
1はじめに
ファイナンスの読者の皆さま、「アイヌ」について
どの程度ご存じでしょうか。近年、野田サトルさんの
漫画「ゴールデンカムイ」が累計1,200万部を突破す
るなど若い方々を中心に人気となり、また、今年に入
り、川越宗一さんの歴史小説「熱源」が直木賞を受賞
するなど、様々な角度からアイヌに関心が高まってき
ています。
政府のアイヌ政策については、昨年（平成31年）4
月に「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」（平成31年法律第
16号。以下「アイヌ施策推進法」という。）が新法と
して成立し、本年はアイヌ文化の復興・発展のナショ
ナルセンターとして「ウポポイ（民族共生象徴空間）」
が北海道白老町に開業するなど、歴史的にみても大き
な新しい局面を迎えています。
本稿では、こうした近年のアイヌ政策について説明
するとともに、ウポポイの概要とその魅力についてご
紹介したいと思います。

2アイヌの人々について
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。（この点については、今般のアイヌ
施策推進法において、「日本列島北部周辺、とりわけ
北海道の先住民族であるアイヌの人々」と法律上も明
記されたところです。）
北海道庁が実施した「北海道アイヌ生活実態調査」

（平成29年）によれば、道内の市町村が把握できたア
イヌの人々の数は13,118名となっています。これは
調査に協力したアイヌの人々の数であり、実際のアイ
ヌの人々の数はこれよりも多いものと考えられます。
また、人数は把握できていませんが、関東をはじめと

する道外へと生活基盤を移したアイヌの人々も多いと
言われています。

（１）ことば
アイヌの人々は、独自の言語であるアイヌ語を使用
してきました。アイヌ語は文字を持たず、口承されて
きた言語です。アイヌ語を話すことができる人の数は
減少を続けており、平成21年には、国連教育科学文
化機関（ユネスコ）において消滅危機言語として「極
めて深刻」として登録されています。
他方、北海道の地名の多くはアイヌ語に由来してお

り、例えば「札幌」は、アイヌ語で「乾いた大きな川」
を意味する「サッ・ポロ・ペッ」に由来すると言われ
ています。また動物の「トナカイ」や魚の「シシャ
モ」もアイヌ語であり、私たちの身近でもアイヌ語由
来のことばが使われていることが分かります。

（２）信仰
アイヌの人々は、自然や動物、植物、道具など、人
間を取り巻く全ての事物に魂が宿ると考えました。中
でも、とりわけ人間に多くの恵みをもたらすものや、
人間がかなわないような強大な力を持つものをカムイ
（神）として敬いました。例えばアペフチカムイと呼
ばれる火の神は、家の中のいろりに住まう、もっとも
身近なカムイです。

（３）住まい
アイヌの人々は、食べ物や飲み物が得やすく、災害
を避けることができる川や海に沿う場所を選び、数軒
から数十軒の家（チセ）が立ち並ぶコタンと呼ばれる
集落を形成していました。当時のアイヌの人々は、村
おさを中心に、コタンの周りの山や川、海での狩りや
漁、農耕、植物採集等によって生活を営んでいまし
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た。また、日本の他地域の人々やシベリア地方など北
方の人々と広く交易を行っていました。

（４）衣服
アイヌの人々が身にまとう衣服には、普段着と特別
な儀式のときの晴れ着があります。オヒョウニレ等の

樹木の内皮で織ったアイヌの伝統的な衣服、他の民族
との交流・交易で手に入れた木綿や絹等の布で作られ
た衣服など様々な種類があります。衣服を含め、アイ
ヌの人々が身につけるものには、刺繍や継ぎ布などに
より独特のアイヌ文様が施されています。

（５）アイヌの人々の現在
明治以降、アイヌ文化は衰退を続けましたが、その
中で、現在ではほとんどのアイヌの人々は、衣食住な
どの日常生活においてほかの多くの日本人とほぼ変わ
らない様式で生活しています。その一方で、昭和50
年代頃から、アイヌの人々の中で伝統的な儀礼などを
復興する機運が高まり、各地で伝統的な儀式やアイヌ
語学習が行われるようになりました。さらに平成9年
の「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」（平成9年法律第
52号。以下「アイヌ文化振興法」という。）の制定を
契機に、アイヌの人々の文化伝承・保存活動は一層の
広がりを見せています。

北海道におけるアイヌの人々の数

アイヌ文様の施された衣服
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3アイヌ政策について
（１）近年のアイヌ政策の経緯
政府は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの
伝統及びアイヌ文化を継承する基盤が失われつつある
状況を踏まえ、平成9年に制定されたアイヌ文化振興
法に基づき、アイヌ文化の振興等を図るための施策を
進めてきました。また、これに加え、北海道庁を中心
として、アイヌの人々の生活向上に関する施策が実施
されてきました。
一方で、平成19年には国連総会において「先住民
族の権利に関する国際連合宣言」が採択されるなど、
先住民族への配慮を求める国際的な要請が高まり、平
成20年には衆参両院の本会議において「アイヌ民族
を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で採
択されました。これを受け、政府は、アイヌの人々が
先住民族であるとの認識の下に、これまでのアイヌ政
策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組む旨の
内閣官房長官談話を発表しました。
この談話に基づき、同年7月に内閣官房長官の私的
懇談会として「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇
談会」が設置され、平成21年7月、同懇談会は、ア
イヌの人々が先住民族であるとの認識に基づいてアイ
ヌ政策を展開していくべきであることなどを提言する
報告書を取りまとめました。
また、平成22年からは、内閣官房長官を座長とす
るアイヌ政策推進会議が開催され、アイヌ政策に関す
る検討が進められました。平成26年6月には、「アイ
ヌ文化の復興等を促進するための民族共生象徴空間の
整備及び管理運営に関する基本方針について」が閣議
決定され、政府においては、北海道白老郡白老町にア
イヌ文化の復興等に関するナショナルセンターとし
て、「民族共生象徴空間」の整備を進めてきたところ
であり、令和2年4月に予定された一般公開に向けた
措置が必要となっていました。
こうした中、アイヌの人々からは、自立的・安定的
なアイヌ文化の振興を可能とするための環境の整備を
求める声が上がっており、そうした環境整備のために
は、従来の文化振興や福祉政策に加え、地域振興、産
業振興、観光振興を含めた施策を総合的かつ継続的に
実施していくことが必要とされていました。
上記のような背景の下、平成31年2月、アイヌ施

策推進法案が国会に提出され、4月19日に成立し、5
月24日に施行されました。なお、これに伴い、アイ
ヌ文化振興法は廃止されています。

（２）アイヌ施策推進法
ア　総論
アイヌ施策推進法は、アイヌの人々について、「日
本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族」との認
識を示した上で、アイヌの人々が民族としての誇りを
持って生活することができ、及びその誇りが尊重され
る社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格
と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資す
ることを目的としています。
このため、従来の文化振興や福祉政策に加え、地域
振興、産業振興、観光振興を含めた幅広い施策を総合
的に実施することとしています。
また、アイヌの人々に対して、アイヌであることを
理由として、差別することその他の権利利益を侵害す
る行為をしてはならないことを規定しています。その
ため、教育活動等を通じてアイヌの歴史や文化の魅力
について国民の理解を深めることとしています。

イ　基本方針
政府は、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（基本方針）を定めることとされ、
次の一から五に掲げる事項を定めるものとされています。
一　アイヌ施策の意義及び目標に関する事項
二　政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針
三　�民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本
的な事項

四　地域計画の認定に関する基本的な事項
五　その他アイヌ施策の推進のために必要な事項

近年のアイヌ政策年表
平成 9年 アイヌ文化振興法制定（北海道旧土人保護法（明治32

年制定）廃止）
平成19年 9月 「先住民族の権利に関する国連宣言」　※法的拘束力なし
平成20年 6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」を全会一致で採択
同日 内閣官房長官談話（「アイヌの人々が先住民族であると

の認識」及び「有識者懇談会の設置」）
平成21年 7月 「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」がアイヌ

文化復興のための「象徴空間の整備」を提言 
※法制定についての検討も求める

平成26年 6月 「象徴空間の整備・管理運営に関する基本方針」を閣議
決定

平成31年 4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」の成立（5月施行）
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この規定に基づき、令和元年9月6日に基本方針が
閣議決定されています。

ウ　地域計画・交付金
アイヌ施策を推進する上では、地域の創意工夫を生
かし、かつ、きめ細かいニーズに応じた取組を全国的
に促進することが必要です。そこでアイヌ施策推進法
は、市町村（特別区を含む。以下同じ）を施策の中心
的な実施主体と位置づけ、計画を策定した市町村に対
する各種の支援措置を規定しています。市町村におい
ては、基本方針に基づき、各地のアイヌ施策を推進す
るための地域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申
請することができます。
認定を受けると、新たに創設されたアイヌ政策推進
交付金による支援などを受けることができるようにな
り、アイヌ文化の振興に関する事業のほか、観光プロ
モーション、ブランド化推進などの地域・産業振興事
業、アイヌの人々と地域住民との交流の場の整備や高
齢者のコミュニティ活動への支援、人材育成のための
子どもの学習支援などのコミュニティ活動支援事業に
対し、国から市町村への支援が行われています。
（参考）アイヌ政策推進交付金の予算額（内閣府所管）

令和元年度　10億円
令和2年度　20億円

また、アイヌの人々の要望を踏まえ、国有林野にお
ける林産物の採取や内水面におけるさけの採捕への配

慮、地域団体商標の商標登録出願手数料の減免につい
て法律上の特例措置を設けています。

エ　アイヌ政策推進本部
アイヌ政策は幅広い省庁の所掌に係るため、各種の
施策を政府一体となって総合的かつ効果的に推進する
必要があることから、内閣官房長官を本部長とし、関
係大臣で構成する「アイヌ政策推進本部」を内閣に設
置しています。令和元年7月29日には、アイヌ政策
推進本部の第1回会合が開催されています。

オ　民族共生象徴空間（ウポポイ）
民族共生象徴空間構成施設の管理業務等を指定法人

に委託することとしています。令和元年5月24日には、
国土交通大臣及び文部科学大臣により、公益財団法人
アイヌ民族文化財団が指定法人に指定されています。

4民族共生象徴空間（ウポポイ）について
（１）ウポポイとは
ウポポイは、アイヌ文化復興等の拠点として北海道
白老郡白老町のポロト湖畔に整備が進められてきたナ
ショナルセンターです。アイヌの歴史、文化等に関す
る展示及び調査研究並びにアイヌ文化の伝承、そのた
めの人材育成、体験交流、情報発信及び豊かな自然を
活用した憩いの場の提供その他の取組を通じてアイヌ

総合的なアイヌ政策の推進
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文化の復興に関する我が国における中核的な役割を担
うものとされています。内閣官房の総合調整のもと、
国土交通省、文化庁及び運営主体となるアイヌ民族文
化財団が連携して施設整備及び開業に向けた準備を進
めてきました。
民族共生象徴空間の愛称については、平成30年に
行われた一般投票の結果、アイヌ語で「（おおぜいで）
歌うこと」を意味する「ウポポイ」が採用されました。
そしてウポポイは、本年、開業することになりました。

※ 　当初は本年4月24日に開業することを予定して準備を進めてき
ましたが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、6月1日
現在、開業は延期されています。

（２）構成施設
ウポポイは、「中核区域」及び「慰霊施設」の2つ
のエリアに分かれています。
中核区域は「国立アイヌ民族博物館」、「国立民族共
生公園」で構成されています。
また慰霊施設は、中核区域の東側に位置する高台に
整備されています。先住民族にその遺骨を返還するこ
とが世界的な潮流となっていることも踏まえ、過去に

発掘及び収集され、全国各地の大学において保管され
てきたアイヌの人々の遺骨等が、関係者の理解及び協
力の下でアイヌの人々への遺骨等の返還が進められて
いるところです。このうち直ちに返還できない遺骨等
をこの慰霊施設に集約し、アイヌの人々による尊厳あ
る慰霊の実現を図るとともに、アイヌの人々による受
入体制が整うまでの間の適切な管理を行うこととされ
ています。

ア　国立アイヌ民族博物館
国立アイヌ民族博物館は、北日本初の国立博物館で
あると同時に、先住民族アイヌを主題とした日本初の
国立博物館でもあります。
国立アイヌ民族博物館の特色は、アイヌの視点で語
る「6つのテーマ展示」です。基本展示室では、「私
たちのことば」、「私たちの歴史」、「私たちの仕事」、
「私たちの交流」、「私たちのくらし」、「私たちの世界」
のテーマごとに、現代に息づく多様なアイヌ文化とそ
れに関わる人々を多角的な視点から紹介します。特別
展示室では、アイヌ文化、先住民族文化についての特

交付金事業の例（北海道平取町） 交付金事業の例（三重県松阪市）

ウポポイ中核区域全景（イメージ） 慰霊施設外観
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別展を一定期間おきに開催します。また、1階にある
約100席のシアターでは、アイヌ文化を多様な視点か
ら紹介する映像を高精細・大画面でご覧頂けます。
なお、館内の解説パネルや表示、音声ガイドは、ア
イヌ語をはじめ日本語、英語、中国語、韓国語等最大
8言語に対応しており、中でもアイヌ語を第一言語と
して最初に表示しています。

イ　国立民族共生公園
国立民族共生公園は、最大約530人を収容できる体
験交流ホール、体験学習館、工房や、チセ群を再現し
た伝統的コタンなどで構成され、多彩な体験プログラ
ムを通じてアイヌ文化を学ぶことができるフィールド
ミュージアムです。
体験交流ホールでは、ユネスコの無形文化遺産に登
録されているアイヌ古式舞踊や、ムックリ（口琴）、
トンコリ（五弦琴）の演奏などのアイヌの伝統芸能
を、最新の映像技術を駆使した美しい映像を取り入れ
た演出により上演しています。

体験学習館では、アイヌの暮らしの知恵と自然の恵
みが詰まった食文化の体験をすることができます。ま
たアイヌの伝統楽器を実際に手に取っての演奏体験、
小さなお子様が遊びながらアイヌ文化に触れることが
できるキッズプログラムも用意しています。
工房では、木彫や刺繍、織物などの製作体験や、工
芸製作実演などを楽しむことができます。
伝統的コタンでは、季節ごとに行われる様々な伝統
的な儀礼を見学していただけます。また、いろりを囲
んで来演者と交流を行う歓迎の儀礼のほか、民族衣装
の着用体験、生業用具の制作体験、アイヌ語プログラ
ムなどに参加していただくこともできます。
また、ウポポイでは、10月までの土日祝日及び夏
休み期間の毎日、20時までの夜間営業を実施します。
夜のウポポイをより魅力的に楽しんでいただけるよう、
この時間帯ならではの特別なプログラムをご用意して
います。その一つが、アイヌに伝わる神話を上演する
ダイナミックなプロジェクションマッピングのショー
です。体験交流ホール壁面への投影と、園内に配置す

博物館外観 博物館展示室

博物館シアター 多言語表示の例（国立アイヌ民族博物館）
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るオブジェや樹木が連動したユニークな演出をお楽し
みいただけます。このほかにも、体験交流ホール内で
は3DCG（3次元コンピュータグラフィックス）で制
作した短編映像を、体験学習館ではVR（バーチャル・
リアリティ）による映像体験をお楽しみいただけます。

5おわりに
ウポポイの開業により、アイヌ文化への国民の理解
が深まり、アイヌ文化の伝承と発展が図られることが
期待されます。ウポポイは年間来場者100万人を目指
すこととしていますが、これには道内はもとより、国
内外から多くの皆様に北海道へ足を運んでいただき、
アイヌ文化に触れ、より深く知る機会を持っていただ
きたいという願いに他なりません。
新型コロナウイルス感染症の影響で開業が当初の予

定より遅れましたが、開業後は感染症対策についても万
全の対応に努めることとしていますので、内外の状況を
踏まえた形でウポポイを訪問いただければと思います。
ここまでお読みいただいた皆様におかれましても、
これからのアイヌ文化と伝承と発展を見守り、そして
参加していただければと思います。開業後は是非一度、
いえ二度三度と、足をお運びいただけることを心より
お待ちしております。

体験交流ホール内観 アイヌ食体験（イメージ）

伝統楽器（ムックリ）の演奏 伝統的儀礼

プロジェクションマッピングショー（イメージ）
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