと和人の混血なので、子どもの世代は４分の１のクォーターであるという伝え方をし

ている。クォーターという言葉を強調することによって、それがアイヌの血筋であるということを

子どもの方も深く考えないようである。上の事例と同じように和人との同化が進むことによって、

今後はアイヌであることが自分のアイデンティティに強く影響しなくなっていくのであろう。

　以上のように、和人である場合にはアイヌの血筋であることを客観的に捉えることができるため、

伝え方も明確で理性的な傾向にある。

　逆に、和人の親としての立場の中で、「子どもたちにアイヌ民族であることは伝えたことがない」

という老年層の女性は、「伝えなくても学校に入ると、『イヌ、来た』といういじめが始まった」た

め、「子どもは、何も話さなかったが、アイヌであることが、いじめられる原因となり苦痛だった

と思う」と語る。彼女の子どもは毛深い方だったので、その後、社会人になってからも銭湯でつら

い思いをしたようである。「俺だけがじっと立って見られる。それのせつないことな」との発言に、

なんとも返答できなかった。こうした場合、自分がアイヌとしての立場であれば、ただ単純に謝っ

たり、自分の体験談をふまえて苦労をわかち合ったりすることもできる（菊地 2013:48）。しかし

和人である彼女の場合は、「何でお母さんアイヌと一緒になったんだ」と責められることに尻込み

してしまった。また、「自分で自ら感じて、自分はみんなと違っているのだということが自然にわかっ

た方がショックもないと思っていた」。

　この事例からわかるのは、和人の親としての立場もそれはそれで告知に思い悩むことがあり、結

局言えずじまいになる親子関係もあるということである。彼女の夫は彫りが深い顔立ちで、体毛も

濃い方であり、「アイヌであることはみじめだから、自分の歴史は言いたくない」という考えの持

ち主であった。夫婦ともに血筋の告知には消極的であったといえる。こうしたことから、アイヌの

身体的特徴が強い時には世代や性別、地域にかかわらずアイヌであることに否定的な感情を持つこ

とが多く、生活のなかで差別をこうむっている可能性も高いといえるのではないだろうか。

第３節　まとめと考察

　以上、伊達市に住むアイヌと和人双方のインタビューにもとづき、アイヌ差別に関するトピック

を中心に検討してきた。

　従来の札幌、むかわ、新ひだかでの調査と比較した時、伊達においても同じような被差別経験は

把握できるものの、それらが象徴的に浮かび上がってくるほど、全体的な傾向としての被差別の語
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りは根深くないというのが伊達の地域的特徴と指摘できる。アイヌ民族内で差別しあうことや、自

分自身を卑下するような民族内差別の語りがないに等しい状況もこうした見方を強めている。実際

にインタビュー調査員としてのわれわれの感覚でも、差別の話を聞かない、内容が深まっていかな

いというのが手ごたえとしてあがっている。

　この根拠となりそうなものとして、先行研究においても、伊達に特徴的なアイヌと和人の関係性

が指摘されている。少し長いが、1995（平成７）～ 1996（平成８）年に伊達市でアイヌ調査を行っ

た大黒（1997）、大黒（1998）の知見を以下に引用する。

　「伊達地域の歴史には、アイヌ民族と和人との激しい衝突や抗争が見られない。少なくとも、集

団どうしの対立として大きなものは伝えられていない。蝦夷三官寺の一つである善光寺（浄土宗）

がアイヌの人びとへの仏教教化に努め、この地のアイヌの人びとが次第に旧来のカムイ信仰から離

れていったことがその背景にある。また、入植の指導者邦成は、有珠に支配所を開庁した際に、先

住のアイヌの人びとの生活を乱さないよう布告を出して臣下に注意を与えた。（･･･中略･･･）有珠

周辺の和人とアイヌの人びととの関係は、記録を見る限り、概ね平和的であったようである。」（大

黒 1997:74; 大黒 1998:165。原文の注釈を省略した）

　大黒によれば、伊達市においてアイヌ協会の会員世帯は大多数が有珠地区に居住しているとのこ

とであり、それはわれわれの調査でも同様であった。たしかに本稿のなかでも、有珠に住んでいる

ために自分がアイヌであることを意識したことがなかったり、差別を受けてもさほど気にならな

かったりといった様子は確認できた。だが一方で、数少ないながらも語られた被差別経験は同じ有

珠地区で起きているものでもあり、冒頭のアイヌ女性のように、「有珠はとくにすごかった」とい

うまさに正反対の語りもある。これらをふまえれば、伊達市も道内の別の地域の傾向と同じように、

程度の差はあれ、アイヌの人々が一定数集住しているからこそ和人と分け隔てなく生活していると

いう側面と、アイヌの人々が一定数おり、しかも昔から集住する地域であるがゆえに上からアイヌ

差別が継承されやすく、現在でも差別が残存するという側面のどちらもがみられる地域として捉え

る必要がある。ただし、道内の他の３つの地域―札幌、むかわ、新ひだか―と比較すれば、被差別

経験の割合も、内容の程度も目立って深刻ではないというのが伊達の特徴ということができる。

　ところで、大黒は上記の文中に次のような注釈をつけている。

　「しかし、こうした一面で良好に見える和人／アイヌ関係も、まったく対立や葛藤のないもので

はなかった。バチラー八重子は、有珠を一歩離れた幼いころの伊達本町はアイヌ差別の場であった

と記している。」（大黒 1997:101; 大黒 1998:193）

　われわれの調査では、アイヌとしての対象者に有珠以外の伊達での生活歴があっても、そこでの

被差別経験は把握できなかった。一方、伊達市に住む和人からは、地域生活のなかで、アイヌか和

人かの区別をすることがないとの声が多く、かりにアイヌの人がいるとわかったところで差別意識

が芽生えているわけでもなかった。このようにデータが断片的であるため、今回の調査から、現在

の有珠以外の伊達市の傾向を確認することはできない。ただし、アイヌと和人という２つのエスニ
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シティが存在する地域社会のなかで、エスニシティが少数となる側への差別が強まることを考慮す

ると（松本・石郷岡・太田 1995）、有珠以外の伊達市内に住むアイヌ民族はエスニシティを隠蔽し

て生活をしている可能性が強いと考えられる。というのは、現実的に、アイヌへの生活補助に対す

る和人たちの反感は強いのであり、アイヌ協会に加入する割合が少ない有珠以外の伊達在住のアイ

ヌたちは、アイヌであることを公言しているとは考えにくい。伊達市の生活館のうち、有珠以外の

黄金生活館と稀府生活館が廃止されたのも、それを物語る事例かもしれない。有珠以外の地域では

アイヌの人が存在しなくなったのではなく、アイヌであることを表明する者が少なくなり、利用者

が減った結果、生活館の廃止につながったとも考えることができる。このような意味で、少なくと

も有珠に住むアイヌ民族の傾向としては被差別経験が少ないという結果であるが、それが伊達市全

体の特徴とは断定できないというのが本稿での知見である。

　ただし最後に、本調査においてそれぞれの被差別経験が根深くないとはいっても、「眼差しの差別」

が語られる頻度は少なくなかった。それは日常生活のなかでふとした時に感じる主観的なものであ

る。つまり、アイヌとしての体毛の濃さや、彫りの深さ、肌の色という身体的特徴が差別を感じる

きっかけになりやすいことを物語っているといえる。そういった被差別を感じる時、アイヌである

ことを自らが肯定的に捉えているのか、または否定的に捉えているのかによって、被差別経験とし

ての語られ方は変わってくる。伊達調査において被差別経験がないという割合が高かったのは、ア

イヌとしてのエスニック・アイデンティティが安定的にあるからという仮説も立てられる。しかし

同時に、「眼差しの差別」が主観的なものであることに留意すると、「眼差しの差別」とはアイヌ自

身によるアイヌ差別、すなわち民族内差別の場合にもあてはまると考えることも可能である。そう

であるならば、アイヌであることを本当の意味で肯定的に捉えているかどうかの判断は慎重にして

いく必要があるだろう。

      注

１)アイヌ民族として調査対象となったのは47名であり、このなかにはアイヌの血を引く者が36名、

アイヌの配偶者（和人夫／和人妻）としての立場が９名、アイヌの養子となった和人が２名含ま

れている。また、伊達市民調査のインタビュー対象者は33名である。

２)さらにいえば、彼女の住んでいた有珠は昔からアイヌ民族が数多く集住する地域であり、歴史

的にみて有珠ではアイヌと和人が平和的関係を築いていたという大黒（1997）、大黒（1998）の

知見と異なっている。この点については本章第３節のなかで検討する。

３)彼女の場合、「顔で判断される」との語りもあるように、幼少期から見た目によってアイヌだと

蔑視されることが多かったという。父方は和人家系だが、母親は純血のアイヌ（祖父母より上も

すべてアイヌの血筋）であることから、アイヌとしての血の濃さが影響していると推察される。

４)先の解釈をふまえ、東京（道外）では人ごみにまぎれてしまえばアイヌへの「眼差しの差別」

は起きにくいと考えられる。

５)北海道農政部は北海道アイヌ協会と連携し、国の補助金の支援を受けながら、アイヌの人々に

対する生活向上支援策の１つとして、「農林業生産基盤整備事業」と「農林漁業経営近代化施設

整備事業」からなる「アイヌ地区農林漁業対策事業」を実施している（上山 2012:184）。ここで

の語りは、「農林漁業経営近代化施設整備事業」による補助金の獲得をめぐるものであろう。た
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だし、アイヌの方からの聞き取りによれば、この事業は施設整備に関わる補助事業なので、漁協

の組合員であればアイヌ以外の者も含めて恩恵を受けることになるとのことである。ちなみに、

新ひだか調査の際にも、「農林業生産基盤整備事業」をアイヌ以外の人にも波及効果があるので

自治体としても積極的に利用したとの発言が旧三石町の元執行部経験者からあった。

６)血筋の告知については、別の視点から本報告書の第１章でも扱っているので参照されたい。
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はじめに

　1997（平成９）年にアイヌ文化振興法が制定されて以降、北海道では基本計画が制定され、それ

にもとづいて各種のアイヌ文化振興策が実施されている。具体的には、施策を推進するための基本

的方向を①アイヌ文化の保存・伝承、②アイヌ文化の振興とした上で、それぞれの施策の展開を体

系的に整理し、必要な施策の推進が行われている。一方、生活支援等の施策については、2002（平

成14）年度以降、「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」という名前で基本的な方針が策

定されている。この「推進方策」の目的は、「アイヌの人たちの生活の一層の向上を通じ、社会的・

経済的地位の向上を図ること」であるとされ、「生活の安定」、「教育の充実」、「雇用の安定」、「産

業の振興」、「民間団体の活動の促進」という５つの基本的方向に沿って事業が行われている。

　このように、アイヌの人々を対象にした政策は、主に文化振興および生活支援という２つの側面

から実施されているといえるだろう。アイヌ民族の人々は、日本社会における少数民族として、長

い間差別の対象となってきた。また、和人との間に経済的・社会的な格差も依然として存在し続け

ている。このような歴史的経緯、あるいはアイヌ民族を取り巻く社会的状況を背景として、国や地

方自治体によるさまざまな政策が実行に移されてきたといえる。

　しかしながら、一方で、アイヌ民族に対する政策に関して、さまざまな批判が存在することもた

しかである。たとえば、公的な補助金が投入される各種のアイヌ政策の中には、必ずしも適切とは

いえないものがあるのではないかといった批判が見られる。また、アイヌ政策によって、特定の人々

のみが優遇されることになるといった批判も存在する（上山 2012; 濱田 2012）。

　こうした各種のアイヌ政策に関して、北海道の地域住民、とりわけアイヌ多住地域の住民たちは

どのように受けとめているのだろうか。以下では、2013（平成25）年に実施した北海道伊達市にお

ける地域住民調査の結果をもとに、地域住民がアイヌ政策に対して抱いている意識の実態、および

その規定要因について検討を行うことにしたい。

　北海道の地域住民によるアイヌ政策に対する支持や意識の状況に関しては、すでに濱田（2013）

において、新ひだか町民に対する住民調査の結果をもとに、検討が行われている。その結果、まず、

アイヌ民族に対する差別の解消、あるいは正しい理解の普及など、総論としての目標については賛

成する人がそれなりに多いものの、アイヌの人々に対する個別的な支援や財政支出を含む具体的な

政策については、積極的に支持する人が少ないということが明らかになった。また、大学卒や中学

卒の学歴の場合、アイヌ政策への支持が高まること、就業状態が無職の場合、アイヌ政策への支持

が高まること、出身地が新ひだか町の場合、各種のアイヌ政策に対して否定的な態度が強まること、

などの点が明らかになった。

　ただし、以上の傾向は、新ひだか町における住民調査の結果によるものであり、当然伊達市にお
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ける状況とは異なると考えられる。

　社団法人北海道アイヌ協会が発表した資料によると、新ひだか支部の会員数が153人である一方、

伊達支部については64人にとどまっており、その規模には２倍以上の違いが見られる。また、2010

（平成22）年の国勢調査の結果によると、伊達市の人口は36,278人、新ひだか町の人口は25,419人と

なっていることから、全住民に占めるアイヌ協会支部会員数の割合は、伊達市で約0.2％、新ひだ

か町で約0.6％となり、アイヌ民族関係者の割合という点でも伊達市と新ひだか町の間には、差異

が存在するといえる。

　このように、新ひだか町では、アイヌ民族の人々が比較的多いのに対し、伊達市ではアイヌ民族

の人々の数は非常に限られており、多くの和人住民にとって、アイヌ民族の人々の存在はあまり意

識されず、より周縁的な位置づけにあると考えられる。本論文では、こうした地域的な差異にも注

目しながら、伊達市におけるアイヌ政策に対する意識の状況について探っていくことにしたい。

第１節　アイヌ政策に対する地域住民の意識

　第１項　アイヌ政策に対する意識の地域的差異

　伊達市の地域住民は、アイヌ民族に関する各種の政策に対し、どのような意識を抱いているのだ

ろうか。以下では、まず、アイヌ民族に対する施策として重視するものを尋ねた質問に対する回答

の分布を見ていくことにしよう（図８－1）。

　アイヌ政策として重視するものを、複数回答形式でいくつでもあげてもらったところ、「差別の

ない社会をつくる」という回答が最も多く、その割合は全体の62.0％に達していることがわかる。

次いで多いのが、「アイヌ民族に関する正しい理解の提供」という回答であり、全体の53.8％が選

択している。また、「アイヌ語・アイヌ文化を守る」という回答も多い。一方、「雇用対策の拡充」

「教育支援の拡充」「経済的支援の拡充」といった回答を選択する人の割合はいずれも10％程度にと

どまっている。

　このような結果を見ると、「アイヌ民族に対する差別の解消」「アイヌ民族に関する正しい理解の

提供」「アイヌ語・アイヌ文化を守る」といったアイヌ文化の保存・振興策、あるいはアイヌ民族に

関する知識の啓発活動などの政策については支持する人が半数を超えているものの、アイヌの人々

に対する生活支援策については、これを重視する人は少なく、あまり支持が得られていない状況だ

といえるだろう。

　こうしたアイヌ政策に対する支持に関して、地域的な差異は見られるのだろうか。以下の表８－

１は、新ひだか町における政策支持の結果を併せて示したものである。これを見ると、新ひだか町

においても、「差別のない社会をつくる」「アイヌ語・アイヌ文化を守る」「アイヌ民族に関する正し

い理解の提供」といった項目における選択割合が高く、生活支援策に関する項目の選択割合は低い

という傾向が確認される。やはり、いずれの地域においても、文化の振興や正しい知識・理解の提

供といった一般的な政策に関しては同意するものの、生活支援策などの個別具体的な政策に関して

は、否定的な立場を取る人が多いといえる。

　ただし、新ひだか町は、伊達市と比べて全般的に各種のアイヌ政策を支持する人の割合が低く、

こうした点で差異が存在するといえる。伊達市の場合、「アイヌ語・アイヌ文化を守る」という項

目を選択した人の割合が47.6％に達しているのに対し、新ひだか町においてその割合は38.6％にと
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どまっている。また、「アイヌ民族に関する正しい理解の提供」という項目に関しても、伊達市で

は53.8％が選択する一方、新ひだか町では42.2％の支持にとどまっており、それぞれ10ポイント程

度の差異が見られる。一方、「アイヌ民族に対する特別な政策は行うべきではない」という回答に

ついては、伊達市が23.6％であるのに対し、新ひだか町では37.1％と10ポイント以上高くなっている。

このように、伊達市と新ひだか町を比較した場合、伊達市の方が差別の解消、アイヌ文化の振興な

どの政策に対して、肯定的な回答をする割合が高いという傾向が存在するといえるだろう。新ひだ

か町では、アイヌ民族の存在が身近であるがゆえに、アイヌ民族を対象にした政策に対して反発を

感じる層も一定の割合で存在しているのではないかと考えられる。

図８－1　アイヌ政策として重視するもの（複数回答）

　第２項　アイヌ政策に対する意識の世代的差異

　続いて、アイヌ政策に対する意識の世代的な差異について確認していくことにしよう。濱田（2013）

において、新ひだか町における政策支持の世代的差異を検討したところ、「差別のない社会の実現」

「雇用対策の拡充」「教育支援の拡充」といった項目において、世代による差が見られた。いずれの

項目についても、年齢層が高いほど重視する割合が高まっており、アイヌに対する差別の解消や雇

用対策あるいは教育支援の拡充により積極的であるという傾向が見られる。

表８－ 1　伊達市および新ひだか町の両地域におけるアイヌ政策に対する支持の割合

伊達市 新ひだか町

差別のない社会をつくる 62.0% 55.3%

アイヌ語・アイヌ文化を守る 47.6% 38.6%

雇用対策の拡充 11.2% 10.0%

教育支援の拡充 9.4% 10.0%

経済的援助の拡充 7.5% 6.7%

土地・資源の補償 15.0% 9.0%

アイヌ民族に関する正しい理解の提供 53.8% 42.2%

特別な政策を行うべきではない 23.6% 37.1%

その他 5.4% 8.8%
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　以下の表８－２は、伊達市におけるアイヌ政策に対する意識を世代別に示したものである。結果

を見ると、「差別のない社会をつくる」「雇用対策の拡充」「教育支援の拡充」「経済的援助の拡充」「土

地・資源の補償」「アイヌ民族に対する正しい理解の提供」といった項目において、統計的な有意差

が見られる。たとえば、「教育支援の拡充」を選択した人の割合は、60 ～ 70歳代において14.1％で

あるのに対し、20 ～ 30歳代では約半分の7.1％にとどまっている。40 ～ 50歳代に関してはさらに

少なく、「教育支援の拡充」が重要だと考える人の割合はわずか3.5％にすぎない。また「雇用対策

の拡充」や「経済的援助の拡充」においても同様の傾向を示しており、40 ～ 50歳代において、支

持が最も低くなっているのである。40 ～ 50歳代は家族を扶養し、家計を支える中心的な世代であ

ると考えられる。実際、個人収入も他の世代と比較して相対的に高い。このように苦労しながら家

計を支えているという現在の状況が、アイヌ民族のみを対象にした各種の生活支援策に対して、消

極的な態度を取らせることになっているのかもしれない。

　60 ～ 70歳代の高齢者世代において各種の政策支持が高いという傾向は、新ひだか町における調

査結果からも確認されている。高齢者にとっては、アイヌ民族に対する差別や経済的格差が、より

現実的なものとして認識されており、アイヌの人々に対する差別の解消や経済的な支援、あるいは

教育的な支援が、重要な課題として認識されているといえるだろう。一方、若年層の場合、アイヌ

民族に関する正しい理解の提供などの啓発活動がより重要だと認識されているといえる。

　第３項　出生地によるアイヌ政策に対する意識の差

　濱田（2013）による、新ひだか町における地域住民調査の分析では、回答者の出身地域によって

アイヌ政策に対する意識が異なるという傾向が見られた。具体的には、新ひだか町出身者の方が、

道内他地域の出身者あるいは道外出身者に比べ、「差別のない社会の実現」「雇用対策の拡充」「教育

支援の拡充」「アイヌ民族に関する正しい理解の提供」といった項目に対する支持の割合が低いとい

う結果が確認された。このように、地元出身者の政策支持が弱いという傾向は、伊達市においても

見られるのだろうか。

　各種のアイヌ政策に対する意識を、回答者の出身地域別に示したものが、以下の表８－３である。

カイ二乗検定を行った結果、出身地域による有意な差が見られた項目は１つもなく、出身地域によ

る回答の傾向に大きな差は見られなかった。

　先にも述べたように、新ひだか町では、新ひだか町の出身者が各種のアイヌ政策に対して否定的

な立場を取る傾向が見られた。これは、新ひだか町においてアイヌ民族が身近な存在であり、アイ

表８－２ アイヌ政策として重視するもの（複数回答・年齢別）

　 20 ～ 30 代 40 ～ 50 代 60 ～ 70 代 χ2 検定

差別のない社会 55.3% 55.0% 68.9% **

アイヌ語・アイヌ文化 52.9% 47.0% 46.6%

雇用対策 8.2% 6.4% 15.2% **

教育支援 7.1% 3.5% 14.1% ***

経済的援助 5.9% 4.0% 10.2% *

土地・資源 4.7% 15.8% 17.3% *

正しい理解 61.2% 56.9% 49.1% +

特別な政策を行わない 27.1% 22.3% 23.3%

その他 8.2% 4.0% 5.7% 　

*** p<.001 ** p<.01 * p<.05 + p<.1
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ヌ民族を対象にした政策を実際に見聞きすることが多いために、とくに新ひだか町で生まれ育った

人々の間で、アイヌ民族を対象にした政策に対する反発が強まっているのではないかと考えられる。

一方、伊達市においては、アイヌ民族の人の居住の割合が低く、伊達市出身者にとっても身近な存

在ではなかったため、出身地域による影響がとくに見られないのだと考えられる。

　第４項　アイヌ政策に対する意識の学歴差

　最後に、回答者の学歴による差異について確認してみることにしよう。以下の表８－４は、アイ

ヌ政策として重視するものの割合を学歴別に示したものである。カイ二乗検定の結果を確認すると、

「アイヌ語・アイヌ文化を守る」「土地・資源の補償」「アイヌ民族に関する正しい理解の提供」とい

う３つの項目において、統計的な有意差が確認された。

　「アイヌ語・アイヌ文化を守る」という項目に関しては、中学および高校卒の場合、重視する政

策としてあげる人の割合が40％程度にとどまっているのに対して、専門学校・高等専門学校・短期

大学卒および大学卒以上の学歴を持つ場合は、いずれも過半数の人が重視する政策として選択をし

ている。また、「アイヌ民族に関する正しい理解の提供」という項目に関しても同様の傾向を示し

ており、中学および高校卒の学歴と比べて、専門・高専・短大卒および大学以上の学歴において、

選択割合が高くなっている。

　濱田（2013）における新ひだか町の分析結果では、「教育支援の拡充」や「雇用対策の拡充」といっ

た項目において、中学卒および大学以上の学歴の場合に選択割合が高く、高校卒、専門高専短大卒

の場合に選択割合が低いという「Ｕ字型」の分布が見られたが、伊達市においても同様の傾向が存

在しているのだろうか。

　再び表８－４に目を移してみると、「土地・資源の補償」という項目に関しては、「中学」および

「大学以上」で選択割合が高い「Ｕ字型」の分布が見られるものの、「教育支援の拡充」や「雇用対

策の拡充」では統計的な有意差が見られず、それほどはっきりした傾向が存在するとはいえない。

表８－３ アイヌ政策として重視するもの（複数回答・出身地域別）

　 伊達市 道内 道外 χ2 検定

差別のない社会 61.9% 61.4% 66.7%

アイヌ語・アイヌ文化 44.2% 49.7% 49.1%

雇用対策 10.7% 11.7% 8.8%

教育支援 7.6% 9.5% 14.0%

経済的援助 8.1% 7.0% 7.0%

土地・資源 13.2% 14.6% 22.8%

正しい理解 53.8% 52.5% 59.6%

特別な政策を行わない 23.4% 22.5% 28.1%

その他 5.6% 5.1% 7.0%

*** p<.001 ** p<.01 * p<.05 + p<.1
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　また、新ひだか町では、選択した項目数の合計についても「Ｕ字型」の分布を示していた。つまり、

中学卒および大学以上の学歴を持つ場合、高校卒および専門・高専・短大卒と比べ、アイヌ政策と

して重視するものとして選択した項目数の平均が多いという関係が見られたのである。そこで、新

ひだか町の場合と同様に、アイヌ民族に対する政策としてあげられた「差別のない社会」、「アイヌ語・

アイヌ文化」、「雇用対策」、「教育支援」、「経済的支援」、「土地・資源」、「正しい理解」の７項目の

うち、各回答者が選択した項目の総数を計算してみた（表８－５）。その結果、伊達市においては「Ｕ

字型」の分布は確認できず、平均値が一番高いのは大学以上（2.37）であり、次いで多いのが専門・

短大・高専卒（2.18）という結果であった。

　このように、伊達市においては、大学以上の学歴を持つ場合、あるいは専門・短大・高専卒の場合に、

アイヌ政策に対して肯定的な態度を示す傾向がある程度存在するものの、差が見られたのは「アイ

ヌ語・アイヌ文化を守る」あるいは「アイヌ民族に関する正しい理解を提供する」といった一般的

な目標を掲げたいくつかの項目にとどまっている。一方、「教育支援の拡充」や「雇用対策の拡充」

といった具体的な政策に関しては、学歴による差はとくに見られないといえるだろう。

第２節　アイヌ政策に対する意識の規定要因

　第１節では、アイヌ政策に対する意識と年齢、出身地域、および学歴との関連について検討を行っ

た。その結果、年齢層が高いほど、アイヌ政策に対して肯定的な回答をする割合が増えるという傾

向が見られた。また、学歴が上がる場合、「アイヌ語・アイヌ文化を守る」、「アイヌ民族に対する

正しい理解を提供する」といった政策に対する支持が高まる傾向があるといえる。その一方、新ひ

だか町の場合と異なり、回答者の出身地域は、アイヌ政策に対する意識にほとんど影響を与えてい

表８－４ アイヌ政策として重視するもの（複数回答・学歴別）

中学 高校 専門高専短大 大学以上 χ2 検定

差別のない社会 65.4% 62.7% 58.3% 62.0%

アイヌ語・アイヌ文化 41.0% 43.7% 56.5% 56.0% *

雇用対策 11.5% 11.2% 10.4% 12.0%

教育支援 14.1% 7.8% 8.7% 10.0%

経済的援助 5.1% 7.8% 6.1% 10.0%

土地・資源 17.9% 11.9% 13.9% 22.0% +

正しい理解 42.3% 48.1% 64.3% 65.0% ***

特別な政策を行わない 23.1% 24.6% 19.1% 27.0%

その他 6.4% 4.1% 4.3% 8.0%

*** p<.001 ** p<.01 * p<.05 + p<.1

表８－５　重視するアイヌ政策として選択した項目数

学歴 平均値 度数 標準偏差

中学卒 1.97 78 1.53

高校卒 1.93 268 1.47

専門短大高専卒 2.18 115 1.55

大学卒以上 2.37 100 1.75

合計 2.07 561 1.55

p=.081（一元配置分散分析）
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なかった。

　以上はいずれも２変数間の関連を確認したものであり、他の変数の影響を統制した上でも同様の

傾向が見られるかについては疑問が残る。そこで、以下では、多変量解析の結果を確認してみるこ

とにする。

　独立変数として用いるのは、年齢、性別（男性、基準カテゴリは女性）、学歴（中学、専門高専短大、

大学、基準カテゴリは高校）、就業状態（経営・役員、自営家族従業、パート・アルバイト、無職・

学生、基準カテゴリは常時雇用）、出身地域（伊達市、道外、基準カテゴリは道内）に関する各変

数である。また、アイヌ民族との交流の頻度をあらわす変数を統制のために用いた。各変数の詳し

い内容は、以下の表８－６のとおりである。

　まず、アイヌ政策に対する全般的な支持を従属変数にした重回帰分析の結果を以下の表８－７で

確認してみることにしよう。

　分析結果を見ると、自由度調整済み決定係数（R2乗値）の値が低く、モデルはデータをうまく

説明していないといえる。有意な効果を与えている変数としては、まず「大学」が正の影響を与え

ており、大学以上の学歴の場合、アイヌ政策に対する全般的な支持は高まる傾向が存在するといえ

る。また、「アイヌ民族との交流」も正の影響を与えており、アイヌの人との交流の機会が多いほど、

アイヌ政策に対する全般的な支持が強まるといえる。

　濱田（2013）における新ひだか町の分析結果と比較すると、新ひだか町でも「大学以上」や「ア

イヌとの交流」が同様に政策支持に影響を与えているものの、そのほかに「無職・学生」の場合に

表８－６　使用する変数の概要

変数 変数の情報

アイヌ政策に対する全般的支持

「今後、アイヌ民族に関する施策はどうあるべきだと思いますか」という質問に対して、

複数回答可能な以下の 7つの選択肢から選んだ項目の数。

「差別が起こらない社会をつくるべき」

「アイヌ語・アイヌ文化などを守るべき」

「雇用対策を拡充すべき」

「教育支援を拡充すべき」

「経済的な援助を拡充すべき」

「土地・資源を返還すべき」

「正しい理解を提供すべき」

経済支援拡充 「経済支援を拡充すべき」を選択 =1，非選択 =0

正しい理解の提供 「アイヌ民族に関する正しい理解の提供」を選択 =1，非選択 =0

年齢 年齢

性別

男性ダミー 男性＝ 1，女性 =0

学歴

中学 中学卒 =1，その他の回答者 =0

高校（基準カテゴリ）

専門・高専・短大 専門・高専・短大卒 =1，その他の回答者 =0

大学以上 大学卒以上 =1，その他の回答者 =0

就業状態

経営・役員 経営者・役員 =1，その他の回答者 =0

常時雇用（基準カテゴリ）

自営・家族従業 自営業・家族従業者 =1，その他の回答者 =0

パート・アルバイト パート・アルバイト =1，その他の回答者 =0

無職・学生 無職・学生 =1，その他の回答者 =0

出身地域

新ひだか町 新ひだか町出身 =1，その他の回答者 =0

道内（基準カテゴリ）

道外 道外出身 =1，その他の回答者 =0

アイヌとの交流
あなたは普段 ､アイヌの人たちと交流がありますか。

よくある =4，たまにある =3，あまりない =2，ほとんどない =1
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アイヌ政策に対する支持が強まるという効果、さらには新ひだか町出身者の場合、アイヌ政策に対

する支持が弱まるという効果が確認されている。このように、新ひだか町では、職業や回答者の出

身地によってアイヌ政策に対する支持がある程度説明されるものの、伊達市では学歴以外の効果は

見られず、回答者の属性による説明力が低いといえるだろう。

　それでは、個別のアイヌ政策に対する支持の規定要因についてはどのような傾向が見られるだろ

うか。以下では、「経済支援の拡充」および「アイヌ民族に関する正しい理解の提供」の選択／非

選択を従属変数にした二項ロジスティック回帰分析を行うことにする。独立変数は、先の重回帰分

析と同じ変数を用いた。結果を示したのが、以下の表８－８である。

　分析結果を確認すると、まず「経済的支援の拡充」に関しては、「自営・家族従業」あるいは「無

職・学生」といった就業状態が影響を与えていることがわかる。いずれも正の影響を与えており、「自

営・家族従業者」あるいは「無職・学生」の場合、基準である「常時雇用」労働者と比べて、アイ

ヌ民族の人々への経済支援を拡充すべきだと答える確率が高まるという傾向が存在するといえる。

一方、「アイヌ民族に関する正しい理解の提供」という項目に関しては、「専門・高専・短大」や「大

学以上」などの学歴に関する変数が影響を与えていることがわかる。具体的な影響の内容としては、

「専門・高専・短大」あるいは「大学以上」の学歴の場合、高校卒の学歴を持つ人と比べて、「アイ

ヌ民族に関する正しい理解の提供」という項目を選択する確率がより高いということになる。

　このように、個別のアイヌ政策に対する支持に関しては、政策の内容によってその規定要因が大

きく異なっている。ただし、新ひだか町における分析結果と比べると、全般的に疑似決定係数の値

は低く、回答者の属性による影響力は小さいといえるだろう。

表８－７　アイヌ政策に対する全般的支持の規定要因

B S.E.

定数 1.236 .333

年齢 .007 .006

性別（男性ダミー） -.016

学歴

中学 -.117 .213

高校（基準）

専門・高専・短大 .233 .178

大学以上 .545** .198

就業状態

経営・役員 -.142 .409

常時雇用（基準）

自営・家族従業 .217 .259

パート・アルバイト .032 .211

無職・学生 .276 .189

出身地

新ひだか町 -.050 .147

道内（基準）

道外 -.050 .232

アイヌとの交流 .141+ .081

調整済 R2 乗 .013

F 値 1.595 +

N 526

*** p<.001 ** p<.01 * p<.05 + p<.1
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第３節　アイヌ政策に対する意識の具体的内容

　第２節までは、伊達市の地域住民に対するアンケート調査の結果をもとに、アイヌ政策に対する

意識の状況について検討を行ってきた。

　その結果、アイヌ文化の振興やアイヌ民族に関する知識の啓発活動といった政策目標に関しては

ある程度の支持が見られるものの、アイヌ民族に対する経済的支援や教育支援などの具体的な支援

策に対する支持は低いことが明らかになった。また、伊達市は新ひだか町と比べて、アイヌ政策に

対する支持は全般的に高いものの、回答者の属性による説明力が弱いことなどが明らかになった。

　そこで、以下では、伊達市民に対するインタビュー調査の結果をもとに、どのようなロジックに

よって各種の政策に対する意識が語られているのかという点について確認してみることにしたい。

伊達市民によるアイヌ政策に対する態度としては、大きくわけて以下の３つが存在すると思われる。

第１は、アイヌ文化の振興・保存といった政策に関しては、その必要性を認めているものの、アイ

ヌの人々に対する個別的な生活支援策などについては不要とする立場である。第２は、アイヌの人々

は先住民族であったのだから、かつて和人が奪った土地や資源を返還すべきだという立場である。

第３は、アイヌの人々に対する特別な支援は必要ないとする立場である。以下では、それぞれの立

場にもとづく語りの内容を確認してみることにする。

　まず、第１の立場については、以下の対象者【13】のような語りが見られる。【13】は、観光タクシー

の乗務員をしており、アイヌ関連施設にも訪れる機会が多く、そうした経験を通じてアイヌ文化を

守るべきだと思うようになったと語っている。また、アイヌの人々は先住民族であるのだから、そ

うした人々に対する感謝が必要とも語っている。ただし、一方で、アイヌの人々は和人と同じ生活

をしていて、年金も受給しているので教育や生活などにおける支援政策に関しては、とくに必要は

ないとの認識を持っている。

表８－８　個別のアイヌ政策に対する支持の規定要因

経済支援拡充 正しい理解の提供

B S.E. B S.E.

定数 -3.804 *** .905 -.122 .451

年齢 .002 .014 -.007 .008

性別（男性ダミー） -.212 .378 -.043 .193

学歴

中学 -.594 .583 -.122 .285

高校（基準）

専門・高専・短大 -.502 .533 .673 ** .244

大学以上 .539 .479 .701 * .271

就業状態

経営・役員 .513 1.165 .866 .619

常時雇用（基準）

自営・家族従業 1.581 * .665 .279 .353

パート・アルバイト .572 .705 .252 .284

無職・学生 1.534 ** .569 .122 .255

出身地

伊達市 .068 .380 .001 .198

道内（基準）

道外 -.345 .653 -.057 .317

アイヌとの交流 .175 .189 .190 + .111

NagelkerkeR2 乗 .087 .059

N 526 526

*** p<.001 ** p<.01 * p<.05 + p<.1



－ 140 －

【13】老年、男性、既婚

　観光タクシーの乗務員をしていて、アイヌ文化を守るべきだと思うようになった。

　蝦夷の地は最初にアイヌがいて、われわれが後から入ってきた。アイヌがいたから現在のわれ

われの生活がある。最初から住んでいた先住民族に対する感謝が必要。

　アイヌへの教育や生活補助については、和人と同じ生活をしていて、年金も受給しているので、

とくに必要ないのでは。

　また対象者【18】も、アイヌの伝統文化を残すことの重要性は認めつつも、アイヌと和人との混

血が進むことで人種的な差はなくなっており、アイヌ民族だけを対象にしていろいろな支援策を行

うと、逆の差別になってしまうのではないかと語っている。また、アイヌの人々の中には、こうし

た制度を悪用する場合もあるのではないかとの認識も示している。

【18】老年、男性、既婚

　アイヌの伝統文化は守っていかなければならないと思うが、観光で残すというのはちょっと違

うなと思う。

　２代３代と混血が進めば、ほとんど融合されて人種的なものはなくなり、アイヌの人と和人と

差がなくなっている。融合された形でやった方がいいのかもしれない。アイヌの人たちだけに

いろいろな補助をするということが逆の差別になってしまうのではないかと思う。アイヌだと

言っている人は、それをうまく利用しようとしている。

　次に、アイヌの人々に土地・資源を返還すべきだという点を強調する第２の立場について確認し

てみることにしよう。たとえば対象者【７】は、曽祖父がかつて山や土地を保有していたが、それ

はアイヌの人々を騙して取ったものではないかと述べており、こうした土地や資源については、ア

イヌの人々に返還すべきだと語っている。その一方、現在のアイヌに対するさまざまな補助金や教

育支援策などについては、「どういう理由でウタリ資金ができたのか、根本的な意味がわからない

ので答えられない」と語っている。このように、現在の様々なアイヌ支援政策に関しては、その成

立の経緯や意義に関する正確な情報が伝えられていないため、それに対して何らかの意見を積極的

に表明することに戸惑いを感じている様子がうかがえる。

【７】老年、男性、既婚

　国の政策的なことでは、もう少しアイヌの人たちを優遇するようなこと、昔に帰れるようなこ

とはやったらいいと思う。

　もともとアイヌの土地だったところはアイヌの人に返した方がいい。曽祖父はあちこちに山や

土地をもっていたが、それは仙台から来た際、アイヌから騙して取ったのだと思う。

　アイヌの人たちにウタリ資金を提供することについては、どういう理由でウタリ資金ができた

のか、根本的な意味がわからないので答えられない。昔アイヌの人を騙したから、お詫びの気

持ちでウタリ資金とか奨学金を出しているのか、それとも和人もアイヌもないから、和人と同

じようにアイヌにも出すという意味で出しているのか、どういう意味で出しているのか、その
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辺がわからない。

　また、対象者【10】の老年男性も、アイヌの人々に土地・資源を返還すベきだとの考えを持っている。

対象者【10】は、「アイヌの人々は昔漁ができるいい場所に住んでいたのに、国に土地を没収され、

それが和人に払い下げられた」、「今は電気がついているが、電気が通ったのは最後だった」と述べ、

そういうことを実際に見聞きしてきたので、アイヌの人々に補償をすべきだという考えを持つよう

になったと自らの経験を語っている。

【10】老年、男性、死別

　アイヌの人は漁ができるいい場所に住んでいたのに、和人に土地を取られて奥の山の方へ追い

やられたり、戦争前には国の土地にするために土地を没収されたりした。後に、その土地を民

間に払い下げる時も、アイヌではなくて和人に払い下げられた。今は電気がついているが、電

気が通ったのも最後の最後だった。そういうことを聞いているし見ている。アイヌが辛い目に

あってきたことをみんな知るべきだし、補償するべきだと思う。

　最後に、アイヌの人々に対する特別な政策は必要ないとする第３の立場については、まず対象者

【16】のような事例が確認される。対象者【16】は、伊達でアイヌを対象にした政策をしていると

は聞いていないので、アイヌ民族を対象にした特別な政策は必要ないのではないかと自らの考えを

語っている。

【16】老年、男性、既婚

　伊達でとくにアイヌを対象にした政策をしているとは聞いていない。特別な政策は行うべきで

はないと思う。

　また、対象者【15】も、伊達市ではアイヌの人が何人かいる程度なので、特別な政策は必要ない

のではと自らの考えを語っている。このように、特別な政策は必要ないという認識を持っている人

の中には、伊達市の現状に関して、アイヌ民族の人の数が非常に少なく、アイヌ民族を対象にした

政策は、とくに行われていないとの認識を持つ人が存在する。こうした現状認識があるため、アイ

ヌ政策の必要性はとくに意識されず、現状のままでかまわないという考えが持たれているように思

われる。

【15】老年、男性、既婚

　伊達市ではアイヌの人が何人かいるかという程度だと思うので、人口に占める割合も少ないし、

とくに差別さえしなければいいのではないかと思う。

　ただし、その一方で、アイヌ民族のみを対象にした政策に不公平感を感じているからこそ、アイ

ヌ政策に対して否定的な意見を表明する人も存在している。対象者【31】は、アイヌ民族のみを対

象にした農業資金があると聞き、不平等だという感想をもったと語っている。また対象者【28】は、
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かつてアイヌの同級生が苦労しているのを見たが、現在の社会において、それほど差別は存在して

いないのではないかと述べている。さらに、現在のアイヌ支援策は「手厚くしすぎ」であり、それ

に甘えている人がいるのではないかとの認識も示している。

【31】老年、女性、死別

　平取では農業にも資金が出た。ハウスも10分の１くらいの金額で建つので、直すよりたくさん

建てた方がいいということで、嘘か本当かわからないけれど、たくさんハウスを建てたと聞い

ている。それは不平等だという感じをもった。

【28】老年、女性、既婚

　高校時代に、同級生が成績はいいのに就職で苦労していたが今はそんなに差別しているだろう

か。

　あんまり手厚くしすぎるとそれに甘える人が出てくる。今はあまりにも生活保護でも全部やり

すぎていて、若い人でも働かなくてももらえるというようなところには違和感がある。

　以上のような調査対象者の語りを見ると、アイヌに対する過去の差別や不平等については、その

存在を認め、何らかの対策が必要だと考える人が多いものの、現在におけるアイヌ民族の問題や不

平等については、その存在を認めない、あるいは十分に認識されていない状況が存在するといえる。

こうした状況が、アイヌ文化の振興・保存やアイヌ民族に関する知識の啓発などの政策には賛成す

る一方、現在のアイヌ民族に対する各種の支援策に関してはそれほど重視しないという、伊達市民

のアイヌ政策に対する態度を生み出しているのではないかと思われる。

第４節　まとめ

　本章では、国や北海道による各種のアイヌ政策に対して、伊達市に居住する地域住民がどのよう

な意識を持っているのかを、地域住民調査の結果をもとに明らかにしてきた。

　その結果、新ひだか町と比べて、伊達市では「アイヌ語・アイヌ文化を守る」、「差別のない社会

をつくる」、「アイヌ民族に関する正しい理解を提供する」といった項目において支持が高くなって

いたものの、「雇用対策の拡充」、「経済支援の拡充」、「教育支援の拡充」といった政策に関しては、

新ひだか町の調査結果とそれほど変わらず、支持が低い状態にとどまっていた。

　次に、回答者の属性による政策支持の差異を検討したところ、多くの項目において世代による差

が確認された。基本的には、年齢層が高いほど、各種のアイヌ政策に対する支持が増えるという傾

向が見られる。ただし、「教育支援の拡充」、「経済支援の拡充」、「雇用対策の拡充」といった項目

に関しては、「60 ～ 70歳代」に次いで支持が高いのが「20 ～ 30歳代」となっており、「40 ～ 50歳代」

における支持が最も低くなっていた。「40 ～ 50歳代」は、家族を扶養する中心的な世代であるため、

アイヌ民族のみを対象にした支援策に対する不公平感が強いのではないかと考えられる。こうした

傾向は、新ひだか町における分析結果とも一致しており、北海道の地域において一般的に見られる

傾向なのではないかと考えられる。

　続いて、回答者の出身地域による回答傾向の差異を確認してみたが、すべての項目において統計
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的な有意差が確認されなかった。新ひだか町における調査では、新ひだか町出身であることが、各

種の政策支持を低めるという影響が見られたが、伊達市の場合、回答者の出身地域は、アイヌ政策

に対する支持に影響を与えていないといえる。新ひだか町では、アイヌ民族の人々が相対的に身近

な存在であるため、アイヌ民族のみを対象にした各種の政策の存在を認識し、実際に利用した人の

経験を見聞きする機会も多いと考えられる。こうした状況が、新ひだか町出身者の政策支持を低め

ているといえるのではないだろうか。一方、伊達市では、アイヌ民族の人々と接する機会が相対的

に少ないため、アイヌ民族やアイヌ民族を対象にした各種の政策が、普段意識されることは比較的

少ないと考えられる。そのため、伊達市においては出身地域による影響が見られないのだろう。

　学歴に関しては、いくつかの項目において、学歴が高い場合に政策に対する支持が強まるという

傾向が見られたが、新ひだか町の場合ほどはっきりした効果は見られなかった。また、新ひだか町

では、中学卒の学歴と大学卒以上の学歴の場合に、「教育支援の拡充」などの政策に対する支持が

高まるという関係が見られたが、伊達市において同様の傾向は見られなかった。新ひだか町では、

アイヌ民族が相対的に身近な存在であるため、アイヌ民族を対象にした各種の生活支援策を梃子に

して、より広範な人々を対象にした支援策の拡充、あるいは生活水準を向上させる機会の拡大が、

主に学歴が低い層において期待されているのかもしれない。伊達市においては、アイヌ民族を対象

にした政策に対する認識自体があまり浸透していないため、政策に対する期待が広まっていないの

ではないかと考えられる。

　また、アイヌ政策に対する支持を従属変数にした多変量解析を行ったところ、新ひだか町におけ

る分析結果と比較して、伊達市における分析結果は、回答者の属性による説明力が低いという結果

が確認された。伊達市において、アイヌ政策に対する意識は、回答者の社会的属性によってあまり

左右されず、それほど明確な争点になっていないという状況が示唆される。

　最後に、伊達市において、各種のアイヌ政策に対する支持／不支持がどのようなロジックによっ

て語られているのかという点について、伊達市民に対するインタビュー調査の結果をもとに検討を

行った。

　まず、アイヌ語やアイヌ文化は守るべきだと考えるものの、各種の生活支援策に対して否定的な

立場を取る人の語りについて確認すると、アイヌの人々のみを対象にした政策を行うことは逆差別

になるのではないかといった意見、アイヌの人々は和人と同じ生活をしているなどの認識が見られ

た。その一方、アイヌ文化を守るということについては肯定しており、最初から住んでいた先住民

族に対する感謝が必要とも語っている。

　次に、「土地・資源を補償すべき」だと考える人々の語りについて確認すると、アイヌの人々に

対する過去の差別および抑圧の歴史に関する指摘が見られた。また、こうした過去の歴史に対する

認識をもとにして、土地・資源を補償すべきとの考えが語られていた。

　最後に、「特別な政策を行うべきではない」とする人々については、伊達市が現在、何かやって

いるということを聞かないので、特別な政策は必要ないとする考え方、あるいは伊達市にはアイヌ

の人々はほとんどいないので、特別なことを行う必要はないといった認識などが見られた。また、

アイヌ民族のみを対象にした政策に対して不公平感を感じている人の場合、その語りにおいて特別

な政策は必要ないとする点が強調されていた。

　このように、伊達市における地域住民の調査結果を見ると、アイヌ民族に対する過去の差別・抑
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圧の歴史に関しては、ある程度その認識が共有されている。そのため、アイヌ文化の振興・保存や

土地・資源の補償を行う必要があるとの考えを示す人が、高齢者を中心に一定の割合で存在してい

るといえる。しかしながら、現在のアイヌの人々に関する不平等や生活の状況については、ほとん

ど認識されていないことがわかる。

　したがって、政策として重視されるのはあくまでも過去の清算にとどまる。つまり土地・資源を

補償し、失われつつあるアイヌ文化を尊重することについては重視されるものの、現在、不平等な

状況に置かれている人々が存在するという認識はほとんど浸透しておらず、それゆえ、現在のアイ

ヌ民族の人々に対する各種の支援策も重要な課題として認識されないのだといえる。

　とはいえ、現在もなお、アイヌの人々の教育達成が低く、収入も低いという事実は厳然として存

在している（中村 2010; 野崎 2010）。アイヌ民族の人々の問題を過去の「歴史」問題として片づ

けてしまうのではなく、現在の問題として捉えることが必要なのではないだろうか。また、そのた

めには、アイヌ民族の人々が現在置かれている状況を今後さらに明らかにし、広く発信していくこ

とが求められているといえるだろう。
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はじめに

　本章では、アイヌ民族が多く暮らす伊達市という地域や、伊達市でのアイヌ民族への対応のあり

方について、アイヌ民族、一般住民双方の評価を明らかにすることを目的とする。このことを通じ

て、伊達市におけるアイヌ民族や文化の位置づけのアイヌ民族側の評価と一般住民側の評価を比較

することで、その異同を把握し、伊達市における課題を確認することにつなげたい。

第１節　伊達市におけるアイヌ民族・文化の位置づけについてのアイヌ民族の評価

　第１項　伊達市におけるアイヌ民族に対する補助事業

　はじめに、伊達市そのものや伊達市が案内を行っているアイヌ民族に対する教育・生活補助を、

伊達市社会福祉課での聞き取り調査から確認してみたい１）　。ここで紹介された取り組みは、以下の

５項目である。

　　１．アイヌ相談員（生活相談員）の配置

　　　　アイヌ住民の生活や教育相談への対応と有珠生活館の維持管理のため、嘱託職員として１

名のアイヌ相談員を配置している。週４日は市役所で勤務し、週１日は生活館で勤務してい

る。人件費は、北海道からの生活館に対する補助事業を用いており、３／４が道、１／４が

市からの支出となっている。

　　２．生活館活動の推進

　　　　アイヌ集落住民と周辺地域住民を対象に、交流と教養文化の向上を目的とした活動を、生

活館を拠点に実施している。カルタを利用したアイヌ語の講習やアイヌ文化の伝承活動、児

童による読書会などが行われている。

　　３．アイヌ住宅貸付事業

　　　　住宅の新築などの際に貸し付けを行う道の事業について、事務的な取り次ぎを市が行って

いる。

　　４．北海道アイヌ協会伊達支部に対する補助金

　　　　1976（昭和51）年以降、市からは補助金を支出しており、現在は毎年81,000円となっている。

　　５．アイヌ民族文化祭補助

　　　　アイヌ文化の紹介と、伝承・発展を目的に北海道アイヌ協会が行っているアイヌ民族文化

祭に対して補助金を支出している。人口規模により自治体からの補助額が決まっており、伊

達市が位置づけられる「人口１万人以上の市町村」では、毎年３万円となっている。
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　また、有珠善光寺で行われているカムイノミ・イチャルパについても、「市のほうでは財政的な

支援というのはなかなか難しい」という前提ではあるが、「教育委員会といたしましてもアイヌ文

化の振興と伝承は重要な施策であることから、今後もアイヌ協会伊達支部と協議を行いながら協力

をしてまいりたい」ということや、アイヌ協会が申請を行うアイヌ文化振興・研究推進機構からの

補助金等について、「今後何か手続の問題で行政の力がそこで必要となってくるときには、文化課

のほうで協力していきたい」ということが市議会で確認されている２）　。

　第２項　青年層の評価

　このような取り組みが行われている伊達市について、ここでは、「アイヌと和人の交流の場を設

けることについて」、「アイヌへの教育や生活補助について」、「アイヌを観光やまちづくりの柱にす

ることについて」の３つの観点について、意識を見ていきたい。まずは、青年層の意識を確認する。

　アイヌと和人の交流の場については、以下のような意見が出された。

　＜アイヌと和人の交流の場を設けることについて＞

　【賛成】

　・もっとやってほしい。（青年・女性）

　・大事だと思います。（青年・女性）

　・よいと思う。（青年・女性）

　【反対】

　・別に差別とか、そんなものはないから、交流も何も、みたいな気持ち。（青年・女性）

基本的には「よい」という評価が多い。しかし、「別に差別とか、そんなものはないから、交流も何も」

といったように、日常的に「アイヌ」や「和人」という意識もなく、差別も感じていない場合には、

「交流」といっても、感覚的に理解しづらいところもあるようである。

　続いて、アイヌへの教育や生活補助については、次のような声が聞かれた。

　＜アイヌへの教育や生活補助について＞

　【賛成】

　・無料でそうやって教育してくれるとかいうのはよいですね。（青年・女性）

　・もっと出してほしい。（青年・女性）

　・すべての支部で平等にしてほしい。（青年・女性）

　【その他】

　・わかんないです。（青年・女性）

第４章で見た「地域学習室」は伊達市の事業ではないが、そういったものを念頭に「よい」と評価

するものや、「もっと出してほしい」といったように、より積極的に取り組むことの重要性が指摘

されている。また、「すべての支部で平等に」というように、補助の運用の仕方についてアイヌ協

会の支部間での差が存在することをうかがわせるものも見られる。一方で、「わかんない」という
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ことで、教育や生活補助の効果については、青年層ではまだつかみづらい様子もみられる。

　アイヌと観光やまちづくりについては、以下のように述べられている。

　＜アイヌを観光やまちづくりの柱にすることについて＞

【賛成】

・白老とか、旭川とか、ああいうアイヌの面があれば、楽しそう。行きやすいところになれば。（青

年・女性）

・後世（２世・３世）に伝えていくために必要だと思う。（青年・女性）

・それの方がメリットがあるのであれば。ただ、そういうことをすることによってどうなるかっ

ていうのはわからない。（青年・女性）

・あってもいいと思う。（青年・女性）

基本的には「あってもいい」という声が大半である。そのなかで、アイヌ文化を「後世に伝えてい

く」面から必要だという考え方や、「楽しそう」で「行きやすいところ」を目指すというものなど、

意義や活用のイメージなどが語られている。

　一方、特定の論点ではなく、全般的な伊達市におけるアイヌへの対応のあり方について、以下の

ような声も聞かれている。

　＜全般＞

　・伊達市はアイヌ文化自体を理解していない。（青年・男性）

　・伊達市は、特別なアイヌのことは、ほとんどない。（青年・男性）

　・伊達市があまりアイヌ文化って扱っていないような気がする。（青年・男性）

　・わかんないです。（青年・男性）

　・とくにないです。（青年・女性）

まずは、「伊達市はアイヌ文化自体を理解していない」といったように、伊達市がアイヌのことを

十分に理解できていないので、具体的な取り組みも進んでいないことが指摘されている。その反面、

「わかんないです」「とくにないです」といったように、伊達市におけるアイヌ民族への対応について、

特段の意見を持たない者も見られる。これは、青年層が、アイヌとしてのアイデンティティを問わ

れる局面が比較的少なく、そうであるがゆえに、アイヌ民族への対応についても考えを持ちづらい

状況が存在することをうかがわせる。

　第３項　壮年層の評価

　続いて、壮年層の評価を見たい。まず、アイヌと和人との交流の場については、以下のような声

が聞かれた。

　＜アイヌと和人の交流の場を設けることについて＞

　【賛成】
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・設けた方がいいと思う。（壮年・女性）

・伊達市全体はわからないけれど、この辺は関係なく交流しているのではないですかね。（壮年・

男性）

　【反対】

・アイヌと和人というところがわからない。生活しているなかで区別がないので、ピンとこない。

（壮年・女性）

・別に必要ないと思う。アイヌと和人を区別することが違うのではないか。（壮年・女性）

・ちょっとこれ、わからないですよね。アイヌだから、和人だからというのは、もう今全然ない

んで。（壮年・女性）

・和人との交流の場を設けるというのは、私たちはずっとその人たちと働いているのだから、何

も設ける必要はない。（壮年・女性）

・なくてもいいんじゃないかなと思う。たとえば市長とか、何かのときは偉い人が来るけど、根

本的な交流って、そんなにあるのかな。（壮年・女性）

・あっても、アイヌの人が来ないと思うんです。「自分がアイヌだよ」っていうふうに、年取れ

ばいくかもしれないけど、若い人は自ら行かないと思う。（壮年・女性）

・とくに必要ない。（壮年・女性）

・あまり関係ない。（壮年・女性）

・どうでもいいっていったら失礼だけど、それがいいんであれば、交流を設けてもいいと思うけ

どね。（壮年・女性）

　【その他】

　・わかんないです。（壮年・女性）

このように、「設けた方がいいと思う」というのは少数派であり、多数派は「必要ない」と考えている。

その理由は、大きく３つにわけることができるだろう。第１に、「根本的な交流って、そんなにあ

るのかな」と指摘されるように、交流の実現性に懐疑的だからということがあげられる。一方、第

２に、「アイヌだから、和人だからというのは、もう今全然ない」と指摘されるように、「アイヌだ」「和

人だ」という区別自体が、日常的な意識には上ってこないからということがある。これは、差別を

感じていないという青年層の意識と、比較的近いところがある。

　ただし第３に、「『自分がアイヌだよ』っていうふうに、年取ればいくかもしれないけど、若い人

は自ら行かないと思う」というように、「アイヌと和人の交流」といった場に参加する場合には、

自らをアイヌだと名乗ることが難しいからということも看過できない。アイヌという自覚を持つ場

合にも、自らアイヌであることを標榜することへの抵抗感も存在しうる。しかし、アイヌという自

覚がそれほど強固でない場合には、より一層、自らをアイヌと名乗ることには困難がともなう。ア

イヌであることを示すことで被る不利益を回避するという心理は当然であるし、アイヌとしてのア

イデンティティが強固でない場合には自らをアイヌと規定することも難しい。このあたりの困難に

対する配慮を欠いた設問となってしまったことは、反省せねばならない。

　続いて、アイヌへの教育や生活補助については、次のような認識が示された。
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　＜アイヌへの教育や生活補助について＞

　【賛成】

・助かった。あった方がいいと思う。額については現状くらいでいい。（壮年・女性）

・これは子どもを育てていくうえで必要。自分みたいに片親になったときに、収入も少ないなか

で育てていかなければならないので、こういう補助があると生活は若干楽になる。（壮年・女性）

・続けた方がいいと思います。たぶんお金がなくて進学したくてもできない人がたくさんいると

思うので。（壮年・女性）

・助かっています。高校生がいるので。ただ、金額がいろいろあるのですよ。教材とか。それで、

制服とジャージが一緒になっていたのですけれど、もう少しその部分がほしかったなって。（壮

年・女性）

・今までどおりでいいと思います。（壮年・女性）

・必要じゃないかな。（壮年・女性）

・拡大した方がいい。（壮年・女性）

・伊達市では取り組んでいないです。取り組んでもらえたら助かりますよね。（壮年・女性）

　【その他】

・生活の補助っていうのは年配の人にはあるのかな？私見たこともないし、聞いたこともないか

らわからないですね。自分に関わってることっていったら教育の方でお世話になったっていう

ことだけなので。（壮年・女性）

このように、おおむね「助かった」という評価となっており、今後も「拡大した方がいい」という

認識が多数となっている。ただし、現状でも「制服とジャージが一緒になっていたのですけれど、

もう少しその部分がほしかった」というように、補助の具体的な運用面では課題が残っている。さ

らに、「生活の補助っていうのは年配の人にはあるのかな？私見たこともないし、聞いたこともない」

というように、壮年層にとっては、自らの子育てに関わる教育面での補助くらいしか、具体的な補

助を受ける場面が認識されていない様子も見受けられる。

　一方で、「伊達市では取り組んでいないです」というように、市レベルでは取り組みが進んでい

ないことも指摘されている。アイヌ協会を通じて教育や住宅取得、免許取得などの補助を受けるこ

とはあるけれども、市独自の取り組みはほとんどなされていないことも課題として浮かび上がって

きている。

　続いて、アイヌと観光やまちづくりについては、次のような意見が出されている。

　＜アイヌを観光やまちづくりの柱にすることについて＞

　【賛成】

・いいと思う。いろいろな人がそれによって観光に来てくれればいい。（壮年・女性）

・ちゃんとした正しい文化が伝わっていけばよいかなと思います。（壮年・女性）

・あればいいと思う。（壮年・女性）

・この町に、アイヌの血筋の人たちが住んでいるということがわかってくれれば、将来的にはい

いのかなと思います。（壮年・女性）
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・アイヌっていうのを柱にしているのではなくて、海水浴とかで来た人が気づくっていうふうに

持っていったらよいかなって。それが１人が２人、２人が３人って、１人ずつでも増えていけ

ばよいのかなとかって。（壮年・女性）

　【反対】

・白老が行っているようなことをできたらいいけど、ここでは無理だと思います。（壮年・女性）

・する必要はないと思います。だって白老みたいに大々的にすることが、たぶん伊達市では無理

だと思いますよね。（壮年・女性）

・伊達市は力を入れていないですね。でも、力を入れてほしいとは、とくに思わないですね。（壮

年・女性）

・必要ないかな。別にやってもいいんだけどね。（壮年・女性）

・観光になるんでしょうかね。ならないと思うけれど。始めてもつぶれてしまって、なくなって

しまうのではないですか。無駄な投資になるかもしれない。やらない方がいいと思う。（壮年・

男性）

　【その他】

・わからないです。伊達に住んでいても、伊達市にあまり興味がないというか、自分の生活がいっ

ぱいいっぱいで。（壮年・女性）

・観光的に進めた方がわかりやすいですよね。ただ、市のためにやっているのか、本人たち（ア

イヌ民族）のためにやっているのかというのを、ちょっと感じるところがあります。（壮年・女性）

このように、アイヌと観光やまちづくりを結びつけることについては、賛否がかなりわかれている。

まず、賛成の立場としては、「いいと思う。いろいろな人がそれによって観光に来てくれればいい」

というように、アイヌ民族や文化が観光客を集める素材となることを肯定的に受けとめている様子

が見られる。その反面、反対の立場からは、「白老が行っているようなことをできたらいいけど、

ここでは無理だと思います」というように、先進的に取り組んでいる地域があるなかで、伊達市で

どれだけのことができるかについて疑問が示されていることがうかがえる。アイヌ民族や文化を「見

世物」のように扱うことについての抵抗感なども議論されたりする３）　が、そういう声はあまり聞か

れず、「伊達でやっても無理」といったニュアンスが大半を占めている。さらに、「進めた方がわか

りやすい」としながらも、「市のためにやっているのか、本人たち（アイヌ民族）のためにやって

いるのか」という疑問も呈されている。アイヌ文化が、単に地域の観光資源にされるというだけで

は、アイヌ民族にとっては受け入れがたい状況も見出される。

　ただし、そもそも伊達市にはアイヌ民族や文化を生かそうという姿勢がそれほど強いものだとは

受けとめられていない。全般的な状況についてあげられた以下の声のなかからも、そのことが読み

取れる。

　＜全般＞

・頑張っているけど人手不足だと思います。（壮年・女性）

・伊達市は、伊達藩の祭りだ云々でやってるから、そっちの方が強いんじゃない？ただ、こっち

の方にしては、全然関心は元からないのかなというぐらい、全然力の入りがない。（壮年・男性）
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・伊達のアイヌと和人は、協力し合っているというよりも、別にお互いそんな、大して気にして

ない。（壮年・男性）

・白老の方が盛ん。アイヌのいろんなことに対して。支援のことにしても、いろんなことをやる

のは白老の方が多いって聞くんだよね。伊達は意外と消極的でやってないっていうのは聞いた。

（壮年・女性）

・伊達市はアイヌに関わるべきだとは思うけどね。関わってくれないからね、なかなか。（壮年・

男性）

・役人さん方は一所懸命やってるだろうけど、市自体はどこまでやっているのか。（壮年・女性）

・やっているとは感じない。（壮年・男性）

・アイヌ政策というより、貧困対策や雇用対策をするべき。（壮年・男性）

・伊達市は、ウタリに対してあまり差別しすぎる。（壮年・女性）

・特別扱いっていうか、アイヌの枠っていうのは受け入れる人の方が少ないですよね。あるから

どうぞっていっても、10人みんながそこに行きたいかっていったらそれはないと思うんで、そ

ういう場がなくてもいろんな人が自立できるように国がすべきだと思う。（壮年・女性）

・伊達市に対してはとくに思うことはない。雪も少なくて暮らしやすい。有珠はお店が少なくなっ

たので、お年寄りは暮らしていくのが大変だと思う。（壮年・女性）

「頑張っているけど人手不足だと思います」と好意的な受けとめ方をしている者もいるが、「伊達市

はアイヌに関わるべきだとは思うけどね。関わってくれないからね」といったように、関心も薄く、

関わりも消極的だと受け止められている様子がうかがえる。その結果、「伊達市に対してはとくに

思うことはない」という、期待が持てないがゆえに無関心な状況を生み出すことにもつながってい

るようである。

　しかし、「特別扱いっていうか、アイヌの枠っていうのは受け入れる人の方が少ない」というよ

うに、アイヌ向けの施策という位置づけでは、利用しづらいという様子もうかがえる。アイヌ向け

の補助という形では、利用にともなうある種のスティグマが生ずるということかもしれない。その

ため、「そういう場がなくてもいろんな人が自立できるように国がするべき」というように、「アイ

ヌであるから特別に」というのではなく、不利益を生ずる属性を問わずに、社会経済的な不利益そ

のものを克服できるような仕組みづくりを求める声も上がっている。

　第４項　老年層の意識

　最後に、老年層の意識について見てみたい。まず、アイヌと和人の交流の場については、以下の

ようなことが聞かれた。

　＜アイヌと和人の交流の場を設けることについて＞

　【賛成】

・いいですよね。時々テレビで一般の人が、アイヌの踊りを一緒に踊ってみるとか。そういう場っ

てあまりないですものね。（老年・女性）

・アイヌと和人の交流の場は設けるべきだね。こういうものを設けて、和人とアイヌといつも話
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し合いをしたりすると、「お前はアイヌだ」とか、そういう差別待遇っていうのはなくなって

くるんじゃないかと思う。（老年・男性）

・差別もないし、やっていると思う。隔たりがないようにはなっていると思う。（老年・男性）

・した方がいいのではないかな。（老年・男性）

・あまりやっていないので、やった方がいいと思う。（老年・男性）

　【反対】

　・今まで何もないから、これやってたって、やる人もいないよね。（老年・女性）

　・そういうことは必要ない。（老年・女性）

　・今さらやるようなことでもない。このまんまでいい。（老年・女性）

　【その他】

　・援助はしてくれているけれど、交流の場はない。（老年・女性）

　・交流していると思うけど。（老年・女性）

　・わからない、こんなの。（老年・女性）

これをみると、まずは、「こういうものを設けて、和人とアイヌといつも話し合いをしたりすると、『お

前はアイヌだ』とか、そういう差別待遇っていうのはなくなってくるんじゃないかと思う」と語ら

れているように、肯定的な評価がみられる。また、「交流していると思うけど」というように、現状で、

すでに一定の交流は行われているという評価も見受けられる。しかし、「今まで何もないから、こ

れやったって、やる人もいないよね」と、交流には否定的な意見も聞かれている。これらは、現状

をどう評価するかによる違いが存在しているものと考えられる。現状で交流が進んでいると考えて

いれば交流には前向きに、交流があまり進んでいないと考えれば懐疑的になってくると捉えられる。

　続いて、アイヌに対する教育や生活補助について、以下のようにまとめた。

　＜アイヌに対する教育や生活補助について＞

　【賛成】

・整っていると思う。（老年・女性）

・満足している。（老年・女性）

・もっと増やしていった方がいい。（老年・男性）

・今でも受けている。もっと充実してほしい。（老年・女性）

・このままやってくれればよい。（老年・女性）

・引き続き必要だなと思うところがある。（老年・女性）

・あってもいいんじゃないの。拡充っていうわけじゃないだろうけど、ある程度教育っていうの

は必要だからさ。（老年・女性）

・あった方がいいんでない。（老年・女性）

・あんまりしてないような気がするけど。（老年・男性）

・不十分ですね。伊達市だけでできる問題なのかわからないですけれども、教育費とか生活困窮

者に対するものを、もっともっと手厚くしてもらいたい。（老年・女性）

・全部ウタリ協会でやっている。伊達市はやっていない。やる気はないと思う。（老年・男性）
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これをみると、アイヌ協会を通じて受ける教育や生活補助をイメージしている場合、「整っている

と思う」と、肯定的な評価を与えている。しかし、伊達市によって提供される教育補助や生活補助

を想定した場合には、「不十分ですね」といった評価になっている。本節冒頭で確認したように、

伊達市による取り組みも行われてはいるが、なかには、「（教育や生活補助は）全部ウタリ協会でやっ

ている。伊達市はやっていない。やる気はないと思う」というように、伊達市の市政を批判する見

解も示されている。伊達市という市レベルの取り組みは、進んでいるとはいいがたいという意識が、

一部のアイヌ住民には持たれている。

　さらに、アイヌと観光やまちづくりの関係については、以下のように指摘されている。

　＜アイヌを観光やまちづくりの柱にすることについて＞

　【賛成】

・いいんじゃないですか。（老年・男性）

・あってもいいんでないの。（老年・女性）

・いいと思う。（老年・女性）

・観光やまちづくりは、今やって行かないとまた消えていってしまうよね。白老みたいならずっ

とやっているけれど、他の地域がね。（老年・女性）

　【反対】

・どっちかっていったら金儲けかなって。お客さんに媚を売ってるような。（老年・男性）

・伊達市は白老のようにやっていない。やらなくていいと思う。（老年・男性）

・どうだろうね。有珠はできないんじゃないかな。（老年・女性）

・そんな見世物みたいなことやらんくてもいいんでないのかな？このまんま、静かな感じでいい

と思うけどな。（老年・女性）

　【その他】

・こんなのわからないや。（老年・女性）

・わからない。（老年・女性）

ここでも、評価は大きくわかれている。一つは「あってもいいんでないの」というように、賛成の

立場が示されている。ここでは、「観光やまちづくりは、今やって行かないとまた消えていってし

まう」というように、この段階で取り組んでおくことの意義も指摘されている。

　ただし、「金儲け」や「見世物」という受けとめ方をする者からは、否定的な反応が示されている。

さらに、壮年層のところでも見られたような「有珠ではできない」といったような、伊達という地

域で取り組むことの難しさにもふれられている。

　最後に、全般的な伊達市の状況について、次のような声が聞かれた。

　＜全般＞

・昔からみたらよくなったよ。俺の小さいころはダメだった。まだ和人の勢力が強いときで、ア

イヌ民族の意見なんかは聞かない時期というのがあった。それが、時代の流れ、（先住民の権

利を認めることが）世界的な流れになってきてるから無視できなくなってきたんだ。かなり偏
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見がなくなってきているってこと。先住民族というのがあるのだから、もうアイヌ民族をバカ

にしている時代じゃない。（老年・男性）

・今の市長がすごくてね、アイヌに理解があって一生懸命やってくれてるんですよね。市も裕福

ではないんだけど、イチャルパなどへの補助をくれて、アイヌの文化にも非常に積極的にやっ

てくれてるんですよ。（老年・男性）

・伊達地域は子どものころから、アイヌと和人が協力し合っている。（老年・女性）

・伊達市そのものが、アイヌを利用している。生活館だろうが何でもでしょ。あれはほとんどア

イヌの名目で建ててやってんだから。本当はもう少しアイヌの方をかわいがってくれればいい

んだけど。（老年・男性）

・大したことはしてないんだよね。伊達市全体としては、そんなにアイヌのことを深く考えてな

いので。（老年・男性）

・伊達市っていうのは評価しないよ。なにかね、今やってることを仕方なしにやってるようだ。（老

年・男性）

・市議会に、アイヌの特別議席がほしい（老年・男性）

・わからないです。（老年・女性）

ここでは、伊達市におけるアイヌと和人との関係について、大きく異なる見解が示されている。ま

ずは、「伊達地域は子どものころから、アイヌと和人が協力し合っている」というもので、和人の

アイヌに対する理解や協力が積極的に行われていることがうかがえる。また、「昔からみたらよく

なった」というように、以前は問題があったが、かなり状況が改善してきたという理解も示されて

いる。

　その反面、「伊達市全体としては、そんなにアイヌのことを深く考えていない」とする立場も存

在する。とくに、「伊達市そのものが、アイヌを利用している」といったように、アイヌ民族に対

して提供されるさまざまな補助事業を伊達市が利用する形でインフラ整備などに用いているという

受けとめ方もなされている。このような状況を改善するために、「市議会に、アイヌの特別議席が

ほしい」という意見も出されている。

　第５項　小括

　それでは、本節で得た知見について、簡単に振り返っておきたい。そのために、伊達市のアイヌ

民族に対する調査を行った大黒（1998）の知見を確認しておく。大黒は、伊達のアイヌ民族は、地

域への愛着が強いことを指摘する。また、伊達のアイヌ民族の多くは、アイヌの伝統や歴史への志

向性を持たない「脱アイヌ的意識」を持っており、その層は概して生活満足度が高いことを示して

いる。その背景には、伊達氏によるアイヌ民族への温情的な施策と、バチェラー八重子によるキリ

スト教にもとづく活動が、伊達のアイヌ民族の「アイヌ的意識」を薄める効果を持ったことが述べ

られている。このように、「アイヌ的意識」と「地域への評価」という観点から、伊達のアイヌ民

族は「アイヌ的意識が低く、地域への評価が高い」と整理されていると捉えられる。この「アイヌ

的意識」と「地域への評価」という２点から、各年代層の特徴を捉えてみたい。

　すると、第１に、青年層は「アイヌ的意識」は弱く、「地域への評価」も定まっていないと捉えられる。



－ 155 －

自身がアイヌであることについての自覚が芽生えてから日が浅く、したがって「アイヌ民族に対し

て、地域がどう関わっているか」についても、評価を行うほどの高い関心は持てていない。しかし、

ここで取り上げた交流、教育・生活補助、観光・まちづくりといった取り組み自体の意義は、一定

程度認められていた。

　これに対し、第２に、壮年層は、「アイヌ的意識」がやはり弱いが、「地域への評価」はおおむね

厳しいものとなっていた。ここには、「アイヌと和人との違いはない」とする日常感覚を持つ点で「ア

イヌ的意識」の弱さが見出される。その反面、アイヌ民族に対する伊達市の対応は不十分だとして、

「地域への評価」は厳しい。ここから、日常的にはアイヌか和人かを意識する局面は少ないながら、

アイヌ民族として一定の補助等を提供される権利主体であるとの認識も持たれていることがうかが

える。つまり、生活向上につながる権利の根拠となる「アイヌ」を手段として用いつつも、そういっ

た権利を行使して達成するはずの目的の部分には「アイヌ」との絡みは薄いと捉えられよう。

　さらに、第３に、老年層は、「アイヌ的意識」は高く、「地域への評価」は半々にわかれている。

いずれも、アイヌ民族であるとの自覚は強い。ただし、それが必ずしも和人への反発につながるの

ではなく、以前から伊達ではアイヌと和人とが協力的であったことや、以前は問題があったかもし

れないけれど現在では改善されてきたといった形で、「地域への評価」を高めている者もいる。

　大黒の分析軸とはまったく異なる尺度を用いた本稿の結果を単純に比較することは慎まねばなら

ないが、これらの状況から、「アイヌ的意識」は年代によって異なり、老年層では強まる傾向があ

ること、「地域への評価」は、大黒らが指摘する伊達市におけるアイヌと和人の協力的な関係の記

憶があると考えられる老年層では高く表われているが、そうした記憶を持ちづらい壮年層では、権

利が保障されていない側面が強く認識されており、そのことが伊達市に対する評価を下げることが

うかがえる。ここで浮かび上がった世代の違いは、ライフステージの特徴として、その年代にさし

かかればそうした様相を帯びるようになるのか、特定のコーホートの特徴として捉えられるのかに

ついては、さらに検討が必要である。ただし、ここでの検討から、大黒の知見には、「アイヌ的意識」

は、ライフステージないしはコーホートによって多層性が見出されること、さらに「アイヌ的意識」

は、アイヌという存在に自己の人生の目的を同一化させる「目的としてのアイヌ的意識」の次元と、

現状の生活改善の手段として用いられる「手段としてのアイヌ的意識」の次元の双方があり、その

点が「地域への評価」を左右しているということを付け加える必要があるだろう。

第２節　伊達市におけるアイヌ民族への対応についての一般住民の評価

　続いて、伊達市におけるアイヌ民族への対応について、一般住民（33人）への聞き取り調査から、

その意識を探ってみたい。一般住民の場合は、アイヌ住民が多く暮らす「有珠」地区に居住してい

るかどうかが、大きな意味を持つ可能性がある。そのため、有珠地区の住民である場合、それを表

示した。ただし、有珠地区の住民は老年層の３人だけである。

　第１項　青年層の意識

　まず、青年層の意識から確認する。青年層は、対象者が少ないこともあり、十分な聞き取りデー

タが集められなかったが、各論点について、次のような声が聞かれた。
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　＜アイヌと和人の交流の場を設けることについて＞

　【その他】

　・アイヌの人と関わったことはない。（青年・男性）

　・何も思ったことがない。何かやっているのか、何も知らない。（青年・男性）

　＜アイヌへの教育や生活補助について＞

　【その他】

・アイヌだろうが和人だろうが、和人といったって、本当の和人ってなんだという話になる。み

んな一緒でいい。制度は別にいいと思うけど、悪用しようと思ったらよくない。（青年・男性）

　＜アイヌを観光やまちづくりの柱にすることについて＞

　【反対】

・アイヌの文化を観光やまちづくりの柱にするのはいいが、どこまでできるか。阿寒のようにで

きたら立派だが、他にもすでに観光の場になっているところがあるので、そこに伊達が入って

行く余地があるのかなと感じる。（青年・女性）

・まちづくりの柱にはならない。今までなかったものが、今さら出てきたってどうするというこ

と。（青年・男性）

・まったくないし、そうすべきとも思わない。差別の温床になるのでは。（青年・男性）

　＜全般＞

・伊達に来てから文化を残そうという取り組みをあまり感じたことはない。（青年・女性）

・考えたことがない。（青年・女性）

・伊達は、伊達武者祭りなど、いろいろなことをやっているが、アイヌ文化の取り上げ方にして

も全部中途半端。役所がひどいから無理だと思う。（青年・男性）

・「アイヌだから～しないと」という考えがよくないのでは。（青年・男性）

ここからうかがえるのは、以下の３点である。第１に、「アイヌの人と関わったことはない」とい

うように、アイヌ民族の人々との実際の交流はあまり持たれていないということである。そのこと

は、第２に、「みんな一緒でいい」という、アイヌと和人を区別した対応は必要ないという考え方

に結びついている。そこでは、アイヌを表に掲げた取り組みが「差別の温床になる」との認識があ

り、「アイヌ」ということを前面に出した取り組みに対する消極的な姿勢が見受けられる。

　また、第３に、「アイヌの文化を観光やまちづくりの柱にするのはいいが、どこまでできるか」

といった、伊達市におけるアイヌ民族や文化に関する取り組みに懐疑的な立場をとっている。これ

は、伊達市での取り組み方についての疑念ではあるが、自身がアイヌ民族や文化と接触した経験が

乏しいため、具体的なイメージが持ちづらいということも関わっているものと考えられる。
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　第２項　壮年層の意識

　次に、壮年層の意識を見てみたい。壮年層は、青年層以上に対象者が少ないが、以下のような意

見が出されている。

　＜アイヌと和人の交流の場を設けることについて＞

　【その他】

・あまり耳にしない。設けても参加できない。ただ、時間に余裕ができれば勉強してみたい。（壮

年・男性）

・とくにしていない。（壮年・男性）

　＜アイヌへの教育や生活補助について＞

　【賛成】

・よいと思う。（壮年・男性）

・アイヌの人がどういう生活をしているかわからないが、生活補助よりも、教育を補助した方が

よい。（壮年・男性）

　＜アイヌを観光やまちづくりの柱にすることについて＞

　【賛成】

　・いいと思う。ただ、アイヌの方の考えを尊重すべき。（壮年・男性）

　【反対】

　・別に柱にしなくてもよい。観光地でたまたまというのでよい。（壮年・男性）

　【その他】

・アイヌ以外も潤う。ただ、伊達のアイヌ協会の人たちが、「自分はアイヌ」といいたがらない

のでは？（壮年・男性）

　＜全般＞

・今の市長は、アイヌに関することを積極的にやっている。（壮年・男性）

・市として公共関係でアイヌに関する活動は、まず伊達市の場合は見受けられないと思う。（壮年・

男性）

まず、全般的に、「今の市長は、アイヌに関することを積極的にやっている」と「市として公共関

係でアイヌに関する活動は、まず伊達市の場合は見受けられない」と、正反対の評価がなされてい

る。これは、客観的な評価というよりも、本人の関心の持ち方の差だと捉えられるかもしれない。

　個別の論点についてみると、アイヌと和人の交流については、「していない」という捉え方で一

致している。これも、対象者自身の日常的な交流の少なさを反映しているものと受けとめられる。

ただし、そのことは、アイヌ民族への無関心ではなく、関心の高さを生じることにもなり、アイヌ

民族への対応の必要性を認識させることへとつながっている。教育や生活補助については「よいと
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思う」という声が聞かれ、観光やまちづくりについても「いいと思う」という評価がなされている。

ただし、「伊達のアイヌ協会の人たちが、『自分はアイヌ』といいたがらないのでは」というように、

日常的な交流の少なさから、自らアイヌを名乗る人がどれだけいるのか疑問を持つ様子も見受けら

れる。前節で、アイヌ民族の壮年層には、「アイヌと和人を区別していない」という意識が見られたが、

壮年層の一般住民は、表立ってアイヌを名乗る同世代のアイヌ民族と接する経験をあまり持ってい

ないことがうかがえる。

　第３項　老年層の意識

　続いて、老年層の意識を見てみたい。老年層は、対象者も多く、さまざまな意見が聞かれた。ま

ずは、アイヌと和人の交流について、次のような見解が示された。

　＜アイヌと和人の交流の場を設けることについて＞

【賛成】

・いいのではないか。有珠では、地域全体が日常的な交流をしている。（老年・男性）

【反対】

・今さら交流の場を設ける必要はない。（老年・男性）

・漁業者に何人かいる程度だから、必要ない。（老年・男性・有珠）

【その他】

・アイヌと和人の交流は、伊達ではほとんどできていると思う。（老年・男性）

・普通に交流は今でもしている。（老年・女性）

・普通に交流している。（老年・男性）

・普段行ったり来たりしている。（老年・男性・有珠）

・木彫り体験の場などを交流の場と考えるのなら、そういう交流の場はできていると思う。（老年・

女性）

・あった方が理解は進むだろうが、知られたくないという人もいる。意志を尊重しながら、よき

隣人として関わっていきたい。（老年・女性）

・今の国や地方自治体は、そういうアイヌのことはあまり頭にないように思う。（老年・男性・有珠）

・伊達に来て13年で、全然交流がない。（老年・男性）

交流については、「今でもしている」のであえて取り組む必要がないという立場と、「漁業者に何人

かいる程度だから、必要ない」と、アイヌ民族がそれほど多くないために必要がないという立場の

二通りがあることがうかがえる。また、「国や地方自治体は、そういうアイヌのことはあまり頭に

ない」というように、行政がアイヌと和人との交流を積極的に進める気がないという見解も示され

ている。その一方で、「知られたくないという人もいる。意志を尊重しながら、よき隣人として関わっ

ていきたい」といったように、アイヌ民族の意志を出発点に交流を進めようという考えを持つ者も

いる。

　次に、アイヌへの教育や生活補助については、次のような意見が聞かれた。
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　＜アイヌへの教育や生活補助について＞

【賛成】

・アイヌの方に対する政策として、生活に困っていて教育や生活援助などを利用したいという人

がいるのであれば、伊達市にはやってほしいと思う。（老年・女性）

・今後も続けた方がいい。（老年・男性）

・必要があるなら、NPOや財団を立ち上げるとか、金銭援助とかお金に限らない部分も含め取り

組んだらいい。（老年・女性）

・伊達で行事に対して出している助成金は大した金額ではない。（老年・女性）

・知られず、ひっそりとそういう制度がある程度でいいのかなという気はしている。（老年・男性）

【反対】

・そんなに貧乏はいない。皆、いい生活をしている。補助を受けたら、屈辱的では？（老年・男性）

・和人と同じ生活をしていて、年金も受給しているので、とくに必要ないのでは。（老年・男性）

・今の時代、特別には必要ない。（老年・男性・有珠）

・必要なし。（老年・男性・有珠）

・特別扱いする必要はない。（老年・女性）

・協会に入らなければ、そういう援助も受けられないというのは、差別でしょ。アイヌの人たち

も、そういう制度があるから、それに甘んじている。そうでない人たちはかまわないで、自分

の生きたいように生きればいい。でも、ここにあるように、教育に対しての補助は偏見だと思

う。（老年・男性）

【その他】

・アイヌの人たちにウタリ資金を提供することについては、どういう理由でできたのか、根本的

な意味がわからない。昔アイヌの人をだましたからお詫びの気持ちで出しているのか、和人も

アイヌもないから、和人と同じようにアイヌにも出すという意味で出しているのか。（老年・

男性・有珠）

一つには、「今後も続けた方がいい」という立場があり、「伊達が行事に対して出している助成金は

大した額ではない」といったように、具体的な対象にはややズレがあるが、いずれにしても伊達市

が積極的に補助に乗り出しているわけではないことが示されている。また、アイヌ民族への配慮か

ら、「知られず、ひっそりとそういう制度がある程度でいいのかな」という考えも見られる。

　しかし、その反面、「そんなに貧乏はいない」「和人と同じ生活をしていて、年金も受給している

ので、とくに必要ない」という見解も示されている。アイヌ民族の生活条件については、他の章で

も確認したように、一般住民との間には一定の差が存在している。たとえば、世帯収入一つとって

も、伊達市の一般住民では約520万円であるのに対し、アイヌ住民では約400万円と、100万円以上

の開きがある４）　。だが、そのような差を認識していない場合には、「特別扱いする必要はない」と

いう考え方につながるものと受けとめられる。

　その一方で、補助については、「協会に入らなければ、そういう援助も受けられないというのは、

差別でしょ」や「アイヌの人たちにウタリ資金を提供することについては、どういう理由でできた

のか」という、補助制度の運用や背景を問題にする人々もいる。アイヌへの教育や生活補助につい
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ては、それが必要とされる背景への理解を広めることと、運用のあり方の改善が求められていると

捉えられる。

　続いて、アイヌと観光やまちづくりについての見解を見ていきたい。

　＜アイヌを観光やまちづくりの柱にすることについて＞

【賛成】

・あまり聞かないけど、いいことだと思う。でも、本人たちは嫌がる。登別とか、店でやる分に

はいいけど。（老年・男性・有珠）

【反対】

・アイヌの人は、イベントのときに口などに濃い化粧をするけれど、それは今は日常ではなく、

アイヌの人も一般の人と同じように生活している。観光のイベントとしてそこだけをピック

アップしてしまうと、小さい子など、「あの人たちはこうやって毎日いるんだろうか」という

ような、間違った認識を持ってしまわないだろうか。（老年・女性）

・有珠にアイヌの人たちに教えを説いたというバチェラー教会があるが、ただ建物があるだけで、

あまりパッとしていない。アイヌの伝統行事は、観光化されるよりは、維持し、伝承していく

ことが大事。（老年・男性）

・前面に出すのではなく、また「アイヌの人や文化だから」というのでもなく、何かのときに「い

いものだから」ということを紹介したらいい。（老年・女性）

・観光はなくていい。アイヌ文化にふれられれば。（老年・男性）

・白老に行くと大きな施設があり、充実している。アイヌの観光やまちづくりを伊達で行うとい

うことの意味がどういうところにあるのかわからない。（老年・女性）

・白老はいいが、伊達は違うかな。（老年・男性）

・あまりアイヌ文化を見世物的にするのは好きではない。行政がそういうことをするというと反

対するかもしれない。アイヌの実生活は昔とは全然違う。昔のようにアイヌの文化を守りなが

ら生活しているわけではないし、みんなそれぞれテレビを見たりして和人と同じ暮らしをして

いる。そういう人たちが、「はい、アイヌですよ」と服装だけ変えて文化をやっても、はたし

てそれが本当に文化の伝承になるのかなということで、ちょっとどうかと思う。（老年・男性）

・アイヌを観光やまちづくりの柱にしない方がいい。アイヌはもともと先住民なのだから、それ

を観光資源にするのは、失礼だと思う。（老年・男性・有珠）

・観光もアイヌの人たちを見せびらかすような、それで生活するような感じに持って行くのは嫌

だと思う。（老年・女性）

・少数民族で人を集めているところは、世界でもないと思う。見世物ではない。（老年・女性）

【その他】

・そんなにしてないと思う。前は道議からいろいろあった。（老年・男性・有珠）

ここでまず見出されるのは、観光の対象となりうるアイヌ文化と現在のアイヌ民族の生活との

ギャップである。この点は、「アイヌの人は、イベントのときに口などに濃い化粧をするけれど、

それは今は日常ではなく、アイヌの人も一般の人と同じように生活している。観光のイベントとし
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てそこだけをピックアップしてしまうと、……間違った認識を持ってしまわないだろうか」や「昔

のようにアイヌの文化を守りながら生活しているわけではないし、みんなそれぞれテレビを見たり

して和人と同じ暮らしをしている。そういう人たちが、『はい、アイヌですよ』と服装だけ変えて

文化をやっても、はたしてそれが本当に文化の伝承になるのかな」といった声に象徴されている。

たしかに、博物館的な空間での「アイヌ文化」と、現代のアイヌ民族の生活は異なっており、アイ

ヌ民族といえども、日常生活は和人の生活とほとんど同じようになっている。そのようななかで、「見

世物」的にアイヌ民族や文化を位置づけることへの違和感も表明されている。老年層は総じて、観

光やまちづくりの手段としてアイヌ民族や文化を位置づけることを「失礼」という意識で捉えてい

る様子がうかがえる。

　最後に、全般的な状況について聞かれた見解を掲げておく。

　＜全般＞

・伊達市のアイヌ民族や文化に対する扱い方について、伊達ではいろいろやっていると思う。大

島直行さん（伊達市噴火湾文化研究所所長）という人がトップに立って、アイヌのいろいろな

文化を展示したりしている。（老年・女性）

・伊達も大切にしていると思う。（老年・女性）

・先住民族の文化は残すべき。ただ、昔はアイヌを表に出していなかった。いじめもなかった。（老

年・男性）

・市の働きかけは少ない感じがする。縄文関係はあるかもしれないけれど、アイヌ関係はないよ

うに思う。（老年・女性）

・伊達市は、伊達政宗については一生懸命やっているけれど、アイヌに対する取り組みについて

は聞いたことがない。（老年・男性）

・関心あるのか。守れる程度でよい。（老年・男性）

・あまり考えたことはない。アイヌの人たちのものを残さないといけないんじゃないかな。（老年・

男性）

・アイヌが有珠にいることしか知らない。ふれあいがそれほどない。アイヌに対する取り組みは、

市民がわからない。宣伝する対象は外の人で、市民ではない感じがする。（老年・男性）

・伊達は他の町と違って、アイヌの人は町の人（和人）に同化してしまっている。アイヌの観光

にもつながるし、アイヌの人の住んでいる町だから、神送りなどアイヌの伝統文化行事は残し

てあげたい。行事の面で、熊や鮭をとることを規制しているから、場所はあっても、アイヌ独

自のいろいろな文化の伝承は難しい。（老年・男性）

・あまりアイヌのことは意識しないで生きている。取り組みは、有珠あたりにはあるかもしれな

いけれど、ここらあたりではわからない。（老年・女性）

・市役所でアイヌの何かをやっているというのは、聞いたことがない。アイヌの方がどれくらい

いるかもはっきりわからないが、有珠地区に何人かいるという程度だと思うので、人口に占め

る割合も少ないし、特に差別さえしなければいいのではないかと思う。（老年・男性）

・伊達で暮らしているが、伊達市で何か取り組みをしているのかはわからない。白老のような取

り組みはない。（老年・男性）
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・アイヌと和人というようにわけて考えたことがないので、こういう設問だと、「アイヌと日本

人は違うのか」「アイヌは日本人と考えていないのか」と疑問を持ってしまった。（老年・女性）

ここではいくつかの論点にふれられているが、とくに２点について確認しておきたい。第１に、伊

達市におけるアイヌ民族や文化の扱い方についてである。たとえば、アイヌ民族や文化を「伊達も

大切にしていると思う」という形で評価する声が聞かれている。それと同時に、「昔はアイヌを表

に出していなかった。いじめもなかった」というように、アイヌ民族をいじめや差別の対象として

きていないという認識も示されている。これは、前節で触れた大黒が指摘する伊達におけるアイヌ

に対する温情的な関わり方を受けたものとも捉えられる。

　そのこともあってか、第２に、「アイヌと和人というようにわけて考えたことがない」という声

が聞かれている。「伊達は他の町と違って、アイヌの人は町の人（和人）に同化してしまっている」

といったように、一般住民の間では、アイヌ民族の姿が見えなくなっている様子も示されている。

そうであるがゆえに、「熊や鮭をとることを規制しているから、場所はあっても、アイヌ独自のい

ろいろな文化の伝承は難しい」ので、「伝統文化行事は残してあげたい」という配慮も生じている。

このように、老年層の一般住民の間では、伊達においてはアイヌ民族や文化が比較的温かく取り扱

われており、そうであるがゆえに、アイヌと和人の差異が認識されにくくなっているものと捉えら

れる。

　第４項　小括

　それでは、一般住民の意識調査から確認されたことを、大まかに振り返っておきたい。第１に、

青年層においては、アイヌ住民との接点がなく、アイヌということを表に出すことを「差別」と捉

える向きが見出された。日常的なアイヌ民族との関わりがないがゆえに、アイヌ民族や文化を腫れ

物のように受けとめて、なるべく触らない方がいいという意識が生じているものと捉えられる。

　第２に、壮年層においては、青年層と同様に、アイヌ民族との接点がほとんどない様子が見受け

られた。しかし、壮年層の場合には、アイヌという存在を腫れ物にするのではなく、積極的に尊重

すべきものという受けとめ方をしている者が多かった。よくわからないけれども、アイヌ民族や文

化の価値を見出し、アイヌ民族であるゆえの不利益には、これを改善するための補助を行うべきと

する考え方も示されていた。

　一方、第３に、老年層では、人数が多かったこともあって多様な見解が示されたが、多数派の認

識として、「アイヌは和人に同化している」というものが見出された。それは、伊達におけるアイ

ヌの温情的な取り扱いによってもたらされており、その結果、アイヌ民族の生活は、和人の生活と

ほとんど変わるところがなくなっているとも捉えられていた。そうであるがゆえに、アイヌ文化を

扱うにも、現在のアイヌ民族の日常生活とのギャップが問題とされ、教育や生活補助については、

とくに必要ないという認識が示されている。とりわけ、アイヌ民族との接点が多いと考えられる有

珠地区の住民で、その傾向が強かった。青年層や壮年層と異なり、老年層では全般的に一定のアイ

ヌ民族との交流経験は持たれていることがうかがえるけれども、その経験が、「同化している」と

いう認識を強めることに働いているように受けとめられる。一方で、客観的な生活条件の差異は、

見落とされてしまいがちな状況も見られた。
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第３節　まとめ　　世代ごとの意識の対応関係

　それでは、最後に、本章で確認された諸点を簡単に振り返っておきたい。

　第１に、青年層については、アイヌ住民、一般住民とも、「アイヌ民族との距離の大きさ」が見

出された。一般住民の青年層の多くはアイヌ民族との交流経験をほとんど持たず、その点で「アイ

ヌ民族との距離」が大きくなっていた。一方、アイヌ民族の青年層も、自身がアイヌ民族であるこ

とを知ってから日が浅く、アイヌ民族としてのアイデンティティは強固なものとはなっていなかっ

た。その点で、自身のなかで、エスニシティとしてのアイヌ民族と、アイデンティティとしてのア

イヌ民族との間に距離が生じている様子が見受けられた。これらの「アイヌ民族との距離の大きさ」

が、地域の枠組みでのアイヌ民族への対応の必要性を認識させにくくしており、アイヌ住民、一般

住民双方から、地域におけるアイヌ民族対応については、肯定でも否定でもなく「わからない」と

いう声が多く聞かれることにつながっていた。

　第２に、壮年層については、アイヌ住民の場合、「目的としてのアイヌ的意識」はないけれど、「手

段としてのアイヌ的意識」の存在が見出された。つまり、「アイヌと和人を区別していない」といっ

たように、自分自身を和人と異なるアイヌ民族であると捉えることはあまりなく、自己の生活の進

むべき目標にアイヌ民族であることを位置づけることはしないが、生活面での課題解決のため、補

助を受けうる権利主体としてのアイヌ民族を発動させることには積極的である様子が見出された。

一方、一般住民の壮年層はアイヌ民族との日常的な交流はほとんどないものと受けとめていた。こ

れは、「アイヌと和人を区別していない」ということと通じる。また、なかには課題の改善につな

がるのであれば、アイヌ民族への補助を評価する者もいる。ただし、「アイヌと和人を区別してい

ない」という状況は、アイヌだけに対する支援の必要性を感じさせないことにもつながりうる。こ

の点は、他の章で明らかとなった「アイヌへの補助は特別扱いになるのでよくない」とする意識に

も通じるだろう。

　一方、第３に、老年層のアイヌ民族は、アイヌ民族としての自覚が高く、「目的としてのアイヌ

的意識」を持ち合わせていると捉えられた。他方、伊達市におけるアイヌ民族や文化への対応のあ

り方については、総じて高評価であり、「地域への評価」は高くなっていた。同じ老年層の一般住

民に目を転じてみると、その多くは、「アイヌは和人に同化している」と捉えていた。そこには、

たとえばアイヌ文化を「見世物」として位置づけることへの躊躇など、先住民としてのアイヌ民族

への配慮も存在している。ただし、日常的な生活は、アイヌも和人も同じであり、生活条件の差異

もほとんど認識されていない。しかし、このように、アイヌ民族を和人と「同じ」に扱おうとする

一般住民の姿勢が、アイヌ民族の老年層にとっては、「昔よりも改善された扱い」と受けとめられ

ている可能性がある。

　このように、アイヌ住民と一般住民の意識を比較してみた場合、「アイヌ」や「和人」というエ

スニシティの共通性よりも、むしろ世代の共通性によって意識のあり方がかみ合い、対応関係が構

成されている様子が見出される。

　ただし、第４に、伊達市に暮らす人々の多層性は看過できない。一般住民とアイヌ住民は、表面

的な生活の様子に大きな差がなかったとしても、そこには一定の客観的な社会経済的な差が存在し

ている。さらに、アイヌ民族のなかでも、「地域学習室」利用者の分析（本報告書第４章）から示
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されたように、「地域学習室」を選択肢の１つとすることのできる層と、「地域学習室」が必要であ

りながら、それを利用するためのネットワークを欠いている層など、さまざまな資源の差が存在し

ていることも見落とせない。ここから重要となるのは、主観的なレベルでの差別意識の解消は、ア

イヌ民族の抱える課題すべての解消につながっているわけではないという視点である。今後は、ア

イヌ住民内の多層性もふまえながら客観的差異を把握し、それを生み出す構造をつかみ出すことで、

差異にもとづく問題を解決する方途を描き出すことと、そういった問題解決の取り組みの必要性に

ついて、アイヌ住民、一般住民双方の共通認識を確立することに取り組んでいくことが求められる

だろう。

      注

１)2013（平成25）年６月６日の伊達市社会福祉課での聞き取りより。また、伊達市社会福祉課が

まとめたアイヌの福祉については、伊達市福祉部社会福祉課編（2013）を参照。

２)2013年９月12日の９月定例会（第３回）での議員、教育長、教育部長の発言。伊達市議会会議

録検索システム（http://www.kaigiroku.net/kensaku/date/date.html）より。なお、市からの財政支援

が難しいのは、かつて行われていた道による「アイヌ文化活動強化事業」というアイヌの伝統行

事への補助事業が、政教分離の原則に抵触しかねない恐れから、2009（平成21）年度に打ち切ら

れたことが関わっている。その代わり、2010（平成22）年度からは、本文に掲げたやり取りにも

あった財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構から補助を行う仕組みへと変わっている（2013年

６月６日の伊達市社会福祉課での聞き取りより）。

３)博覧会等におけるアイヌに対する和人の蔑視の問題については、たとえば小川（1997:119）な

どを参照。

４)序章で紹介した、伊達市の一般住民に対するアンケート調査と、アイヌ住民への聞き取り調査

にもとづいている。世帯収入の額は、「なし」「100万円未満」「100 ～ 200万円未満」「200 ～ 300万円

未満」「300 ～ 400万円未満」「400 ～ 500万円未満」「500 ～ 600万円未満」「600 ～ 700万円未満」「700

～ 800万円未満」「800 ～ 900万円未満」「900 ～ 1000万円未満」「1000 ～ 1500万円未満」「1500万円以

上」の選択肢で尋ねており、それぞれの中央値をもとに平均世帯年収を算出した。一般住民では

519.9万円、アイヌ住民では400万円ちょうどとなった。アイヌ住民調査の対象者には、年金生活

をしている高齢者が多いという事情も関係しているだろうが、その点を差し引いても、社会経済

的な面で、アイヌ住民が不利益を被っていることが確認できるだろう。
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