
上映会 感想集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 概 要 

島根県委託事業・みんなで学ぶ人権事業 

日時：2020年８月１日（土） 

   ①11:00∼12:30 ②13:30∼15:00 ③16:00∼17:30 

会場：松江市市⺠活動センター(STIC ビル) ５０４講義室 

参加費：５００円 介護者、２０歳未満無料 

後援：松江市、部落解放同盟島根県連合会、フォーラム平和・人権・環境 

しまね、朝日新聞松江総局、山陰中央新報社、島根日日新聞社、中国新聞

松江支社、毎日新聞松江支局、読売新聞松江支局 

主催：多文化共生 みっくすさらだ （問合せ）090-3638-5438 森 

 

 昨年（2019 年 4月）放映された、ＮＨＫ朝ドラ「なつぞら」は記憶に新しい

と思います。戦争孤児のなつ（広瀬すず）が北海道の牧場に引き取られ、開拓

精神あふれるたくましい大人たち（草刈正雄外）に囲まれて成⻑するというド

ラマでした。しかし、このドラマに「アイヌ」の存在は一切ありません。北海

道の開拓の歴史は「アイヌ」からの収奪の歴史です。開拓魂を賛美するために

「アイヌ」の歴史を隠しているように感じます。 

 

 くしくも放映と同時期、2019 年 4 月 19 日、国会はアイヌ⺠族を日本の先住

⺠と認めて支援を⾏う「アイヌ⺠族支援法」を制定した。政府が当時の政策の

誤りを正し、多様な文化を尊重する共生社会の実現を目指すのは当然ですが、

事あるごとに「負の歴史」を覆い隠す⾏為があとを絶ちません。 

 

 今回の上映会は、アイヌの歴史・現状を学ぶ事により、あらゆる少数⺠族へ

の理解も深めたいと思います。 

 



参 加 者 の 感 想 
 
■アイヌの暮らしが自然と共にあることに感銘を受けました。 
今年はコロナウイルスのこともあり、改めて大量生産・大量消費の潮風を見
直す機会になりました。 
もっとこうした良い日本の風習を学び直し、生活に活かすべきだと思いまし
た。 
また「違いを認める」ということが差別をなくす一歩と思いました。（松江市） 
 
 
■良かった。冬の生活をもう少し詳しく知りたかったです。（松江市） 
 
 
■和人の人々をうらんではないとおっしゃったことをむしろ感謝していると
おっしゃった事に感動しています。（米子市） 
 
 
■もうこれで 4 度目の鑑賞です。何度見ても新鮮です。ウポポイにも⾏くツ
アーに申し込んでいたのですが、コロナのためツアー自体が中止になってし
まいました。必ずいきたいです。アイヌ文化を周りに広めたいです。（鳥取県） 



■ずいぶん前から北海道の博物館や二風谷（にぶたに）とかにいってきたけ
どまだまだ知らないこと、学ぶことが多いと思いました。また樺太アイヌの
方も札幌郊外に移住をさせたりと他にもあったんだと参考になりました。ま
た国⽴アイヌ⺠族博物館にも⾏ってみたいと思いますが１２００円の価格設
定は何とも高過ぎると思っています。（松江市） 
 
 
■今までアイヌのことは、自分の中のうすい知識でとどまっていました。し
かしそれでアイヌのことをわかっているつもりでした。アイヌの人のことそ
してくらしのことが見えてきました。自然を敬い自然の恵みを大切にしてい
るアイヌ人たち、素敵な人たちだなと思いました。今日はとても貴重な機会
を提供していただきました。ありがとうございました。（松江市） 
 
 
■⺠族（⺠族の文化、アイデンティティ）とは何か、国家（政治的なまとま
り）における多数性の容認、共存はどうあるべきか、等この作品を見ながら
感じ、考えるところがありました。自⾝のルーツや⺠族への帰属意識は普段
さほど意識してなくても（意識していないことが既に自分が多数者の側にい
るということだと思ったのですが）自⾝を形成する根源にあり、一人ひとり
にとってたいせつものと再認識しました。 
 
 



■映画を見るのは 8 回目ですが、今回は前の席で字が全て読み取れて助かり
ました。アイヌの人たちの生活や思い、文化などいろんなことが更によくわ
かってすこし「近づく」ことができたと思っています。 
しかし、倭人の側にいる者として過去に侵略の限りを尽くしてきたことをき
ちんと総括し、自分たちのしてきたことを反省する営みから逃れるわけには
いきません。だからこの映画で「そうか、アイヌの人たちは差別を恨んでい
ないんだ」、「和人に感謝しているんだ」と終わってしまう可能性があるのは
危険だと思います。その意味でも今回のように資料をつけるのはもちろん、
解説を付けたり、当事者の別の視点からの思いを入れたりすることが必要と
思います。アイヌを先住⺠として認める営みを和人の側から提起していきた
いと念じています。「アイヌの人たちが頑張っている」で終わってはダメだと
思っています。（鳥取県） 
 
 
■「昔は差別があった。でもそれは事実として言うだけであって、恨み節で
言っているわけじゃない」和人から受けた差別はそうと厳しかっただろうが、
なかなかこのように言える人は少ないと思った。祝詞の言葉には、あらゆる
ものに宿る神への感謝がこめられていて神やまたその場に参加している人へ
の謙虚な気待ちが現れていると感じた。「遠慮」という言葉が沢山出てきたと
思った。自然とともに穏やかに生きてきた人たちの文化なのだとわかった。
（松江市） 



■文明の急速な変化が文明を消してきたのだと思います。様々な大切なもの
が、人々の努力がなければ伝わらない。伝える意志が大切でそれには、集団
（あつまり）が大切と思いました。地域の集まりにも意味をもって参加して
参ります。上映ありがとうございました。（安来市） 
 
 
■先日ウポポイがオープンしましたのでコロナ終息したら⾏ってみたいと思
います。40年程前白老（しらおい）を訪れた事があります。その折購入した
木彫り大切にしています。（松江市） 
 
 
■⺠族（⺠族文化、アイデンティ）とは何か、国家（政治的なまとまり）に
おける多様性の容認、共存はどうあるべきか等 
 
 
■アイヌ映画、ほのぼのとしてよかったですね。遺骨の問題などは言語道断
だと思いますが、先住権についてどこまで追求する（できる）のかが今後の
課題ではないでしょうか。 
沖縄でも韓国でも同様だと思いますが、一旦、帝国日本の侵略を受容する（あ
るいは自ら積極的に同化しようとする）と、（現実的には権力を握られてしま
っているのでそうせざるを得ないわけでしょうけど）アイヌ、沖縄・琉球、
韓国・朝鮮の⺠族性や文化や伝統を一度は捨ててしまうことになるわけで、
そこに疑問が生じる段階に至ると、侵略した側に対する反発と、自分たちの
受容の歴史に対する反発が二重化するので、人それぞれいろいろな屈折を抱
え込むことになると思います 
それを一定の共通認識にまとめるのが歴史認識の重要な役割ですが、そこの
ところがうまく⾏っていません。結局は、日本も、中国・韓国の圧倒的な先
進文化の中で自分たちの⺠族性を形成したこと、これが今となっては認めが
たい、恥だ、みたいな感じになって、二重化によって生じた屈折をうまく整
理しきれていないから、さらに中国・韓国の国際的な地位の上昇によってく
だらない自分たちのプライドに傷がついて、反中嫌韓みたいな愚⾏に走るの
でしょうね。（松江市） 
 
 
 



「アイヌ新法」の課題     20200801 三谷作成 

AddThis Sharing Buttons 

「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関す

る法律」（「アイヌ新法」２０１９年 4 月 19 日に可決成立） 

経緯と概要 

１８６９年（明治２年）、開拓使を設置、「蝦夷」の呼称を「北海道」に改名 

明治維新政府 「開明の民」政策 

１８７１年（明治 4 年）、アイヌを「平民」に編入・・・「臣民」化と生活の窮迫、同化政策 

アイヌ民族古来の風俗や風習を一方的に禁止・・・女子の入墨、男子の耳輪を禁止 

経済的基盤としての生業の制限・・・1871（明治 4）年西別川での流し網を禁止 

1874（明治 7）年豊平川とその支流での引き網・ウラ 

イ猟（アイヌの伝統的な漁業方法）を制限 

                   1876 年(明治９年)以降西別川では一漁場、猟一統に制 

限、仕掛弓や毒矢の使用を禁止、鹿猟を禁止 

土地の取り上げ、慣れない農業への強制転換など 

１８７８年（明治１１年）、日本人平民と区別するために、アイヌは「旧土人」と呼称 

公の呼称は、アイヌは「旧土人」と位置付けられる、 

1997 年（平成 9年）「北海道旧土人保護法」の廃止まで使用。 

１８９９年(明治３２年)「北海道旧土人保護法」制定・・・アイヌに同化を強制 

１９９７年(平成９年)「旧土人保護法」廃止 

１９９７年(平成９年)「アイヌ文化振興法」制定・・・アイヌ民族標記・アイヌ文化振興に特化 

２００７年(平成１９年)国連で「先住民族の権利宣言」が採択 

２００８年(平成２０年)国会で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」採択 

「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の設置。２００９年に報告書提出。 

内閣府「アイヌ政策推進会議」を発足 

２０１９年（令和１年)「アイヌ新法」成立 

２０２０年（令和２年)「民族共生象徴空間・ウポポイ」完成 

  「国立アイヌ民族博物館」「国立民族共生公園」「慰霊施設」 

（1）展示・調査研究機能（2）文化伝承・人材育成機能（3）体験交流機能（4）情報発信 

機能（5）公園機能（6）精神文化尊重機能 

 

 

 



法の内容と問題点 

先住民族としての権利保障はなし・・・初めてアイヌ民族を「先住民族」と明記するのみ。   

理由 政府は先住民族の定義が明確でないこと、諸外国で先住民族に対して行われてきた施策 

が日本の文脈に合わないことなど、先住民族の権利（集団的権利、自己決定権や土地に関 

する部分）を認めない。過去の北海道植民地政策に対する反省やその過程でアイヌ民族に 

強いた苦難に対する謝罪もない。 

周辺化―主流化の力学 

「周辺化された課題」・・・アイヌ政策が基本的には多くの国民にとってなじみがない 

「周辺化された課題」を「主流化」する際に政府が都合のよいように誘導「国民の理解」の 

促進を阻み誤誘導してきた日本政府・・・歴史認識や国民に対して先住民族の権利とは何か 

をまったく説明してない 

根底にあるアイヌ差別問題 

近代国家の負の遺産の清算、およびアイヌ民族の誇りを取り戻す積極的動き                                 

「アイヌ否定論」「アイヌ民族は先住民ではない」 

アイヌ民族の存在自体を否定するヘイトスピーチ・・・小林よしのり 

先住権の回復問題・・・土地・漁業権 

遺骨の返還問題・・・アイヌ墓地から収奪され大学や博物館などに保管されてきた遺骨 

  

 

 

 



<参考資料

アイヌ

アイヌ政策の概要

アイヌの人々

• アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独

自性を有する先住民族です。

• 平成 25

査対象者として把握しているアイヌの人々の人数は、

 

政府のアイヌ政策

• アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、地位の向上が図られる社会の実現を目指し、アイ

ヌ文化の振興やアイヌの伝統等の知識の普及・啓発、アイヌの人々の生活の向上を図るための

施策を推進しています。

参考資料> 

アイヌ法にもとずく施策

アイヌ政策の概要

アイヌの人々 

アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独

自性を有する先住民族です。

25 年に北海道が実施した

査対象者として把握しているアイヌの人々の人数は、

政府のアイヌ政策

アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、地位の向上が図られる社会の実現を目指し、アイ

ヌ文化の振興やアイヌの伝統等の知識の普及・啓発、アイヌの人々の生活の向上を図るための

施策を推進しています。

法にもとずく施策

アイヌ政策の概要

アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独

自性を有する先住民族です。

年に北海道が実施した

査対象者として把握しているアイヌの人々の人数は、

政府のアイヌ政策 

アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、地位の向上が図られる社会の実現を目指し、アイ

ヌ文化の振興やアイヌの伝統等の知識の普及・啓発、アイヌの人々の生活の向上を図るための

施策を推進しています。 

法にもとずく施策    

アイヌ政策の概要 

アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独

自性を有する先住民族です。 

年に北海道が実施した「北海道アイヌ生活実態調査」

査対象者として把握しているアイヌの人々の人数は、

アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、地位の向上が図られる社会の実現を目指し、アイ

ヌ文化の振興やアイヌの伝統等の知識の普及・啓発、アイヌの人々の生活の向上を図るための

    

アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独

「北海道アイヌ生活実態調査」

査対象者として把握しているアイヌの人々の人数は、

アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、地位の向上が図られる社会の実現を目指し、アイ

ヌ文化の振興やアイヌの伝統等の知識の普及・啓発、アイヌの人々の生活の向上を図るための

    内閣官房アイヌ総合政策室

アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独

「北海道アイヌ生活実態調査」によると、北海道内の市町村が調

査対象者として把握しているアイヌの人々の人数は、16,786 人です。

アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、地位の向上が図られる社会の実現を目指し、アイ

ヌ文化の振興やアイヌの伝統等の知識の普及・啓発、アイヌの人々の生活の向上を図るための

内閣官房アイヌ総合政策室

アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独

によると、北海道内の市町村が調

人です。 

アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、地位の向上が図られる社会の実現を目指し、アイ

ヌ文化の振興やアイヌの伝統等の知識の普及・啓発、アイヌの人々の生活の向上を図るための

内閣官房アイヌ総合政策室

アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独

によると、北海道内の市町村が調

アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、地位の向上が図られる社会の実現を目指し、アイ

ヌ文化の振興やアイヌの伝統等の知識の普及・啓発、アイヌの人々の生活の向上を図るための

内閣官房アイヌ総合政策室 

アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独

によると、北海道内の市町村が調

アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、地位の向上が図られる社会の実現を目指し、アイ

ヌ文化の振興やアイヌの伝統等の知識の普及・啓発、アイヌの人々の生活の向上を図るための

 

によると、北海道内の市町村が調



 

アイヌ文化の振興と普及啓発 

• 平成8年4月の「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」の提言を受け、平成9年7月に「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」（アイヌ文

化振興法）が施行されました。 

• 国土交通省及び文部科学省では、指定法人である （財）アイヌ文化振興・研究推進機構 の事業

を支援し、アイヌ文化の振興等の施策を推進しています。 

主な事業 

アイヌに関する総合的かつ実践的な研究の推進 

• アイヌの社会や文化に関する研究・出版物の作成に対する助成 

アイヌ語の振興 

• アイヌ語指導者の育成、アイヌ語教材の作成 

• アイヌ語講座、弁論大会 等 

アイヌ文化の振興 

• テーマ毎のマニュアル等の作成、実践講座、口承文芸の視聴覚資料の作成 

• 文化交流活動等の助成、学校・文化団体等への文化活動アドバイザーの派遣 

• 伝統工芸作品の復元・展示会開催の助成、工芸作品コンテスト 

• 文化フェスティバルの開催、アイヌ文化賞 等 

アイヌの伝統等に関する普及啓発 

• リーフレット、ポスター、ホームページ等による広報情報発信 

• 小中学生向け副読本の作成・配布 

• 幼児向け絵本の作成・配布 

• セミナー・講演会の開催 等 

アイヌの伝統的生活空間（イオル）の再生 

• アイヌ文化活動の拠点となる空間の形成、伝承活動等に必要な自然素材の栽培 

• 一般の方々を対象としたアイヌ文化の体験活動 

 

アイヌの人々の生活向上 

• 北海道では、昭和 49 年度以降、「北海道ウタリ福祉対策」や「アイヌの人たちの生活向上に関す

る推進方策」を実施し、アイヌの人々の社会的・経済的地位の向上を図るための施策を推進して

います。 



• 国は、この対策の円滑な推進のため、北海道が実施する「生活の安定」、「教育の充実」、「雇用

の安定」、「産業の振興」などの施策を支援しています。 

 

主な事業 

修学の支援 

• 高校生、大学生等に対する奨学金等 

雇用・生活の安定 

• 職業相談等の就職支援 

• 生活館の整備・運営に対する補助 等 

農林漁業の振興 

• 農林漁業の経営近代化施設の整備等に対する補助 

中小企業の産業振興 

• 民芸品展示会の開催・研修会開催等に対する補助 

住宅環境の改善 

• 住宅の新築資金等の貸付事業に対する支援 

 

近年のアイヌ政策の経緯 

• 平成 07 年 03 月 

• 「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」設置 

• 平成 08 年 04 月 

• 「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」が官房長官に報告書提出 

• 平成 09 年 05 月 

• アイヌ文化振興法制定（同年 7 月施行） 

• 平成 09 年 11 月 

• アイヌ文化振興法の指定法人として（財）アイヌ文化振興・研究推進機構を指定 

• 平成 19 年 09 月 

• 国連総会において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」採択 

• 平成 20 年 06 月 

• 衆参両院において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」採択 

• 平成 20 年 07 月 

• 「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」設置 

• 平成 21 年 07 月 

• 「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」が官房長官に報告書提出 

• 平成 21 年 12 月 

• 「アイヌ政策推進会議」（座長：官房長官）発足 



• 平成 22 年 03 月 

• 「民族共生の象徴となる空間」「北海道外アイヌの生活実態調査」両作業部会設置 

• 平成 23 年 06 月 

• 両作業部会から報告書提出 

• 平成 23 年 08 月 

• 政策推進作業部会設置 

• 平成 26 年 06 月 

• 『アイヌ文化の復興等を促進するための「民族共生の象徴となる空間」の整備及び管理運営に関

する基本方針について』 閣議決定 

• 平成 29 年 06 月 

• 『アイヌ文化の復興等を促進するための「民族共生の象徴となる空間」の整備及び管理運営に関

する基本方針について』の一部変更 閣議決定 

• 平成 31 年 02 月 

• 「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案」閣議決定 

• 令和元年 05 月 

• 「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行期日を

定める政令」 

「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令」 

• 令和元年 09 月 

• 「アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針」 
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映画「Ainu | ひと」上映会 資料 

2020/08/01 

■[旧]北海道旧土人保護法 １８９９年（明治３３年）公布 

⽇本国⺠への同化が目的 

 これは、アイヌの人たちを⽇本国⺠に同化させることを目的に、土地を付与して農業

を奨励することをはじめ、医療、生活扶助、教育などの「保護対策」をおこなった。 

 しかし、和人の移住者に大量の土地を配分したあとで、新たに付与する良好な土地は

少なく、付与された土地もその多くは、開墾できずに没収されたり、戦後の農地改革で

は他人に貸していた土地が強制買収された。 

この法律により  １．アイヌの土地の没収 ２．収入源である漁業・狩猟の禁止 ３．

アイヌ固有の習慣風習の禁止 ４．⽇本語使用の義務 ５．⽇本風氏名への改名による

戸籍への編入 が徹底された。 

 

■二風谷（にぶたに）ダム裁判 １９９７年（平成 9 年）３月 

札幌地方裁判所で結審した裁判。ダム建設の取消しなどを求めた原告側の訴えをいずれ

も棄却したが、アイヌ⺠族を国の機関としては初めて先住⺠族として認め、その「文化享

有権」を認定した。 

 

■（通称）アイヌ文化振興法 １９９７年（平成 9 年）5 月公布 

（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） 

アイヌ文化振興に特化しただけの内容で、⺠族の権利を認めなかった。 

ウタリ協会が 84 年に定めた「アイヌ新法」案は、独自の文化を持つ⺠族集団に同化政策

を強いてきた歴史と責任を政府に認めさせ、その補償として先住権を主張する。具体的に

は (1)基本的人権 (2)⺠族議席 (3)教育・文化振興 (4)産業経済の安定 (5)⺠族自⽴化基⾦ 

(6)⺠族政策の審議機関--が柱であった。 

 

■（通称）アイヌ新法 

（アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律） 

２０１９年（平成 31 年）4月公布 

法律として初めてアイヌ⺠族を「先住⺠族」と明記するものの、過去の北海道植⺠地政策

に対する反省やその過程でアイヌ⺠族に強いた苦難に対する謝罪の⾔葉もない。ほとんど

旧アイヌ文化振興法と同じ箱物行政。 
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■アイヌ人骨盗掘事件 

1939 年（昭和 14年）から 1956 年（昭和 31 年）にかけ、北海道大学（北海道帝国大学）

は北海道・千島・樺太の各地より研究の名目で 1004 体のアイヌの遺骨を収集（盗掘）し、

時には遺族に無断でアイヌ⺠衆を警察により排除しての発掘が行われていたこともあった。 

 

北海道大学だけではなく、遺骨を保管している大学の数は１２大学である。１８７８年

から１９４４年までの期間に８３０体（約５３％）が収集され、戦後においては、１９４

７年から２０１４年までの期間に６２２体（約４０％）が収集された。また、大学が保管

に至った時期が不明の遺骨が１２２体（約８％）ある。 

 

北海道大学 ９４２体、札幌医科大学２６４体、東京大学 ２０１体、京都大学 ８７体 

京都大学 ８７体、大阪大学 ３２体、東北大学 ２０体、新潟大学 １６体 

東京医科⻭科大学 ９体、大阪市⽴大学 １体、南山大学 １体、岡山理科大学 １体 

計 １２大学計 １,５７４体 

 

多くの論文は、⽇本人以外の体格的な特徴や文化的風習を挙げて、⽇本人の優秀さを裏

づける根拠とした。こうした研究が戦前の植⺠地主義的な国策を支える役割を果たしたこ

とを、複数の研究者が批判している 

 

遺骨の収集には多くの研究者が関わり、アイヌと琉球だけでなく全国各地の⽇本人や朝

鮮人、中国人、台湾先住⺠、東南アジアの先住⺠なども研究の対象とされた。 
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アイヌ⺠族の歴史（概要） 
 

１２世紀  アイヌ文化形成の主な⺟体となったといわれる擦文(さつもん）文化（北海道

及び東北地方にわたって分布）が、１２世紀半ばに変容し、土器文化の擦文

文化は交易経済の発展による鉄製品や漆器などの移入により、土器に代わる

容器を用いた文化内容と儀礼様式を持つ文化が１２世紀末頃までに生まれた。

この文化は、アイヌ文化の構成要素と重複し、この時期にはアイヌ文様も出

現している。 

１４５７  コシャマインの戦い。彼に率いられたアイヌ軍は、モベツと花沢の２館を残

した他のすべての館を攻略する。ムカワからヨイチの和人の多くが殺害され、

コシャマイン父子らも殺された。 

１５９３  蠣崎慶広（かきざき よしひろ）（後に松前と改称）は、豊臣秀吉から朱印状

を与えられ、蝦夷島の支配権を公認される。 

１６０４  松前慶広、家康から⿊印の制書を受ける。松前藩成⽴。蝦夷島⼀円における

アイヌとの交易の独占権を得る。 

１６６９  シャクシャインの戦い。松前藩のとった商場知行制によって自由な経済活動

の場がせばめられてきたために、アイヌは自⽴的経済力を回復しようとして

藩支配に対して抵抗闘争を起こした。 

１７８９  クナシリ・メナシ地方のアイヌ蜂起。この地の請負商人、飛騨屋久兵衛の横

暴な収奪に起因するといわれる。蜂起の中心になったアイヌ３７名、根室半

島のノッカマップで処刑される。蜂起を鎮圧した松前藩は城下において、処

刑されたアイヌの⾸桶をもったアイヌの⾸⻑らを伴い、華やかな凱旋行進を

する。蝦夷地渡海の特別許可の触れをだし、津軽・下北の⺠衆にも行進の⾒

物を誘う。 

１８５４  幕府、箱館を松前藩より収め、箱館奉行を設置。⽇露和親条約締結と初の国

境設定。ロシアとの領土交渉の主張を「アイヌは蝦夷人のことにて、蝦夷は

⽇本所属の人⺠なれば、アイヌ居り候ところは即ち⽇本所領に候」などとし

た（『大⽇本古文書 幕末外国関係文書之三』）。これ以後サハリン(樺太)は⽇

露の雑居地と定められ、アイヌはもとより島の先住⺠は両国家の利害に翻弄

されることになる。 

 

１８６９ M2 開拓使設置。８月、蝦夷地を改め、北海道と称す。９月、開拓使は場所請

負制度の廃止を布告。 

１８７１ M4  ４月、戸籍法公布、アイヌを平⺠に編入。１０月、アイヌに対する農具な

どの付与、入墨などのアイヌ伝統の習俗を禁止、⽇本語の習得を定める。 

１８７６ M9 ７月、開拓使、アイヌに対する「創氏改名」を布達。 

１８７８ M11 １１月、開拓使、アイヌの呼称を「旧土人」に統⼀。 

１８９９ M32 ３月、「北海道旧土人保護法」公布。 
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１９４６ S21 ２月、北海道アイヌ協会設⽴（静内）。 

１９６１ S36 ４月、組織名を北海道ウタリ協会に改称（会員勧誘、入会時の心理的抵抗

軽減の理由から ）。 

１９７０ S45 ６月、全道市⻑会、「北海道旧土人保護法」廃止を決議。 

１９８２ S57 ５月、総会で北方領土の先住権主張の留保を正式に表明。「北海道旧土人保

護法」廃止と新しい法律制定を総会決議。−６月、北海道大学医学部のア

イヌ遺骨の返還を求める。 

１９８４ S59 ５月、ウタリ協会総会において、「アイヌ⺠族に関する法律（案）」を採択。

７月、知事、道議会議⻑に対し、アイヌ新法の制定を要請、同時に各政党、

市⻑会、町村会、市議会議⻑会、町村議⻑会、各市町村⻑に要請。 

 

１９９３ H5 １２月、国連は、1994 年 12 月 10 ⽇から「先住⺠の国際１０年」の開始

を決議。 

１９９４ H6 ８月、萱野茂氏が参議院比例代表繰上当選によりアイヌ⺠族初の国会議員誕

生。−１２月、「世界の先住⺠の国際⼗年」開幕。−１２月、国連は、「国際

先住⺠の１０年」の間、毎年８月９⽇を「国際先住⺠の⽇」として祝うこと

を決議。 

１９９７ H9 ３月、札幌地方裁判所「二風谷ダム裁判」結審。国際人権規約Ｂ規約第 27 条

に規定される先住⺠族であるとし、その「文化享有権」を認定した。−５月、

「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」（通称）アイヌ文化振興法公布、7 月施行（北海道旧土人保護法は

同時に廃止された）。 

２００４ H16 １２月、国連総会は、2005 年 1 月 1 ⽇からの第 2 次「世界の先住⺠の

国際１０年」を採択。 

２００７ H19 ９月、国連総会において「先住⺠族の権利に関する国際連合宣⾔」採択。

⽇本政府は賛成票を投じた。賛成 144、反対４、棄権 11、欠席 33。 

２００８ H20 ６月、衆参両議院において「アイヌ⺠族を先住⺠族とすることを求める決

議」が全会⼀致で採択される。 

２００９ H21 ４月、北海道アイヌ協会に名称変更。 

２０１２ H24 北海道浦河出⾝のアイヌ⺠族 3 人が北海道大学を相手取り遺骨の返還訴訟。 

       ２０１６年和解。白老（しらおい）町に整備される⺠族共生象徴空間（ウ

ポポイ）の「慰霊施設」に集約予定。 

２０１９ H31 4 月アイヌ新法 公布 

 

 

 

 

 

 


