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1 ．はじめに

　現在、「自然との共生」や「資源の持続的利用」に関して、先住民の「伝統的知識」を応用さ

せようとする人類学的研究が注目されている（小野　2004など）。本稿では、先住民の「伝統的

知識」研究の一つとして日本におけるアイヌの神謡・民話といった口承文芸を扱い、それら伝承

中に登場するカワウソのイメージについて考察する 1）。ここで、カワウソという動物に焦点を当

てて論じるのは、社会の特徴を克明に示す「キーアニマル」としてカワウソを位置付けることが

可能と考えられるからである。「キーアニマル」に注目した研究としては、メアリー・ダグラス

によるアフリカ・レレ社会におけるセンザンコウの事例が有名である（ダグラス　2009）。セン

ザンコウが、「自然」と「文化」の領域を撹乱する存在であり、この動物に注目することで、レ

レ社会の「境界」認識の解明につながった。こうした「キーアニマル」に着目した人類学の手法

を用いて、アイヌに伝わる神謡（カムイ・ユカラ）や民話（ウェペケレ）等の口承文芸といった

「伝統的知識」を素材とし、そこで示されるアイヌの人々の動物観・世界観を考察することが、

本論の目的である。

　本稿で考察する「伝統的知識」は、今日の資源利用や環境問題に対して参照となるような「伝

統的知識」とは、相反する部分が多い。しかし、「伝統的知識」は、生業等と密接な実用性の高

い知識だけでなく、神話、民話等の口承文芸といったものもその内に含んでいる。口承文芸は、

荒唐無稽な「お話」ではなく、動植物等の自然や世界の起源等を物語る「知識」と考えられてい

るのである。すでに、口承文芸を「民族科学」の視点から、その中で語られる動植物の起源だけ

にとどまらず、地形、地名や天体現象等の由来を考察対象にした研究も発表されている（宮橋　

2009）。この口承文芸を「伝統的知識」と捉える視点に立脚し、口承文芸を素材にして、かつて

のアイヌの動物観、世界観を考察する上では、一定の意味を有すると思われる。

　また、本稿では、アイヌの口承文芸に伝えられるカワウソのイメージを考察するにあたり、考

察の材料として、すでに書承化された口承文芸の資料を使用する。ここで、書承化された資料を

使用するのは、一つには、現在、明治政府の行った同化政策の影響によって、日本国内でのアイ

ヌ語の話者が少なく、神謡や民話について語ることの可能な語り手が多く存在しないためである。

現在では、アイヌ語やアイヌ文化を保存継承しようとする試みが、過去の同化政策の反省からと
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アイヌの人々の自発的な取り組みにより展開し、後継者の育成が進められているが、今後、「ア

イヌ文化」をどう保存継承させていくかという課題が残されている。もう一つの理由としては、

同化政策の過程で、アイヌの神謡や民話等の口承文芸や生活形態、社会構造等が克明に記録され、

同化政策下の産物ではあるものの、書承化された資料に依拠することは、その記録の膨大さから

有効と考えられるためである。以下に具体的な神謡や民話中で語られるカワウソのイメージにつ

いて考察していくことにする。

2 ．口承文芸中のカワウソのイメージについて

　一般に、アイヌもしくは、北海道というと、シマフクロウやヒグマといった動物との関係性が

イメージされ、実際に「アイヌ文化」においてこれらの動物は重要な意味を持っている。シマフ

クロウは、人間（アイヌ）が生活する集落（コタン）を領有する「神」（カムイ）であり、他方

のヒグマは、山を領有する「神」とみなされていた。またヒグマは、正確には、クマの送り儀礼

だけを指す訳ではないが、「イオマンテ」という語が、クマの送り儀礼のことであるというよう

に、一般にも流布しており、「アイヌ文化」におけるクマの重要性が認知されている。では、カ

ワウソの場合はどうか。カワウソがアイヌ社会において重要な意味を持つ動物であることを最初

に指摘したのは、知里真志保である（知里　1993）。知里は、アイヌで初めて博士号を取得した

言語学者であり、アイヌの口承文芸研究に大きな足跡を残した。知里は、アイヌの口承文芸に登

場する「国土創生神」が幾種類もの名称で呼ばれることに注目し、その一つである「サマイエク

ル」が、カワウソを意味するアイヌ語「エサマン」と語源を同じくすることを、カワウソについ

ての俗信と合わせて指摘している 2）。こうした知里の指摘を踏まえた上で、アイヌの伝承中にお

けるカワウソのイメージについて順に概観していくが、まずは、カワウソの頭部の形状の由来を

物語る次の伝承を紹介したい。

［民話 1］キツネとカワウソ

　昔、カワウソが川でサケを捕獲していた。カワウソは、捕った魚を一ヶ所に置き、捕獲作

業を続けていた。するとキツネがカワウソの捕ったサケを盗もうとしていた。それに気付い

たカワウソは、キツネを追いかけていくが、キツネは木に登り、カワウソが諦めるのを待っ

た。カワウソは木の下で眠ってしまい、キツネはこれを機会にと木から下りようとするが、

木から転落し、カワウソの頭の上に落ちてしまう。何とかカワウソを振り切り、巣に戻り、

盗んだサケを食べようとしたところカワウソがやってくる。慌てて逃げようとしたキツネは、

転んでしまい、サケの卵（イクラ）を頭から被ってしまう。こうしてキツネは、サケの卵の

色に染まり、現在の色になった。また、カワウソは、キツネに踏まれたせいで現在のような

平らな頭の形になった（稲田編　2005）。
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　この伝承では、カワウソの頭部の形状とキツネの体色の由来が説明されている。実際にこの伝

承で語られたような理由で、カワウソの頭部が平坦な形状になり、キツネも現在のような毛の色

になったわけではないが、アイヌの人々がカワウソやキツネという動物に対して、その姿かたち

についての「説明」を試みたという点でこの伝承は、「伝統的生態学知識」の一種といえよう。

生物学における「科学的説明」では、カワウソは、水辺に生息し、遊泳しながら魚等の獲物を得

る必要があるので、水の流れに沿い、泳ぎやすいように現在のような平坦な頭部になったと考え

られているが（安藤　2008）、アイヌの伝承においては、キツネの体重による付加がかかったこ

とによる変形とみなしている。このことは、伝承中での「説明」が誤ったものか否かという判断

基準ではなく、身近な動物についての理解を目的とした実践と捉えるべきであり、レヴィ＝スト

ロースの言うような身近な材料を用い、解釈・説明を行う「具体の科学」の一例として、その独

自性に着目する必要があるだろう。

　また、この伝承の細部に注目すると、カワウソの体色の由来を説くだけでなく、カワウソとい

う生物の生態が描き出されていることが分かる。一つは、伝承の冒頭にあるカワウソが、魚を捕

獲した後、一ヶ所に集めていたという描写である。これは、キツネに魚を盗まれるという単に物

語を展開させるための描写ではなく、実際の生物としてのカワウソがもつ習性であり、「獺
だつ

祭
さい

」

と呼ばれるものである。この語は、俳句の季語等になっており、比較的知られたものである。カ

ワウソが獲物を一ヶ所に集める様子が、祭祀で供物を供えるように見えることから付けられた語

であるが、アイヌの伝承中においてもカワウソが「獺祭」を行うことが語られており、カワウソ

に対する「観察」の鋭さが窺える。もう一点は、カワウソから逃げたキツネが木の上に登り、カ

ワウソはキツネが下りてくるのを樹下で待つという描写である。これは、樹木の表皮の性格にも

よるが、生物としてのキツネが木に登ることが可能であり、カワウソは木に登ることが出来ない

という現実を示している。通常、キツネが木に登ることは、想像しにくいが、アイヌの伝承中で

は、そのことが描かれており、キツネやカワウソについての詳細な「観察」が反映されている。

カワウソの頭部の形状の由来やキツネの体色の由来は、「科学」的ではない「説明」がなされる

が、「獺祭」の習性や木に登るキツネと登れないカワウソといった動物の行動についての「知

識」が伝承中に埋め込まれており、単なる「お話」としてではなく、アイヌの人々の動物の行動

に関する「観察」の正確さが表明されている。では、他の伝承では、どのように語られているの

だろうか。次に、カワウソの体色の由来を語る伝承を見ていくことにしたい。

［民話 2］カワウソの染物屋

　昔、カワウソが染物屋をしていた。そこへキツネが訪れ、「着物」を染めてほしいと頼ん

だ。カワウソは、神様からキツネの「着物」を赤く染めるように言われていたが、つい勘違

いをし、「着物」を白く染めてしまった。キツネが、頼んだものと違うと言うので、カワウ

ソは、キツネを川に連れて行き、サケを捕獲し、その卵であるイクラを「着物」に塗り付け

て「着物」を赤く染めた。そしてキツネは満足して帰っていった。その後、カワウソは、自
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分の「着物」をキハダで染め上げて現在のような色になった（稲田編　2005）。

　この［民話 2］では、［民話 1］で語られたようなキツネの体色の由来起源譚を含み、それに加

え、［民話 1］では語られなかったカワウソの体色の起源譚がこの伝承には付加されている。カ

ワウソやキツネの体色の由来を「着物」を染めたためというような「説明」がなされるが、この

「説明」は、アイヌの動物観においては重要なものとなる。ここでの「着物」は、動物の外見の

ことを指し、その「着物」の下に別の姿があることを示している。つまり、人間の目に映る動物

の姿は、本当の姿ではなく、人間の世界に出現する際にまとう「着物」というように考えられて

いたのである。この「着物」は、人間（アイヌ）にとって防寒用の衣服の材料となったり、食料

となるもので、この「着物」を受け取ったアイヌは、返礼として供物を供え、感謝の念を示すこ

とが求められた。感謝の念を示す儀礼を行わない場合、次にクマ等の動物が人間の世界に訪れる

ことがなくなるとされ、厳密に行うことが義務となっていた。この伝承でもカワウソやキツネが、

人間界に姿を見せるための「着物」というようにその外見が捉えられていることが窺える。

　また、カワウソが、現在イメージされるような茶色の体色になった理由は、キハダの実による

染色というように「説明」されているが、キハダは、アイヌに利用されていた有用植物の代表的

なもので、この伝承に語られたように衣服の染色に用いられた（福岡　1995）。キハダにより染

めた衣服が、茶色くなることとカワウソの体毛の色が茶色であることが連想により結び付き、こ

のような伝承を生み出すことになったと思われる。この伝承に語られたように動物の体色の由来

を「説明」する例話が、他にも記録・伝承されており、「ミミズクの染物屋」の伝承がよく知ら

れている。

［民話 3］ミミズクの染物屋

　昔、ミミズクが染物屋をしていた。そこへ、カケスとカラスが「着物」を染めてほしいと

やってくる。カラスは、せっかちで毎日催促にやってくる。ミミズクは、面倒になり、「着

物」を黒一色に染めてカラスに渡す。一方、カケスは、辛抱強かったので鮮やかな「着物」

に仕上がった。カラスは、このことを逆恨みし、ミミズクを突いて攻撃するようになった。

ミミズクは、カラスを避けるため、染物屋を止め、夜に活動するようになった（稲田編　

2005）。

　この伝承は、日本の本州でも類話が採集されており、カラスやカケス等の鳥の外見を「着物」

とみなしている点で［民話 2］と共通する。また、それに加え、［民話 3］では、ミミズクの夜行

性の由来という習性起源譚が語られている。その由来は、カラスの攻撃を回避するためと語られ

ており、実際のカラスが、昼間視覚の麻痺したミミズクを攻撃することがこの伝承に反映されて

おり、アイヌの人々の動物に対する精緻な「観察眼」がここでも窺える 3）。［民話 2］、［民話 3］

で語られたように動物の外見を「着物」とみなすことは、「非科学的」なようであるが、その中
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には、キハダによる染色とカワウソの体色の類似性の発見や、ミミズクやカラスの種間関係につ

いての「知識」が描かれており、動物に対する詳細な「観察」なしには生み出されないものであ

ると言えよう。また、カワウソの外見の由来については以下のような伝承も残されている。

［民話 4］カワウソの使い

　昔、神様がカワウソを召し出し、下界に赴き、他の神に人間を造る際に石を材料とするよ

うに伝えるよう命じた。しかし、下界に赴いたカワウソはその伝言を忘れ、水辺で遊んでい

た。こうして人間は、木を材料として生み出され、石のように不死ではなくなった。怒った

神様は、カワウソの頭部を殴り、追放した。こうしてカワウソの頭部は、現在のように平坦

な形状になった（知里　1993）。

　この伝承は、［民話 1］で語られたようにカワウソの頭部の形状についての由来譚となってい

る。しかし、［民話 1］での「説明」とは異なり、キツネに踏まれたためではなく、神様により

殴られたためというように「説明」がなされている 4）。しかし、「説明」方法は、異なるものの、

カワウソの頭部の形状についての「説明」という点では、共通し、アイヌの人々にとってカワウ

ソという生物の平坦な頭部は、注目されるものであったのであろう。

　また、この伝承では、カワウソの頭部の形状に加え、人間の起源譚を含む。人間は、本来は石

を材料として造られることになっていたが、カワウソが伝言しなかったために木を材料として生

み出されたので「死」が訪れることになったという「死」の起源譚ともなっている。実際の石は、

長い年月が経過すれば崩壊に至るが、アイヌの人々にとって石が「不死」の象徴であったことが

この伝承に示されている。この伝承に類似したものとしては、オセアニア一帯に広く伝わる「バ

ナナ型神話」が挙げられる（後藤　2002）。ここでもバナナと石という朽ちるものと朽ちないも

のが対で登場し、朽ちるバナナを選んだ人間に「死」が訪れることになったとされる。アイヌの

伝承では、バナナが木に相当し、石は共通している。また、この［民話 4］で語られた木を材料

としたことは、他のアイヌの伝承にも登場するモチーフである。

［民話 5］人間創造

　昔、神様が国土を造った後、人間を造った。その際、昼の神が女を生み出し、夜の神が男

を造った。そのため女の肌の色は白く、男の肌は黒くなっている。そして、材料としてヤナ

ギの木を用いているため人間は、年を取ると腰が曲がるようになった（稲田編　2005）。

　ここでは、木が腰の骨の材料となっているために、加齢により木が変形するので、腰が曲がる

ようになったと「説明」される。また、人間の男女の肌の色の相違についても昼の神、夜の神に

よる創造が影響していることが語られている。つまり、木が朽ちるものの代表のように語られ、

［民話 4］とは「加齢」と「死」という違いこそあれ、相関関係にある二つの現象に共通して材
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料としての木がモチーフとして登場しているのである。

　また、［民話 4］では、カワウソは使命を果たさないものの、神様によって使者に選ばれてい

る。幾種類も存在する生物のうちでカワウソが使者としての役割を担うことには何らかの意味が

あるように思われる。この点に関して、この［民話 4］と類似したストーリー展開をもつ「オオ

ジシギの使い」という伝承が考察の一助となろう。この「オオジシギ」の伝承は、「使者」とし

ての役割をカワウソからオオジシギに置き換えたようなもので、オオジシギの行動の由来譚とも

なっている。以下にその伝承を紹介したい。

［民話 6］オオジシギの使い

　昔、神様がオオジシギに下界へ赴き、伝言をするように言われた。オオジシギは、下界の

景色に見とれてしまい、伝言を忘れてしまった。そこで天に帰ろうとするが、やはり伝言を

していないことが気に掛かり、空高く上がったものの、急降下を繰り返すようになった。こ

うしてオオジシギは、現在のような飛行法になった（吉田　1965）。

　この伝承では、オオジシギの急降下の原因を「良心」の呵責に求めているが、生物学的な「説

明」では、実際の原因は、求愛行動とされている。鳥と哺乳類という違いが散見されるものの、

神様の言葉を伝える役目をカワウソとオオジシギは担っており、この伝承中での「使者」として

の役割の付与は、鳥が、陸と空を行き来し、カワウソが水陸異なる領域を移動するという「境界

性」が大きく作用しているように思われる 5）。現に鳥は、この飛行能力に基づく「境界性」から

死者の魂を他界に導く役目を果たすといった伝承もアイヌに限らず、広く伝えられている。カワ

ウソも異なる領域を自由に行き来するという特性から日本の本州の民俗において「妖怪」として

位置付けられていることはよく知られている（岡見　2004、増子　2010など）。このように、異

なる領域を自在に移動するという能力からオオジシギとカワウソが選ばれたのではないかと考え

られ、カワウソとオオジシギは生物学的には、哺乳類と鳥類にそれぞれ分類されるが、「境界

性」という基準からは同一のカテゴリーに区分することが出来るのである。

　このように、人間の誕生と「死」の起源に際して、アイヌの伝承では、カワウソが関係してい

たことが示されており、この展開には、カワウソという生物のもつ「境界性」が作用していると

考えられ、カワウソのアイヌ社会の中での重要性が指摘できよう。

3 ．アイヌ社会でのカワウソの位置付けについて

　これまで、アイヌの口承文芸に描かれるカワウソのイメージについて、いくつかの伝承を挙げ

てそのイメージを概観してきたが、カワウソは、かつてのアイヌの人々にとっていかなる存在で

あったのか考察することにしたい。まず、第一には、毛の色や頭部の形状について注目を集め、

その由来について「説明・解釈」を施される対象としての位置付けである。これは、導き出され
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る結論こそ異なるが、マクロ生物学における「観察」に基づく生物についての「理解」と重なる

ものである。ここでは、カワウソという生物の形態に着目し、その由来が、「説明」されるので

あるが、「観察」されるカワウソと「観察」する人間（アイヌ）という二元論的立場を採ってお

り、人とそれ以外の動物という区分が見受けられる。この「観察」作業により、カワウソという

生物の外見で注目されたのは、平坦な頭の形状とその体色ということが示され、その注目された

特徴について「説明」が施されていた。その「説明」は、「科学的」なものではないが、身近な

材料を基にし、「類似性」を発見することで関係のないもの同士を結び付け「説明」するという

論理展開が採用されており 6）、カワウソの例に示されるような身近な生物に対しての興味・関心

がその形成要因となっていたと考えられる。

　第二には、生物としての性格を離れ、カワウソに宗教的な意味付けが行われていたことである。

これは、知里が指摘するように巫術との関連によるものであるが、カワウソが「観察」される生

物としてではなく、人間の誕生や「死」と関わっていることを示していた。ここでのカワウソは、

「境界性」を帯びており、その生物としての形態や習性を「説明」するものではない。どちらか

といえば、カワウソは、崇敬の対象でありながら、「トリックスター」としての道化役をも担っ

ている。これは、カワウソに対する親愛の情の反映もあろうが、カワウソの水陸の移動による

「境界性」が影響し、カワウソが重要な役割を担う媒介する「使者」として登場し、かつ失敗す

るという描かれ方を生じさせたものと考えられる。なぜならカワウソは、一方では、卜占の際に

その頭骨が用いられ、かつ、その肉を巫者が口にすることで、憑依を容易にするというように儀

礼等の宗教的な文脈において重要な役割を果たしていたのであり、伝承中の描かれ方とは対照的

である。これは、「境界性」を帯びた存在が、正・負相反する性格を有するという「両義性」と

関わっているのであろう。

　人類学では、ある特定の生物を意味する語が一つの社会において多く存在することや、その生

物が伝承中に多く登場することは、その社会内において、当該生物のもつ重要性が高いと考えら

れ、「キーアニマル」として位置付けることが可能になるとみなされている（山田　1994）。アイ

ヌ社会においては、カワウソの形態の由来についての伝承が残されており、かつ人類の誕生や

「死」の起源に関する伝承や儀礼中でカワウソが重要な役目を担っていた。クマやシマフクロウ

の影に隠れてあまり前景化することはないが、カワウソという生物のもつ意味が口承文芸という

「伝統的知識」の中に埋め込まれていたと言えるのである。クマやシマフクロウは、それぞれが、

大型の哺乳類と鳥類であり、自然界で優位性をもつ生物であることから「カムイ」（神）として

の神格を付与されるだけでなく、「資源」としても重宝され、クマは、その肉や毛皮が、シマフ

クロウは、その尾羽が、矢の飾りとして本州への交易品となっていた。カワウソは、体格の大き

さという点からクマやシマフクロウと比較すると小さく、目立たない。また、食料等の「資源」

としてもクマやシマフクロウ程は、重宝されず、大規模な「送り」儀礼も行われない。しかし、

アイヌの人々は、カワウソという生物の生態を注視することで、頭の形状や体毛の色、水陸の移

動性等に興味を示し、その起源を民話等の口承文芸として表現した。こうした「伝統的生態学知
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識」としての口承文芸の成立には、対象となるカワウソという生物についての興味・関心と「観

察」がその基盤にあり、「類似性」の発見と身近な材料を用いて、その由来を説くという「ブリ

コラージュ」（器用仕事）的な方法が採られていた。そこで語られるカワウソは、その生態の由

来について解釈される生物としての側面と宗教的・象徴的な意味を付与された存在として表現さ

れており、アイヌの動物観におけるカワウソの重要性が、口承文芸を「伝統的生態学知識」とし

て検討する作業を通して浮かび上がったのではないだろうか。つまり、アイヌの口承文芸で語ら

れるカワウソは、「妖怪」のモデル 7） となる妖しい動物という性格は表出しないが、人間の関心

を集める生物として、その興味を引く体の構造の由来や「獺祭」の習性等が伝承中に織り込まれ、

かつ、水陸の移動に伴う「境界性」から「神の使者」等の役目を担う宗教的・象徴性を帯びたも

のとなっていたのである。

4 ．おわりに

　アイヌの口承文芸においてカワウソは、知里によってすでに指摘されているように、「国土創

生神」との関係等に窺えるように重要な意味を持つ「キーアニマル」としての性格を有していた。

本稿では、さらに知里の考察を発展させ、カワウソが登場する伝承に新たに着目し、その伝承中

でのカワウソのイメージについて論じた。そこでは、カワウソという生物の体色や頭部の形状の

由来が語られるだけでなく、「使者」としての性格を帯びて伝承中に登場するカワウソの姿が描

かれていた。また、このカワウソの「使者」の役割と関連して、カワウソが巫術と結び付いてお

り、その宗教的な位置付けも窺えた。現在では、「アイヌ文化」と関連する生物としてクマやシ

マフクロウが連想されやすいが、アイヌの伝承に目を向けるとカワウソという生物の重要性が見

出せ、アイヌの人々のカワウソについての「伝統的知識」が伝承の中に息づいていた。カワウソ

は、単に崇敬の対象とされるだけでなく、失敗もする一種の「トリックスター」としての性格を

帯びていた。このことは、カワウソの水陸を行き来する「境界性」が大きく作用しているように

思われ、カワウソについての伝承が多様に残されていることからも、かつてのアイヌ社会でのカ

ワウソに対する重要性が窺える。そこで語られていたカワウソや他の生物についての「知識」は、

「科学的な誤り」が多分に含まれているものの、アイヌの人々が、「観察」に基づき、身近な材料

を組み合わせて生み出した「知識」として意義をもっている。この理解の仕方は、対象を「観

察」するという点では、生物学と共通点は持つが、その説明については、生物学とは異なる視点

からの理解をしており、科学的な「正誤」といった判断基準ではなく、その独自性に着目する必

要があろう。現在、実際の生物としてのニホンカワウソは、絶滅したとされ、その姿を博物館の

剥製や写真、映像でしか見ることが出来ない。アイヌの口承文芸に残されたカワウソに関するイ

メージは、人間（アイヌ）が、カワウソをどう認識していたかという人獣交渉の歴史を語るもの

であった 8）。他にも人獣交渉については、英雄オキクルミが、釣り上げたサケを山の方に捨てる

と、ライチョウになったという伝承があり、サケという魚類からライチョウという鳥類が誕生し
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たと語られる。この二種の生物のあいだには、外見にも生息場所にも「類似点」は、見受けられ

ないが、サケの鰓肉が、ライチョウの肉の味に似ているという点で、両者のつながりが見出せる

というように語られる。他にも、シカとウサギが脚を交換して今の姿になったという動物同士の

接触やある動物から異なる動物が誕生したとする伝承等があり、アイヌの動物観における特異な

種間関係を表現している。今回は、アイヌの伝承中からカワウソを中心に、その「伝統的生態学

知識」の一端を考察した訳だが、今後、アイヌの動物観・自然観について口承文芸を素材にし、

特に、動物同士の接触―異なる種間の接触や関係性―を人間（アイヌ）がどう捉えていたかを考

察することを課題としたい。
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注

 1）  アイヌ以外でカワウソのイメージに焦点を絞り論じた研究としては、中国の志怪小説中からカワウ
ソ像を検討した高西成介の研究がある（高西　2010）。

 2）  アイヌ語のカワウソを意味する「エサマン」は、霊媒を意味する「シャマン」と関連するのではな
いかと知里は言及している（知里　1993）。

 3）  実際は、ミミズクは、昼間目が見えないのではなく、視細胞密度が、ヒトの約 100倍となっている
ので、日中の日光を感知しすぎて見えなくなっている（飯野　1993）。

 4）  カワウソが伝言を忘れることについて、「オイナ」（巫術）というアイヌ語が、「忘れる」という意
味ももち、憑依時の宗教的忘我から派生したこととの関係が指摘されており、巫術と密接なカワウソ
の位置付けが、この伝承に「掛け言葉」的に表現されているのかもしれない（知里　1993）。

 5）  カワウソ以外にも水陸を行き来する生物は、カエル等がいるが、カエルは、その主な生息域である
沼や湿地が、「あの世」（地獄）の入り口と捉えられていたことから忌避されていた（中川　1997）。
このように、単に水陸を行き来する性質があっても、生息域によって崇敬や忌避の対象となる等の相
違が見られる。ただ、「境界性」を帯びる点では、共通している。

 6）  「類似性」の発見に基づく「説明」は、板橋作美による俗信研究に詳しい（板橋　1998）。板橋は、
フーコーを引き、クルミが脳の病に効く薬として用いられたのは、クルミの殻の形状と脳の形状が
「類似」していることに因るとし、「類似性」に基づく「説明」の例としている。

 7）  仮の話として、かつては、奄美大島にもカワウソが生息しており、民話に登場するいたずら好きの
妖怪「ケンムン」のモデルになったのかもしれないと推測している（加藤　2010）。妖怪のモデルと
してのカワウソは、奄美大島だけでなく、日本の本州における河童の例等が知られている。

 8）  アイヌにおける人獣交渉を伝える口承文芸を「童話」化した作家に宇野浩二（1891－1961）がおり、
「アイヌ爺さんの話」（1921）では、クマに対する恩を忘れた男を登場させている。ここでは、狩猟採
集社会での「互酬性」（ギブアンドテイクの原則）を軽視したがゆえの罰が男に下されている。宇野
童話におけるアイヌの人獣交渉の様相については、別稿に譲ることにしたい。
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