平原地域の先住民の子ども用モカシン〈カナダ文明博物館資料〉

五大湖周辺地域の先住民のカメを彫っ
たお守りもしくは小像〈カナダ文明博物
館資料〉
イヌイットのセイウチ牙製の雪めがね〈カナダ
文明博物館資料〉

カナダにはさまざまな先住民がいる。
彼らの人や自然への思いが、モノの
なかに文様や図像をとおして描き出
されている。九月一〇日から一二月
八日まで開催する特別展では、儀礼
の道具や生活用具、衣類、アート作
品によってカナダ先住民の多様で豊
かな文化を紹介する

きしがみ のぶひろ

岸上 伸啓
民博 先端人類科学研究部
カナダ・イヌイットを中心に北方先住民文化の研究
をはじめて二五年。現在は、アラスカのイヌピアッ
クの捕鯨文化を研究中。著書に『イヌイット』
（中公
新書）などがある。

カナダは、雄大な自然が残る美しい国
である。現在、総人口が三二〇〇万あま
りのカナダには約一一七万人の先住民が
住んでおり、彼らの存在は多様で異質な
文化によって構成されるカナダ国にひと

きわ目立つ彩を添えている。
今回の特別展では、カナダ先住民の多様で豊か
な文化を、地域や歴史をふまえて紹介することを目
的としている。さらに、私たちは、先住民がいかに
おうか
自然とかかわりながら、人生を謳歌してきたか
について、彼らが作りだしてきたモノやアー
トを通して表現したいと考えている。
特別展は、大別すれば二つの展示から構成
されている。一階展示場は、カナダ文明博
物館の国際巡回展「カナダの先住民族──
カナダ文明博物館の逸品」の展示で、歴史
的に形成されてきた多様なカナダ先住民の
文化を概観することで、その全体像を紹介
する。二階展示場では、
イヌイットと北西海
岸先住民に焦点を絞り、かれらが制作したユ
ニークな版画を中心に民博の資料を展示し、
自然と一体化する先住民の世
界観を紹介する。
また、写真やビデオを用いて
イヌイットと北西海岸先住民の
自然環境および社会を紹介した
り、動物から人間への「変身」
やワタリガラスの神話は最新の
ＣＧ 技術を駆使してアニメー
ションでご覧いただくなどの趣
向 を 凝 ら し て い る。 さ ら に、
ワークショップでは、モノづく
りも予定している。
本展示は、五感をとおしてカナ
ダ先住民の文化にふれる楽しい
展示となっている。一人でも多
くの方に、展示を体験してもら
いたいと願うしだいである。
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五大湖周辺地域の先住民イロコイのパイプ､
500~600年前のもの〈カナダ文明博物館資料〉
ビーズで飾られたイヌイット
の女性用上衣〈カナダ文明
博物館資料〉

北西海岸先住民の木箱〈カナダ文明博物館資料〉
トーテムポールの建立〈撮影・岸上伸啓、2006年〉

特別展

イヌイットのアザラシ皮製の浮き〈カ
ナダ文明博物館資料〉

北西海岸先住民の額飾り〈カナダ文明博物館資料〉

家紋が施されたハイダのマント  オールド･
マセット〈撮影・岸上伸啓、2006年〉
北西海岸先住民のワタリガラスが彫り込ま
れたシロイワヤギの角製のスプーン〈カナ
ダ文明博物館資料〉

岸上 伸啓

こばやし まさよし

小林 正佳
天理大学総合教育研究センター教授、民博 共同研究員
専門は宗教学、舞踊論。民俗の世界に根をもつ創造的営みに
関心をもっている。著書に『踊りと身体の回路』
、
『舞踊論の
視角』
、訳書に『北極で暮らした日々』
（ヒューストン）など。

アメリカのどこかの美術館で初めて目にす
るまで、
「イヌイットの版画」など聞いたこと
もなかった。木もない北極圏で版画なんて、と
らっかん
思ったのと、いかにも日本風な落款が印象的
だった。以来わたしは、イヌイットの版画に惹
かれてきた。
そ の 後、 イ ヌ イ ッ ト に 版 画 技 法 を 伝 え た
ジェームズ・ヒューストンの自伝を翻訳するな
どして、民俗の世界から新しい美術が生み出さ
れる経緯そのものに興味をもつようになった。
二〇代の若者と、隔絶して暮らす人びととの
出会い。歴史の転換点とはいつもこんなものな
のかもしれない。偶然を偶然の不思議に変えて
ゆく意志。突発を受け入れる勇気。
とくにわたしは、広く流布した出発点の物語
が好きだ。
ある晩、猟師のオシュイトゥックがタバコの
箱に描かれた同じ二つの顔を眺めていた。全部
の箱に同じ顔を描いていくなんて、恐ろしく退
屈な仕事に違いない！
ヒューストンは、知っている限りの言葉を動
員し、版画の仕組みを説明する。実際にやって

見せられる材料はないものか。辺りを見まわす
と、セイウチの牙の彫り物が眼にとまった。イ
ンクに指を浸し、牙
に塗り、ティッシュペー
パーを被せて上から
こす
軽く擦る。それから、
素早くそれをはぎ取
ると、牙に彫り込ま
れた絵柄の逆さの画
像が写っていた。
「これなら俺にもで
きる」
。猟師特有の
素早い判断でオシュ
イトゥックが言い、
こうして版画作りが
開始される。
いかにも記述は簡
潔だし、語られる出
来事もじつにあっさ
り展開する。それだ
けにこの物語には、聞く者を容易に納得させて
しまう、神話の力が具わっている。
確かに、イヌイットの版画を通常の意味での
伝統とよぶことはできない。しかしなお、わた
したちが感銘を覚えるのは、自分たちとは違う
とら
独自の眼が捉え、独自の心が描いた世界がそこ
にはあるからだ。しかも、巧みな構図、豊かな
色、時には鋭く時にはおおらかな線。そうした
表現を、石を彫り、細かな道具を作り続けてき
た確かな腕前が支えている。
しっかり身についた、長い時間のなかで練り
上げられたものだけが生み出す確固たる実在感。
その点が貴重だと思う。

おおむら けいいち

大阪大学大学院 言語文化研究科准教授、民博 共同研究員

大村 敬一
カナダ極北圏の先住民、イヌイットについて研究している。

今や、私たち日本人にとって、変身は珍し
いことではない。アニメーションの力もあって、
魚から人間への変身、人間からさまざまな動物
や超自然的存在への変身、変身する神々、巨大
ちんぷ
ロボットの変身など、変身は陳腐ですらある。
イヌイットと北西海岸先住民の美術を見てい
ると、こうした変身には、人類を共通に惹きつ
ける何かがあるような気がしてくる。私たちと
は環境も歴史も異なる彼らの美術にも、人間か
ら動物へ、動物から人間への変身、奇妙にねじ
曲げられ、さまざまに変形した動物の姿が、溢
れんばかりに描かれているからだ。
北西海岸先住民の美術の場合、動物は社会集
団の神話的な
歴史と権威を
示す象徴であ
り、その動物
の姿が、家屋
や箱、道具や
衣装、トーテ
ムポールにぴ
たりと一致す
るように描か

れる。しかも、それらがその動物そのものにな
るように、分解されて変形される。そうするこ
とで、単なる物質である生活用具に、社会集団
を神話的に象徴する動物のかたちを与えて生命
を吹き込み、日常生活の場と神話の場を融合す
るのである。
一方で、イヌイットの美術の場合には、変身
は世界の秩序と関わっている。人間は人間とし
て振る舞うからこそ人間であり、動物は動物と
して振る舞うから動物であって、その逆ではな
い。振る舞いのあり方によって、人間は動物に
もなってしまうし、動物は人間にもなってしま
う。世界の秩序は、それぞれの人間や動物の適
切な振る舞いしだいであり、それぞれが適切に
振る舞い損ねれば、脆くも崩れ去ってしまうだ
ろう。
しかし、これを逆に言えば、どんなに今は醜
く悪しき世界であっても、適切に振る舞うこと
によって、美しく善き世界が実現される可能性
があるということにもなる。イヌイットの美術
の変身には、世界の秩序の脆さへの不安ととも
に、その脆さ故に
開かれる希望が込
められているので
ある。
それでは、私た
ちの場合には、変
身とは何だろうか。
イヌイットと北西
海岸先住民の美術
は、そう私たちに
問い返してこない
だろうか。
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「人間のように振る舞うカリブー」オショーシ
アク・プッラット、1983年制作
「ワタリガラスの家」ロイ・ビッカーズ、1976年制作

オタワの国会議事堂からオタワ川を隔てた
向こう岸を見ると、奇妙な姿の建物が立ってい
る。それが、
オタワの観光名所のひとつであり、
年間一三〇万人近い来館者数を誇るカナダ文明
博物館である。同館の出発は一五〇年ほど前に
さかのぼる。これまでカナダ全土の先住民に関
する資料を収集しており、カナダ先住民資料の
世界最大の宝庫である。
今回の特別展では、カナダ文明博物館の国際
巡回展「カナダの先住民族──カナダ文明博物
館の逸品」を受け入れることになった。この巡
回展は、カナダ文明博物館が誇る先住民資料の
なかから選び抜かれた「お宝」といえる資料約

二〇〇点で構成されている。この展示の特徴は、
広大なカナダにおける歴史的にも地理的にも多
様な先住民文化を概観することを可
能にしている点である。
展示は、カナダ先住民の文化を文
化と生態系によって四つのコーナー
に分け、それぞれ代表的な資料を展
示している。
第一のコーナーは平原地域で、バ
イソン猟や馬の利用によって開花し
た平原地域の先住民の文化が、衣服
やモカシン（革靴）などのビーズ
ワークを中心に展示されている。
第二のコーナーは五大湖を中心と
した東部森林地域で、農耕民の世界
が、土器やパイプなどを中心に展示
されている。
第三のコーナーは、亜極北地域お
よび極北地域の厳しい環境に住む先
住民の世界がテーマであり、狩猟道
具や毛皮製の衣類などが展示されている。
最後の第四のコーナーは、海陸の資源にめぐ
まれた北西海岸地域で、精巧に作りあげられた
仮面や木箱などが展示されている。
この展示をみれば、カナダ内の異なる環境に
おいていかにユニークで多様な文化が形成され
てきたのか、それらが交易やヨーロッパ人との
接触によってどのように変容していったのかを
知ることができる。
このような展示は、日本では数十年に一度の
機会になる可能性が高い。
一点ずつじっくりと見
て、カナダ先住民の文化のすばらしさとユニー
クさを心ゆくまで味わっていただきたい。
ケープ・ドーセットの工房でリトグラフを制作中
〈撮影・ノーマン・ボラノ、2009年3月26日〉

カナダ文明博物館の展示館の全容〈撮影・岸上伸啓〉

さいとう れ い こ

齋藤 玲子
北海道立北方民族博物館主任学芸員、民博 共同研究員

い と う あつのり

伊藤 敦規
民博 外来研究員（日本学術振興会 特別研究員PD）、
民博 共同研究員

「ハイダのシロザケ」ビル・リード、1974年制作

た ぬ し まこと

田主 誠
版画家、民博 共同研究員
文化庁の学校への芸術者派遣による美術指導や全国の
ミュージアムでワークショップの講師を務める。
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ワ－クショップ「ヤマアラシの針のアクセサリ－
（クイル）づくり」制作見本〈11/15 開催〉



民博が開館した一九七七年に、私はカナダ
州立オンタリオ博物館のキュレーター課程修了
者から同博物館のワークショップ活動を知るこ
とができた。利用者が博物館で楽しく学ぶため
のテキストやワークシートの数々は美しく、わ
かりやすく、胸を躍らせるものであった。
あれからわが国では至るところにミュージア
ムが設立され、今ではどのミュージアムでも
ワークショップが試みられている。そもそも
「ワークショップ」とは、
「共同で何かを作りあ
げる場所」である。その魅力は、子どもも大人
も参加者が助け合いながら場所と時間を共有し、
完成に向けてモノを作りあげることであろう。

民博のワークショップでは、とくに生活に使
用されたモノの本質を見極め、民族固有の文化
を理解することが目標である。参加者ははさみ
やカッターナイフなどを駆使し、接着剤、絵の
具を使用して「切る」
、
「貼る」
、
「組み立てる」
、
「塗る」の作業を経てオリジナル作品を完成さ
せることができる。
本特別展のワークショップは、参加者がカナ
ダ先住民の暮らしの一端を楽しく学ぶために組
まれている。展示されている北西海岸先住民の
標本資料やシルクスクリーン版画作品からは動
物、人間の精錬されたフォルムやデザインを、
イヌイットの版画作品からは自然とともに生き
る動物や人間の姿に注視し、作品づくりに取り
入れて欲しい。
ワークショップのもうひとつ大切なことは、
作品完成後はみんなで品評会をおこない、作り
上げた感動を共有することにある。
なお、ワークショップは事前の申し込みを要
す る。 ま た 展
示 場 で は、 入
館者が自由に
「ぬりえ」
、
「パ
ズルあそび」
などを楽しめ
るスペースも
設けている。
2008年の北海道立北方民族博物館でのオオカミ仮面づくり

アイヌと北西海岸先住民をはじめ北方の先住民文化を研究。
工芸品や観光など、外部との接点に関心がある。

今回の特別展の隠れたテー
マに「驚き」と「楽しみ」が
ある。それらが意味するのは、
カナダ文明博物館が貸し出す
一級品のカナダ先住民資料を
間近で見られること、そして、
民博が収蔵するイヌイットと
北西海岸先住民が制作した版
画が一〇〇枚近く一堂に展示
されるという、極めて稀な機
会に巡り会えることである。
日本にいながらにして、カナ
ダ先住民が織りなすアート世
界の一端にふれられるという、
いわば、高校生以上の「大人」
向けの「驚き」と「楽しみ」
といえる。
同時に、小学生や中学生といった「子ども」
たちにも共有してもらえるような、五感にうっ
たえかける「驚き」と「楽しみ」も用意してい
る。たとえば、正面奥の二階へと上る階段の踊
り場では、最新のCG技術を駆使したアニメー
ションを連続放映する予定である。内容は、極

イヌイットの動物観（変身）のアニメ「ホッキョクグマの本当
の姿」より  CG画像提供：大阪電気通信大学デジタルアー
ト・アニメーション学科上田研究室（立体アニメーション研
究室）

ワ－クショップ「北
西海岸先住民の木
箱づくり」制作見本
〈10/25 開催〉

専 門 は 社 会 人 類 学。 米 国 南 西 部 先 住 民 が 制 作 す る モ ノ
（アート商品・博物館資料）と情報・知識の管理（先住民の
知的財産問題）の相関性について人類学的に研究している。

九月の北海道といえば、サ
ケ。これが活字になるころ、
筆者の住む網走でも秋サケ漁
が最盛期を迎えているだろう。
北太平洋沿岸のくらしを支え
て き た の は サ ケ で あ る、 と
言っていい。
北海道のアイヌと北アメリ
カの北西海岸先住民は、距離
的にずいぶん離れていると思
われる方もあるかもしれない
が、じつは共通点が多い。サ
ケ漁を中心とする生業のサイ
クルや、豊富な木材を利用し
た 住 居、 船、 衣 類、 容 器 と
いった物質文化、狩猟や漁撈
ぬし
を支配する「海の主」や「山（森）の主」とし
て畏れ敬われるシャチやクマの神話にいたるま
で、多々挙げることができる。
蛇足ながら、現代の日本では、水産、林産品
の多くをカナダやアラスカから輸入している。
この地域の海や山の資源と私たちの生活とは深
く関わっている。

北のイヌイットの動物観（人間への変身）や、
北西海岸のトーテムポール等に描かれる分割画
法の映像による解説である。
版画とモノの世界が展開されている二階では、
たとえばシャチといった動物の名前が画題に付
いている均整のとれた幾何学模様の版画作品を
目にするだろう。ただ、そのモチーフがシャチ
なのかは一般の人びとにはわかりづらい。
アニメーションは、タイトルの動物名と完成
作品の関連性、北の大地に暮らす動物たちに対
する文化的な捉え方を、親しみやすい映像を通
してわかりやすく解説する、いわば予習用の参
考書となる。
その他にも、二階の階段近くには、アニメー
ションと同様に特別展関連事業として日本の大
学機関等が特別に製作した、体験型のデジタル
コンテンツも設置する予定である。巨大なテレ
ビ画面を介して動物に変身することができる
「くまさんになろう」や、
「飛び出す絵本」と
いったアトラクションである。
「大人」が充
分に驚けるカ
ナダ先住民
アートの多様
性や個々の作
品のもつ存在
感 を、
「子ど
も」たちも一
緒に楽しめる
いくつかの仕
掛けとともに
ご覧いただき
たい。

神話に関しては、ワタリガラスも忘れること
ができない。ワタリガラスは、日本にいるハシ
ブトガラスよりもひとまわり以上大きく、オオ
ガラスともよばれる。北東アジアからアメリカ
大陸北部には、ワタリガラスにまつわる神話が
多く伝承されている。世界の秩序を乱す存在と
して、創造者でありながら破壊者でもあり、善
行もいたずら
もする
「トリッ
クスター」と
して登場する。
神話の時代、
それは動物と
人間が同じこ
とばを話して
いたころ、と
いうのが先住
民の世界観で
ある。
カムチャッ
カで亡くなっ
た写真家の星
野道夫氏は、ワタリガラスの神話を追って、ア
ラスカからシベリアに渡り撮影をはじめたとこ
ろだった。特別展関連事業では、その星野氏が
出演する「地球交響曲第三番」の上映会も予定
している。
特別展で見ていただきたいのは、古くからの
生活用具や現代の版画にあらわされた、動物や
植物と人との関係である。
「動物の人たち」の
物語に耳を傾け、それが北に暮らす人びとのな
かに今も受け継がれていることを、感じていた
だければ幸いである。
「太陽を放つワタリガラス」カルビン・ハント、1978年制作

