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はじめに

　ヨモギの語源は『新牧野植物図鑑』には

語源不明とあるので、興味がわき種々の文

献で語源説について拾集したところ 12通

りの説があった。通説はないようであるが、

その中から筆者は「ヨクモエクサ＝佳萌草」

からヨモギとなったのではないかという考

えに、賛同した（松井 2009）。

　これまで筆者はアイヌ名と植物につい

て、「江戸時代後期の植物名と蝦夷語（ア

イヌ語）の資料集成─木本編─」（松井 

2006）と「アイヌ民族が利用したシダ植物」

(松井 2008) と題して発表した。ここでは

アイヌ名ノヤ noya のヨモギ類および用途

についての資料集成をおこなう。

江戸時代の文献

　アイヌ語ノヤの語彙が記載された古い文

献は、渋江長伯述、谷元旦記『東蝦夷物産

志（内題：東夷物産志）』、成立は1799（寛

政 11）で、次の 3語彙の記述がある。引

用文については旧字体、送り仮名について

は一部改めた。括弧内（＝）に筆者の註釈

を記した。

◇　ノヤ　19, 78 図 230

　艾を云うなり又蒿類の惣名なり。艾又

三四種あり。トカチ（＝十勝）に産するも

のは花頗るあらい。アツケシ（＝厚岸）に

産するものは即ち細葉なり。

◇　クツタリ　図122

　又ペッケノヤ即ち牡蒿なり、所々にあり。

レブンゲ（＝礼文華）に無名の草あり。細

葉艾に似て白色、其の實即ち牡蒿の変生す

るに似たり。

◇ビシユノヤ　20 図 37

　一名カムイノヤ此れ白蒿の細葉者なり。

又菊花の者あり又カムイノヤと云う。

　この『東蝦夷物産志』は種名のリストで

あり、この絵図帳として『蝦夷草木写真』

が同時に編纂されていて、ノヤに類する図

版が4点あるので、図1～ 4として引用す

る。

◇図 1.　オオヨモギ、オコツナイ産、艾、

夷名ノヤ、志19。

◇図 2.　カワラハハコ、白蒿、夷名カムイ

ノヤ、志42、ヤマハハコならん（註：後日

追加記述している）。

◇図3.　ヤマハハコ、又アラレギク、白蒿。

◇図4.　オオヨモギ、イブキヨモギ、牡蒿、

クッタリ、志ノ26。

　前田夏蔭（健助）編に『蝦夷志料（別名 

千島志料）』が1865( 慶応元 )年に完成して

いる。この中には次の５点、「松前志」、「蝦

夷草木志料」、「蝦夷地見聞録」、「松蝦地名

通称」、「東夷物産誌
ママ

」にヨモギに関しての

記述がある。この中の曽占春著 (名は槃、

字は子攷 )で 1799( 寛政 11) 年成立の『蝦

夷草木志料』に収録されているヨモギにつ

いて紹介する。

◇ノヤ、アイトグサ（延喜式）、サシモグ
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サ（枕草紙
ママ

）、ヨモギ（藻塩
ママ

草）、艾（本草）。

細葉の種なる似かよう、救荒本草に載る野

艾に近し。

◇　カムイノヤ、シコツ（＝支笏）。シロ

ヨモギ（順抄）、白蒿（本草）。また、シウ

ヤいう、ビシュヤいうものも白蒿の属なり。

以上『東蝦夷物産志』、『蝦夷草木写真』、『蝦

夷草木志料』の三書に記されている「ノヤ」

について引用したが、これを表1. に植物名

と一部植物の特徴について整理した。アイ

ヌ名にノヤ、クッタリ、ビシュノヤ、カムイ

ノヤなど、和名・漢名にヨモギ、オオヨモギ、

イブキヨモギ、カワラハハコ、ヤマハハコ、

シロヨモギ、牡蒿、白蒿などの名が出てく

るが、アイヌ名と和名とが三書全てにおい

て一致することがなく統一感が薄い。

　ノヤはヨモギの総称と捉えて、図１では

その一種のオオヨモギを図示している。さ

らに図 4にはオオヨモギ、イブキヨモギが

描かれている。オオヨモギの別名にはイブ

キヨモギの他、ヤマヨモギ、ヌマヨモギが

ある（牧野、根本1931）。

　ビシュノヤは一名カムイノヤといい、白

蒿の細葉タイプと菊花をつけるタイプとが

ある。図 2にはカワラハハコが描かれてい

るが、後にヤマハハコと訂正されている。

図 3もヤマハハコが描かれている。別名ア

ラレギクはカワラハハコのことである（牧

野、根本 1931）。カワラハハコはヤマハハ

コの変種であって、北海道産カワラハハコ

はヤマハハコと中間型で典型的なカワラハ

ハコではない、と考えられている（滝田

2001、梅沢 2007）。ここではヤマハハコ≒

カワラハハコとして捉えていいだろう。

　漢名（中国名）の牡蒿にオオヨモギを当

てているが、今日では牡蒿はオトコヨモギ

になる。白蒿はヤマハハコ≒カワラハハコ

にしているが、一般に白蒿はシロヨモギを

いう。シロヨモギの国外分布は大井（1992）

には、朝鮮、満州、樺太、千島、カムチャ

ツカ、オホーツク海沿岸とあるが、北村

（1981）には満州の記載がない。朱（2001）

東蝦夷物産志 ノヤ 艾、蒿類の総称 十勝産：花が大きい

(1799) 厚岸産：葉が細い

クッタリ 牡蒿 礼文華産：葉が細く、実が白い

ペッケノヤ

ビシュノヤ 白蒿 葉の細いタイプ

カムイノヤ 菊花のタイプ

蝦夷草木写真 (図1) ノヤ オオヨモギ

(1799) ( 図 2) カムイノヤ 白蒿 カワラハハコ→ヤマハハコ

(図 3) 白蒿 ヤマハハコ、アラレギク

(図 4)クッタリ 牡蒿 オオヨモギ、イブキヨモギ

蝦夷草木志料 ノヤ ヨモギ、艾 アイトクサ、サシモクサ

(1799) カムイノヤ 白蒿 シロヨモギ
シュヤ、ビシュノヤ

表 1. 江戸時代のノヤとヨモギ類
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図 1. オオヨモギ , 艾 , 夷名ノヤ , オコツナイ産

図 2. カワラハハコ , 白蒿 , 夷名カムイノヤ , ヤマハ
　　  ハコならん

図 3. ヤマハハコまたはアラレギク , 白蒿
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の『拉漢英種子植物名称』をみるが、白蒿 

Artemisia stelleriana Besser の記載はない。

日本と同種のシロヨモギは中国に自生して

いないことになる。

　江戸時代の後期にノヤについて収録され

た文献に次の5点がある。上原熊次郎著「藻

汐草」（1792）、同著「蝦夷語集」（1824）、

同著「蝦夷語箋」（1854）、および能登屋円

吉著「蝦夷語集録」（1864）、同著「番人円

吉蝦夷記」（1868）であり、これをまとめ

たのが表2. である。

　蓬（ヨモギ）＝ノヤ、メヤ、チクルベ、

川原蓬＝レタルノヤ、カムイノヤ、シルシ

ノヤなどが収録されている。共通している

のはノヤはヨモギをさし、レタルノヤはカ

ワラヨモギを示していることである。

　アイヌ名ノヤは藻汐草などによると蓬で

ある。和名ヨモギはキク科ヨモギ属カズ

サヨモギ（ヨモギ、モチグサ）Artemisia 

indica Willd. var. maximowiczii (Nakai) 

図 4. オオヨモギ、イブキヨモギ , 牡蒿 , クッタリ

出典　　　　 （出版年） 和名 アイヌ語名 和名 アイヌ語名

藻汐草　　　　 (1792) 蓬 ノヤ メヤ チクルベ 川原蓬 レタルノヤ

蝦夷語集　　　 (1824) 蓬艾 (よもぎ ) ノヤ チクリベ 河原蓬 レタンノヤ カムイノヤ

蓬艾 (もぐさ ) ノヤ

蝦夷語箋　　　 (1854) 蓬 ( よもぎ ) ノヤ かはらよもぎ レタルノヤ

蝦夷語集録　　 (1864) 蓬 ( ヨモギ ) ノヤ メヤ チクルヘ 川原蓬 レタルノヤ

番人円吉蝦夷記 (1868) 蓬 ノヤ メヤ チクルヘ 川原蓬 レタニ　ヤ シルシノヤ

表 2. 江戸時代後期の蓬とアイヌ名ノヤ
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Hara ( 牧野 2008) であり、分布は本州、四

国、九州の山野に最も普通な多年草、とあ

る。これに依れば北海道には唯ヨモギ、別

名カズサキヨモギは自生していないことに

なる。ところが中山（1991）にはヨモギは

本州、四国、九州、小笠原に分布し、最近

になって北海道の南部から中央部にかけて

侵入し分布を広げている、という。五十嵐

（2001）によるとヨモギは芝吹付けなどに

よる本州又は中国生産などの移入の可能性

がある、という。さらに滝田（2001）には、

ヨモギは北海道の西南部で時々見られる。

本州産の種で、都市部近くに多い、とある。

これらから北海道の唯ヨモギは本州産の移

入などと捉えられている。唯ヨモギは本来

北海道に自生していなかったようで、北海

道全域に生育するヨモギ属は標準和名オオ

ヨモギ A. montana (Nakai) Pamp.、別名エ

ゾヨモギ、ヤマヨモギのことである。ヨモ

ギとオオヨモギは別種である。

　カワラヨモギの分布は北村（1981）によ

ると、本州～琉球、朝鮮・中国・ネパール・

フィリピンに分布、とある。熱帯～温帯に

かけて生育する種で、北海道には自生しな

い種である。5出典とも川原蓬＝レタルノ

ヤでほぼ一致しているので、カワラヨモギ

はヨモギ類の何を指すのか考察する。本州

出身の通辞は本州産の植物が北海道にもあ

ると思い込んでいる所があったので、この

ように北海道に自生しないヨモギ名が付け

られたのではないかと思われる。小野蘭山

（1847）著の『本草綱目啓蒙』には 、茵陳

蒿　カワラヨモギ　（略）初ニ生ズル葉ト

形色異ナリ。秋ヨリ春マデノ間ハ地ニ於テ

叢生ス。青蒿（註：カワラニンジン）葉ニ

似テ白毛多シ。故ニ此嫩ナル時ヲ白蒿ト名

ヅク。すなわちカワラヨモギの若葉は白蒿

である、という。図2, 3 では白蒿はヤマハ

ハコとしているが、この書でも白蒿はシロ

ヨモギとし、『蝦夷草木志料』では白蒿は

シロヨモギとしている。

　

明治から昭和にかけての文献

　知里にnoya(no-yá)「ノや」[“もみ草”の意] 

葉をさし、すなわちエゾヨモギの葉を意味

している、とある。これについて山田（1994）

は“…オオヨモギの葉という特定の名称で

あったノヤがオオヨモギ全体をあらわす名

称としても認識される…”とある。このこ

とを踏まえて基本名ノヤにつく派生語を表

3. にまとめた。

　特有の臭気に基づく名称にヌプン（霊力

ある）ノヤ、カムイ（神の）ノヤ、生育環

境に基づく名称にピスン（浜にある）ノヤ・

シルシ（岸に群生している）ノヤ・ピタル

カウン（川原の上にある）ノヤ・キムン（山

手にある）ノヤ、植物体ないし花の色に基

づく名称にレタン（白い）ノヤ・テタラ（白い）

ノヤ、ジェンダーに基づいた名称にピンネ

（男の）ノヤ・マッネ（女の）ノヤ、さらに

動物名に基づく名称にセタ（犬）ノヤがある。

このようにしてノヤのオオヨモギに対して

類似のヨモギ類を識別している。

　ノヤ＝ヨモギ類に多くの種が出てくるの

で、和名と学名のある文献についてチェッ

クした（表 4.）。宮部・神保（1892）と

Batchelor (1938) にあるヨモギは本来北海

道に自生していなかった種のようであり、
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オオヨモギである。

　ヤマヨモギはオオヨモギと同種である。

カワラヨモギは北海道には自生していない

種である。

　カムイヨモギはイワヨモギの変種に当た

り、知里が示すようにイワヨモギと同一に

扱っている。知里の§7. ホソバイワヨモギ

Artemisia sacrorum Ledeb. var. intermedia 

Ledeb. は Batchelor (1938) からの引用で

あり、原典には Kamui-

noyaカムイノヤ , イワヨ

モギ .  n. A kind of mug-

wort. Artemisia sacrorum, 

Ledeb. とある。

　§9. ノコギリソォは

宮部・神保 (1893) から

の引用であり、原典には

Achillea ptarmica , L. エ

ゾノコギリソウ、Retan-

noya.（十勝）と記載され

ている。ノコギリソウと

エゾノコギリソウとは別

種である。

　カワラハハコはヤマハ

ハコの変種に当たり、北海道産のカワラハ

ハコは葉の幅がやや広くヤマハハコと中間

的な形態をしているというので、ヤマハハ

コとして捉えるのが妥当である。

　以上のことよりノヤ＝ヨモギ類はAr-

temisia 属（アルテミシア、ヨモギ属）の

オオヨモギ・オトコヨモギ・サマニヨモギ・

イワヨモギ・シロヨモギ、Achillea 属 ( ア

キレア、ノコギリソウ属 )のエゾノコギリ

基本名noya ノヤ ヨモギ

yayan-noya ヤヤンノヤ 普通にある・ヨモギ

a. 特有の臭気からついた名称

nupun-noya ヌプンノヤ 霊力ある・ヨモギ

kamuy-noya カムイノヤ 神の・ヨモギ

b. 生育環境からついた名称

pisun-noya ピスンノヤ 浜・にある・ヨモギ

sirus-noya シルシノヤ 岸・に群生している・ヨモギ

pitarukaun-noya ピタルカウンノヤ 川原・の上・にある・ヨモギ

kimun-noya キムンノヤ 山手に・ある・ヨモギ

c. 植物体ないし花の色からついた名称

retan-noya レタンノヤ 白い・ヨモギ

tetara-noya テタラノヤ 白い・ヨモギ

d. ジェンダーからついた名称

pinne-noya ピンネノヤ 男の・ヨモギ

matun-noya マッネノヤ 女・である・ヨモギ

e. 動物名からついた名称

seta-noya セタノヤ 犬・ヨモギ

表 3. 基本名ノヤと派生語　　　　　　　　　　（知里より抽出 ,1953）

和名 宮部・神保（1892） Batchelor（1938） 知里（1953） ＊宮・神 ,  **Ba. からの引用

1 ヨモギ A. vulgalis, L. A. vulgalis, L. var. kamtschatica, Bess.

エゾヨモギ　 (A. gigantea Ktam. 更科 1942) A. vulgalis, L. var. kamtschatica, Bess. A. vulgaris L. var. yezoana Kudo

ヤマヨモギ A. japonica, Thunb.( 註 ; オトコヨモギの学名 ) A. vulgaris L. var. vulgatissima Bess.

─ カワラヨモギ A. capillaris Thunb.

2 オトコヨモギ A. japonica, Th. A. japonica Thunb. A. japonica Thunb. 

3 サマニヨモギ A. norvegica Fries

4 イワヨモギ A. sacrorum, Ledeb. var. latiloba, Ledeb. A. sacrorum, Ledeb.  A. iwayomogi Kitam.

カムイヨモギ A. sacrorum, Ledeb. var. latiloba, Ledeb. 

ホソバイワヨモギ A. sadrorum Ledeb. var. intermedia Ledeb.**

5 シロヨモギ A. stelleriana, Bess. A. Stelleriana Bess.

6 エゾノコギリソウ Achillea ptarmica, L. Achillea ptarmica, L. var. speciosa Herd.

ノコギリソウ Achillea sibirica Ledeb. ＊

7 カワラハハコ Anaphalis yedoensis, Max. Anaphalis yedoensis, Max. Anaphalis yedoensis Maxim. ＊

表 4. ヨモギ類の和名と学名のチェック（A. =Artemisia)
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ソウ、Anaphalis 属（アナファリス、ヤマ

ハハコ属）のヤマハハコ、以上 3属を含む

7種になる。この 7種のヨモギ類の生育環

境と分布（北海道、樺太、千島に限る）に

ついてまとめたのが表5. になる。

　語彙収録の地域名（表 5）を記載してい

る文献は宮部・神保（1892）、宮部・三宅

（1915）、知里（1953）である。ノヤの語彙

の中には地域によって植物名が異なり、複

数の植物を示すことがある。カムイノヤ、

ヌプンノヤ、レタンノヤのアイヌ名に地域

により植物名が異なる例があり、これをま

とめたのが表6. である。カムイノヤはホロ

ベツではサマニヨモギをさし、千歳・沙流

ではシロヨモギを示す。さらに千歳ではオ

トコヨモギについてもいう。このことは千

歳内でシロヨモギをさす集落と、オトコヨ

モギをさす集落とがあったのではないかと

推測することができる。さらにカムイノヤ

は天塩川筋と樺太ではイワヨモギをさして

いる。

　このことから考察すると、アイヌ民族は

植物を利用する上で植物の分類に基づいて

類似のヨモギ類を分けているのではなく、

各集落に生育しているヨモギ類中から、ノ

ヤと異なる一種をカムイノヤとして人為的

に利用している。

　ヌプンノヤは石狩国上川郡ではヨモギ

（＝オオヨモギ）をいうが、十勝川筋、足寄、

N48°

白浦

落帆真岡

天塩川

足寄
屈斜路

美幌

石狩川

→

穂別穂別

沙流
鵡川

千歳千歳

幌別

N42°

有珠有珠
十勝川

上川郡上川郡

E144°E140°

図 5. アイヌ語収録の地名
（樺太の地名はアイヌの主な居住地である）

標準和名 標準学名　　　　　　　　　　A. =Artemisia 生育環境 北海道 樺太 千　島

1 オオヨモギ、エゾヨモギ、ヤマヨモギ 平地から山地にかけて生え、 ○ ○ 南千島

A. montana (Nakai) Pamp. 北海道では普通に見られる

2 オトコヨモギ A. japonica Thunb. 日当りのよい山地や丘陵地 ○ ○ ○

3 サマニヨモギ A. arctica Less. ssp. sachalinensis Hultén 高山に生える ○ ○ ○

4 イワヨモギ A. sacrorum Ledeb. 山中や海岸の岩場に生える ○ ○ 南千島

5 シロヨモギ A. stelleriana Besser 海岸の砂地に生える ○ ○ ○

6 エゾノコギリソウ Achillea prarmica L. 海岸、草原に生える ○ ○ ○

          ssp. macrocephala (Rupr.) Heimerl

7 ヤマハハコ（カワラハハコを含める） 特に、川原の砂地に群生する ○ ○ ○

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. fil.

表 5.  ヨモギ類の生育環境と分布 ( 北海道、樺太、千島に限る ) ( 北村 1981、YList 2010 など )
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美幌、樺太ではイワヨモギをさし、イワヨ

モギは北海道東部と樺太の地域に集中して

いるようである。レタンノヤは幌別、鵡川、

穂別ではシロヨモギをいい、北海道西南部

にまとまっている。他にレタンノヤは十勝

川筋でエゾノコギリソウをいう。

ヨモギ類の用途

　アイヌが利用した植物用途の主な文献は

「アイヌ利用の植物（第一）」宮部（1892）

には薬用植物31種、「アイヌ利用の植物（第

二）」宮部（1892）は木材の部で47種収録

されてある。「Ainu Economic Plants（ア

イヌ有用植物）」Batchelor & Miyabe (1893)

には薬用植物 44種（註：宮部が担当）、食

用植物 92種（註：Batchelor が担当）が記

載され、その後「アイヌの薬用植物に就い

て」宮部（1939）には薬用植物 60種が記

録されている。さらに更科（1942）、知里

（1953）などに植物の用途について詳述さ

れている。

　文献は出典の初出に努め、原則年代順に

配列した。なおBatchelor & Miyabe (1893)

を引用の際は英文を訳してある。

【艾「ヨモギ」土言「ノヤ」】／白萵「シロ

ヨモギ」。土言「カムイノヤ」。箱館支笏其

他海浜近キ所ニ生ス。土人用テ腹痛ヲ治ス 

( 宮部 1884) 。

【第 7　飲食、薬餌】薬餌／（略）牛
イ ケ マ

皮消

は諸病に用ひて即効ありと云ふ。酒毒及魚

毒を解す。大根草一名「ライタ」と云ふ草

は金瘡に附け効あり、又根を用ひて腹痛を

治す。山韮
にら

は足裏に塗りて血を止め痛みを

去り。龍
きんみづひき

牙草の根も亦噛みて腹痛を治す。

白
しろよもぎ

蒿も亦同じ。此他草根木皮の薬用とする

者多し。（略）（村尾 1892）

【第 15 Noya ヨモギ Artemisia vulgaris】此

草は沙流にて艾を作るに用ゆるが、之は多

分日本人より聞いたのでしょう。千歳にて

は風邪の時に此草を茎草ともに鍋にて煮立

アイヌ語名 noya kamuy-noya nupun-noya retan-noya

ノヤ カムイノヤ ヌプンノヤ レタンノヤ

北海道 ヨモギ ( 宮・神 )

エゾヨモギ ( 知 )

胆振支庁 幌別 サマニヨモギ ( 知 ) シロヨモギ ( 知 )

有珠

鵡川 シロヨモギ ( 宮・神 )

穂別 シロヨモギ ( 知 )

石狩川筋・石狩国上川郡 ヨモギ ( 宮・神 )

石狩支庁 千歳 オトコヨモギ ( 宮・神、知 )

シロヨモギ ( 知 )

日高支庁 沙流 シロヨモギ ( 宮・神 )

上川支庁 天塩川筋 イワヨモギ ( 宮・神 )

十勝支庁 十勝川筋 イワヨモギ ( 宮・神 ) エゾノコギリソウ ( 宮・神 )

足寄 イワヨモギ ( 知 )

網走支庁 美幌 イワヨモギ ( 知 )

樺太 エゾヨモギ ( 知 ) イワヨモギ ( 宮・三 ) イワヨモギ ( 宮・三 )

表 6. noya (ヨモギ類)の語彙が複数の植物名を示す (宮部・神保 1892, 宮部・三宅 1915, 知里 1953)
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て、蒸気の出づるとき、頭に衣服を冠むり

て鍋上に臥し、発汗に至るまで蒸気に中る

ときは快復し、又汁も風邪薬に用ふると申

します。沙流にては殊に此草と熊笹を貴重

しますが、是は瘧
をこり

（註：マラリア）などに

罹るものあるときは、大勢集まりて祈祷し

つつ艾と笹を以て病者を打つときは、癒ゆ

ると妄信して居るに依ります（宮部 1892, 

Batchelor & Miyabe 1893, 関場 1896,宮部・

三宅 1907, 1917, 宮部 1939）。

【20. ─ KAMUI-NOYA. Artemisia savro-

rum, Ledeb., var. latiloba, Ledeb. Iwayo-

mogi ( イハヨモギ )】このヨモギは岩崖や

川の砂地の土手のところに生える。やや低

木のような特性を持ち、強い薬効のある香

りを持っている。釧路・北見・天塩のアイ

ヌは薬用として大いに使った。カムイノヤ

の名称はヨモギ属の異なった種にも使用し

ている（A.Stelleriana, Bess. and A. Japoni-

ca, Thunb.） (Batchlor & Miyabe 1893)。

【78. ─ NOYA. Artemisia vulgalis, L. Yo-

mogi. ( ヨモギ ) The Mugwort】この植物

の茎と葉は早春の大変若いときに食用とし

て使用した。採ってきたヨモギは真っ先に

ゆでて、次に木製のすり鉢で十分につきつ

ぶし、最後には一定の形にして、後で調理

するために乾燥させる。相当量を一度に食

べた。米が得られたときは、真っ先に粉に

するまでつき砕いて食べる。ときに乾燥し

た塊は再びゆでて、米と粉を一緒につき砕

いて食べた。これは、大変栄養のある食料

で、生きていくのには十分な食糧であり、

身体の健康状態を保てる。大変甘い風味が

あり、アイヌはヨモギを好むことは、注目

に値する。昔からアイヌはヨモギを大量に

常食していた。飢饉のときに多くの人が生

きていくのに保存の方法を語り継いでい

る。年の終わりに近くなると、この植物の

葉だけを採ってきて、将来使うために乾燥

した。(Batchlor & Miyabe 1893, 宮部・三

宅 1907, 1915)

【79. ─ KAMUI-NOYA. Artemisia Stelleri-

ana, Bess. Shiro-yomogi. ( シロヨモギ )】こ

のヨモギの種類は砂浜に接していて、白い

色をしているので難なく区別できる。普通

ヨモギと同様にいくつかの方法で食べた。

ただし薬として使用したと言うことは現れ

てこない。カムイノヤの名称は他のアイヌ

ではイワヨモギやオトコヨモギの種を当て

ている (Batchlor & Miyabe 1893) 。

【72 かむいよもぎ、いはよもぎ 菊科／

Artemisia sacrorum Led. K
カ ム イ

amui-n
ノ ヤ

oya】土

人蔭乾ニシテ薬用ニ供スル（宮部・三宅 

1907）。

【78 しろよもぎ 菊科／Artemisia Stelleri-

ana Bess. S
シ ル シ

hirushi-n
ノ ヤ

oya, O
オ タ ウ ロ ン キ ナ

tauronkina】 土

人其葉ヲ食用ニ充ツ（宮部・三宅 1907）

【(3) ノヤ（ヨモギ）】生葉を揉みて疵口に

当つれば血止の効あり。腰痛には腰に結び

附く。又ヌプンノヤ（イハヨモギ）の薬を

煎じて風邪に用ふ。茶の如くして香気頗る

よし。凡てノヤは送葬 (＝葬送 )の後水に

葉を扱き散らして主客の手顔等を洗滌する

こと今に行はるるは、凡て香臭強き物は悪

魔を駆除する唯一のものとせらるるにより

てなり（吉田1916, 北海道庁 1922, 1926）。

【歯根の浮腫（虫歯）（イマハアラカ）の療法】

─がんじ（鰻の如き深海）チィプカムイ／
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（略）又、虫歯に灸を据える事ありと云ふ ( 葛

西 1931、知里 1954)。

【寝小便 (アモコーイマ )の療法】《灸》本

病には往昔より治療の方法なく、近年和人

より教へられて、陰阜 (註：いんぷ、恥丘 )

に灸を据える由 (葛西 1931) 。

【文身（刺青）を施す時：手術部位を洗う

汁Pehe の原料】日高地方へ行くとその西

部（平取、二風谷、荷負方面）に於いては

胆振地方の東部と同様に水のみの場合の外

に「やちだも」、「あおだも」等の樹皮最も

多く用いられる。「よもぎ」の葉は少ないが、

「はまなす」（マウニMau-ni）の根などがよ

く用いられる。日高東部（荻伏、浦河、様

似方面）では「やちだも」、「あおだも」等

の樹皮及び「よもぎ」の葉などが多く用い

られる。

　ノヤ・ペーヘを用いる場合には布でなし

に直接「よもぎ」の葉を汁から取り出して

之で拭く。斯くペーへを以て手術部位を拭

くことは消毒を意味して居るものであると

言はれ、又血止めの作用があるためである

とも言はれている。（児玉・伊藤 1939, 知

里 1953, 1954）

【蓬
ヨモギ

( 菊科 ) アイヌ名ノヤNoya】元来アイ

ヌは食べることなく、魚や獣肉を取扱って

臭気の甚い時これで拭く、蓬で拭へばよく

臭気を去る。ノヤノヤとは揉むことをいふ。

此の葉を揉
も

んで臭気を去ったのでノヤの名

が名づけられたのであらう (西鶴 1942)。

【エゾヨモギ Artemisia gigantea Kitam. ノ

ヤ】風だけが物音をたてている秋の野で、

淋しく震えている蓬は、悪魔や化物を追払

う力をもっていた。何か嫌なものがあると

蓬の鞭で叩くことにしている。例えばキア

ゲハ蝶の幼虫を見ると、蓬の鞭で 6回叩く

し（註①）、 物語の中で神様が悪魔を叩く（註

②）のもこの鞭である。オコリの病人があっ

たときも、近所の者が集まって来て蓬で背

中を叩き、病気の神様を追出す努力をする。

重病人があると蓬で人の形をつくり（註③）

着物を着せ、病人の病気を全部それに移し

たことにして外に捨てるところもあるとい

うことである。病気が家に入らない様に入

口に挿して番をしてもらうのも、行
プ ク シ ャ

者蒜と

同じ様に蓬の臭いが持つ力によるものであ

ろう。

　註①　昆虫篇蝶類参照（キアゲハPapilio 

mochaon Limmaeus イチャヌイマリウレ

ル／イチャヌイはサクラ鱒の事で、この蝶

がしきりにコタンを乱舞する頃には鱒が遡

河して来るからであろう。この蝶の幼虫は

繖散 (＝繖形 )花植物の花の上に屯してい

て、全身が緑色、頭の後から朱色の突起物

を出して、妙な臭を出すので、これに出会

ふとまるで化物にでも逢った様に顔色を変

へて、蓬の鞭を六本もつくって、それで散々

虫の背中打ちをする。ヘンビチケと呼ばれ

る意味はわからないが、虫の中では一番の

嫌われものである。）　

　註②　昆虫篇ハリガネムシ参照（ハリガ

ネムシ　ワッカウシカムイ／ (略 )『昔ア

イヌ部落から酒を上げてもらえなかったと

いって怒った化物が、アイヌを全部食殺し

てやるといって山を踏みならして下って来

た。「人間を皆食ってしまってコタンがな

くなったら、誰がお前に酒や幣を上げるも

のがあるのだ、馬鹿な事をよしておれにま
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かせろ」といって、化物の前に立ちふさがっ

た山の神様の熊に、終わりまで言はさずに

「うるさい」と一噛みに噛殺して、尚も山

をバリバリいはせて下って行った。』狼の

オンルブシカムイも出てとめたが、これも

ひとたまりもなく踏殺されてしまった。憎

いコタンはもう化物の爪の先に触れるくら

いのところまで近寄った。そのとき痩せて

ヒョロヒョロした頭の大きい、オッカイボ

（物語の英雄オタシトンクルの家来）のや

うな者が蓬の枯れた杖をもって現れ、「何

しに来た」と一喝し、蓬の杖で一突きする

と、化物は見る見るうちに身体がとけて、

ガラガラと骨だけになって死んでしまっ

た）。この痩せたオッカイボのような力持

ちが、ワッカウシカムイだったといふので

ある。（略）。

　註③　高倉氏による（更科 1942, 更科・

更科 1977）。

【カラスアゲハ】(略 ) この蝶の幼虫はエン

ビッケといって、最も嫌いなお化けの仲間

とされている、これをみつけると悪魔を追

い払うときに使うヨモギの茎を尖らせて、

それで生き返らないように突きさし、川に

持って行って送る（棄てる）。そうしない

と何度でもこのいやらしい化物に出逢うと

いって嫌うのである（更科・更科 1977）。

【5. えぞよもぎ 菊科】島内（註：樺太島）

到る所に自生する多年生草本で茎の高さ

四五尺に達する、葉は大形で羽状に深裂し

下面には綿毛が密生し灰白色を呈してい

る、此の植物の若い葉を餅や団子に混じて

食用にする。56頁の食用植物（樺太庁農務

課農場實典より）に／シロヨモギ／５月下

／海岸の砂地／普通のヨモギと同様葉を採

りて食す、とある（福山・根津 1952）。

【咳止め・虫下し・止血・虫歯・わきが】

葉わまた煎じて咳どめ・虫くだし等にも飲

用した。青葉をもんで怪我した際の傷口に

当てて出血を止め、虫歯の痛む際わそれを

塩もみして絞り汁を痛む穴にたらしこん

だ。わきがの臭みをとるにもこの葉をも

んで拭い、あぶら手を清めるのにもこの葉

を両手でもんでそれから洗い落とした。枯

葉をもんでもぐさにもした（幌別）（知里

1953, 1954）。

【すだれ】ヨモギの長い茎を取って「ノや

ルサ」noya-rusa“ヨモギすだれ”を編み、

小魚や食糧を乾すのに用いた（幌別）。こ

れは各地でする。

　kamarusa（Ka-má-rusa）「 カ ま ル サ 」

[kam(肉) o(入る) rusa(すだれ)] 葉((大泊))

／ヨモギの長い茎ですだれを編み肉をのせ

て乾す土俗が各地にあり、それにもとづい

てこの名が生じたらしく、もとは茎をさす

名称だったと思われる（知里 1953）。

【蚊遣り・焚きつけ】ヨモギの茎葉の青い

のわ蚊やりに焚いたり、枯れたのわ焚きつ

けにもした。これを焚きつけにすれば、火

の神がよろこぶ、とゆう信仰があった（幌

別）（知里 1953）。

【ほくち】第三に、ヨモギもまた、もんで

ほくちなどに用いられたらしいこと、およ

びヨモギを意味する noya と云う名称が、

「もむ」と云う原義に於いて、ハルニレの

chi-kisa-ni ( 我らが・もむ・木 ) と連想さて

いるらしいこと、等を知りえるのである（知

里 1953）。
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【8　飲物　（一）酒類】（略）栗、稗、麦な

どでつくった自製の麹を加えて、サケカラ

シントコ（酒造用桶）という桶に入れて仕

込むと、一週間くらいで醗酵して酒になる。

ただし、急ぐ時には、三日位で速製すると

きもあった。また、栗、稗、麦などの代り

に、よもぎで麹をつくって、代用すること

もあった（林 1965）。

【10　煙草】また、いたどりの葉、ぶどう

の葉、よもぎの葉、とうきびのひげ、など、

いずれも乾燥して細く刻んで、煙草の代用

品として、喫煙に用いた（林 1965）。

　ヨモギ類の用途を要約すると、薬味とし

て魚や獣肉の臭気をとる、若い葉を食用と

し noya-sito“ヨモギ・だんご”や nona-

sayo“ヨモギ・かゆ”をつくり、飢饉のと

きの保存食として貯えた。さらに、酒を醗

酵させるための麹をつくるのに利用し、煙

草の代用品として用いている。

　薬用として発汗剤、咳止め、風邪薬、腹痛、

腰痛、胸痛、虫歯、消毒液、止血、虫下し、

わきが、蚊遣り、灸による寝小便、虫歯な

どの治療に用いた。

　さらにヨモギ人形などを作って魔除けを

し、ヨモギの茎葉を束ねて、悪夢を見た時

などそれで身体を祓い浄めるための「タく

サ」“takusa“手草”にして清めなどに使い、

その他すだれ、ほくち、焚きつけに利用し

ている。

摘要

(1) ノヤの語源はノヤノヤの揉むことを意

味し、揉んで艾
もぐさ

を作る意ではなく、この葉

を揉んで魚や獣肉の臭気を去るのに使われ

たことに、由来すると考える。ヨモギに似

た多年生草本に Artemisia vulgaris L. オウ

シュウヨモギがユーラシア大陸温帯に広く

分布している。ヨーロッパではこの若い枝

葉をハーブとして肉料理の薬味に使ってい

る、という（堀田 1989）。民族が異なって

もヨモギ類の利用法として薬味として利用

している。

(2) ノヤは広義では植物分類に照らすとキク

科ヨモギ属オオヨモギ、オトコヨモギ、サ

マニヨモギ、イワヨモギ、シロヨモギのほ

か、ノコギリソウ属エゾノコギリソウ、ヤ

マハハコ属ヤマハハコを含む総称にあたる。

狭義には唯ヨモギではなくオオヨモギ、別

名エゾヨモギ、ヤマヨモギ、イブキヨモギ

をさす。ヨモギとオオヨモギは別種である。

(3) 江戸時代に収録され、さらに知里にある

§3. カワラヨモギは北海道には自生しない

種である。このカワラヨモギはシロヨモギ

の若い葉を付けた時期のものと考えられる。

(4) 知里の§7. ホソバイワヨモギは、原典

の Batchelor (1938) には Kamui-noya カム

イノヤ , イワヨモギ .  n. A kind of mug-

wort. Artemisia sacrorum, Ledeb. である。

(5) 知里の§9.ノコギリソォは、原典の宮

部金吾・神保小虎 (1893) にはAchillea ptar-

mica , L. エゾノコギリソウ、Retan-noya.（十

勝）とある。ノコギリソウとエゾノコギリ

ソウは別種である。

(6) カムイノヤ（神のヨモギ）は地方によ

りサマニヨモギ、オトコヨモギ、シロヨモ

ギ、イワヨモギをさすが、同じく特有の臭

気からついたヌプンノヤ（霊力あるヨモギ）

もオオヨモギとイワヨモギをさす。両種の
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イワヨモギの地域は天塩川筋、十勝川筋、

足寄、美幌の北海道東部・北部と樺太に広

がっている。千歳・沙流ではシロヨモギを

さす。

(7) レタンノヤはアイヌ語の語彙 retan（白

い）noya（ヨモギ）から和名のシロヨモギ

と解され特に幌別・鵡川・穂別の北海道西

南部に使われるが、十勝地方によってはエ

ゾノコギリソウをさす。また漢名の白蒿は

日本と同種のものは中国には自生しない。

(8) アイヌが利用したヨモギ類は食用、薬

用、魔除け、すだれを作り広く生活の中に

取り入れられている。
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