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考古学（東北アジア考古学特論）	 第 3回	 日本の文献からみた千島アイヌと内耳土器 
高瀬克範 

 
１．18 世紀前半以前の関連史料（菊池 1972，児島 1994） 

■『後鏡
のちかがみ

』1423年の記事	 足利義量
よしかず

の五代将軍就任祝いに安藤陸奥守が贈った品々のなかに「海

虎皮三十枚」 

■『新羅之記録』「元和元年（1615）六月東隅
メナシ

之夷船数十艘来。獺虎
ラッコ

数十枚持来…」，『福山秘史』

にも同様の記事 
■ジェロニモ・ド・アンジェリス	 1618・1621年の書簡…ラッコの皮は蝦夷には産せず，蝦夷
人たちがその国土付近のある島々へ行って買い求める，ラッコの皮を買いに行く蝦夷人は東部の

人々 
■ディオゴ・カルワーニュの旅行記（チースリク 1962）…北東方の蝦夷人はラッコ島から出る

ラッコの皮と申す柔らかい毛皮を松前へ将来する，また日本人が箭
や

に付けて飾る鷲の羽をもたら

す 
 
２．18 世紀後半〜19 世紀の史料にみる千島アイヌの活動（川上 2011） 

■1783	 工藤平助	 赤蝦夷風説考 
■1785	 最上徳内	 ウルップ島までを調査	 【史料 1】『蝦夷地一件』（『新北海道史』第 7巻史
料 1，1969），【史料 2】『蝦夷拾遺』（大友喜作編 1943『北門叢書第一冊』北光書房） 
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【史料 1】『蝦夷地一件』	 	 【史料 2】『蝦夷拾遺』	  【史料 3】『北海烏舶記』 
→アッケシのイコトイの先祖はカムチャツカで猟。 
→「赤人に属し候遠の蝦夷人」はウルップ島以東のアイヌ人。ロシア人によるウルップ島の占拠

によりラッコが捕れなくなり，日本の米・酒・煙草と交換して皮を入手。ウルップ島を中心とし

たアイヌどうしの交易。 
→択捉島はもともとイコトイの支配下に有り，ロシア人の支配は認められない。 
 
■1796−1805	 ナタリア号（シェレホフが派遣したウルップ島植民隊）座礁，滞在	 【史料 3】
『北海烏舶記』（『通航一覧』巻 273，国書刊行会本第七）。1799 年の幕府東蝦夷地仮上知以後，
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交易が禁止されても 1805年までウルップ島に滞在。 
→北千島のアイヌもウルップ島に滞在，風習・風貌はロシア風となっている 

 
図 1	 イコトイ『夷酋列像』	 	 表 1	 『辺要分界図考』記載のまとめ(1)（川上 2011） 
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『辺要分界図考』記載のまとめ(2)（川上 2011） 
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『辺要分界図考』記載のまとめ(3)（川上 2011） 
 
■1798-1800	 近藤重蔵による千島アイヌからの千島列島に関する聞き取り結果	『辺要分界図
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考』（1804）（国書刊行会編 1905『近藤正斎全集』） 
→千島アイヌが 20〜30年前からかなりロシア化している。 
→ウルップ，両チルポイ，マカンル，新知島でラッコを捕っている。 
→軽物と行器・盃・碗・鍋・鐇・小刀・古着・酒・獺皮・狐皮・煙草をウルップ島で交換 
 
■1805 ラショワ島のアイヌ 14人が択捉島に渡来，拘束。『休明光記遺稿』（1936『新撰北海道
史』第五巻） 
→ロシア人の命令により択捉島の状況を探りにきたとのことであるが，実際には自らの意思で交

易ができることを期待してきた（川上 2011）。1801 年に択捉島以南のアイヌはウルップ島に出
稼ぎが禁じられていた。 
 
■1803	 臼尻から江戸に向けて出航した慶祥丸が九十九里浜沖から幌筵島に流される。生存者 6
名がペトロパヴロフスクに連行，脱出し幌筵島へ。【史料 5】『慶祥丸漂民口書』（『通航一覧』巻
319，国書刊行会本第八） 
→19世紀初頭の段階で幌筵島のアイヌが日本鍋を使用している。 
→20 日ほどのち，ラショワ島のマキセンら	 9 名の舟に乗せてもらい，オンネコタン，ハリム
コタン，捨子古丹，新知，ライコケ，松輪，ラショワに到着。ラショワで，択捉島に赴いて捕ま

り脱出してきたマキセンケレコウリツと会う。ラショワのアイヌはこれ以上南へ送ることを拒み，

レブンチルポイ島までおくったのち，そこからは漂流民だけでウルップ島，択捉島にたどり着い

た。 
→千島アイヌの人道的な援助ではあるが，ロシア人にとっては脱走者の手助けとなる行為。千島

アイヌは名前・風俗・宗教などはロシア化していたが，税をおさめたうえで列島内を自由に行き

来していた。 
→ラショワのアイヌがこれ以上南へ行くことを拒んだのは，マキセンケレコウリツが択捉島で捕

まったように，択捉島の警備が強化されていることを知っていたから。 
 
■1812	 薩摩永寿丸	 川内から江戸の航海中に遭難，ハリムコタンに漂着。アイヌに助けられ，
ペトロパヴロフスク経由で択捉島に帰還。【史料 6】『栄寿丸魯西亜漂流紀』（『通航一覧』巻 321，
国書刊行会本第八） 
→風貌は，ロシア風ではない。 
→日本語の単語（船頭）がわかり，日本鍋を使っているが，日本からの物資供給がとだえ生活必

需品が不足している。 
→オンネコタン島から幌筵へ渡るとき，餞に鷲の羽を贈る。鷲の羽が珍重されていることをよく

知る。 
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【史料 5】『慶祥丸漂民口書』 
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【史料 6】『漂流紀』 

 
２．土器に関する文献記録 
(1)北海道 
【釧路シラキタアイノの説話】 
「釧路國足寄郡字足寄ハ山中ニシテ海ヲ距ツ殆ド三十里餘（シラキタアイノ）と稱ス有名

ノ土人住ス齢七十ニ近シ……鍋及ビ（マキリ）（小刀ナリ）ノ類住者（トイチンカモイ）ト

稱シ各所ニ穴居ナセシ頃貰受始メテ用ユル事ニナレリ鍋ノ耳ハ内ニアリテ蔓以テ耳ニ通シ

用ユ」 
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【北見コタンバケの説話】 
北見國細尻郡細尻村土人コタンバケ，和名上野廣造ノ説… 
「往昔（コロボクン）或ハ小人ト稱シ穴居ナセシ頃底ノ細クナシタル摺鉢ノ如キ土燒ノモ

ノヲ借受	 食ナシ終テ即時其人ニ戻シタルモノナリト（コロボクン）ハ土人ヨリ前世ノ人

ナリト 
	 家造ノ發明ハ往昔（コロボクン）穴ヲ堀其上ニ木ヲ渡シ草木ヲ以テ屋根ノ如クナシタル

ヲ視シ夫レヨリ發明ナシテ地上ニ柱建ナスニ至レリト字（シナコタン）ト稱スル所ニ土人

村洛ナセシガ此所ヱ義經辨慶來リ鎌鐇鐵鍋ノ三品ヲ土人ニ輿ヘタリト其頃（コロボクン）

ナルモノ輿ヘタル鍋ニ形トリテ土鍋ヲ造リ始メ随テ漸時土人此鍋ヲ造レル事ニナレリト鍋

ノ耳ハ内ニアツテ釣ハ獮猴桃蔓ノ如キモノヲ用ヒタリト其後漸ク日本人渡來ナシ鐵物多ク

渡リシヨリ土鍋造レルモノナキニ至ル」 
（酒井忠郁編（写本）北海道土人舊事記	 1877（市立函館図書館蔵書），馬場 1940より） 
 
(2)サハリン 

【蝦夷島奇觀補注】 
「寛文年中聞蝦夷圖書－十三年勢洲松坂七郎衛船	 北蝦夷へ漂流之記	 蝦夷人物語申候得

者其儘かくれ見へず候蝦夷の端より船路百里も御座候	 土を盗み鍋にいたし候と承候云々」 
 
【鈴木茶渓著	 唐太日記】 
「夫より一里斗りにて，字イナヲカルンと云う所に出る。（注）此所チハホイナヲカルウシ

と云ふなるべし。柳の大木有。其傍に往來の土人削花（エナヲ）を建て拜をなし行くとな

り。其謂は昔此島に鍋の無かりし頃，タコイに住する姥が土を以て始めて鍋を作り，東浦

の土人に其製法を教え，夫よりして南濵より西浦の土人にも教へんと，鍋を背負此所まで

越來りて，風と過て破れたりと，夫れより意の達せざるを患ひて此所にて病に罹り，終に

死せりと云へり。其跡を神に祭り置き	 此邊の土人往來の時削花を奉りて數日の途中の食

粮を絶さず越さんことを祈り誓ふとかや。如此土鍋を其島にて用ゐしこと昔々の赤本話の

様に思い居りたりしが，此度丁巳鎮臺堀君御廻浦の砌にクシユンナイにて右に圖せし如き

鍋を一枚土中より掘出せしとて，同所の土人献ぜし由にて持ち歸り給ひしを見侍り，余も

始めて土鍋を用ゐし昔話を信じぬ。」 
→すでに過去のものとして語られている（林 1939） 
 
【間宮倫宗述	 村上貞助編	 北蝦夷圖説（1855）】 
「地夷製する所の土鍋あり大抵の大さ經り六七寸にして形圖のごとく	 兩邊握耳なべの内

邊に設くとなり皮を以て繩にかへて用ゐるものを以て弦となし火に燒切れん事を恐れて樺

の木皮を纏ふこと圖の如し，土鍋製造の事は林蔵詳に此に載ること得ず，夷言もと土鍋を

指してトイシユと稱すれども島夷は是を忌みてカモイシユと云ひ其事實は詳にせざれども
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神鍋と譯す」 
 
→馬場（1940）は，鳥居（1903）からの孫引き 
→鳥居の読み・解釈については，林（1939）による批判あり 
「一，地夷製する所の土鍋あり大抵の大さ經り六七寸にして形圖のごとく兩邊の握耳はな

べの内邊に設くトナリ（分註	 皮を以て製し（高瀬追記）繩にかへ用るもの）を以て弦と

なし火の燒切せんことを恐れて樺木皮を纏ふこと圖の如し 
一，土鍋製造の事は林蔵詳に此に載ること得ず夷言もと土鍋を指してトエシユと稱すれど

も島夷は是を忌でカモイシユと云其事實は詳にせざれども神鍋と譯す」 
→トナリは革紐。 
→同書は林蔵の談話を村上貞助（秦貞簾）が筆録編纂。「地夷」＝北海道夷，「島夷」＝樺

太島夷 
→図示されているのは北海道の四耳鍋。二耳しかない樺太のものではなく，形状も円山出

土のものとほぼ同じ。 
→トイ・シュ（土鍋）をカムイ・シュ（神鍋）といっているのは，天与の物や過去の物を

しばしばカムイ（神）の所産所為に帰す点から推してこの段階では製作されていなかった。 
 
→献呈本（国立公文書館内閣文庫蔵）〔『北蝦夷圖説』類似の諸本のうち幕府献呈本〕 
【間宮林蔵述	 村上貞助編	 北夷分界余話】 

「一	 地夷製する処の土鍋あり，大抵の大サ径
わた

り六，七寸にして形図のごとく，兩辺の握

耳は鍋の内辺にもふけ，トナリ（分註	 皮を以て製し，繩にかへ用るもの）を以て弦とな

し，火の焼断せん事を恐れて樺木皮を纏ふ事図のごとし。 
一，土鍋製造の事は林蔵詳にせざれば此に載することを得ず。夷言もと土鍋を指してトヱ

シユと称すれども，島夷は是を忌でカモイシユといふ。其事実は詳にせざれども神鍋
かんなべ

と訳

す。」 
 
『北夷分界余話』巻之三〜六は，樺太アイヌの習俗についての記載 
南方初島人物／飲食／居家／器械（土鍋の説明はここ）／産業部／漁猟／交易／鍛冶／礼

部といった項目がある 
北海道アイヌとサハリンアイヌを対比する形での説明が多い 
北海道を指す場合は「蝦夷島」，北海島アイヌは「蝦夷島徒跣夷」「蝦夷島の夷」と標記さ

れている。 
「島夷」は 14カ所すべてで明らかにサハリンアイヌをさす語として利用されている 
「地夷」は 2 カ所。ひとつは土鍋に関する記述。もうひとつは，土鍋のあと椀に関する一
項目を挟んで出てくる舟に関する記述。 
「一	 此島用ゆる処の船，地夷の自ら造る処なり。其の形図のごとし。産物部にいふごと
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く良材なき島なれば，柳の類或は夷称ヤヱニなる者を以て是を造る。其板甚だ薄く柔軟に

して，危き事，蝦夷船に越えたり。その製造の方，船具の諸械の如きは，蝦夷船に異なる

事なし。」 
明らかに「地夷」はサハリンアイヌをさしている。 
→「地夷」が北海道アイヌをさすという明確な証拠はない。 
→しかしながら，4耳の内耳土器はサハリンのものではなく，林蔵も製作方法について詳細
を語っていない。 
→確実な証拠ではないが 19世紀初めのサハリンでの使用の可能性は残す。 
 
 

	 	  
	 	 	 	 	 間宮倫宗『北蝦夷図説』（1855）	 	 	 	 	 間宮・村上編『北夷分界余話』（1811） 
 
【ナイブツの首長バフンケの説話】 
「昔は我々には土の器はなかつた。食用の魚類は炭火の上で焼くだけで甘んじてゐた。そ

れは鍋を持ちてゐなかつたからである。或日年とつた老婆「オンネルイクンノ」が，常食

を改良しやうと思ひたちて，粘土を火で乾して鍋を作り始めた。そうこうすると，食物が

前よりも汁の多いものになるのである。 
或晩の事，老婆が出来上つた新しい土鍋で食物を煮てゐると，突然一人の男がやつて来

たので，彼女は男に嘲つたり，笑つたりしてはならぬと頼んだが，男は老婆の言葉を眞に

受けずに，一生懸命してゐる老婆を見て，大笑ひをしてからかひ始めた。その為に鍋は破

れて，粉々になって終つた。老婆は全く悄げて終つたが，決してひるまなかつた。大きな

柳をみつけて，鋸で幹を伐り倒し，これを抉つて，水を満し，幾つかの小石を灼くなる迄

熱して，此鍋の中に投げこみ，終に水が蒸発して終つた。件の男が亦突然たつて來た。然
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し今度は解つてゐたので，嘲笑しなかつたため鍋は破れなかった。此時以来樺太のアイヌ

は食物を煮るのに木の鍋しか使はなくなつた。」（Torii1919） 
 
(3)北千島 

1899年 5月	 武蔵に便乗し千島を調査。シコタン島を発し，クナシリ島，エトロフ島，パ
ラムシル島，シュムシュ島，シュムシュで一週間調査の後，ウルップ島，エトロフ島，シ

コタン島。一ヶ月弱シコタンで調査し，エトロフ島経由で根室へ。 
色丹島の千島アイヌは，1884年，日本の政策により北千島より 97人が移住。 

 
【老婆ステファニイの説話】 
「土器の類は又面白い。千島から出ます土器は始めての採集だらうと考えて居ります。ミ

ルン氏も採集せず，他の御方も此方には御専門でないから御調べにはならぬと思いますが，

斯う云ふ土器が出る（図を画ゐて実物の破片と対照しつゝ）。 
	 こんな風な形で内側に耳が附く。斯う云ふ土器が貝塚を掘ると出る。模様も何も無い極

めて開けぬ仕方の土器が出る。此の土器に付いては石器のことよりも精しい話が残って居

る。それは一たび北海道のヤングルから日本の鐵鍋を輸入し始めたり，ロシアの鍋を輸入

し始めてからと云ふものは，専ら是等のものを用ゐることゝなったが，彼等は其の前には

土を以て器物を製造して居った。昔千島土人は北海道のアイヌとどんなものを換えたかと

云ふに，鷲の羽とか臘虎とかを交換したのであります。其の前の土の器はどう云うもので

あるかと云ふと，是は七十以上になる老人の話でありますが，此の製作は粘土，向うの言

葉でトイ，それから砂（オッター）此の二つを合せて水を和して煉るのであります。之に

ノツカンキと云ふ極く繊維の細い草でありますが，之を切って入れて混ぜるのであります。

之を上から断ち割って見るとこんな風なものが出来て行かふと云うのであります。此の事

を千島の言葉でトイカリウと申します。トイというのは土で，カリウと云ふのは輪です。

土の輪を拵えて螺旋状のものをこしらえる，さうして中に水を入れて置く。十分此の土器

が出来上ったならば，其の器の中に水を入れて囲炉裡の中へ置きまして，四方から火を点

じて置けば，此の中の水と云う物は次第に沸騰して蒸気となって，少時間にして水がなく

なって，水が乾いた時を待って取出す。さうして空気に晒して置けば，全く土器は出来上

るのである。斯う云ふので，土器の製作に付いては石器と違って精しい伝へが残って居る。

さうした土器を作る原料はどうであるかと云うに，占守に付いては昔からポロンスキー氏

の千島誌（十）などの話にありますカムチャツカの湖から飛んで来たと云ふかのアライド

島から土器の原料を取って来たと云ふことであります。ラサワではモジリケシと云う所か

ら土を取って来た，斯う云ふことを云ふて居る。さうして此の製作は一定の職業ではなく

して，各自一般に造ったものである。併し之に従事するのは主として女の仕事であって，

男は与らなかった。ポロモジリの女は此の土器を造ることは中々妙を得たと云う話がある。

さうしてラサワの女は実に下手であったと云う話である。此の上手下手と云うのは，要す
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るにノツカンキという草の入れ加減であって，ラサワの女は余り細かく刻んで入れるから

下手であったと云ふ。それから千島の土人が造った土器はどんな種類であるかと云ふと，

二つしか種類が無いらしい。一つは土鍋，即ち千島の言葉でトイシュ，一つはトイサラ，

即ち土の皿，此の二つであったと云ふ。土の鍋には其の内側に二つの耳があった。何のた

めに内側に耳を拵えるかと云ふに，斯う云ふので，こゝに土器があるとすると，耳が斯ふ

云ふ風にある。之にムーリと云ふ草で縄を拵えて掛ける。さうして竪穴の中の囲炉裡の上

に之を置いて火を燃やす。囲炉裡の上に自在のやうな物で掛ける。併しながら此の土器が

下手であるから，此の中に臘虎であるとか，大きな動物や魚などの肉を入れて煮る時に，

之が破壊して仕舞って困ったことがあると云ふことである。重量に堪え兼ねるから仕方が

ないという云ふことを言ふて居る。是等を考へて見たならば，北千島から出る土器は決し

て過去のことでなくして，現今の話に依って伝はって居る。是で彼等の遺したものである

と云ふことは充分に分る。」（鳥居 1903，pp.191-194） 
 
【予習用キーワード・テーマ】 

中世〜近世の日本で用いられた加熱調理具の種類とその形態的特徴を調べよ。 
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