
− 153 −

はじめに

　アイヌ民族１にはウパシクマ（upaskuma）という
言葉がある。これは言い伝えや先祖の話で、その家
系代々伝え教えとする話、昔の出来事を伝える歴史
物語や伝説、自分の体験や見聞を伝える話、また物
事の起源やいわれを説明する話などの総称とされ
る２。言い伝えと一言で言われるが、文字がなく口
承によって知恵を伝えてきたアイヌ民族にとってウ
パシクマは民族に流れる知の体系ということになる。
教育という言葉はアイヌ語にはないが、ウパシクマ

を受け継ぐことは教育であり、それを実践していく
ことがアイヌ民族の生活であり、生き方であった。
　今日生活の中で昔の伝承を受け継ぎ実践していく
ことは困難な状況にある。というのも、ウパシクマ
を知る人々は高齢となっていたり、伝統的な生活を
実践していたりするわけではないからである。継承
の機会が少なくなるとともに、これが文化的な民族
遺産である意識もなくなっている。
　そこでアイヌ民族の受け継がれてきた知を学び後
世に伝えていく、伝承者を育てるアイヌ文化伝承者
育成事業が白老で行われている。本論ではこの事業
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に焦点を当て、育成事業の学習カリキュラムを分析
することでアイヌ民族の伝承活動のあり方、事業の
趣旨を明らかにし、後継者の育成の観点からこの事
業の持つ問題点と課題を考えていくことにする。

先行研究の検討

　イオル事業と伝承者育成事業を考察した研究は、
さほど多くはない。若園雄志郎（2014）３は数少ない
伝承者育成事業の考察を行っている。ここではアイ
ヌ文化の継承発展をめざす後継者育成事業の第１期
生を対象にした講義内容のカリキュラム分析を通じ
て、事業委託を受けている白老博物館での育成事業
の課題と展望を論じている。そこでは伝承者として
伝えるための教育方法論の学習やトレーニングが不
足していることを指摘し、大学や研究機関との連携
を求めている。そして受講者の進路問題や授業目的
と実際の内容との乖離を指摘し現実に即した対応の
必要性を論じており、改善が求められている。
　本論ではこれを受け、さらに伝統的生活空間（イ
オル）再生事業における伝承者育成事業の意義を当
事者へのインタビューを交え明らかにし、アイヌ民
族の文化社会の復興への貢献の可能性と事業の限
界点を考える。そして先住民族の伝承者育成のなか
で主体性の回復とは何かを論じる。

１．アイヌ文化伝承と継承
　1997年に施行された「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」（以下、アイヌ文化振興法とする）のもとで、
公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構（以下、
アイヌ文化財団とする）が様々なアイヌ文化振興啓
発研究事業をおこなってきた。伝統的生活空間（イ
オル）の再生事業もその中の一つである。これはア
イヌ民族の伝統的生活空間であるイオルの再生とそ
こでから生産される植物を使ってのアイヌ文化復元
を企図したものである。この事業の一環としてアイ
ヌ民族・文化に関する総合的知識や技術を身につけ
アイヌ文化普及を目指す伝承者育成事業が、白老の

アイヌ民族博物館が受け入れ機関となり行われてい
る４。
　現在アイヌ文化の伝統文化の継承は、道内の各地
域で歌や踊りなど古式舞踏が国の重要無形民俗文
化財として継承されていたり、数か所でアイヌ語講
座が開かれていたりする。また、北海道アイヌ協会
の委託事業として行われる「機動職業訓練」（公共
職業訓練）のなかで工芸技術の講習がおこなわれて
いる。そして、これとは別に刺繍や木工などの小規
模な講習会などが不定期で行われている。これらは
民族文化を強く志向する人々や職業として工芸技術
を学ぼうとする人々により担われている。アイヌ語
やアイヌ文化を自民族アイデンティティの拠り所と
して、継承活動に取り組んでいると言えるだろう。

２�．伝統的生活空間（イオル）再生事業と伝承者育
成事業

　アイヌ文化財団の事業はアイヌ文化振興法の理念
の下で行われており、「アイヌに関する総合的かつ実
践的な研究の推進」「アイヌ語の振興」「アイヌ文化
の振興」「アイヌの伝統等に関する普及啓発」「伝統
的生活空間（イオル）の再生」など５つの柱がある。
事業は基本的に単年度で行われており、数年ごとに
事業見直しが行われている。
　イオル再生事業とは次のようなものである。アイ
ヌ民族には古来伝統的な生活の場であるイオルがコ
タン（村）の周辺の広い範囲に広がっていた。いわ
ゆる入会地に近いものであるが、日本的な入会地と
は異なり生物資源調達の場であるばかりでなく、祭
祀などアイヌ民族の精神文化とも密接に関わってい
た。空間的な広がりも、山から海への川筋とその流
域に設定されており、コタンの広大なテリトリーでも
あった。施行されているイオル再生事業はこれをイ
メージとして再現させたもので、山から海に通じる
河川の広い領域を活動地域としたものではない。こ
の事業は「自然を基本とする空間、伝承活動やアイ
ヌの伝統や文化に関する国民全体への知識の普及や
啓発を促進することを目的とする」ものである５。



− 155 −

東京未来大学研究紀要  Vol.14　2020.3

　自然との共生を主題とするアイヌ文化の捉え方は
アイヌ文化の普及啓発を図るうえで、生態系の保持、
自然環境の保護や持続可能な社会のあり方と重な
る。イオル再生事業はそれゆえ動植物や漁撈文化の
再生復元が中心となり行われ、また伝承者育成事業
はそれをもとにした工芸技術の修得などがめざされ
ている。実際にはアイヌ民族の生業は漁撈・採集だ
けではなく、鹿やヒグマを含めた狩猟は欠くことの
できない生業である。イオマンテと言われる熊の魂
送りの儀礼は狩猟をするアイヌ民族の世界観、アイ
ヌ文化の中心的なモチーフを形成している。イオル
はこうしたアイヌ民族の生活全般を司った空間とし
てあった。伝承者育成事業は自然と共生して暮らし
てきたアイヌ民族の実生活、そこから生まれてきた、
思想や考え方を世界観なども含め学ぶことになる。
古来続いてきたアイヌ民族の伝統的生活、考え方を
追体験的に学ぶことにより、アイヌ民族の知恵、ウ

パシクマを継承することがめざされていると言える
だろう。これまで様々なアイヌ文化を体系的に継承
していくことは公的な場、公的な機関では行われて
いなかった。そのような意味でこのイオル再生、伝
承者育成事業はアイヌ文化の全般を学習しその知見
を得る場所であり、そうした人材を育てる場である
ことが望まれる。

３．伝承者育成事業の概要
　伝承者育成事業は2008年から始まったもので、１
期３年の研修期間で2017年３月までに３期15名が
修了し、現在第４期が行われている。研修は８時30
分から16時30分までの７時間にわたり、年間230日
行われる。３年間での総合研修時間は4830時間とな
る。研修者はアイヌ民族出身で、年齢は18歳から
35歳を上限としている。道内各地からの応募がある
が、選考は書類審査と面接により行われ５人程度を

＜表１＞第３期　伝承者育成事業カリキュラム
科目 研修科目 テーマ・内容

共通 自然観察 観察、データ整理
関連講義 自然に関する基礎知識の講義

植物利用 食用・薬用 保存と処理、野草園管理、観察
工芸素材 樹皮の採取と加工、草皮、建築材

工芸 漁・猟、建築、彫刻、道具、神事、楽器、縫、
編、織、染色

講義と実習

身体技法 舞踏実習 基本練習、視聴と実習
楽器実習 講座と実習
海漁、山猟、川漁 視聴と実習

料理 食文化、調理 講義、実習
儀礼料理 実習
茶と薬 実習

精神文化 神事祈り詞 読解と聴解
儀礼参加 アイヌ民族博物館や各地の儀礼参加

アイヌ語 語彙・文法 基礎語彙のデータベース化、文法の基礎
聴解 神謡、散文、英雄叙事詩
口承文芸 物語の修得、口演課題実習
会話練習 挨拶、短文、コミュニケーション
教授法 語学教育法の学習、教材作成練習、指導プログラム開発

歴史 考古学 北海道、樺太、千島、本州、シベリア
文献史 中世・近世、近代・現代、本州・中・露・朝・台

法学 国内法、国際法 アイヌ政策、世界の先住民政策の講義
教材基礎 教材開発 デジタル技術、論述作文、模擬授業
研修旅行 道内博物館等施設実見、海外先住民族研修 道内博物館等の展示・資料の実見、ニュージーランドのマオ

リに関する実見、民族交流



アイヌ文化伝承者育成事業の実践例と課題の研究
上野　昌之

− 156 −

研修生として採用する６。受講開始時点での科目の
得手不得手など力量の差は大きいが、少人数で行っ
ていることから指導が密になりドロップアウトするこ
とはほとんどない。これまでの３期間で15人の修了
生を送り出している７。
　３年間の研修内容は豊富で、アイヌ文化を網羅的
にかつ詳細にわたり扱っている。ここでは終了した
第３期の概要を以下に示すことにする８。事業内容
の大枠は第１期から変わりはない。しかし、事業内
容や方法は毎回検討がなされ、修正が加えられてい
る。
　研修内容は、いわゆるアイヌ文化の伝承を目的と
しているので、自然に関する知識や植物の栽培、取
り入れ加工、保存、動物の狩猟、漁撈の方法などは
網羅的に行われている。食文化に限らず、歌舞に関
しても各地に伝承されているものを実体験しながら
修得している。各実習に際してはアイヌ民族の持つ
独自の知恵や自然観などの精神文化などの修得も意
識的に行われている。神事への参加やアイヌ語での
祈り詞の修得などはとくに重視されている。アイヌ
語の修得に力が入れられており、聴解や文献学習の
みならず、アイヌ語コミュニケーション力の形成も
念頭に進められている。口承文芸の修得は必須事項
になっている。また、文化のみならず、アイヌ民族

の歴史に関わる講義は行われており、法学も踏まえ
現代的なアイヌ民族の状況も押さえられている。そ
して、アイヌ文化の社会への普及・啓発のための教
材開発や公開講座のための模擬授業も取り組むよう
に考えられている。

４．伝承者育成事業の分析
　このように行われている伝承者育成事業につい
て、どのような観点から行われているかを時間数の
上から考えていくことにする。ここでは2017年度か
ら始まった第４期の育成事業カリキュラム案（３年
間）をもとに考えていく。
　第３期との大きな違いは海外研修の有無と選択科
目の設置であるが、区分の仕方が多少変わっており、
自習・まとめの時間が総合として計上されている。
３年間での総研修時間は4830時間あり、その時間配
分が上記の内訳のようになっている。
　この事業はアイヌ文化に関する知識や技術を身に
つけることを目的とする人材育成事業である10。そ
の意味では自然素材に熟知し、それを加工する技術
を身につけることは基本的要件であろう。また、伝
統的アイヌ文化と言われる儀式（カムイノミ）を主
催したり、歌舞ができるようになることも必要なこと
である。そして何より、文化の基本であり、消滅に

＜表２＞第４期　伝承者育成事業カリキュラム案　時間配分９

科目 研修科目 研修時間数 ％
自然 自然観察、関連講義 648 13.4
植物利用 食用・薬用、工芸素材 414 8.6
工芸 漁・猟、建築、彫刻、道具、神事、楽器、縫、編、織、染色 男896 男18.6

女926 女19.1
芸能 舞踏実習、楽器実習 157 3.0
身体技法 海漁、山猟、川漁 90 1.8
料理 食文化、調理、儀礼料理、茶と薬 105 2.1
精神文化 神事実習、儀礼参加 231 4.8
アイヌ語 語彙・文法、聴解、口承文芸、祈り詞、会話練習、教授法 1011 20.9
歴史 考古学、文献史学 72 1.5
法学 アイヌ国内法、先住民族国際法 24 0.5
教材基礎 教材開発、論述作文、模擬授業 132 2.7
研修旅行・普及啓発活動 道内博物館等施設実見、普及啓発事業への参加 180 3.7
選択 選択分野の調査研究 180 3.7
総合 自習・講座のまとめ 690 14.3
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瀕する言語とまで言われるほど衰退してしまってい
るアイヌ語を習得することは重要な課題である。こ
の点を考えるならば、カリキュラムの上位にアイヌ
語（20.9％）、工芸（約19％）、自然と植物利用で
22％というのは、事業趣旨に沿った研修の比重であ
ると考えられる。しかし、細部を見ていくと必ずし
も網羅的に行われていないことがわかる。
　自然利用に関して植物利用は相当数の時間が費や
されているが、動物・魚貝類の加工は行われていな
い。端的に表現すれば、狩猟漁撈具の作り方、捕り
方は習うが、動物解体、皮などの加工技術は研修に
含まれていない。狩猟民であった伝統的なアイヌ民
族にとって生活の基本にあることであるが、今日的
には行うことがないと考えられているからであろう
か。さらに付け加えれば、儀式への参加やカムイノ
ミでの祈り詞の研修は行われているが、アイヌ民族
の最重要な儀式であるイオマンテ（熊の魂送り）の
儀式についての体験的研修は行われていない。アイ
ヌ文化はイオマンテに集大成されるといっても過言
ではないが、総合的にこれを学ぶ機会はない。
　イオマンテは1955年に「野蛮な儀式」という偏見
で当時の道知事により事実上禁止となっている11。
だが、白老博物館では伝承保存事業として1977、
78、80、88年に行っている。イオマンテを行うこと
は儀式の先導者が必要であり、体系的に行わなけれ
ばならず、経済的にも大きな負担がかかる。30年前、
最後に儀式を司った古老たちはすでに他界してい
る。記録は残っており協力者も存命ではあるが、今
日これを簡単に行えるわけではない。しかし、いず
れ近いうちに行われなければ伝承が途絶える儀式で
もある。そうした意味では、研修中に何らかの経験
を積むことは必要なことである。
　工芸や芸能の研修は、様々なバリエーションがあ
り、時間数が多くなっている。この分野は技術を習
得することでアイヌ文化の継承を視覚的に明示する
ことができるものである。
　最も時間が費やされているのがアイヌ語の研修で
ある。研修者の中にはアイヌ語の初心者もいて、基

礎基本からのスタートである。最終目標がアイヌ語
弁論大会「イタカンロー」への出場であるので、２
年でそこまでの技量を身につけるにはハードルは高
い。語学的な研修のみならず、口承文芸録音記録の
聞き起こしや会話練習などアイヌ語話者の養成が企
図されている。しかしアイヌ文化の中心であること
から、儀式や歌舞でも使われており、思想や精神文
化を知るうえでも欠かせないものである。研修事業
の中心と言ってもいいだろう。アイヌ語の話者は伝
承者として他の人々に教える機会が出てくる。これ
を想定した教授法の研修は必要である。自己の技量
を伸ばす上でも有意義であろう。同様に教材開発の
研修も時間数は少ないものの組み込まれている。自
らが伝承した知識や技能を直接・間接的に今後提供
していくことになる。研修１年目の８月には博物館
でウポポ（歌）の公開講座を実演するなど、当初か
ら実践的な課題も課されており、研修生だけの閉じ
た研修ではなく、他者を意識しての実践的な訓練に
もなっている。そして、また第４期の３年時には選
択科目で自己の得意分野の調査研究の時間が割り振
られている。この時間を設定することで研修期間の
集大成として自身の課題に主体的に取り組み、専門
性を深めていくことが期待できるだろう。
　さて、このように研修はイオル再生事業の一貫と
して実習時間を多くとり実践的な課題をこなしてい
くことがめざされている。またアイヌ民族の歴史や
今日の社会的な位置づけを知る意味での法学の素養
は欠かすことはできないものであり、そのための講
義も時間が設けられている。アイヌ民族の歴史では
考古学的な時代から現代に至る歴史を概観する。時
間数は期によって変動し、史跡見学などが入る年は
多い。伝承活動は歴史抜きには考えられないもので
あり、歴史を対比させながら教えることは、今日の
アイヌ民族の歴史や状況を人々に伝える上で欠くこ
とのできない視点ではある。
　以上のように、カリキュラムの内容や時間数は第
１期からの積み重ねによりの修正が加えられ現在に
至っている。第３期と比べて第４期は内容や時間数
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の修正が加えられている。３年の長期にわたり、一
日７時間、年間230日という制限の中で行わなけれ
ばならないので、内容と時間数の調整は難しいもの
となる。では、伝承者の研修を有意義なものにする
には何が必要かを主催者と研修生の視点から、次に
考えることにする。

５．アイヌ文化財団の育成指針
　事業主体であるアイヌ文化財団は、様々なアイヌ
文化振興啓発研究事業を行う機構であり、この研修
プログラムを直接担うわけではない。大枠を策定し、
予算配分を決定し、アイヌ民族博物館に業務を委託
する。そして事業報告を受けることになる。イオル
の再生事業は、アイヌ文化振興法ができたときから
想定されていた事業ではあったが、イオル対象地の
選定などに時間がかかり、他の事業よりも遅れてス
タートした。伝承者育成事業は2008年から始まった。
高齢化の進行によりアイヌ文化の伝承者が減少して
いることが問題視され、イオル再生事業の一環とし
て始まったものである。
　アイヌ文化財団の担当者よると、この伝承者育成
講座で求められる人材は、アイヌ文化の研究者では
なく、アイヌ文化を連続して継承していく実践者と
いう位置づけとしている12。学校教育では習う機会
のないアイヌ語やアイヌ民族の生活文化を学び、そ
れを伝承していくことを目指している。スタート時点
での研修生の力量には幅があるが、３年という研修
期間で一定水準まで引き上げていかなければならな
い。単に技術を学ぶだけではなくアイヌ民族の世界
観も学んで欲しいと考えている。そして、そのため
には途中でドロップアウトしてしまうものが出ないよ
うに、少人数制で年齢層を狭め仲間意識を持たせ、
最低限の生活は援助して研修に打ち込んでもらえる
ような制度にしているという。すでに３期が終わっ
ているが、修了生の修得した水準は高く、アイヌ文
化振興の仕事に就き成果を出している。それゆえ事
業の効果が認められ、事業見直しがなされずに継続
して行うことができているという。アイヌ文化を再

生するには時間も財政的な支援も必要である。継続
して行うことで担い手が増えれば、アイヌ文化の再
生、普及が進みアイヌ文化の広がりができてくるこ
とになる。この事業はそうした観点に立って人材を
育成していく事業であると説明する13。
　アイヌ文化財団の伝承者育成事業指針によると、
アイヌ文化に精通する人材を多く育てることでアイ
ヌ文化の再生を支援し、アイヌ文化の普及啓発活動
を進めることが企図されていることがわかる。３年
間の予算は多額なものになるだけに、研修に求める
水準は高いが、丁寧な人材育成を目指していると
言っていいかもしれない。

６．研修修了生からの聞き取り
　第３期で修了した研修生から聞き取りを行った14。
第３期は男性４名、女性１名で、旭川、阿寒湖、札幌、
白老、二風谷の出身と地域は異なっていた。入校時
の年齢層も19歳～ 36歳と幅があり、経歴やアイヌ
文化のかかわり方も差異が大きかったようだ。それ
ゆえ研修を受ける動機も違っている。最年長の中村
は、子どものころから母親が文化活動をしていたの
は見ていたが、自分では20代になるまで興味がな
かったという。道内の美術館にアイヌ民族の舞踏担
当ということで就職したことが、アイヌ文化に関わ
る直接のきっかけだった。その後北海道大学のアイ
ヌ・先住民族センターの技術補佐となったことで、
アイヌ語を習うことになり、アイヌ語ラジオ講座の講
師になるまでになった。さらに勉強がしたく研修生
に志願したという。唯一女性の山田は地元で子ども
のころから踊りを踊っており、習熟していた。札幌
大学のウレシパクラブ出身で工芸技術などを身につ
けたく志したという。木元は祖母が口承文芸の伝承
者でもあり、子どものころから踊りやトンコリ演奏な
どもしていたという。2008年の先住民族サミットで
は共同代表を務め、NPOアイヌモシリ　チノミの会
に所属している。第１期に応募したかったが大学生
であったためできず、第３期に念願がかなったそう
である。新海も家族がアイヌ文化活動をしており、
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子どものときから「アイヌアートプロジェクト」で活
動をしていた。北海道アイヌ協会の機動訓練で工芸
講習を受けた。踊りはアイヌ民族のグループ、「チー
ムニカウ」に参加していたという。博物館などで文
化伝承者として指導員になりたかったという。最年
少の丸山は父親が博物館に勤めており、母親も刺繍
がうまかった。高校卒業後地方に一度就職したが、
地元に戻りアイヌ民族のことを勉強してみたかった
ので応募したという。
　５人とも子どものときからアイヌ文化に触れてい
て、その延長線上にこの研修があるようだ。さらに
深めたい、新たなことを知りたいという意欲的に志
願しているところが見て取れる。中村や丸山は文化
活動以外にも社会的な意識が高く、アイヌ民族の社
会的な活動にも関わっている。アイヌ文化への指向
が強いだけではない。こうした研修生に３年間の研
修の中で思ってきたことを述べてもらったところ、そ
れぞれがアイヌ民族の文化、言語などを人々に教え
たいという思いが強くあることが分かった。木元は
アイヌ文化アドバイザーとして活躍することを希望
しており、丸山は修了後アイヌ語ラジオ講座の講師
となっている。その後は地元でアイヌ語講座を開き
教えたいと言っている。新海は工芸に秀でて、アク
セサリーや壁掛けなどの工芸品を数々発表、販売を
している。山田は結婚後二風谷にゲストハウスを作っ
た。そこでアイヌ文化に関わる自然ツアーを企画し、
ネイチャーガイドをしたいという。中村は研修では
与えられた課題をこなしてきたが、自己の課題を深
めることができなかったという。地元旭川のアイヌ
研究をしながら地元の活動を助けていきたいという。
　研修を受ける中で考え感じたことを語ってもらっ
た。プラス点としては、歌舞のようなものは他所で
練習ができるが、ここでは言葉、自然、工芸につい
て実践的な指導が受けることができたことであると
いう。そしてそこにアイヌ民族の世界観を編みこん
でいくように学ぶことができたのが大変役に立った
という。また、一般への公開講座を開くことも有意
義で、これを目標に模擬授業で２度の徹底した

チェックのもと臨むことができたことは良かったと感
想を持っている。かれら５人は仲間意識も強く、問
題認識も共通していた。マイナス点に関しても認識
は同じだった。まず研修について、広く様々なこと
を学んだが、浅いものになってしまっているような
気がしたという。具体的にどのような技能を身につ
けさせたいのか不明瞭であったという。研修者なら
ではの課題が提示された。そして、さらに大きな課
題は、研修終了後の進路問題だった。研修者はすで
に成人しており独力で生活をしなければならない。
第２期の修了者はアイヌ関連の仕事に就いていた
が、自分たちも就職にできるかどうかが一番不安な
ことだったのだろう。結果として３人はアイヌ民族
博物館に嘱託で就職をすることができ、ひとりは家
業で観光事業を行う。もうひとりは北大の博士研究
員となった。このように就職は一応は確保されてい
るが、確実に保障されているわけではなく心配なと
ころであることはわかる。そして、全体的なあり方
に関しての意見で、次のようなものがあった。伝承
者がアイヌ民族のことを多く発信していくことで、
アイヌ民族の持つ（苦難の）歴史なども発信して行
けるのではないか。それが伝承者の役割でもあるの
ではないかと。主体的に研修を受けてきた研修生ゆ
えにたどり着いた意見であるように感じる。研修の
成果として受け止めるべきものであろう。
　以上のように第３期の研修生の考え方を見てみた
が、様々な生い立ちではあるが、アイヌ民族である
ことの共通点ももっている。それが研修を受けるこ
とで、アイヌ民族としての自覚を強め、問題意識を
持つものに成長させていったといえる。研修を通し
て「アイヌ」を教え広めていきたい。それが自分の
役割であるという自覚を持つようになることは、この
事業の成果ではないだろうか。
　そこで、これらの意見を踏まえ、この伝承者育成
事業の問題点と課題をまとめてみる。

７．伝承者育成事業の問題点と課題
　すでにこの事業が始まって３期が終わっている。
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手直しを行いながらも事業は継続し、15名の修了者
を出し、形は違ってもアイヌ伝承者の道を進んでい
る。大筋からから言えば、財団の担当者が企図して
いる成果は、これまでのところほぼ達成することが
できているだろう。ただし、今後も継続的に進めて
いくことができるか、研修者の人数枠を増やすこと
ができるか、また、修了後の就職の保障などできる
かという課題はある。
　しかし、事業は詳細にわたって様々な問題をはら
んでいる。まず考えられることは、カリキュラム上
の問題として研修生から上がっていた、どのような
伝承者を育成しようとしているのかビジョンが明確
ではないという点である。この点は事業の根本的な
問題であり、「アイヌ」とは何かに起因する問題でも
ある。事業では、文化伝承を基本においているため
カリキュラムが広範な表象的文化継承に専心してお
り、時間的な余裕がなく、多くの課題を課せられて
いた。例えば工芸は種目の広がりは大きい。ジェン
ダーによる分業はあるものの、すべてを網羅的に習
得することは煩雑なことであったと推察される。イ
オル再生の事業として伝承者を育成するという観点
からは、「広く浅く」はある程度仕方がないことなの
かもしれない。しかし、伝承すべきものを明確に位
置付けることで、各自の専門性が深められ、解消す
る課題なのかもしれない。その点は第４期では新設
された選択科目の時間により、自己の課題を深める
時間とすることができる可能性はある。
　もう一つの課題であった修了後の進路問題は実際
に深刻な問題だと考えられる。問題として顕在化し
ていないものの、アイヌ伝承者としての仕事の需要
があるわけではない。その点で研修者からは修了者
は社会で通用する資格として認定してもらいたいと
いう思いも出てくる。これまでのところ研修場所の
アイヌ民族博物館で雇用される者が複数名いる。し
かし、嘱託と言え３年に一度、伝承者を２～３人継
続して新規に雇用していくことはできない。博物館
は国立アイヌ民族博物館として新たに開館するが、
新規の修了者を雇用できるかどうかは未知数であ

る。さらにいうならば、アイヌ文化財団は雇用の必
要性は説くものの、独自のルートでその創出をして
いない。これは他のアイヌ伝統文化の指導者の育成
事業においても言えることである。雇用という経済
的な裏付けがなければ、伝承者育成事業も頭打ちに
なってしまうおそれがある。アイヌ文化振興法も経
済の活性化に関わる必要性は謳っていなかった。そ
れゆえアイヌ文化財団には雇用に関する窓口も機能
もない。就労は伝承者の育成事業には避けて通れな
い問題である。
　こうしたアイヌ文化財団のもつ限界性が実はこの
事業の根幹にある。先にカリキュラム内容を見たと
き指摘したが、アイヌ民族の歴史や法律に関する研
修時間はさほど多くない。期によって変動もしてい
る。つまり、これらの研修に重きが置かれていると
は言えないことを意味する。文化伝承者育成でもア
イヌ民族の歴史や法律的な知識が必要である。既存
の現代史や法律の研修時間では、今日のアイヌ民族
が置かれている問題を認識するには不十分である。
現状ではアイヌ民族に関する法律の存在意味や伝承
者育成事業が行われなければならなくなっている根
幹すらわからないのではないだろうか。アイヌ文化
振興法の条文では歴史認識の記載が不十分である。
2019年５月に施行されたアイヌ施策推進法ではアイ
ヌ民族が「先住民族」であることが記載された。ア
イヌ民族が先住民族として日本に存在し、権利主体
であることはこれから研修の中でどこまで触れられ
るのであろうか。ILO169号条約の内容や先住民族
の権利に関する国際連合宣言の意義をアイヌ民族の
権利と対比させ学び、今日のアイヌ民族、アイヌ文
化の存立意義を考えなければ、アイヌ文化伝承は絵
空事にしかならない。しかし、現状で行われる事業
では、踏み込んだ議論の余地はなく、アイヌ文化を
担う民族の記憶が矮小化されアイヌ民族の世界観に
纏われた文化技術の伝承という表面的なもので終
わってしまうのではないだろうか。アイヌ民族が先
住民族としてアイヌ文化の後継者を育成するには、
明確な歴史認識を持たせなければ主体性のある民族
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の回復、文化の復興ということにはらないのではな
いだろうか。
　伝承者育成事業は効果があり、修了生の技量も高
いものになっている。これだけで指摘すれば事業は
結果を出していると言えるだろう。しかし、事業の
存立する基盤を考えたとき、アイヌ民族が日本社会
の中で自立した存在としてあるためには、先住民族
としての歴史の上に事業を構築していくことが必要
である。その意味でこの事業の法的根拠となってい
るアイヌ文化振興法に限界があり、それを超えた事
業展開ができていないというほかない15。

おわりに

　イオル再生事業の一環として行われている伝承者
育成事業は、現代的な生活の中で失われつつあるア
イヌ文化の知恵、ウパシクマを実践的に継承し、民
族の記憶とともに次の世代に伝えていくものである
といえる。ウパシクマは今日の生活の中では見過ご
されてしまっているが、不要なものであるわけでは
ない。ウパシクマは知識であると同時に物事の考え
方や発想力を生み出す世界観が通底しているもので
ある。こうした知恵を継承し、後世に伝えることは
民族の役目でもある。アイヌ文化は衰退した時期が
あったが、アイヌ文化の各所を丁寧に見つめなおす
ことにより文化の再生につなげ、それを継承してい
くことでアイヌ民族社会の再生にもつなげていくこ
とができる。
　その意味で先住民族の存在を社会的価値として認
めることが必要である。衰退に瀕し、滅亡の危機に
あった民族が主体を取り戻し存立していくことを社
会が認めていくことが重要なことである。アイヌ民
族の伝承者育成事業もこうした基盤の上に立ち展開
されることが真に文化継承者を育てることにあるの
ではないだろうか。

註
１　民族を定義することは困難を要する。ここでのアイ

ヌ民族とは、明治時代以前からの血統または民族的ア
イデンティティを保持し、かつアイヌコミュニティで
承認されている人をアイヌ民族とする。

２　田村すず子『アイヌ語沙流方言辞典』、草風館、
1996年、p.776。

３　若園雄志郎「博物館におけるアイヌ文化の伝承者
育成」『日本の社会教育』58、東洋館出版、2014年、
pp.80-93。

４　公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構『平成
29年度アイヌ文化財団のあらまし』、2017年。

５　同上、『平成29年度アイヌ文化財団のあらまし』、p.16
「伝統的生活空間の再生事業」。
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名。その後は予算枠を５人で計上して実施している。
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（日当）、住居費、水道・ガスの基本料金が支給される。
７　これまでの修了者は多くが伝承の仕事に関わるか、

仕事としていなくとも何らかの形でアイヌ関連の事業
に関わっている。

８　アイヌ文化財団提供による「第３期担い手育成事業
カリキュラム案」にもとづく。

９　時間数に男女差が生じるのは、伝統的に性的な役割
の分業があり、儀式に使うイナウは男性にしか作れず、
サパンペは男性の被り物であること、また、縫物刺繍
は女性の仕事と位置づけられていることが反映してい
る。

10　前掲、「伝統的生活空間の再生事業」。
11　2007年４月道知事はこの通達を撤回している。
12　アイヌ文化財団本部でのインタビュー。（2017年３

月16日）。
13　同上。
14　白老博物館にてインタビュー。（2017年３月17日）。

研修生の氏名は仮名とした。
15　現在、アイヌ文化振興法は廃止され、アイヌ施策推

進法の下でこの事業は継続している。
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