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デンマーク語一日本語大辞典にみられる

デンマーク語動植物名称の誤訳とその訂正案

新谷俊裕

本稿は，デンマーク語一日本語大辞典の古城健志・松下正三編著. 1993. 『デン

マーク語辞典』．東京：大学書林［【古】と略す］と森田貞雄・福井信子・家村睦

夫・下宮忠雄.2011.『現代デンマーク辞典』．東京：大学書林［【森】と略す］に

収録されているデンマーク語動植物名称の日本語訳に誤りがあるものを訂正案と

ともに示すことを目的とする．ただ，前者は 1004頁，後者は 1508頁ある．この

ような大著の辞典を編纂された諸氏に敬意を表します．

本稿で用いた辞典とその時号

Ax elsα1, Jens. 1995. Dansk-engelsk o励 og.10. udg. (Gylden血ls即 deordOOgぽ）．

K0b仙 avn:Gyldeni也1.［【丁英】と略す］

Bee加 ζhris岡田，Christian& Pe町 Widell(red). 1995. Poli師伽N附 nskαゆog&

争＇rogbrugsl1ぬ fko,凡 15.凶g.K0benhavn: Poli也m Forlag. [NDOと略す］

Bergs回 m-Nielsen,Hi倒 ik,H回rikLange & Henry Verner Larsen. 1991. D,側 ・k-tysk

ord同·~畑也伊rds蜘1reo吋ooger).Kebe曲avn:M凶抱卵d ［【丁独大】と略す］

B町kEgon. 1989 (198η.Dansk－抑kon伽 ig.9.吋g.3.叩11.(Gyld田由ls回白ordOOg釘）．

K0b叫 avn:Gylden也1.［【丁独】と略す］

Carl, Henrik. 2003. Gads hdndbog omβYk.l(eb回 havn:Gads Forlag. 

Det Danske Sprog-og Lii蜘 a同 el企油.1976 (1倒的． α曲ogover detぬnske争irog.

K0b叫 avn:Gyld血血1.[ODSと略す］

Det D血 skeSprog-og Li鰍miturselskab.2004. Den D,anskeα曲og.Kebe氾havn:

GyL伽剖.[DDOと略す］

Vm旬由喝Hぽ 四 血 ＆C. A. Bodelsen. 1990 (1966). D即 k-engelsko励 og.3.udg.ved

Viggo Hjmnager Pedersen. (Gylden血lss柏ireordb0gぽ）.K0ben凶.vn:Gy1也凶札

［【丁英大】と略す］

小稲義男ほか編. 1985.『新英和中辞典』．第5肱東京：研究社．［【英和中】と

略す］

古城健志・松下正三編著. 1993. 『デンマーク語辞典』．東京：大学書林．［【古】

と略す］
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小学館ランダムハウス英和大辞典第2版編集委員会編. 1994.『小学館ランダム

ノ、ウス英和大辞典1 第2脱東京：小学館．［【ラ英和】と略す］

竹林滋ほか楓 2002. 『新英和大辞典』．第6肱東京：研究社［~細大】と略す］

森田貞雄・福井信子・家村睦夫・下宮忠雄. 2011.『現代デンマーク辞典』．大学

書林．［【森】と略す］

時号

（魚）＝魚類 （貝）＝貝類 （植）＝植物 （鳥）＝鳥類 （動）＝動物 （虫）＝虫類

各項目の見方1

① havkat②（魚）オオカミウオ科オオカミウオ属シロオオカミウオAnarhichaslupus. 

③【古】なまず．④【森】ナマズ

⑤【丁英大】 catfish,wolffish.【英和大】 catfish1.ナマズ， 2.オオカミウオ.wol伍sh

オオカミウオ

図面shの一つの意味のナマズだけを見た結果の誤訳

①見出し語，②筆者が提案する訳．③【古】の示す武④【森】の示す訳

⑤誤訳のメカニズムの解説2やその他のコメント

(2017.01却）

画
aborre （魚）スズキ目ペルカ科に属する淡水魚ヨーロピアンバーチ.Perea fluviatilis. 

【古】すずき類の鮒（ふな）に似た淡水語，パーチ．【森】スズキ類の淡水魚

喝erhsne（鳥）キジ科ヤマウズラ属のヨーロツパヤマウズラ Perdixperdix.【古】やまうず

ら．【森】シャコ

シャコにはヨーロツバヤマウズラも含まれるが，「（動）シャコ」としただけでは，寿司

ねた等として食される甲殻類のシャコと勘違いされる恐れが大きい

1例えば，

回 'Sk.（魚）タイセイヨウタラ，タイセヨウマダラ Gadusmorカua. 【古】たら．【森】鱈
ふつう単にタラと呼んだ場合はマダラ Gadusmacrocephalusを指すことが多いが，一方，
タラとはタラ目タラ科のうちタラ亜科に所属する魚類の総称であるので，タイセイヨウタ

ラを指すことも可能である．

したがって，【古】たら．【森】鱈となっているが，本稿ではこのような場合は特に訂正案
を示すことはしない．

2誤訳のメカニズムについては，新谷俊裕.2017.「アンデルセンの Grantneetlまモミの木では

ない？ーデンマーク語動植物名称の日本語訳における誤訳のメカニズムー」，本誌本号29-
54を参照のこと．
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喝町凶（植）アプラナ科アブラナ属の野草プラッシカ・ラバBrassicarapa：ザイライナタ

ネ；；カプ．【森】ナタネハタザオ（アブラナ科の雑草）

ナタネノ、タザオはアブラナ科ナタネハタザオ属の白'Iliingiaorien凶旨で，別属である

弔問enn句（植）アプラナ科シロガラシ属のノハラガラシSin伊isar問 '11siS. 【古】からしな

類の雑草

agersnegl G動）コウラナメクシ判のノコウラナメクジDeroc四 ＇Sa!Jl自伝【古】なめくじ

akantus （植）キツネノマゴ科ノ、アザミ属（アカンサス属Acanthus）のアカンサス（ノ、アザ

ミ）．【古】アカンタス

ab el包.p（機械車軸頭；クロスヘッドピン． 【古】きたのかまっか（こい科の小魚）

【丁英大】にある（metaltapi trreaksel) gudgeonを【英和大】で調べ【丁英大】には動

物を示す記号 （zo.）がないにも関わらず，（機械のgudgeonではなく，（魚）のgudgeon

の日本語訳を求めた結果の誤訳

all制 nc:le（植）フトモモ科オールスパイス属のオールスパイス（ジャマイカコショ

ウ）Pimen飽 dioica，【古】ジャマイカ胡撤．オールスパイス（その実から香辛料を作る）

allike （烏）カラス科カラス属のニシコクマルガラス Corvusmonedula. 【古】小がらす．

【森】コクマルガラス

古田辺（植）ナス科マンドラゴラ属のマンドレイク，別名，マンドラゴラ Mandragora

ofiicinaru皿【古】まんだらげ．【森】マンドレーク（根はかつて娼薬として用いられた）

仏法典に出てくる「量茶羅華」やチョウセンアサガオの別名である「マンダラゲ」とは

全く関係がない

組抑rt株，出資．【古】あっけしそう，ありたそう（あかざ属）

【丁英大】ではanpart= andelとなっており， andel2の意味を求めた結果の誤訳この

an partには植物を示す記号 （hoι）はついていない

antilope （動）（ウ・ン科の大部分の種を含むグループである）レイヨウまたはアンテロープ．

【古】持羊（れいよう）．【森】カモシカ

「カモシカ」は「レイヨウ」の古い名称．現在のカモシカはレイヨウではなくヤギ亜科

artiskok. （植）キク科チョウセンアザミ属のチョウセンアザミ（アーティチョーク） Cy但m

sco.拘1US. 【古】きくいも，朝鮮あざみ．【森】チョウセンアザミ，アーチチョーク，キ

クイモ

英語のartichokeには， 1.アーティチョーク， 2.Jerusalem artichokeキクイモの意味が

あるが，デンマーク語の紅白kokにはキクイモの意味はない．ちなみにキクイモ

H凶泊thustuberosusはデンマーク語ではjordskok

叩 c【古】（料理の）肉や魚のジェ ！） - : ＜膨スピカラペシダー（香油の原恭悦する）

英語の aspicには「スピカラベンダー」の意味もあるが，デンマーク語の舗pieにはそ

の意味はなく，（料理の）肉や魚のジェPーの意味しかない

ぉters（植）キク科シオン属Asterの植物（ヨメナも含む）．【古】しおん，よめなの類．

【森】アスター，ヒナギク

アスターは園芸上の呼称．ヒナギク Be.必¥s-perennisは別の植物

同
bal命泊n （植）ツりフネソウ科ツりフネソウ属の（ホウセンカを含む）ツりフネソウ

mpatiens.【古】ほうせんか

barbe （魚）コイ科の淡水魚バルプス属Barbusの魚．【古】にごいの類
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英和辞典に誤りがある：【ラ期日】 barbelコイ科Barbus属のニゴイの類の総称

ニゴイ Hemibarbusbarbusは日本の固有種であり，ニゴイの barbusは属名ではなく，

種名である．ちなみにニゴイはJapanesebarbelではあるが

bekbsin （鳥）シギ科のコシギ属Lymnocヮptesとタシギ属 Gallinagoの鳥．【古】しぎ．

【森】シギ

シギではシギ科の全てを指すことになり，範囲がひろ広すぎる

belladonna （紛ナス科オオカミナスピ属のベラドンナ（オオカミナスピ） Atropa bella也 m硯

【古】ペラドンナ

bellis （船キク科ヒナギク属のヒナギク BeUisperennis. 【古】ひなぎく，フランスぎ〈．

【森】ヒナギク，デージー

英語の daisyには， 1.ヒナギク品必perenni:.,2.フランスギク Leucan-themum 

vulgare (I日Chr戸 anthemumleucanthemum）の意味があるが，デンマーク語のbellis

にフランスギクの意味はない

berberis （植）メキ澗メギ属Ber会erisの低木（ヘピノポラズを含む）とその呆実．【古】へび

のぼらず（の実）．【森】メギ属の各種低木：その赤い実

凶 e（虫）甲虫類の昆虫．【古】かぶとむしなどの甲虫．【森】カブトムシ

凶 amro憎（動）ネズミ科マスクラット属のマスクラット Ondatrazibe出icus.【古】じゃこ

うねずみ（その毛皮）．【森】じゃこうねずみ（北米に生息）

かつてはジャコウネズミと呼ばれたカえトガリネズミ目のジャコウネズミと紛らわしいこ

とから，今日ではこの呼称は文学作品の翻訳で見られるくらいである

同目的r（船マツ科マツ属のモシタナマツPinusmi邪ムゴマツやスイスコウザンマツ，

スイスミヤママツともいう．【森】低木性の松

bla止剖（魚）下りウナギ（銀ウナギともいう）（成熟して産卵のために海へと帰って行くウ

ナギ）．【古】しらすうなぎ（うなぎの子）

英語silvereelが【英和対や【ラ期日】に載っていないために，勝手に想像した結果の

誤訳

blab町（植）ツツジ科スノキ属陥・cciniumのセイヨウスノキ（ビルペリー）陥ccinium

myr幽 lSとプルーペリー陥・ccimumcyanoc町四s（の果実）．【古】こけもも．【森】プJレー

ペリー

コケモモ陥α:iniumd白－idaeaL.は守口eb:er

bliklo.怯怠キキョウ科ホタルプクロ属の多年草イトシヤジン Campanularo印・ndJ必h
【古】いとつりがねすいせんの類，ききょう

英harebell.【ラ英和】 1.イトシヤジン，2.ユリ科ツルポ属の草ScilLnonscn'ptaツリガ

ネスイセン

blimejse （鳥）シジュウカラ科シジュウカラ属のアオガラ Paruscaeruleus. 【古】青色

しじゅうがら．【森】アオガラ

【丁英大】 bluetitmouse. 民和大】【ラ英和】日嗣】にはbluetitの見出しはあるが，

blue titmouseの見出しはない．そこでblueと出nouse（シジュウカラ）をそれぞれ逐

語訳した結果が「青色しじゅうがら」という誤訳となったのであろう．なお，【丁英】に

はbluetitとあるので，これを見ていればアオガラの正しい訳語に至ったはずであるが

加泊t（植）ハラタケ科シバフダンゴタケ属Bo由胞のキノコ．【古】ほこりだけ

ホコリタケL戸 0戸 rdon はst0Vhold

耐鶴田（魚）コイ科アプラミス属の淡水魚プリームAbramisbrama,【古】たい（の 1紛
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こい科の淡水魚

英語breamには，【ラ英和】タイ科の海産魚，【英和大】タイに似た魚の意味もあるが，

デンマーク語のbrasenにその意味はない

bremse （虫）ヒツジバエ科ウマバエ属のウマバエ Gast芭rophilusintestinalis. 【古】（馬や牛

にたかる）あぶ，はえ．【森】ウマバエ

耐出，brier（植）ヒースに似たバラ科エリカ属のプライア（プライヤ） Erica arborea （根をパ

イプにする）．【古】ヒース

耐凶ing（魚）ニシン科スプラット属の魚ヨーロピアンスプラット争1rattussprattus. 

【古】にしん類の小魚．【森】ニシン類の小魚

耐凶G動）イタチ科イタチ属のイイズナM凶 telam同＆【古】いたち．隊】イタチ

brud国lsr（植）ナデシコ科カスミソウ属のシユッコンカスミソウ（コゴメナデシコともい

う）Gypsophila panicz均但【古】こどめなでしこ，かすみそう

buke町田e（植）花が房咲きになるフロ Pパンダ・ローズ（四季咲きとポリアンサをデン

マークで交配させたもの）．【古】バラの花束：ポPアンサばら

「パラの花束」の意味はない

bukke出d（船ミツガシワ科ミツガシワ属のミツガシワ脆n戸川estr.品h鼠【古】すい

かずら

スイカズラ Lonicer宮戸iponicaとは異なる．どのようにしてスイカズラに辿り着いたのか

不明

b即時担.erre（植）アカネ科ヤエムグラ属の（ヤエムグラ白liumspuriumによく似た）シラホ

シムグラ Galium弓parine. 【古】やえむぐら

bu法（栂低木（撞木）．【古】低木，かん木；ゃぶしげみ．協】やぷ，茂み，謹木

buskにやぶ，茂みの意味はない．英語の bushには「（低木が成長して集まって 1本

の木のように見える）低木の茂み」の意味があるが，この意味はデンマーク語では

buskadsにある

bu血血（植）（低木が成長して集まって l本の木のように見える）低木の茂み．【古】やぷ，

茂み，雑木林．低木の植え込み．【森】雑木林，木立，低木の植え込み

buskadsにやぶ，雑木林という意味はない

bJeVer町田（動）ヌートリア科ヌート Pア属のヌート DアMyocastorcoypus. 【古】じゃこ

うねずみ

asiatisk krempespidsmusジャコウネズミ Suncusmurinusとは異なる

b即時舗：p（植）ヤナキ判ヤマナラシ属のヨーロツバヤマナラシ（別名ノ、コヤナギ） Populus 

tremula.また，一般にはポプラとも呼ぶ．【古】欧州ポプラ．【森】ポプラ，ハコヤナギ

belle（.植）プルーペ！） －，コケモモ，ツルコケモモ，ピルペリー等を含むツツジ科スノ

キ属の低木陥ω加h凪【古】こけもも・すのき類のかん木（の実）．【森】コケモモの一種

benne （植）マメ科インゲンマメ属のインゲンマメ Phaseolusvulgaris.【古】豆（類）．

【森】豆：コーヒー豆：カカオなどの実

固
dobbelめekka血（烏）シキ判タシギ属のタシギG必Tiago伊』（inag.α 【古】シギの類

d償 却ap（鳥）アトリ科ウソ属のウソ乃司会ulapy沼会ula.【古】うその1種【森】アカウソ

アカウソ乃rrrhulapyrrhula rosaceaはウソの亜種

du町民（船アカパナ科アカパナ属Epilobiumの植物．【古】ゃなぎそう．【森】ヤナギラン
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ヤナギソウはヤナギランの別名

かつてはアカパナ科ヤナギラン属のヤナギラン almindeliggederamsαamerion 

aJ写us凶vliumがアカパナ属に属しているとされたことがある

dunhammer （植）ガマ科ガマ属乃rphaの植物．【古】紙章，パピルス；よし，あし．

【森】ガマ

紙草（ゴソウの別名〉とパヒ・ルスはカヤツりグサ科．ヨシとアシはイネ科

【丁英大】 reedmaceガマ.club rushガマ．しかしreedだけを見ると，アシ，ヨシの

誤訳が生じる

匂b四ndshummer（動） (= jomfruhummer）アカザエピ科ヨーロツパアカザエピ属のヨー

ロッパアカザエピ Nephropsnorve!Jl切a【古】ノルウェー大えび，いせえび

匂r（動）動物；シカ．【古】動物，獣．【森】動物

国
efeu （植） ( = vedbend）ウコギ科キヅタ属のセイヨウキヅタ Hederahelix.【古】った（の類）．

【森】キヅタ

el （掛か守ノキ科ρ ンノキ属Alnusの植物．【古】かわらはんのき．【森】ハンノキ

カワラハンノキAlnusserrolatoidesは日本に分布

elefan事副（栂 1.イネ科ススキ属M注目nthusの植物，例えばkinesiskelefantgnesススキ；

2.泊 仕組skelefantgrresイネ科チカラシパ属のネピアグラス Pennisetumpuそpureum. 

協】式謹のガマ；ネピアグラス（牧草）

elritse （魚）コイ科ウグイE科ヒメハヤ属のミノーPhoxinusphoxinus.【古】はや・うぐい

の類

ene （植）ヒノキ科ピャクシン属のセイヨウネズjun.争・eruscommunis.【古】ねずの木．

【森】ピャクシン（ヒノキ科の木）

eneb:回h止（栂セイヨウネズの（低）木．【古】ねずの茂み．【森】ピャクシンの茂み

engels・d（植）シダ類ウラポシ科エゾデンダ属のオオエゾデンダPolypodium四 lgare. 

【古】ウラボシ属の植物

erantisキンポウゲ科セツプンソウ属のキパナセツプンソウ Erantln旨hyemalis. 【古】とり

かぶとの l種【森】キパナセツプンソウ（早春に黄色の花をつけるキンポウゲ科の花）

【丁英大】 winteraconiteキバナセツプンソウ

固

aconiteだけの意味を求めると，【英和大】キンポウグ科トリカプト属Aconitumの植物

の総荊1になる

剖IL:（鳥）ハヤプサ．【古】たか，はやぶさ．【森】タカ

fallはノ、ャプサ科Falconidaeの鳥，】ieigタカはタカ科Accipitridaeの主に小型の烏

白血（烏） 1.アトリ科Fn11gillidaeの烏；2.アトリ科アト P属FringiUaの烏．【古】うその

類．【森】アトリ

dompapウソはアトリ科ウソ属乃司会ula

fio血g舗（植）イネ科ヌカポ属のコヌカグサAgrostisstoloniiera.【古】こ削イさ

自rben（動）カナヘピ；トカゲ亜日カナヘピ科Lacertidaeに属す動物．【古】とかげ．

【森】 トカゲ

トカゲeigleはトカゲ亜目品uria/ Lacert幽に属す動物の総称
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司舗ing（魚）スズキ目ワニギス亜目ハチミシマ（トラキヌス）科ノ、チミシマ（トラキヌス）属

の2種の魚almindeligfjresing Trachinus 白 ・co,lille fjresing Trachinus吻e皿【古】と

らぎすの類．【森】ハチミシマ

トラギス ParapercispulcheDa はワニギス亜目トラギス科トラギス属

flagsprette （烏）キツツキ科アカゲラ属 Dendrocoposの烏．【古】きつつきの 1種．

【森】アカゲラ

自主e（紛コイ科プリッカ属のシルバープリームBliccab.fi何血a 【古】こい科の魚の1種
floks （栂ツツジ目ノ、ナシノブ科Polemoniaceaeフロックス属Phloxのsommerfloksキキョ

ウナデシコ Phloxdrummondii. h由 tfloksクサキョウチクトウPhloxpaniculata. l戸1gfloks

シパザクラ Phloxsubulataなど．【森】フロックス

tlueblomst （植）ハエに似た花を持つ蘭．ラン科オフリス属のフライ・オーキッド

Ophrys insect品 ・ra. 【古】はえとりぐさ

ハエトリグサfluefangerDionaea muSi ipulaは食虫植物で，全く別の植物

tluefi蜘 riフライフイツシング（毛ばり釣り）．【森】ハエ取り

これは動植物名称ではないが，盟国という語が入っているので挙げておく

均叫er（魚）カレイ・ヒラメの類，特にカレイ科月reuronectiiぬeの魚．【古】ひらめの類．

【森】カレイ・ヒラメの類

ヒラメの類とするとカレイ類が入らないことになり，不適切

tlyveh町百（植）イネ科カラスムギ属のカラスムギAvenah印・a. 【古】野生のオート麦の

1種．【森】カラスムギ

fueg （植） 1.比較的大型の水生植物； 2.= gul irisアヤメ科アヤメ属のキショウプIris

pseudacorus. 【古】アイリス（あやめ・しょぶの類）

キショウプはアヤメ（アイリス）属の 1種

白atmide（虫）ヒゼシダニ晶rcopt.白 scahiei. 【古】ひぜんのムシ．【森】ヒゼンダニ

h唱也回lt（植）果実のなる低木．【古】果樹園，果樹の茂み．【森】実のなる茂み

fuch血（船アカバナ科フクシア属Fuchsiの植物．【古】フクシャ．つりうりそう

フクシア Fuchsia,別名ホクシア，ツPウキソウ

制gekonge（烏）キクイタダキ科キクイタダキ属のキクイタダキ Regulusregulus.【古】み

そさざい.~長】キクイタダキ

固

ミソサザイ Trogloゆ目的d劫聞はgrerd回 mutte

【丁英大】 goldencrestedwren, goldcrestキクイタダキ.wrenだけだと， ミソサザイと

いう誤訳になる

gedde （魚）カワカマス科カワカマス属の 1種，キタカワカマス Es,αx:lucius.【古】（かわ）

かます．【森】カワカマス

カワカマスは淡水魚，一方カマスはカマス科争ihyraenidaeに属す海水魚類の総称．し

たがって（かわ）をかっこ（）にいれてはいけない

gedehams （虫）スズメバチ（スズメバチ科スズメバチE科陪司pinaeに属する昆虫の総

称） : almindelig gedehams = hveps持・spulavulg荷台キオピクロスズメバチ， Stor

gedehams 陪伊aera broモンスズメバチなど．【古】すずめばち．【森】オオクマバチ

オオクマバチという標準和名はない

ミツバチ科に属すクマパチ勾rfocopaをオオクマバチということもあるらしい．また，
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asiatisk krempegedehams 陪'Spamandai也iaオオスズメパチのことをオオクマとも言う

ようであるが，地方によってはこれをオオクマパチということもあるようである

grib （烏）タカ科クロハゲワシ属のクロノ、グワシmunkegribAegypius monachus,ミミヒダ

ハゲワシ属のミミヒダハゲワシ 0regribTorgos tracheliotosやコンドル科クロコンドル

属のクロコンドルravnegribCon唱-ypsa白血4 ヒメコンドル属ヒメコンドルkalkungrib

Cathartes auraなど．【古】はげたか．【森】ハヤプサ

ノ、グタカはノ、グワシ類またはコンドル類の俗称

ハヤプサはノ、ヤプサ目ハヤプサ科ハヤプサ属に属する鳥類

【丁英大】 vulture,griffon. ［；英和大】【ラ英和】ノ、ゲワシ，コンドル

ハヤプサに辿り着いた誤訳のメカニズムは不明

grun出ng（魚）コイ科カマツカ亜科ゴピオ属のヨーロッパカマツカ Gobiogobio. 【古】き

たのかまっか（こい科の小魚）

伊ぬ句伊（虫）（バッタ，イナゴ，キリギリス，コオロギ，カマドウマなど）バッタ日

α曲opteraの昆虫．【古】ばった，いなどの類．【森】バッタ，イナゴ，キリギリス

greniri止（烏）アト P科ヒワ属のアオカワラヒワ αrduelischloris. 【古】かわらひわ．

【森】アオカワラヒワ

grs吐Al（植）アプラナ科アブラナ属のリョクヨウカンラン，ハゴロモカンラン，ケール

Brassica oler宮町•a v;,u. ace，沖地【古】ちりめんきゃべっ．【森】ケール， J、ゴロモカンラン

チリメンキャベツはsavoykalBrassica oleracea sabaudaのこと

F四 spre臨（烏）キツツキ科アオグラ属のヨーロツバアオゲラ丹＇CuSviridi.瓦【古】みどりき

つつき．【森】アオゲラ

【丁英大】 greenwoodpecker.【ラ英和】アオゲラ，【英和大】ヨーロッパアオゲラとあ

るにもかかわらず，greenとwoodpeckerをそれぞれ逐語訳した結果が「みどりきつつき」

という誤訳となったのであろう

gri埼m クマ科クマ属のハイイログマ訪問ar的 ishorribilis. 【古】灰色の大＜・'1
【丁英大】 g包zly(be紅）．【英和大】【ラ英和】ハイイログマ

英和辞典見ていれば誤訳するはずがないのであるが，おそらくデンマーク語の graと

hjlilmをそれぞれ逐語訳した結果の誤訳であろう

grisp町 v（鳥）スズメ科スズメ属のイエスズメ Passerdomesticus. 【古】いえすずめ．

【森】スズメ

スズメは skovspurvPasser montanus 

g也，pJE悦（鳥）キツツキ科アオグラ属のヤマグラ丹rcuscanus. 【古】（頭が灰色の）キツツ

キ科の鳥

gul世・egn（植）マメ科キングサリ属のキングサリ，キパナフジLaburnumanagyroides. 

【古】きんぐさり．【森】エニシダ

エニシダCytisusscopan"usはalmindeliggyvelで，別の植物

gs  = vintergrek （植）ヒガンバナ科マツユキソウ属のマツユキソウ Galanthusnivalis. 

【古】ゆきのはな

ユキノハナはマツユキソウの別名

伊g聞武（樋ラン科ハクサンチドリ属Dactylo.泊mの植物．【古】らん．【森】ラン

gisefod （船アカザ科アカザ属αenopodiumの植物．【古】あかざの類

隣国rt（植）キク科カマエメルム属αamaemelum(Anthemis）のカミツレ．【古】かみつ

れ．【森】カミツレ，ヒナギク
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ヒナギク tusin品川はキク科ヒナギク属のBe助 perennis

目
hase =has （植）ドングリなどの殻斗（かくと），俗にいうドングリのお椀・はかま．

【森】ハシバミの実

h町 gaMe（鳥）海鳥，特にアピ科アピ属のアピr0dstrubetlorn Gavia steUataやカモ科アイサ

属skalleslugerM白吉田の鳥．【森】アピ；海鳥

havkal = grnnlandshaj （魚）オンデンザメ科オンデンザメ属のニシオンデンザメ

Somniosus microc1甲./ialus. 【古】ふか，さめの類

havkat （魚）オオカミウオ科オオカミウオ属のシロオオカミウオ Ana1カichasI叩臥

【古】なまず．【森】ナマズ

【丁英大】白血h,wolffish.院和大】 ca由 hl.ナマズ， 2.オオカミウオ.wol血shオ

オカミウオ

図面shの一つの意味のナマズだけを見た結呆の誤訳

凶円叫ge= s0lvmage （烏）カモメ科カモメ属のセグロカモメ Lamsargentatlls. 【森】セグ

ロカモメ

havmageはs0lvmageの俗称

havem （烏）タカ科オジロワシ属のオジロワシ HaliaeetllYalbicilla. 【古】うみわし．

【森】オジロワシ

【丁英大】 white-tailedeagle.民和大】 white-tailedeagle = white-tailed sea eagleオジ

ロワシ

おそらく【丁英大】民和対を見ることなしデンマーク語の havとemをそれぞれ

逐語訳した結呆の「うみわし」という誤訳であろう

h卸価吋（魚）サケ科タイセイヨウサケ属のシートラウト Salmotrutta trutta （プラウント

ラウト Salmo加簡の降海型）．【森】アイナメ

【丁英大】 seatrout.民和大】 1.降海性のあるマス類の総称；（特に）ヨーロッパ産の

ブラウントラウト.2.ニジマスに似た海産魚類の総称（weak五sh，アイナメ（greenling)

など）

アイナメという誤訳はseatroutの良和大】の2の意味に起因するとしか考えられない

が，なぜこのような周辺的な意味を選択したのかは理解に苦しむ

hedeヒースの生えた荒れ地【古】ヒース

ヒース（ギョりュウモドキ，カルーナ） CaUuna四 lgarisはhedd戸港

hedelyng （植）ツツジ科カルーナ属のギョ Pュウモドキ Callunavulgaris.，別名ヒース．

【森】ヒース

hedel回 ke（鳥）ヒパリ科モりヒバリ属のモリヒバリ Lullula;JJ会orea. 【古】（剛｜）ひばり

hej問団：b（.植）フウロソウ科オランダフウロ属のオランダフウロ Erodiumcicutarium. 

【古】てんじくあおい属の植物

pelargonieテンジクアオイ属はPelargom"um

【丁英大】 （Erodiumcicutarium) common s白血ー凶

日開メヨstorksbi止1.フウロソウ科テンジクアオイ属 （Pelargonii四）の植物の総称、 2.フ

ウロソウ科オランダフウロ属の植物の総称；（特に）オランダフウロ

【英和大】の1の意味を選択したための誤訳

hellefisk （魚）カレイ科カラスガレイ属のカラスガレイ Reinhardtiushippoglossoides. 
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【古】（グリーンランド）おひょう．【森】グリーンランドオヒョウ

【丁英大】 （zo.:Re幼 ardtiush卯 oglossoides)Greenland halibut 

Greenland halibutは【ラ英和】にはないが，【英和大】ではカラスガレイの訳が示され

ているにもかかわらず，Greenlandとhalibutオヒョウのそれぞれを逐語訳した結果が「グ

Pーンランドオヒョウ』という誤訳

helt （魚）サケ科コクチマス属のホワイトフイツ・ンュ白1regonusla四肥佃a【古】こくちま

す．【森】サケの一種

hermelin = liekat （動）イタチ科イタチ属オコジョ Mustelaerminea，別名ヤマイタチ．

【古】てん，白てん．【森】オコジョ，ヤマイタチ，アーミン

テンはイタチ科テン属Martes. シロテンはオコジョの俗称

heste盟国（虫）シラミバエ科ウマジラミパエ属のウマジラミバエ Hippohoscaequina. 

【古】うまばえ

加凶ale（植）オオバコ科スギナモ属 Hippurisに属する水生植物．【古】すぎなも，とく

さ，よもぎ．【森】トクサ

トクサ Equise加m hyemaleはトクサ科トクサ属 Equise白m. ヨモギはキク科ヨモギ属

Artemisia 

【丁英大】 1.horse凶1,2. (hot.: 1均'Punsvu伊ris)mare’s凶1,3. （勉ure)pony－凶l

【英和大】 horse凶.1.馬の尾 2.ポニーテール， 3.（植物）トクサ属 （Equise，印刷の植

物の総称；トクサ，スギナなど.mare’s凶.la.スギナモ（昂ippun'svu伊ヨ札 lb.ト

クサ， le.ヒメムカシヨモギ（horseweed)

【T英次】の示す意味のうち，植物は2だけで， 1は馬の尾 3は髪型のポニーテールを

指すことは明白である．しかし， horseta丑と mare’stailに共通のトクサを選択して誤訳

になったのであろう．またさらに， leのヒメムカシヨモギからヨモギという誤訳も生じ

たのであろう

h箇油田（栂キク科フキ属Pe.郎 itesの植物．【古】ふきたんぽぽ

フキタンポボfolfodはフキタンポポ属 Tussilago

【丁英大】 1.horse's fooh. 2. (hot.: Peta.sites) butterbur 

（植物）の指示のある butterburフキ属の意味を求めないで，単に馬のひづめの意味しか

ないhorse’sfoohの意味を求めようとしたが，【丁英大】にも【ラ英和】にも horse’sfooh

の見出し語がなく，代わりにhorsefoohの見出し語があったので，その意味を求めた結

果フキタンポポという誤訳に至ったものと思われる

himmerigsnegle = kodriver （植）サクラソウ科サクラソウ属 Primulaの植物．

【古】 himmelringsn0gle[SJc］は誤綴り：きばなのくりん草

hulkravet kodriver (Pn'mula ven's）はサクラソウ属キパナノクPンザクラ

hindb即（植）パラ科キイチゴ属のヨーロツバキイチゴ，ヨーロツパラズペリーRuhus

idaeus（の果実）．【古】きいちご，えぞいちご．【森】きいちごの実，ラズベりー

エゾイチゴはRuhusmatsumuranus 

hind肱erb四 1:（植）ラズペリーの（低）木．【古】きいちご（えぞいちご）の茂み．【森】キイチ

ゴノ木

hirse （植）イネ科キピ属Panicumの植物．【古】きび，あわ．【森】キピ

アワ kolbehirseSetan'a it拍匂はイネ科エノコログサ属

同ej1e（鳥）チドリ科ムナグロ属のヨーロッパムナグロ Pluvialis弓pricmな【古】（むなぐろ）

ちどり．【森】ムナグロ（チドリの一種）
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同町印刷omst（植）ケマンソウ亜科コマクサ属Dicentraの植物．【古】けまんそう

同位加盟叫ing（員）ザルガイ科ヨーロッバザルガイ属のヨーロッパザJレガイ Cerastoderrna

eぬle.【古】とり買の 1麗【森】ザル見トリ員

トリガイはザルガイ科ト Pガイ属Fuli問

hjrebne （栂イネ科オオノ、マガヤ（ピーチグラス）属Amm中hilaの植物．【古】海岸の砂地な

どに多い雑草

honnin伊 don（植）ハネデューメロン〆、ホジューメロン（honneydewmelon）.【森】甘露

メロン（マスクメロシの一衛

honningmelonはマスクメロンではなく，ノーネットメロンである

homfisk （魚）ダツ科ペローネ属のヨーロツパダツBelonebe/one.【古】だっ，ょうじう抗

かみさより．【森】口ばしが強く長い魚類（ダツ，カミサヨリなど）

ヨウジウオは蜘1gnathussch』egeh・は異なる魚．日本のダツ Sm叫がuraanastomeUaも

異なる魚．カミサヨリという魚は確認できない

h町田伊司~ = dobbeltbekassin （烏）シギ科タシギ属のタシギGallinagogallinago. 【古】しぎ

の1種

horseg0gはdobbeltbekassinの地方名

hugorm （動）クサりへピ科クサリヘピ属のヨーロツパクサPヘピ ~peraberos. 【古】まむ
し．【森】クサリへピ，マムシ，毒へピ

クサリヘピ科マムシ属のマムシα'oydiusblomhoffiiーとは異なる

h叫叩h出血（動）ネズミ目ヤマアラシ科時習tricicぬeおおよびアメリカヤマアラシ科

Erethizontidae に属す動物．【古】やまあらし．【森】ハリモグラ

ノ、リモグラ Kortnrebbetmyrepin也vinTachyglossus aculea加sはカモノノ、シ目ハロモグ

ラ科

humm町（動）アカザエピ科ロプスター属のウミザリガニ，オマールエピ，オマールロプス

ター，ヨーロピアンロプスターHomarusgammarus. 【古】いせえび，おおえび．

【森】ザりガニ，ロプスター

husln止（虫）カミキリムシ科のオウシュウイエカミキ9Hylotrupes b弓iulus.【森】カミキ

リムシ

huslsg （植）ベンケイソウ科パンダイソウ属の植物： almindelighusl0g/taghusl0gヤネパン

ダイソウ Sem.戸 ！rvivumtectorum または spindelv~husleg クモノスパンダイソウ

Sempervivum arachnoideumなど．【古】くものすばんだいそう

hvarre （魚）カレイ目スコプタルムス（イシピラメ）科スコプタルムス（イシピラメ）属の

pighvarイシピラメ ScophthalmusmaxirnusとslethvarScophthalmus z迎。mbus.【古】ひ

らめの1温いしびらめ

hveps = gedehams （虫）スズメバチ科Vespidaeに属すスズメバチやアシナガパチなど．

【古】すずめばち．【森】スズメバチ

h由曙（魚）タラ科メルランギウス属のホワイティング脆Tlangiusmez均噂m 【古】小だ

ら．【森】タラの一種

hyben（：植）野パラ（主にノ、マナスrynketrose Rosa rugosa）の果実．【古】（赤い）野ぱらの実．

【森】野バラの実

h副 gepil（植）シダレヤナギSalixbal;戸1J1icaやシダレバツコヤナギSalixcaprea Pendula 

など枝の垂れ下がった柳の種類．【古】しだれやなぎ．【森】シダレヤナギ

hsnsej喝t= agerh0nsej agtヤマウズラ猟．【古】うずら猟
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ウズラはvagtel

hyldebusk （植）スイカズラ科ニワトコ属のニワトコの（低）木．【古】にわとこの茂み．

【森】ニワトコの謹木

lumse旬rm（植）ナデシコ科ミミナグサ属のミミナグサ Cerastiumfontanum. 【古】はこベ

ハコベfladstjerneあるいはfuglegrresはナデシコ科ノ、コペ属SteUmおで別属

【丁英大】（mouse-ear(ed)) chickweed；五eldchickweed 

【英和大】 mouse-earchi仕weedミミナグサ.field chi仕weedセイヨウミミナグサ．し

かしchickweedだけだとハコペ．

つまり，【丁英大】が（mouse-ear(ed)) chickweedのようにmouse-ear(ed）を任意である

かの如くに括弧に入れて示したことが誤訳の原因となったのであり，括弧に入れるべき

ではなかった

hA （魚） blah司ヨシキリザメ PrionaceGlauca. pighajアプラヅノザメ Squalusacanthias, 

sildeh司ニシネズミザメ Lamnan.訓 JSなどのサメ類の方言形．【古】つのざめの類

目
ilder （動）イタチ科イタチ属のヨーロツパケナガイタチ，フェレツト Mustelaputori，叫

ニオイネコとも．【古】けながいたち．ニオイホコ（悪臭を発するイタチの一劃

iris （植）アヤメ科アヤメ属h』の植物：アヤメ，ショウプ，カキツバタ，アイ Pスな

ど．【古】アイリスあやめ．【森】アイリス（アヤメ科の植物）

irisk （鳥）アト P科ヒワ属 Cardueli.訟の鳥．【古】ベにひわ．【森】ペニヒワ

ising （魚）カレイ科スナガレイ属のニシマガレイ Limadalimanda.【古】小がれい，すなが

れい．【森】コガレイ（マガレイ・スナガレイ舟

自
jagtfalk （烏）ハヤプサ科ノ、ヤプサ属のシロハヤプサFalcorusticolus. 【古】おおたか．

【森】オオタカ

オオタカduehegAc，α{pitergentili.旨はタカ科ノ、イタカ属

英語のgerfalcon= gyrfalconからはシロハヤブサにしか至らない．オオタカに至った過

程は不可解である

jemspurv （烏）イワヒバリ科カヤクグリ属（イワヒバリ属）のヨーロツパカヤクグP
Prunella modularis. 【古】いわひばり．【森】イワスズメ

イワスズメ StenspurvPetronia petroniaはスズメ科イワスズメ属の烏

jo田 紬.umm.er（動）アカザエヒ明ヨーロッバアカザエピ属のヨーロッバアカザエピAゆ re.戸

non甲'CUS. 【古】ノルウェー（大）えぴ，ロプスター．【森】ノルウェーロプスター

対応する英語Norwaylobsterは【ラ英和】にはないが，朕卦日大】では＝ DublinBay 

prawnとあり，ヨーロツバアカザエピの訳が示されているにもかかわらす， Norway

lobs町の第一要素と第二要素を別々に逐語訳した結果「ノルウェーロプスター」になった

jor曲叫曲（植）スギゴケ科ウマスギゴケPゆ白泊四 commune. 【古】アジアンタム属の

しだ類

jordkrel鼠（虫）コオロギ上科ケラ科 Gryllotalpidaeに属するケラの一種 Gryllotalpa

釘yDotalpa. 【古】（っち）こおろぎ

j叫由ktus（植）サボテン科スクルンベルゲラ属のシャコパサボテン Schlumhergera

truncata （クリスマスカクタスやデンマークカクタスの名で販売されている）．
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【古】クPスマスカクタス

j叫m四 e（植）キンポウゲ科クリスマスローズ属のへレポルス・ニゲルHelleborusnigerな

どの植物．【古】クリスマスローズ．【森】クリスマスローズ

j即 v（動）イタチ科クズリ属のクズリ Gulogulo. 【古】あなぐま．【森】クズリ

アナグマはイタチ科アナグマ属Meles.

園
h凶au（魚）商業用語で大型のセイヨウダラtorskGadus morhuaのこと．【古】（大型の）

たら，まだら．【森】大型のタラ

kakadue （鳥）オウム科 Cacatuidaeに属す烏の総称．パタンインコ（αca印a属）も含む．
【古】ぼたんいんこ

h地創（植）flaskegr::eskar （ウリ科ユウガオ属のユウガオ Lagen:nお~白•rariavar. h1.苧1idaと

ヒョウタンLagenariasiceraria var. gourda）およびkalabastrre（ノウゼンカズラ科フクベ

ノキ属のフクベノキ Crescentiacザete）.【古】ひょうたん（製品）．【森】カラバツシュ

（熱帯アメリカの高木）

b1元凶lhjo詑（動） 10以上に枝分かれした大きな角を持つシカ科シカ属のアカシカ Cervus

elaphusの雄．【古】雄のあかしか

karse （植）アプラナ科マメグンバイナズナ属のコショウソウ Lepidiumsatii四皿【古】か

らしなの類．【森】クレソン

オランダガラシ（クレソン）はアブラナ科オランダガラシ属地sturtium

kjove （烏）トウゾクカモメ科Stercorai創 ・aeの烏，特にトウゾクカモメ属Stercorariusの烏．

【古】 1illekjoveおながとうぞくかもめ

回le匂oveはシロハラトウゾクカモメ Stercorariuslongicaudus 

オナガトウゾクカモメという名称は確認できない

凶nte（：栂ナデシコ科ムギセンノウ属のムギセンノウ（ムギナデシコ） .i物関temmagithago. 

【古】むぎなでしこ

.ldokkeblomst （植）キキョウ科ホタルプクロ（別名ツリガネソウ）属 Campanulaの

n0gleklokke !Jンドウザキカンバニュラ白呼加ulaglomerataやlidenklokkeイトシヤジン

Campanula rotund劫iliaやmarie(bla) klokkeフウリンソウ αmpanulamediumなど．

【古】いとしやじん．【森】ツリガネソウ・フウリンソウ（などの花・植物）

ツリガネソウはフウリンソウの園芸上の呼称

Jdo.地出yacint（：植）ユリ科ツルポ属のツリガネズイセン（プルーペル） Scilla campanulata. 

【古】プルーペル

Jdokkelyng （植）ツツジ科エリカ属のツPガネエリカ Ericate的位（ヒース）．【古】ヒース．

【森】ヒース，エリカ

kongesm （烏）タカ科イヌワシ属のイヌワシAquiladヴ宮-aetos. 【古】金わし，いぬわし．

【森】イヌワシ

キンワシという名称は確認できない

konk （貝）エゾバイ科Buccinidaeエゾパイ属のヨーロッバエゾパイ Buccinumundatum, 

同科エゾポラ属のムカシエゾポラ Neptuneaantiquaなどの海水巻貝．【古】（かたつ

むりの1種），ほら貝，巻き貝．【森】カタツムりの一種

ko町 ol州国＝ konvolvolus （植）セイヨウヒルガオ Convolvulusarvensisなど，ヒルガオ科

セイヨウヒルガオ属 Convolvulusの植物．【古】ひるがお
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komblomst（植）キク科ヤグルマギク属のヤグルマギク αntaureacyanus. 【古】ゃぐるま

ぎく，むぎなでしこ．【森】ヤグルマギク，ムギセンノウ，ヒナゲシなど

ムギセンノウ（ムギナデシコ） klinte Agrostemma githagoおよびヒナゲシ kornvalmue

P伊a陪 Trhoeasは別の植物

b喝eklo（栂マメ科ハリモクシュ属Ononisの植物．【古】はりもくしゅの類（クローパーに似

た雑草）

クローバーには似ていない

kram品igl（烏）食用に捕えた小鳥，特にツグミ drosseL 【古】つぐみるいの総称；のはら

つぐみ

bap（船アカネ科アカネ属のセイヨウアカネ Rubi切出ctoria. 【古】あかね科の植物

krikand （烏）カモ科マガモ属のコガモAnasα町は【古】まがも

マガモはgraandAnas platyrh戸 chos

kroplus （虫）ヒトジラミ科ヒトジラミ属のコロモジラミ Pediculushumanus corpmな

【古】しらみの 1種．【森】コロモジラミ

h前町nt（植）シソ科ハッカ属のチPメンハッカ（カ－9－ミント） Mentha伊icata

mゆata.【古】はつかの 1種

kruseper富田.e= persille （植）セリ科オランダゼP属のパセリ（和名：オランダゼリ）

Petroselinum crispum. 【古】パセP，オランダセD
U喝 e= havreblomme （船ツツジ科スモモ属丹7D1USのセイヨウスモモPrunusdomestica 

ssp. domesticaの亜種ダムソンプラムPrunusdomestica s.伊.insitil血【古】がんとうら

ん（つるこけももの1種）

ツルコケモモ町anebrer陥cα•mumoxycoccosはツツジ科スノキ亜科スノキ属陥αinium

biller （魚）タラ科モンツキダラ（コダラ）属のそンツキダラ（コダラ） Melanogrammus 

aeglefinus. 【古】もんっきだら．【森】タラの一種

Jrulmule （魚）メルルーサ科メルルーサ属のホンメルルーサ Merlucciusmerluccius. 

【古】（たら類の）食用魚．【森】タラ（体調が長く，口．えらが黒い）

kulsukker（楠シソ目ムラサキ科ヒレノ、リソウ属$也片戸umの椎駒．【古】玖立はりそう

kvabbe （魚）スズキ目ゲンゲ科ナガガジ属Zoar白 Sの海水魚剖耐百1bbeコモチガジ（コモチゲン

ゲ）Zoarces vivi.戸rusやタラ目カワメンタイ属の淡水魚knude=fer釦 andshabbeカワメン

タイ Lotalo胞を指す． 【古】かわめんたい．【森】タラ科の魚

b回（植）セD科シシウド属のセイヨウトウキAngelicaarchangelica.，別名アンゼリカ．

【古】アングリカ（ししうど属）．【森】アンゲリカ（ししうど属）

kvik = kvil:grres （植）イネ科シパムギ属のシバムギ均四rgian戸 'IlS, 別名ヒメカモジグサ．

【古】ひめかもじぐさ．【森】ヒメカモジグサ

kv&!Cie （植）パラ科シモツケ亜科マルメロ属のマルメロ Cydoniaoblonga.，別名セイヨ

ウカリン．【古】まるめろ．【森】マルメロ

Jaerhsg （烏）タカ科チュウヒ属 Circusの烏．【古】ハリヤー犬．【森】ハリヤー犬（ウサギ

狩りなどに使う体の小振りな猟犬）

【英和大】対応する英語の harrierにはチュウヒ属の烏の意味の他に，ウサギ狩り用の

猟犬の意味もあるが， NDO,ODS, DDOから烏を指すことは明白である．また，

【森】は【古】に依存した誤訳の可能性もある

b:rminde （植）ムラサキ科ル9ソウ属αnphalod.自の植物．【古】わすれなぐさ

ワスレナグサforglemrnigejMyoso的 sea.苧io必sはムラサキ科ワスレナグサ属Myosotis
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bdb卸（植）ツグ科サルココッカ属品rcococcaの植物（の果実）． 【古】せいようさんざし

の実

セイヨウサンザシhvidtj0mCrataegus Jae噌ata( Crataegus oxyacan伽）はバラ科サンザ

シ属 Crataegus

凶rabi= glas凶νknud仕組； kfilroe（植） 1. (= ~炉Mνknud仕組）コールラピ（Brassica
oleracea四 r.gongylodes），別名クキカンラン；2.（＝凶roe）ルタバガBrassican弓pus四r.

n年初bra.四＇ca,別名カプハボタン，スウィード，スウェーデンカプ．【古】スウェーデンカプ．

【森】クキカンラン

画
laberr吋＝ hav0rred （魚）サケ科タイセイヨウサケ属のシートラウト Sa/motrutta trutta 

（プラウントラウト Sa/mo加胞の降海型）．【古】海ます．【森】海マス

land剖 戸 “e（動）リクガメ（リクガメ科 Testudi出油e）.【古】かめ．【森】カメ

la也戸田＝ fladbielg （.植）マメ科レンリンソウ属Lathyrusの植物（スイートピーやレンリン

ソウなどを含む）．【古】スイートピー．【森】ソラマメの一種，スイートピー

ソラマメ討kkeはソラマメ属日＇aa
凶 m レモンの味・香り，レモン風味【古】レモン．【森】レモン

果物のレモシそのものはci往on

lev町田t（.植）ウメパチソウ Parnassiapalustn:ーなどのニシキギ科ウメパチソウ属Pai刀assia

の植物．【古】すはまそう，ゆきわりそう

スノ、マソウ（ユキワリソウ）晶11aticanobilis var. japom国 forma四 riegatはキンポウグ科

ミスミソウ属Hepaticaのまったく異なる植物

h凶ia= lobelie （植） lレりミゾカクシ Lobeliaerinusなどのキキョウ科ミゾカクシ属

Lobeliaの植物．【古】ロペリア

lodde （魚）キュウりウオ科カラフトシシャモ属のカラフトシシャモ Ma/lotusvillosus. 

【古】たら釣りのえさにする小魚

lomvi = lomvie （烏）ウミスズメ科ウミガラス属のウミガラス白山alge.【古】うみがらす，

うみぽとなどの海鳥．【森】ウミガラスなどの海鳥

ウミスズメ科ウミパト属白pphusは別の属

lungeurt （.船ムラサキ科プルモナリア属R血wnariaの植物．【古】むらさき科の植物

lyng （植） klokkelyngツリガネエリカEneate白位（ヒース）を含むツツジ科エDカ属Erica

の植物．【古】ヒース．【森】ヒース，エリカ

1時 eigle（動）医療用ヒルHirudomedic白＇alis.【古】ひる（吸血に使った）

Ire凶＝ hermelin （動）イタチ科イタチ属のオコジョ Mustelaerminea,別名ヤマイタチ．

【古】てん．【森】オコジョ

テンm.3rはイタチ科テシ属Martes

herkedue （烏）ドイツ発祥のレース鳩．【古】はとの 1種
herke剖k（烏）ハヤブサ科ノ、ャプサ属のチゴノ、ャプサFalcosubbuteo.【古】たかの1種

herkesvamp （植）ツガサルノコシカケ科エプリコ属のキノコの一種エプpコLaric.品mes

officinalis.【古】からまつはらたけ

ノ、ラタケ属はAgan"cus.カラマツノ、ラタケは確認できない

h酔翻e（.植）アブラナ科アリアリア属のニンニクガラシADiariapetiolata.【古】かきねか

らし
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カキネガラシrankvejsenn叩拘ymbriumofficinaleはアブラナ科カキネガラシ属

lsje （魚）コイ科ウグイ亜科の魚プリーク Albumusalbumus.【古】ぎんひらうお

ギンヒラウオは確認できない

1svs姐 ger（鳥）メポソムシクイ科メポソムシクイ属のキタヤナギムシクイ PhyUoscopus

trochilus.【古】小虫食烏（うぐいす科の小鳥）

1svs品ke（植）セリ科レヴィスティクム属のラページ（ロページ，ラピッジ，ラペッジ）

Le由ticumofficinale.ノ、ープとして利用する．【古】せり科の薬草協】ロベッジ（種子を

香辛料にする）

画
maskeblomst （植）ゴマノノ、ク・サ科Scrophulariaceaeの植物．【古】金魚草

キンギョソウhavel0Vemundはオオバコ科月四阿ginaceae

melb即（植）ツツジ科クマコケモモ属Arctostaphylosの植物（の果実）．【古】こけもも，

うめもどき

ウメモドキkristtom(lcris吋0m）はそチノキ科モチノキ属Dex

melb即 is（樹ツツジ科クマコケモモ属Arctostaphylosの植物．【古】こけもも（うめもど

き）の小枝

-ris はbusk「低木」を意味するが，これを「小枝」と解釈した結果の誤訳

merian （植）シソ科ρ ナハッカ属の almindeligmerianハナハッカ（オレガノ） Origanum 

同ilgareとhavemerianマヨラナ On'ganummajorana.【古】はなはつか．阪】マヨラナ

（ノ、ナハッカ属の植物）

mirabel （植）パラ科スモモ属のベニパスモモPrunusceras.挽 Ta. 【古】すももの 1種．

【森】スモモの一種

mjedurt （植）セイヨウナツユキソウ R争endulaulmariaやロクペンシモツケソウ（別名ヨ

ウシュシモツケソウ） Filipendula vu伊危など，パラ科シモツケソウ属 w'pendulaの植

物．【古】ゆきのした．【森】ユキノシタ

ユキノシタ Sax.必-agastolonifer習はj0dskreg

morel （船バラ科スモモ属のスミノミザクラ Prunuscerasusの亜種，スミノザクラPrunus

cerasus ssp. cerasus var. au.尉 '1'8（の果実）．【古】さくらんぼの 1種【森】さくらんぼの

一種

morgenfrue （植）キク科キンセンカ属のキンセンカ Calendulaofficinalisなど．（カレン

デュラ，ポットマDーゴールド） Calendula. 【古】きんせんか，マリーゴールド．

【森】キンセンカの 1亀マリゴールド

マリ（一）ゴールドflBjlsblomstTagetesはキク科コウオウソウ属（マンジュギク属）

mosegris （動）キヌゲネズミ科ミズノ、タネズミ属のミズハタネズミ Arvicolaamphibius. 

【古】かわねずみ，みずはたねずみ．【森】ハタネズミの1種
カワネズミ α加1arrogaleplaty白phalaはトガPネズミ科カワネズミ属

m回kusro創造＝ bisamrotte （動）ネズミ科マスクラット属のマスクラット Onぬ白

zibethicus. 【古】じゃこうねずみ．【森】ジャコウホズミ

ジャコウネズミ asiatiskkrempespidsmus Suncus murinusはトガPネズミ科ジャコウ

ネズミ属

mudderklire （烏）シギ科イソシギ属のイソシギAca出 hypoleucos.【古】しぎの類

muile （魚）ヒメジ科メダマヒメジ属 Mull.'Sの s凶betmulleタテジマヒメジ MuOus
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surmu，たtusやrndmulleニシヒメジMullusbarbatus. 【古】ぽら，ひめじ．【森】ポラ，

ヒメジ（の類の魚）

ポラm叫teはポラ科M曙過aae

m叫te（魚）ボラ：ポラ科M噌ilidaeの魚．【古】まぽら，ひめじ

munke = blamunke （植）キキョウ科ヤシオネ属のヤシオネ・モンタナ fasione

montana. 【古】ききょう科のまつむしそうに似た草

マツムシソウ skabioseScabiosaはマツムシソウ科

mur吋er（鳥）アマツパメ科アマツバメ属のヨーロツパアマツバメ年邸宅pus. 【古】かっ色

雨つばめ．【森】アマツバメ

カッショクアマツバメは確認できない

m町sva1e= mursejler （烏）アマツバメ科アマツバメ属のヨーロッバアマツパメ Apus

a pus. 【古】かっ色雨つぼめ

musehale （船キンポウゲ科ミオスルス属の植物A今'OSurusm白 血us. 【古】きんぼうげ

キンポウグはキンポウゲ属Ranunculus

mus朗氏（植） kuglemuseurtキヨミギク Fi/ago四 lgan.旨などのキク科フィラゴ属の植物．

【古】かきどうし

カキドウシkorsknapGlechoma hederaceaはシン科カキドウシ属α伐治oma

mu企edonner= dunhammer （植）ガマ科ガマ属 Typhaの植物．【古】パピルス，がま．

【森】ガマ

m凶ing（員）二枚貝．【古】むらさきいがい．【森】ムラサキイガイ

ムラサキイガイ Mytilusedulisはb路m田 ling

m四 vit（鳥）シジュウカラ科シジュウカラ属のシジュウカラ Parusmajor. 【古】大しじゅ

うから，やまがら．師長】シジュウカラ

ヤマガラbroget mゆeParus variusもシジュウカラ属であるが，日本，朝鮮半島，台湾

に生息

m田叫ge（烏）タカ科ノスリ属のヨーロツパノスリ Buteobuteo.【古】のすり，はげたか．

【森】ノスリ

ハゲタカはノ、ゲワシ類またはコンドル類の俗称

町叫eG動）グレイノ、ウンドなどの，元来狩猟犬であった，細身の犬種【古】グレイハウン

に【森】グレイハウンド

町市（船フトモモ科ギンパイカ属のギンパイカ Myrtuscommunis. 【古】てんにんか，

きんばいか．【森】ギンバイカ

テンニンカ Rhodomyrtustomentosa はフトモモ科テシニンカ属．

キンバイカは確認できない

Dlal1de （樹アカサ秒、マアカザ属AゆJexの植物．【古】あかぎの窺【森】アカザの類

miler （虫）シャクガ科白'Ometridaeのガおよびその幼虫シャクトりムシ．【古】尺取り虫．

【森】尺取り虫

困
m鳳Jrtium.（船アブラナ科オランダガラシ属Nasturtiumのtykskulpetbrnni品arseオランダガ

ラシ（クレソン） Nas担 抽 出1otm血•ale, tyn也lculpetbren品arseコパノオランダガラシ

Nasturtium microphyllu皿【古】のうぜんはれん，きんれんか．隙】キンレンカ

ノウゼシハレン科ノウゼンハレン属のキンレンカ（ノウゼンハレン） almindelig 
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blomsterkarseあるいは句llerkensmrekkerTropaeolum majusはナスタチウム（英語

Nasturtium）とも呼ばれるが，この名は正式にはオランダガラシ（クレソン）属を指す学名

であって，似た味をもっために転用された通称である

natp：品頃珂e（虫）ヤママユガ科クスサン属品加miaの蛾【古】蛾の 1種

m均寝静（植）ナス科ナス属Solanumの植物，特にbitters0dnatskyggeツルナス Solanum 

dulcamareとsortnatsky毘eイヌホオズキ Solanumn伊m 【古】いぬほうずき

natugle （鳥）フクロウ科フクロウ属のモリフクロウ次官aluco. 【古】（褐色の）ふくろう．

【森】フクロウ

阻町＝navr（植）カエデ科カエデ属のコプカエデAcer白押目白．【古】かえでの1種

nav1自由l（動）イノシシ亜目ベツカリー（へソイノシシ）科目ryassmぬeの動物．【古】いの

ししの類

nonne （虫）ドクガ科のノンネマイマイ Lymantriamonacha.【古】ノンネまいまいが（毒蛾

の1鶴【森】ノンネマイマイガ（毒齢

nome（駒ラン科ホテイラン属のヒメホテイラン Calypsobu必叫【古】あつもりそう

ラン科アツモリソウ属のアツモりソウ Cypn戸diummaα-anthovar.平羽田町は異なる属

ruebhval （動）アカポウクジラ科オウギハクジラ属のヨーロツバオウギハクジラ

Mesoplodon hidens. 【古】ばんどういるか

ハンドウイルカ9resvinTursiops加 n四郎はマイルカ科バンドウイルカ属

nilefisk （魚）ヨウジウオ科$明1gnathidaeの魚．【古】だっ科の魚

ダツ科hornfiskfamilien は及~onidae

固
品目！sje=krys組蜘um（栂キク科キク属仏砂咽nthemumの植物．【古】フランスぎく

フランスギク属はLeucanthemum

olieb迎e（虫）bl.a oliebilleムラサキツチρ ンミョウルfeloeviolaceusやsortoliebilleオオツチ

ハンミョウMヒ1oeproscarabaeusなどのツチハンミョウ科ツチハンミョウ属Meloeの

昆虫．【古】っちはんみょう

onnefm （栂キク科ヨモギギク属 Tanace臼mのヨモギギク（ダンジー） rejnf：叩／gul白羽p

Tanacetum vulgareやキク科ヨモギ属 Artemisiaのシナヨモギ（セメンシナ）匂nke

Artemisia cinaなど．【古】せめんしな（乾燥して駆除薬にする）

固
p吋de6止（魚）ガマアンコウ科Bat:rachi也eの魚．【古】あんこう，ふぐ

padderok（船トクサ科トクサ属Eq凶仰mのトクサ，スギナ（ツクシ）など．【古】とくさ．

【森】トクサ，スギナ

P翻 disfugl（鳥）フウチョウ（フウチョウ科Paradisaeidaeの鳥）．【古】極楽鳥．【森】ゴク

ラクチョウ

フウチョウをゴクラクチョウとも呼ぶが，ゴクラクチョウは正式な和名ではない

P紅吋.ist:ra:（植） 1.ベンケイソウ科クラッスラ属フチペニベンケイ（カネノナJレキ） Cm四t1a

ovata; 2. （！特に聖書てうその木から香を取るインドの様々 な樹木特にジンチョウゲ科ジンコ

ウ属のジンコウ（沈香）Aquilaria agaf1,ゆ a【古】アロエ．隙】アロエ．

アロエAloeはススキノキ科アロエ属

【丁英大】にはparadistrreの訳として （merk.)aloeがあり，そこからアロエの訳が出て



115

IDUN　Vol. 22・2016

くる，しかし （merk)aloeは商業上のaloe，つまり薫香料のaloeのことであり，植物

のアロエのことではない

par叫isieble= bceneble （植）パラ科リンゴ属のエゾノコりンゴMalusbaccata. 【古】シベ

リヤリンゴ（野生りんご）．【森】野生のリンゴ

paras品at（船ハラタケ科カラカサタケ属のキノキコ．カラカサタケMacroil伊1iotapro白 m

など．【古】きのこの1種
戸：bertne（.植） 1. peberbusk:ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属のセイヨウオニシパリ（ヨウシュ

ジンチョウゲ） Daphne mezereum; 2.ウルシ科サン、ンョウモドキ属のサンショウモドキ

Schinus terebin佐助Jiusやコショウボク SchinusmoUe.【古】じんちょうげ（の茂み）

p出ng田er（動）ベキニーズ．【古】ちん，ベキニーズ．【森】チン，ペキニーズ（中国産の

ペット犬）

チンは日本原産の犬種

pel智恵o凶.e（.船フウロソウ科テンジクアオイ属Pelargoniumのペラルゴニウム．【古】ゼ

ラニウム．【森】ゼラニウム

ゼラニウムは現在では別属のフウロソウ属 Geraniumとされるが，ベラルゴニウムも園

芸植物としてゼラニウムの名で栽培されることがある

philod阻 dron（植）サトイモ科フィロデンドロン属 Philoden必聞やホウライショウ属

Monsteraの蔓植物．【古】アルム（てんなんしょう科）

サトイモ科（Arum科）テンナンショウ属Arisaemaは別の属

仲町（鳥）セキレイ科タヒバリ属Anthusの烏．【古】すずめ・ひばりの類

が出aj（魚）ツノザメ科ツノザメ属のアプラツノザメ Squalusaαn出血【古】つのざめ．

【森】ツノザメ

が酔var（魚）カレイ目スコプタルムス（イシピラメ）科スコプタルムス（イシピラメ）属の

イシピラメ So中Jithalmusmaximus伊"Settamax.血1a）.【古】かれいの 1種，いしびらめ．

【森】カレイの 1種
がg&!b1e（.植）ナス科チョウセンアサガオ属Daturaの植物．【古】さんざしの実：ちょうせん

あさがお

対応する英語thornappleには，さんざしの実の意味もあるが，デンマーク語 pigceble

にはその意味はない

p畳間rt（植）タデ科 Polygonaceaeのミチヤナギ属（旧タデ属） Polygonumやイヌタデ属

Persicariaや（イタドリ FaUopia；.伊onicaを含む）ソパカズラ属FaUopiaの植物．【古】み

ちゃなぎ（たで科の章）

戸m戸 nille 【古】とりすました女；く植物〉ゆきのした

pimpemilleに（布目ユキノシタの意味はない

仰がnelle（船セリ科ミツバグサ属Pimpinellaの植物．【古】ゆきのしたの 1種

ユキノシタ stenbrcek:はユキノシタ科ユキノシタ属Sax.血 iga

がn血vin（動）ハリネズメ科ハリネズメ属のヨーロツパノサネズミ Erinaceuseuropaeus. 

【古】はりねずみ，やまあらし．【森】ハりネズミ

ヤマアラシ科あるいはアメリカヤマアラシ科の動物であるヤマアラシはh叫叩inds吋n

がnje（植）マツ科マツ属のイタリアカサマツPinuspinea.【古】頂上がかさ状に広がる松

の1種．【森】（頂上がかさ状の）マツ

戸田elilje（.植）ヒガンバナ科スイセン属のクチベニズイセンNarcissuspoeticus.【古】すい

せん．【森】セイセン
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pゆans（鳥）く幼児語〉小鳥＝pipfugl. 【古】カナリア．協】びーぴー鳴く小鳥

【丁英大】にはcanaryカナリアとあるが， piphansにはその意味はない

polygonum （植）タデ科Polygonaceaeのミチヤナギ属（旧タデ属） Polygonumの植物．

【古】たで属の植物

戸切（動）刺胞動物（しほうどうぶつ） Cnidaria. 【古】さんどなどの小水生動物．【森】ポ

リプ（サンゴ・ヒドラ・イシギンチャクなどの水生動物）

戸開叫凶（植）ヤナギ科ヤナナラシ属のギンドロ（ウラジロハコヤナギ，ハクヨウ） Populus 

albaやヨーロッパクロポプラ（ヨーロツバクロヤナナラシ） Populus nigraなど．【古】は

くよう

porre （植）ヒガンバナ科ネギ属のリーキ（西洋ネギ，ニラネギ，ポワロネギ，ポロホギ）

AUium porrum. 【古】にら．【古】西洋ネギ，ニラ

pragts司償問（植）ナデシコ科マンテマ属 Sileneの植物．【古】石竹科の植物（せんのう，

まんてまなど）

センノウはナデシコ科センノウ属 L戸治nis,マンテマはナデシコ科マンテマ属 Silene,

セキチクはナデシコ科ナデシコ属Diant加s

戸田iehundリス科プレ－！） ードッグ属 Cynomusの動物．【古】マーモツト．隙】マーモツト

【丁英大】 prairiedog, prairie marmotとあるが， prairiemarmotはprairiedogのことで

あり， Pス科マーモット属Marmotaのマーモットではない

pr踊 tel田（植）アカネ科のヤエムグラ Galium伊uriumに近縁のヤエムグラ属 Galiumの

skovmrerkeクルマパソウ Galiumodora加m や burresnerreシラホシムグラ Galium 

aparineの種子や果実（ひっつき虫， くっつき虫）．【古】かぎのある毛が沢山はえた小さ

な木の実

pungrotte （動）オポッサム科 Di~φJi~ぬeの動物の総称（フクロネズミとも呼ばれる）．
【古】ふくろねずみ．【森】フクロネズミ

purpursnegl （員）アクキガイ（アッキガイ）科 M四回出eのヨーロッパチヂミボラ NuceDa

lap.品IS. 【古】ほらがい．【森】ホネガイ，ホラガイ

ホラガイ trompetsneglCharania tritonis はフジツガイ科RaneUidae

ホネガイ Murexpectenもアッキガイ科Muricidaeであるが属が異なる

卵胞＝porre（植）ヒガンバナ科ネギ属のDーキ（西洋ネギ，ニラネギ．ポワロネギ，ポロ

ネギ）AUium porru皿【古】にら

【英和大】【ラ英和】 leekリーキ，ニラネギ，セイヨウネギ

ニラネギからニラの誤訳が生じたのであろうか

purre （植）背の低い，成長の止まった木；またそれらの茂み．【古】やぷ

pyt(h）佃（動） 1.ギリシャ神話の大蛇ヒ・ュトーン； 2.ニシキヘピ．【古】（ギリシャ神話）

大へび，うわぱみ．豚】ニシキヘビ，パイソン

prelemusling （貝） 1.イガイ科イガイ属のムラサキイガイ（= bl.amusling) ; 2.フナクイムシ

科に属するテレド属 Teredoの二枚員フナクイムシ（= preleorm）.【古】いがい，むらさ

きいがい；ふなくいむし．【森】ムラサキイガイ，ムールガイ

p品ig]sje（虫）タテハチョウ科クジャクチョウ属のクジャクチョウ ／nachisio.【古】蝶の

1種．【森】タテハチョウ科のチョウ

画
rams1略（船ヒガンパナ科ネギ属のラムソンAUiumw泊四（葉が薬味として用いられる



117

IDUN　Vol. 22・2016

ほか，ラムソンのどの部分もサラダ等に用いられる）．【古】広葉のにんにく（根はサラダ

に用いる）．【森】（球根植物で）ニンニクの一種

rapun剖（栂 1.キキョウ科タマシヤジン属昂用問aの植物；2.キキョウ科ホタルプクロ属

のカブラギキョウ Campanularapunculus. 【古】かぶらぎきょう．隙】ノヂシャ

ノヂシャtand企ivarsalat陥／erianeUalocustaはスイカズラ科ノヂシャ属

remmesael （動）アザラシ科アゴヒゲアザラシ属のアゴヒグアザラシ E申 wthusbarる>atus.

【古】あざらしの1種でグリーンランド人はこれの皮からひもをつくる

nbs（.植）スグリ科スグP属のアカ（フサ）スグリ R必esrubrum.【古】すぐり，あかすぐり．

【森】スグリ（の実）

nbsbu止（植）アカ（フサ）スグリの（低）木．【古】すぐりの茂み．【森】スグPの茂み

血抑：e（鳥）ノ、ト科カワラパト属のそPパト Columbapalumbus， 【古】じゅずかけば

と．【森】ジュズカケバト

ジュズカケパト skoggerdueStn伊 topeliarisoriaはキジパト属

~和大】のwoodpigeon 1. = ringdoveにはそリバトとジュズカケバトの意味があるが，

【丁英大】と NDOには白Jumbapalumbusと限定されている

risfug1 （鳥） 1.カエデチョウ科プンチョウ属（キンパラ属）のプンチョウLonchuraoζyzivora 

仇 ddaoryzivora) fゆermestesor戸 ivorus);2.ムクドりそドキ科ポボリンク（コメク

イドリ） Doh凶 on戸 OI)匂’vorus. 【古】こめくいどり

ODS: 1.争iermestesoζrzivorus, 2. Dolichonyx o伊 ivorus

NDO: fuglen Padcぬoryzivora,der hjems0ger rismark:eme 

【丁英大】 ricebird1.コメクイド9, 2. =Java sparrowプンチョウ

rododen企on（植）ツツジ科ツツジ属Rhododendronの植物，ツツジ，サツキ，シャク

ナゲなど．【古】しゃくな吠【森】シャクナゲ

r明白igeraniu皿（右目キクバテンジクアオイ Pelargoniumradulaやニオイテンジクアオイ

Pelargonium gra陀 olensなどフロウソウ科テンジクアオイ属の植物．【古】においてんじ

くあおい

m憎（動）ネズミ科クマネズミ属 Rattusのクマネズミ sortrotteやドプネズミ brun

rotteなど．【古】ねずみ．【森】ネズミ

rundorm （動）回虫などの様形動物．【古】回虫

m 凶roe（.船アカザ科フダンソウ属の飼料用ピート BetaVl喝加【古】ふだんそう

rur （動）フジツポ科Balanidaeの甲殻類．【古】ふじっ氏えぽし貝の類

エポシガイ出lghalsはエポシガイ科Lepadiぬeの甲殻類

ryle （島）シギ科オパシギ属 Calidri訟の烏．【古】いそしぎの窺隙】イシシギの類

イソシギ属Actitis(Tringa）はデンマーク語でldire

【丁英大】（Tnnga)sandpiperとあり，英語のsandpiperはイソシギ属Actitis(n由1ga）と

オパシギ属Cali出旨の両方を意味するが，デンマーク語のryleはオパシギ属のみを意味

する

閉山le（植） 1.イネ科スズメノテッポウ属Alopecurusの植物； 2.ヒユ科ヒユ属（アマ

ランサス属）のヒモグイトウ Amaranthuscaudatus. 【古】おおすずめのてっぽう．

【森】オオスズメノテツポウ，エノコログサ

対応する英語の foxtailにはイネ科エノコログサ属の意味もあるが，エノコログサ gr阻

止窓口nak:sはエノコログサ属Se，白色であり， r~ehale ではない

re剖ge（船紅色植物門（または紅藻植物門）Rhodi中h戸習に属す紅藻（こうそう）．【古】赤
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藻（も）

redbede （植）アカザ科フダンソウ属のテープルピート（ピート，レッドピート） Beta 

四缶四isvulgaris.【古】砂梧大根（の根），ピート．【森】（サラダ用の）ピートの根

redeg （植）プナ科コナラ属のアカガ、ンワ（ノーザンレッドオーク） Quercus rubra.【古】あ

かかし

アカガシは Quercusacutaで，日本，朝鮮半島南部，中華人民共和国，台湾に分布

redel （植）カパノキ科ノ、ンノキ属のヨーロッパハンノキ（セイヨウヤマハンノキ） Alnus 

glu血α皿【古】あかかわらはんのき

アカカワラハンノキは確認できない

叫 g祖（植）マツ科トウヒ属のオウシュウトウヒ，ヨーロツバトウヒ，ドイツトウヒ Picea

a hies.【古】とうひ，えぞまつ．【森】エゾ松， トウヒ

エゾマツjesso-granは丹＇Ceajezoensis 

redklsv町（植）マメ科シヤジクソウ属のムラサキツメクサ（アカツメクサ） Triゐh・um

pratense. 【古】あかつめくさ．【森】アカ（ムラサキ）ツメクサ

redkll （植）アブラナ科アブラナ属のムラサキキャベツ（アカキャベツ） Brassica oleracea 

convar. capitata var. rubra L.【古】あかキャベツ．【森】アカキャベツ

IlfI （植）イネ科ヨシ属の tagrerヨシ（アシ） PlH噌抽 出 aus，回 bやイネ科クサヨシ属の

rergrresクサヨシ昂alarisarun血 ＇aceaなど．【古】あし，よし．【森】あし，よし

rerdrum （鳥）サギ科サンカノゴイ属のサンカノゴイ Bota四 sstellanS.【古】さんかのご

い．【森】サンカノゴイ（ゴイサギの一種）

ゴイサギm血ejre 均四~oraxnycticoraxはサギ科ゴイサギ属

re由at（抗菌01. spiselig rnrhatヤマドりタケ Boletusedulisやsommerrerhatヤマドリタケモ

ドキ Boletusreticulatusなどのイグチ科ヤマドリタケ属のキノコ； 2.galde-rnrhatニガ

イグチ Tylopilusfelleusなどイグチ科ニガイグチ属のキノコ； 3.slim-rnrhatアミタケ

Suillus bovinusなどヌメリイグチ科ヌメリイグチ属のキノコ．【古】あみたけの類．

【森】イグチタケ（キノコの一種）

r伯個e（烏） grenbenet rnrheneパン GaUinulach/or.中'USなどバン属の鳥．【古】 grenbenet

rerheneあからいちょう．【森】バン

アカライチョウsk:otsk:ηpeLagopus lagopus scoticusはキジ目ライチョウ科のカラフト

ライチョウ dalrypeL弓gopus勾中山の亜種でイギPスに生息

対応する英語のmoorhenは，Lパン GaUinulachloropus-, 2.アカライチョウ redgrouse 

を意味するが，デンマーク語のrerh0neにはアカライチョウの意味はない

ridh国司n（植）プドウ科ツタ属のツタ（アマヅラ，ナツヅタ，モミジヅタ） Parthenocissus 

白 ＇Cu，伊idata.【古】（コペンノ、ーゲン市庁舎を覆っている）にほんった

泊d肉nte（船腐生植物（ふせいしょくぶつ）．【古】死体などに寄生する植物（菌鵜

画
sandorm （動）タマシキゴカイ科のタマシキゴカイ Arenicolamarina.【古】ごかい

S佃副羽田町m（虫）ホタル科のヨーロツバッチポタルLampyrisnoctiluca.【古】っちぼた

る．【森】ホタル

sardin （魚）ニシン科サノレディナ属のニシイワシ（ヨーロツパマイワシ）ぬrdinapilchardus. 

【古】いわし：にしんの小魚などいわしに似た魚．【森】いわし

s掴fraga（栂ユキノシタ科ユキノシタ属Sax.必-agaの植物．【古】ゆきのした科の高山植物．
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【森】ユキノシタ科（高山植物）

sej （魚） = grasejタラ科ポラック属のシロイトダラ Pollachiusvirens. 【古】黒だら．

【森】黒ダラ

クロダラLaemonemamodestumはチゴダラ科イトヒキダラ属

間 帯 回 ＝ almindelig kvik （植）イネ科シパムギ属のシパムギ（ヒメカモジグサ） Eli戸朝h

rξpens (Agropyron rξpens）.【古】ひめかもじぐさなど地下にランナーのある草．

【森】ミチヤナギPolygonumaviculare 

ODSによるとミチヤナギ吋仲間Polygonuma昨ulareもsenegnEsに含まれる

話法en（烏）アト D科ヒワ属 Oirduelisの鳥．【古】まひわ．【森】マヒワ

マヒワ白rduelisspinusはgr"nsisXen

sja毘er（烏）ツグミ科ツグミ属のノハラツグミ Turduspilaris. 【古】つぐみの 1種．

【森】ツグミの一種

血Ile（魚）コイ科ルテイルス属の魚ローチRutilusru由£【古】こい科の魚．【森】アカノ、

ラ（ウグイ鶴

アカハラは日本のウグイ Triholodonhakonensisの地方名

対応する roachは，【英和中】ローチ（アカハラ・ウグイに似たヨーロツパ産のコイ科の

魚）とあり，これが誤訳の原因らしい．なお，【英和大】には（Rutilusrutilus）ローチと

明示されている

skehejre （鳥）トキ科へラサギ属のヘラサギ月＇ataleaIeucorodia.【古】へらさぎ，はしびろ

がも．【森】ヘラサギ

ハシピロガモAnasc如eataはskeand

蜘 vdue= ringdue （鳥） ρ ト科カワラパト属のモリパト白1/umbapalumbus. 【古】じゅず

かけばと．野ばと．協】野生バト（ヨーロツパ産の普通のハト）

ジュズカケバト skoggerdueStrept.呼'Jelian注oriaはハト科キジバト属

朕和大】： woodpigeon→ ringdove 1.モリパト， 2.ジュズカケパト

skov同（粉ヒガンバナ科ネギ属のヒメニンニクAlliumscon幼'lj)IaSU眠【古】めにんにく．

【森】芽ニンニク

【英和大】【ラ英和】 rocamboleヒメニンニク

ヒメ・とは，「小さい」という意味でよく種名に付加される語であるが，このヒメのヒが

何らかのミスで消えてしまったのではないだろうか．そしてその後，メニンニクがニン

ニクの芽の意味に解釈されたのではないだろうか

skovsnegl （動）コウラクロナメクジArionaterなどのオオコウラナメクジ科Arioniぬeのナ

メクジ．【古】くろなめくじ．【森】黒ナメクジ

skovspurv （烏）スズメ科スズメ属のスズメ Passermontanu，ι 【古】欧州すずめ（北米

のひわの 1種）．【森】欧州スズメ

【丁英大】 treesparrow. ~訴日大】【ラ英和】スズメ．
どこから欧州スズメという訳語が出てくるのか理解できない．

【ラ英和】では，さらに「ふつうに見られるスズメ」という注記もある．この注記の意

味するところは，日本でふつうに見られる雀ということであろう．一方，デンマーク

を含むヨーロツパなどでは，街中や人里でふつうに見られる雀はgraspurvイエスズメで

あり，イエスズメよりも小型の skovspurvスズメは山や森に追いやられている．なお，

イエスズメは日本ではほとんど見られない．

skovs司eme（栂ツマト Pソウ Trientaliseuropaeaなどのサクラソウ科ツマト Pソウ
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属の植物．【古】はこベ．豚】ノ、コベ

ハコベ±lad吋目前はナデシコ科ハコベ属SteUaria.

【丁英大】 chickweedwintergreenツマトリソウ.chickweed wintergreenのchickweed

だけの意味を求めるとハコべという誤訳になる

skovsyre （植）カタバミ科カタバミ属のコミヤマカタパミ OxalisacetoseUa. 【古】（みやま）

かたぽみ．【森】カタバミの類

ミヤマカタバミはα翠lisgr姐 thii

釦曲ibe（魚）カレイ科ヌマガレイ属のニシカワガレイ（ヨーロツパヌマガレイ） Platichthys 

Resus. 【古】ひらめの類．【森】ヒラメ類

skrubbeはカレイ目カレイ科の魚であるので，カレイの類とすべきである．ヒラメの類

はカレイ目ヒラメ科の魚であるので，カレイの仲間とすることができるかもしれないが，

カレイをヒラメの類とすることはできない．

申寵閥均（船 1.タデ科スイバ（ギシギシ）属Rumexの植物； 2.= tordenslrrreppe ( = md 

hestehov）キク科フキ属のセイヨウフキ Petasiteshyhridus. 【古】すかんぽ；ふき

たんぽ．【森】スイバ，スカンポ

【丁英】ゆot.)dock.【丁英大】 （Rumex)dock: butbladet～（疋 obtusiゐJius）エゾノギ

シギシcommond., broad-leaved d.; kruset～（R.α却us）ナガパギシギシcurledd.

【英和大】 dock:1.タデ科ギシギシ属（Rumex)の各種の植物の総称；2.キク科ゴボウ属

(Arctium），キク科フキ属（Petasites）など広葉の雑草の総称

英語の dockにはキク科フキ属 Petasitesの意味もあるが，【丁英大】を見る限りでは．

その意味に辿り着くことは不可能であり，ギシギシにしか辿り着かない．この点， NDO

もDDOも同様である．

ちなみに，独丁辞典を見ればフキに辿り着く可能性もある．【丁独】 （Rum既 jAmpfer 

スイバ属；ofte何同tigtforhes帥 .ov＝町出曲司>pe（しばしば誤ってセイヨウフキの意味

で用いられる）．【丁独対（hot.)Amp伽；（borg北rreppe)p図師団Z フキ属（の粉

【ラ英和】にもスカンポはないので，スカンポがどの辞典に由来しているのかは不明で

ある．そもそもスカンポはスイバ（ギシギシ）属 Rumexの地方名，あるいはイタドP
FaUopia japom'caの地方名であり，そのような地方名を辞典に載せること自体が不適切

であろう

立時界be（動）オナガザル科マカク属のシシオザルM注目白silenus. 【古】おながざる

sbthat （船ペニタケ科ペニタケ属Russulaのキノコ．【古】きのこの1極【森】キノコ（の

1事岳
山 g伺思Jrk（掛ピクルス用などではなく，生食用として販売されているふつうのキュウリ．

【古】へびのように長いきゅうりの1極【森】ヘピキュウリ（長いキュウ ！）) 

s1抽 var（魚）カレイ目スコプタルムス（イシピラメ）科スコプタルムス（イシピラメ）属イシ

ピラメ（pighvarSc叩1hthamus maximus）と同属のプDル Scophthalmusrhombus. 

【古】ひらめ，かれい（北欧酪．【森】ヒラメ

出回＝ ising （魚）カレイ科スナガレイ属のニシマガレイ Limanぬlimanda. 【古】小がれ

い，すながれい．【森】小ガレイ

slsrhat （植）フウセンタケ科フウセンタケ属 Cortinariusのキノコ．【古】きのこの 1極
【森】もやキノコ（茸のー掛

d四 gle（烏）メンフクロウ科メンフクロウ属のメンフクロウ ηtoalba.【古】ふくろうの

1麓【森】フクロウ
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slien （植）バラ科スモモ属のスピノサスモモ Prunus司pinosa. 【古】りんぼく（の実）．

【森】欧州トゲスモモ

【英和中】 blackthorn9ンポク．民和大】 blackthornヨーロッバ産スモモ属のリン

ポクの一種 （Prunusspinosa) 

9－：，；ボク Pron邸宅pinulosaは異なる種であり，英和辞典に誤りがある

smelt （魚）キュウリウオ科キュウ Pウオ属のニシキュウリウオ Osmeruseperlanus. 

【古】わかさぎの類．【森】わかさぎ

【丁英大】 sparling. 【英和大】ニシキュウPウオ．【ラ英和】キュウリウオ属の魚の一

程ヨーロッパ産

ワカサギめpomesusnipponensisはキュウリウオ科ワカサギ属の魚であり，キュウリウオ

とは同科ではあるが， どこからワカサギの訳に至ったのか理解できない

snuelde （植）ナデシコ科マンテマ属 Sileneの植物SileneinRata. 【古】（石竹科の植物の

1酷しらたまそう．【森】白玉草（石竹栴）

シラタマソウ Silenevz噌迎合はblll!resmrelde

組曲are（動）ウサギ科ノウサギ属のユキウサギL伊 ustimidus. 【古】やまうさぎ，アル

プスうさぎ．【森】アルプスウサギ

【丁英大】 mountainhare, Alpine hare 

日開大】【ラ英和】ともにmoun凶nhare, Alpine hareの見出しがないので，英語の合成

要素をそれぞれ逐語訳した結果の「やまうさぎ」と「アスプスウサギ」の誤訳

snerle （.植） grerdesnerleヒロノ、ヒルガオ白/ystegias伊tiumなどヒルガオ科ヒルガオ属

Caly想tegiaの植物と agersnerleセイヨウヒルガオ Convolvulusarvensi.:などヒルガオ科

セイヨウヒルガオ属 Convolvulusの植物．【古】ひるがおの類．【森】ヒルガオ

組ぽre（植）アカネ科ヤエムグラ属 Galiumのburresnerreシラホシムグラ Galium甲anne

ゃgulsnerreセイヨウカワラマツバ Galium 陪~など．【古】やえむぐら，かわらまつ

ば．【森】つる性植物（アサガオなど）

snyltehv句s（虫）寄生パチ：主にノ、チ目ノ、チ亜日寄生蜂下目 Parasiticaに属するノ、チ．

【古】ひめばち

寄生バチにはコバチ，コマユパチ，ヒメパチなどがある

solbs （植）スグり科スグリ属のクロスグり（クロフサスグリ，カシス）Ribes nigrum （の果

実）．【古】黒すぐり．【森】黒スグD
回路田busk（船クロスグリ（クロフサスグリ，カシス）の（低）木【古】黒すぐりの茂み

釦 mm.er白屈曲四町（虫）イモムシ，ケムシ．【古】毛虫

sperling （魚）タラ科トリソプテルス属のノルウェーコダラ Trisopterusesmar壬ii.

【古】（ノルウェー）たら．【森】キュウリウオ

【丁英大】 Norwaypout (Boregadus esma出方
キュウリウオの誤訳は英語のsparlingニシキュウリウオとの混同のせいであろうか

spidskommen （植）セP科クミン属のクミン，ウマゼリ Cuminum明 1inum.，【古】カミン

spo住由gl（鳥）他の鳥の鳴き声の真似をする鳥，特に北米半部に生息するマネシツグミ科

マネシツグミ属のマネシツグミ A必nuspo何1ott低【古】ものまねどり．【森】物まね鳥

spove （烏）シギ科ダイシャクシギ属Numeniusのstorregnspove (storspove）ダイシャクシ

ギ Numem"usarquat:aと lilleregnspo刊（smasp仰 e）チュウシャクシギ Numenius

phaeopus. 【古】たいしゃくしぎ．隙】チドリ科の烏

s戸n砂地a凶n（植）ツロフネソウ科ツリフネソウ属のキツリフネ Impatiensnoh’－tangere. 
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【古】ほうせんか．【森】ホウセンカ

ホウセンカbalsaminImpatiens balsaminaもツPフネソウ科ツリフネソウ属

s戸n出ap（船アブラナ科タネツケバナ属白r由mineの植物．【古】しようずく，たがしら

ショウズク（カルダモン）gnm kardemomme Elettaria car由momumはショウカ判

タガラシはタネツケパナの別名でもあるが，タガラシ tigger-ranunkelRanunαilus 

sceleratusはキンポウグ科キンポウゲ属の別の植物の名称でもある

s戸ngpadde（動）カエル：両生網無尾目（カエル目）Anuraに属す動物．【古】無尾類（かえ

る・がまなど）．【森】尾無し類（蛙など）

S伊llV（烏）スズメ科Passeridaeの鳥．【古】すずめ．【森】スズメ

spurvefugl （鳥）スズメ目 Passenrormesの鳥．【古】燕雀（えんじゃく）（群れをなす小鳥），

すずめ目の小烏

spyflue （虫）クロバエ科CalHphoric訟の昆虫．【古】青ぽえ

アオバエはクロパエ科のうちの緑色や青色のハエの俗称

S回曲uk= alpestenbuk （動）ウシ科ヤギ属のアイペツクス（アルプスアイペツクス）白rpra

必ほ【古】アルプスアイペックス（野生ゃぎ）．【森】野生ヤギ（アルプス産）

stenpiller （鳥）ツグミ科サバクヒタキ属のハシグロヒタキ Oenantheoenanthe. 

【古】のびたき類の小鳴烏

ツグミ科ノピタキ属匂n凶 iglはSaxicola

sti怯elsbierbusk（植）スグリ科スグリ属のセイヨウスグリ（グズペリー）の（低）木．

【古】グズペリーの茂み

str担 dlsber= sandWber （烏）シギ科オバ・ンギ属のミユピシギCalidrisalba.【古】いそしぎ

の類．【森】イソシギ

イソシギmudderklireActitis hypoleucosはシギ科イシシギ属

s回 ndpiber= pnestekrave （鳥）チドリ科チドリ属のhvidbrystetprrestekraveシロチドP
α＇aradrius alexandrinus, lille prrestekraveコチドリ αaradriusdubius, stor prrestekrave 

ハジロコチドリ αm出 ushiaticulaなど．【古】しろちどり．【森】シロチドリ

Stier （烏） 1.ムクドリ科ムクドP属のホシムクドP Tum us回唱曲； 2.ムクドD科

Stumi泊eの烏（総称としてのムクドリ）．【古】ほしむくどり．【森】ムクドリ

stllorm （動）アシナシトカグ科ヒメアシナシトカゲ属のヒメアシナシトカグ Anguis

五弔過ゑ【古】へびとかげ．【森】ヘピトカゲ

アシナシトカゲはかつてはへピトカゲと呼ばれた

suder （魚）コイ科テンチ属のテンチ Tincatinca (vulga1カノ．【古】テンチ（こい科の魚）．

【森】鯉の一種（Tincavu告a会）

sule （烏） 1.カツオドリ科シロカツオドリ属のシロカツオドPMorusba，錨 anus;2.シロカ

ツオドリ属Morosの鳥； 3.カツオドP科 Sulidaeの鳥．【古】かつおどりの類．【森】カ

ツオドリ

カツオドpSula leucogaster はbrunsule 

sum戸岨伊仙（動）ヌマガメ科Emy出 IWのカメ，特にヨーロツパヌマガメ属の即opreisk

sumpskilpaddeヨーロッバヌマガメ Em戸 01る1icularis.【古】ヨーロッパいけがめ

W紅白ε（烏）カモメ科カモメ属のオオカモメ Lamsmarinus.【古】せぐろかもめ

【丁英大】 greatblack-backed伊ll. 限荊大】オオカモメ Lamsmai由us

svartbagはノルウェ一語の町artbakに由来しているが，svart黒＋bag背と分析した結果．

「背黒かもめ」という誤訳になったのであろうか？
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セグロカモメ Larusai宮・enta加sはs0lvrnage

svrez姻tle（植）アヤメ科アヤメ属Irisの植物．【古】アイリス．【森】アイリス

svmnmeand（烏）カモ亜科の主にマガモ属Anasに属すカモ．【古】あひるの1種
syren （植）モクセイ科ノ、シドイ属のムラサキハシドイ（ライラック， Pラ） Syringa間金vis.

【古】ライラック．【森】ライラック，ニワトコ

【丁英大】 lilac.［英和大】ライラック．誤訳ニワトコの出所が不明

ssko （動）ジュゴン目（海牛（かいぎゅう）目） Sirenia （ジュゴンやマナティー等を含む）の動

物．【古】海牛
軟体動物の海牛（ウミウシ）ではない

sskonge （鳥）チドリ目ウミスズメ科のヒメウミスズメADeaDe.【古】うみがらすの1種
s由pi1（植）ヤナギ科ヤナギ属のセイヨウシロヤナギSalixalba.【古】ぎんやなぎ

ギンヤナギはエゾノキヌヤナギ（ウラジロヤナギ）品位petsusuの別名

s耐poppet（植）ヤナギ科ヤマナラシ属のギンドロ（ウラジロハコヤナギ，ハクヨ

ウ）Populus alba.【古】白ポプラ，はくよう．【森】白ポプラ

S8由 晴e伝説上の怪物，シーサーペント（大潮E).【古】うみへび．【森】ウミヘピ

鵬虫類のウミヘピはhavslange

国
包創and（鳥）カモ秒、ジロ属のホシノ、ジロ Aytli戸 ferina.【古】すずがも類の海がも

スズガモAythyamarila はbjergand

tabinge （虫）タテハチョウ科コヒオドシ属のコヒオドシ（ヒメヒオドシ）勾1aisurticae. 

【古】（ちょうの1種jひめひおどし

包噌句”（動）ヨコエピ亜目ヨコエヒ事トヨコエピ属白mmarosの甲車甑【古】はまとびむし

ハマトピムシ sandhopperはヨコエピ亜日ハマトピムシ科ヒメハマトピムシ属

局 torches白

組立出油be（動）イチョウガニ科イチョウガニ属のヨーロツバイチョウガニ αncer

pagurus. 【古】食用かに．【森】小カニ

包z.et（樹ヒガンバナ科スイセン属のスイセンNarcissustazett;J.【古】フランスらっぱす

いせん

ラッバスイセンpaskeliljeはNarcissuspseudonarcissus 

吋st（鳥）ウミスズメ科ウミバト属のノ、ジロウミバト Cepph邸初晶【古】黒うみがらす

ウミガラスlam司eUriaはウミスズメ科ウミガラス属

匂erkat（動）ネコ科のジャガーネコ Leopardus申加s(R必申由・a）. 【古】大山ねこ，

とらねこ．【森】トラネコ

也note，也雌（船イネ科アワガエり属のオオアワガエリ Phleumpratense. 【古】おおあ

わかえり（牧草の1鶴

加国ellike（植）ナデシコ科センノウ属のムシト 9ピランジLychnis viscaria.【古】はえと

りそう，むしとりなでしこ

ハエトリグサfluefang町 Dionaeamuscipula.はモウセンゴケ科ハエトリグサ属の食虫植物

ムシト PナデシコknippelimurtSilene armeriaはナデシコ科マンテマ属

ゆmebusk.（植）パラ科サンザシ属のサンザシの（低）木．【古】さんざしのやぷ・しげみ．

協】イバラ（の茂み）

tord1倒 krreppe= rnd hestehov （：植）キク科フキ属のセイヨウフキ Petasiteshybridus, 
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【古】ふきの類

句国d止（鳥）アトリ科ヒワ属のムネアカヒワ αrdueliscannahina. 【古】ベにひわ

ペニヒワ CarduelisRammeaはgclsisken

tron:駒田町gl（貝）フジツガイ科ホラガイ属のホラガイ α＇aronia出tonis. 【古】えっちゅ

うばい属の食用貝

エッチュウパイはBuccinums白•atissimum

皿~buk （虫）カミキリムシ（カミキリムシ科Ceramh戸idaeの昆虫の総称）．【古】かみきり

むし．【森】キクイムシ

キクイムシbarkbilleはキクイムシ科Scoly出 ＇ae

信回rm（虫）シパンムシ科Anohiidaeの甲虫．【古】木食い虫．【森】キクイムシ

キクイムシbarkbilleはキクイムシ科Sco}ytidae

tuja （植）ヒノキ科クロペ属のニオイヒバ Thujaoccidentalis. 【古】このてがしわ

コノテガシワlivstrreF泊。℃ladusorientalisはヒノキ科コノテガシワ属

同mler=mars由（動）ネズミイルカ科昂ocoenidaeの動物．【古】いるか．【森】イルカの

一種

国nge（魚）ササウシノシタ科ソレア属のヨーロッパソールSoleasolea （シタピラメ）．

【古】したびらめ，じたがれい．【森】舌ヒラメ

turteldue （烏）ハト科キジバト属のコキジバト Streptopeliatur，印t 【古】きじぱと．

【森】キジバト

佃血d加 l（虫）多足亜門ヤスデ綱Zゆ1fopodaに属す虫，ヤスデ．【古】やすで．協】ムカデ

ムカデはskolopender

国血晶yd（船キク科ヒナギク属のヒナギク Be』'fisperennis. 【古】ひなぎく．【森】三色

スミレ，ヒナギク

「三色スミレ」の出所不明

tyrkerdue （烏）ハト科キジバト属のシラコパト Sm伊 topeliadecaocto.【古】じゅずかけ（し

らと）ぱと

ジュズカケパト skoggerdueはStreptopelian白血

tytteb卸（船ツツジ科スノキ属のコケモモ陥cciniumvitis-idaea （の果実）．【古】こけも

も，つるありおどし．【森】コケモモ

tyttebrerにツルアリオドシMitcheUaundulataの意味はない

対応する英語のcowbe町には，B捌対1.コケモモ，2.marsh cinqu出札3.par回dge-berry 

ツルアリオドシの意味があるが，旬ロebrerはコケそそのみを意味する

tlllge （虫）カメムシ，タガメ，アメンポなどカメムシE目Heteropteraに属する昆虫．

【古】昆虫類；だに．【森】南京虫

ダニmiderはダニ目Acaiず

トコジラミ（南京虫）vreggelus Cimex lectulan"usもカメムシE目の昆虫

旬路蜘8'（植）クロウメモドキ科クロウメモドキ属のセイヨウイソノキRhamnusfrangula. 

【古】はんのきの1種協】ノ、ンノキ

ハンノキel,elle甘reはカバノキ科ハンノキ属Alnus

英語alderbu改thornセイヨウイソノキの第一要素alderだけだとハンノキ

加vem錨（植）ミズゴケ科ミズゴケ属争•hagnum のコケ植物．【古】泥炭ごけ（みずごけが

主体）
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固
叫k（魚）カジカ科ギスカジカ属 Myoxoo中halusの魚ショートホーシスカルピシ

M戸X町句phalussco，伊•ius. 【古】なまずなど頭の大きい魚．【森】カジカ

国
吋d（船アブラナ科タイセイ属の植物ハマタイセイゐ直面白C仰な【古】たいせい

叫birk= ahom = ;.er （植）ムクロジ科カエデ属のセイヨウカジカエデAcerpseudoplatanus. 

【古】ドイツかえで，大かえで．【森】ドイツカエデ

咽 :ruB叩酔（動）カイアシ亜綱Cc戸戸油に属する庫胸のうちキクロプス属（ケンミジンコ属）

。吃l伊 Sあるいはキクロプス目 Cydopo1；ぬに属す動物，ケンミジンコ．【古】みじんこ

【丁英大】 （zo.:Cydops) copepod, water flea 

印戸podはカイアシ類（樟脚駒，すなわちケンミジンコ.wa飽rfleaはミジンコ

ミジンコ D司phniaはデンマーク語でd品目であるが，デンマーク語のvandloppeには

ミジンコの意味はない．【丁英大】の示す waterfleaが誤り

van合前te= mosegris （動）キヌグネズミ科ミズハタネズミ属のミズハタネズミ Arvicola

amphibiu.ε 【古】水生ねずみ，かわねずみ．【森】 Jllネズミ

カワネズミ αI泊四噌aleplatycephalaはトガりネズミ科カワネズミ属

v吋bend（植）ウコギ科キヅタ属Hee五f:raの植物．【古】ったの類．【森】蔦（った）

明h吋（植）オオバコ科オオバコ属Plantagoの植物．【古】バナナの 1程【森】オオバコ

丁英辞典を見ても，英和辞典を見ても訳語バナナの出所が不明

明m油危（船ホウライシダ科ホウライシダ属Adian tumの植物．【古】アジアンタム（しだ

類の1艶
viftepalme （植）ヤシ科チャボトウジュロ属のチャボトウジュロ Chamaeropshumilis. 

【古】わじゅろ（扇状葉のやし樹）．【森】扇状葉のヤシ

地]re（.船ヤハズエンドウやスズメノエンドウやカラスノエンドウなどのマメ科ソラマメ

属 Vic訟の植物．【古】からすのえんどう．【森】ヤハズエンドウ

vi1dvin （植）ブドウ科ツタ属のアメリカヅタ，ナツヅタ Parthen侃 issusvit:a.cea.【古】アメ

リヵった【森】野葡萄

吋nbjergsn咽（動）リンゴマイマイ科りンゴマイマイ属のPンゴマイマイ（エスカルゴ）

Helix pomatia. 【古】食用かたつむり．【森】食用カタツムリ（エスカルゴ）

由姐＝singnm （船キョウチクトウ科ツルニチニチソウ属陥αの植物．【古】つるにちに

ちそう．【森】常緑樹，キヅタ

vinranke （植） 1.プドウの蔓； 2.プドウ科ブドウ属のヨーロッバブドウ Vitisvinifera. 

【古】ぶどう（のつる），つるのある植物．【森】プドウの蔓

由lteras蜘（植）キク科キク属のシマカンギク α明 ・anthemumindicum.【古】きくの類．

【森】インド菊

voksbmme （植）（英（さや）の表面が蝋のようなっゃを持つ）マメ科インゲンマメ属のイン

ゲンマメ Phaseolusvulgarisの雌英（ろうきょう）種．【古】さやえんどうの 1種．

【森】サヤエンドウの一種

サヤエンドウはマメ科エンドウ属のエンドウ（デンマーク語では iert)Pisum sat:J・vumの

未熟の英を食用とする場合の呼ひ芳である

vorterod （植）キンポウグ科キンポウゲ属のヒメリュウキンカ Ranunculusficaria. 

【古】きんぼうげの1種．【森】キンポウゲの一種
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vaeverfug1 （鳥）ノ、タオリドロ科月0白幼eの烏．【古】はたおりどり：うその類

ウソ dompapはアトリ科ウソ属乃宿先ula.訳語ウソの出所が不明

国
戸ms（植）ヤマノイモ科ヤマノイモ属D必scoreaの植物（ヤマイモともいう）．【古】やまの

いも．【森】ヤマイモ

函
館田d （動）アシカ，オットセイ， トド，オタリアなどを含むアシカ科 Otari幼 eの動物．

【古】おっとせい．【森】オットセイ

オットセイはpelssrel

僻町姐生ぽ牡鵬（カキ）漁師．【森】ミヤコドリ

困

ミヤコドリ科ミヤコドリ属のミヤコ門局ematopusos凶伊Sはs回 ndslcade.

0sters自.sk.erの英訳は句sterfisherであるが，【丁英大】には動物記号 （zo.）の明記無し．

また，【英和大】や【ラ英和】にはo戸terfisherの見出しなしJ‘わりに句山rca凶 er（ミ

ヤコドリ）の見出しがあるので，それと解釈したものと思われる

Adselbille （虫）シデムシ；シデムシ科SiLhidae に属す昆虫．【古】かぶとむしの 1種．

【森】シデムシ

品也elgrav町（虫）シデムシ，特にモンシデムシ属Nicrophorus.【古】（かぶとむしの 1種）
しでむし．隙】墓掘人

【丁英大】 （zo.:Nicrophorus) sex士on(el burying) beetle 

sextonだけに注目すると，【ラ英和】には「寺男，墓掘人」の意味しかない．しかし肢

和大】には「寺男」のほかにburyingbeetleの意味も示されている．つまり， s侃 onbeetle 

のsextonだけから，間違った訳語である「墓掘人」に辿り着いたものと思われる，【丁

英大】に （zo.）とあるにもかかわらずである

Akande（.船コウホネ：スイレン科コウホネ属Nupharの植物．【古】すいれん．【森】ス

イレン

Alegr闇（植）アマモ科アマモ属Zosteraの植物．【古】あまも，せきしようも

セキショウモは陥必rneriaasiatica 

品lekrage（烏）ウ科ウ属のカワゥ Phalacrocoraxcarbo.【古】鵜（う）

Alebabbe （魚）グシゲ科ナガガシ属のコモチガジ（コモチゲンゲ） Zoarces viviparus. 

【古】胎生魚類，胎生のきんぽ科の魚．【森】ゲンゲ科の食用魚


