
1　はじめに

本稿は、北海道博物館が平成28年4月から12月までに
登録を終えたアイヌ民具についてその概要を紹介するも
ので、対象となる資料は、ハマニンニク製容器2組であ
る。

2　資料収集の経緯

本資料は、平成2年3月に美瑛町郷土史研究会会員の
石川匡彦氏より寄贈され、資料審査会を経て、平成28
年12月6日付で登録された（1）。
石川氏によれば、御尊父、石川彦三郎氏（明治35

（1902）年生－昭和50（1975）年没）が昭和16年に根
室支庁に赴任した際に、千島アイヌが民芸品として製作
したものを譲り受けたもので、2点は煙草入れと菓子容
器と伝えられている。
石川彦三郎氏は、年譜（2）によれば昭和16年2月に根室
支庁教育課長・視学として赴任し、昭和18年10月には
日高支庁教育課長・視学に転任されている。当時、根室
支庁に属する色丹島には北千島アイヌの人びとが居住し
ていたことから、資料はこの間に根室管内で収集された
可能性が高い。

3　資料の特徴

（1）円形容器【収蔵番号181072】
身と蓋、台の3点の部品からなる（図１：1）。
蓋（図1：3）は直径19.0cm、高さ3.1cmで、身の口

縁部内側に組み合う。中心部から編まれ、編みの間隙に
よって装飾的な効果をなしている。頂部にはつまみとし
て、別作りの部品が綴じ付けられる（図1：6）。口縁部
の最外周では、内側に差し込みながら編む部分と、芯に
巻きつける部分を交互に配置することで、装飾的な効果
を生んでいる（図1：8）。
身（図1：4）は直径22．2cm、高さ3.8cmで、中心
部から編まれ、9周目からは編み目に間隙を設け、波状
と円形が繰り返され装飾的な効果をなしている。
台（図1：3）は直径21.2cm、高さ1.2cmで、中心部

から編まれ、16周目までを平坦に編み上げたのち、口
縁部をやや立ち上げて3周を編み上げる。蓋と同じく、
口縁部の最外周では、内側に差し込みながら編む部分と、
芯に巻きつける部分を交互に配置することで、装飾的な
効果を生んでいる。
いずれもハマニンニクの葉を細く割いたものを素材と
しており、その技法はコイリングである。

（2）角形容器【収蔵番号181071】
身と蓋の2点からなり、蓋は被せ蓋となる（図2：1）。
身は長辺10.2cm、短辺8.2cmの長方形で、高さは2.9cm。
底部の中心部から8周目までを平坦に編み上げたのちに、
体部として6周を編み上げる。編み始めに当たる中心部
の固定には木綿糸が使用されているが（図2：5）、外面
には縫い目などが露出しない（図2：6）。
蓋（図2：2）は長辺11.5cm、短辺8.9cmの長方形で、
高さは2.8cm。頂部の中心部から8周目までを平坦に編
み上げたのち、体部として6周を編み上げる。蓋の体部
下端にあたる長編には、2箇所の凹部が作り出されてい
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図1　平成28年度収蔵のハマニンニク製容器（1）
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図2　平成28年度収蔵のハマニンニク製容器（2）

大坂　拓　 千島アイヌ製作のハマニンニク製容器
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る（図2：4）。
蓋の凸部に対応する位置の身には、使用の際の擦れに
よると見られる破損が認められる（図2：8）。
いずれもハマニンニクの葉を細く割いたものを素材と
しており、その技法はコイリングである（図2：7）。

謝辞
本稿の執筆にあたって、寄贈者の石川匡彦氏より多大
なご教示、ご協力を賜った。末筆ながら記して感謝申し
上げます。

引用文献
信太成子 2015. テンキの妙．
（無記名）．石川彦三郎遺稿集 天を敬い人を愛で．（私家版）

 

Kuril Ainu’s Basket Woven with Leymus mollis

OSAKA Taku  

 

This article discusses the Leymus mollis Baskets 
collected by Nemuro Subprefectural Bureau in the 
1940s, which were donated to Hokkaido Museum in 
2016. The materials include two items: one is a 
candy box with a lid and saucer, and the other is 
a cigarette case with lid. 

These Leymus mollis Baskets are made with the 
same coiling method as tenki, which are Baskets of 
the same category known to be made by the Kuril 
Ainu. Also, according to the donor, their father had 

lived within the jurisdiction of Nemuro Subprefectural 
Bureau in the early 1940s, and confirmed his pur-
chase from Kuril Ainu who had also lived in the 
area. 

While there is limited data on the collection site 
and collection years of Ainu folk artifacts, these 
items are valuable as they contain both informa-
tion.
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