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ソコニ

ソコニ
（エゾニワトコ）
（アイヌ イタㇰ [アイヌ語]）

ソコニ フラ ルイ ペ ネ クス ウェン カムイ
カ パコㇿ カムイ カ エマカ セコㇿ ア・イ
ェ。
ポロペッ オッタ ネワアンペ イナウ ネ ア・カ
ㇻ ルウェ ネ。
カラㇷ゚ト オッタ アナㇰ ネ、 ネ ニテㇰ イノカ
ネ ア・カㇻ ワ、 ヘカチ ウㇱ クッ オㇿ ア・
エウコテ ヤㇰ ア・イェ。
ネワアンペ ヘカチ エプンキネ クニ ㇷ゚ ネ
セコㇿ ヤイヌ・アン ナンコㇿ 。
ネワアンペ 「セニㇱ テニポポ」 ネ ヤ 「ソコ
ニナン コㇿ ペ」 ネ ヤ ア・ポロセ ㇷ゚ ネ。
青木愛子 カッケマッ エネ ハウェアニ：
フイペ トゥㇺ サㇰ ヒ タ、 ソコニ カプ ア・ポ
ㇷ゚テ ワ、 ウウェヘ ア・クレ ヤㇰ ピㇼ カ セ
コㇿ ア・イェ。
チュㇰ アン コㇿ ソコニ カプ ア・ソㇱ パ ヒ
ネ、 ア・サッケ ワ ア・アマ。

（日本語）

ソコニは匂いが強いので、悪い神も流行病の
神もそれを嫌がると言われています。
幌別では、この木で木幣を作りました。
樺太では、この木の枝で人形を作り、子供の
着物の帯に結びました。
これが子供を守るものだと考えられたのでしょ
う。
これは、「セニシテニポポ」とか「ソコニナンコロ
ペ」と言われました。
青木愛子さんは次のように言ってます：
フイペ（腎臓、肝臓）が元気のない時は、ソコニ
の内皮を煎じて、その汁を飲ませると良くなる
といいます。
秋になるとソコニの皮をはいで、干しておきま
した。

川上シン カッケマッ エネ ハウェアニ：
ア・ポㇷ゚テ ヒ タ、 ニ ハム トゥラ ポン ニテ
ケ ア・オマレ ルウェ ネ。
ア・イッケウェ エイタサ アㇻ カ コㇿ 、 ソコニ
ニマウ ア・エイワンケ ルウェ ネ。 ア・ポㇷ゚テ
ワ センカキ ア・コカリ。
「知里真志保 分類アイヌ語辞典」 オッタ エ
ネ カンピヌイェ ヒ：
カラㇷ゚ト オッタ、 スマ ア・セセッカ ヒネ、 ア・
ウォロマレ ニマウ アニ ア・コカリ ワ、 トッ
チェ ヒ ア・ウシ ヤㇰ ア・イェ ルウェ ネ。
ソコニ アナㇰ アイヌモシㇼ （北海道）、 カラ
ㇷ゚ト （サハリン）、 ヤワニ （南千島）、 本州
中北部、 朝鮮半島、 中国東北部 オㇿ ウ
ㇱ ペ ネ。 キㇺ ウㇱ ペ ネ。
ア・サッケ ソコニ アナㇰ 漢方 オㇿ タ 接
骨木 セコㇿ ア・イェ ㇷ゚ ネ ワ、 ア・サッケ
ハム 接骨木葉 セコㇿ ア・イェ ㇷ゚ ネ ルウ
ェ ネ。
接骨木 アニ ポネ カイ ヒ ア・トゥサレ カ
キ、 トッチェ ヒ カ アㇻ カ ヒ カ ア・ピㇼ カレ
カ キ、 オロワノ ア・チレ ヒ ア・トゥサレ カ
キ ルウェ ネ。 カシウン、 オクイコエㇱ カリ・
アン コㇿ ア・ク ヤㇰ ピㇼ カ セコㇿ ア・イ
ェ ルウェ ネ。
腎炎、関節リウマチ、痛風 セコㇿ ア・イェ シ
イェイェ カ ア・ピㇼ カレ ㇷ゚ ネ。
接骨木 オッタ オレアノール酸、β-アミリンパ
ルミテート、α-アミリン、ウルソール酸 セコㇿ
ア・イェ ㇷ゚ アン ルウェ ネ。
接骨木葉 オッタ サンブルシン セコㇿ ア・イ
ェ ㇷ゚ アン ルウェ ネ。
アシㇼ エプイ ア・エ エアㇱ カイ、 コㇿ カ ソ
ヨカリ クㇽ カ アン クス ヤイトゥパレ ヤナ
ニ！
ニカオピ アナㇰ ア・エ エアㇱ カイ。 アニ
ア・カㇻ サケ ケラアン セコㇿ ハウェアㇱ 。

川上シンさんは次のように言ってます：
煎じるときは、葉っぱと若い茎（枝）を入れまし
た。
腰がひどく痛いときは、ソコニの湿布を使いま
す。煮立たせて布を巻きました。
「知里真志保 分類アイヌ語辞典」には、こう書
かれています：
樺太では、石を焼いて、水に浸した木の皮で
包んで、腫れたところに付けたといいます。
ソコニは、北海道、サハリン、南千島、本州中
北部、朝鮮半島、中国東北部に生えていま
す。山に生えます。
乾燥したソコニは漢方では接骨木（せっこつぼ
く）と呼ばれるもので、乾燥した葉は接骨木葉
（せっこつぼくよう）と呼ばれるものです。
接骨木は、骨が折れた時に直したり、腫れたと
ころも痛むところもよくしたり、そしてやけどした
ところを直したりしました。さらに、小便づまりし
たとき飲むと良いといわれています。

腎炎、関節リウマチ、痛風と呼ばれる病気も治
すものです。
接骨木成分として、オレアノール酸、β-アミリン
パルミテート、α-アミリン、ウルソール酸という
ものがあります。
接骨木葉にはサンブルシンというものがありま
す。
若芽は食べられますが、下痢をする人もいる
ので注意してください！
果実は食べられます。それで作った果実酒は
おいしいと言われています。
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