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アンデノレセンの Grantneetはモミの木ではない？

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

新谷俊裕

1.はじめに

Ude i Skoven stod der sA血ntet nydeligt g祖闘；白thavde田 godpla血， sol

kunne det Ia, luft var d町 nokaf. og rundt om voksede m血田蜘田kamm田町，

凶deimm oe: fvr; men白tlille gran闘 V釘品ilt.ertmed at vokse; (Andersen: 

210)1 ［下線は筆者による］

上記引用はアンデルセン童話“Grantr:eet”（邦訳「モミの木」）の出だしである．

この3,4行を読んだだけで，これは“モミ”ではなく，“トウヒ”ではないだろう

かという思いをを抱く．なぜならはこの小さな gr.組位置の周りにはより大きな

仲間がいて，それも granだけではなく，松（伽）までいるからである，つまり

ここは混交林なのである．現代デンマークでは，クPスマスツPーとしてはモミ

(:edelgran）の一種であるノルドマンモミ（no吋mannsgran(Abii回 noni-

manniana）） が一番多く用いられており，次いでデンマークのクリスマスツリー

の歴史の最初から用いられてきているZヨーロツバトウヒ／ドイツトウヒ

(rndgran （万・ceaabies）） が用いられている3が，両者に共通しているのは植林され

ている点である．モミには他の種，ヨーロッパモミ（almindelig:edelgran (Abies 

alba）：》キJーブルモミ匂山容m (Abies procera/ Abies no.凶'is）むな芝もあるが、

1邦訳

森の奥にかわいらしいそミの木が生えていました。そこはゆったりとした場所で，

日当たりもよく新鮮な空気もたっぷり。あたりにはずっと背の高いモミやマツの木の

仲間たちが立っていました。小さなモミの木は早〈大きくなりたくてしかたがありま

せん。（長島訳 2005b:28) 
町の外の森の中に，それは可愛らしいモミの木が一本立っていました。そこはとても

よい場所で，お日；様はよくあたり，空気も十分にありました。まわりには，もっと大

きな仲間たちがたくさん生えていました。モミとトウヒと両方ともありました。とこ

ろが，小さなモミの木は，ただもう大きくなりたい，大きくなりたいで，じりじりし

ていました。（大畑 2005b:145) 

2 Brnndegaard 61, http://www止oven-i-sk.olen.枇／content/j由 tr%C3%A6er-0

3 h句：／／naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/j叫・i-naturen/j叫.etraesguide/
htや：I/www .sk.oven-i-skolen.dk/ content/j由的6C3%A6er－。
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前者は庭園や公園の樹木として4，後者は主に切り枝として飾り付けに5用いられる．

デンマークには元来 トウヒもモミも自生しておらず，ヨーロッパトウヒは 1730

年6に，ヨーロッバモミは 1765年7にデンマークに導入された．クリスマスツリー

として現在一番よく用いられているノルドマンモミは1850年8にデンマークに導

入された．これらは導入当初は勿論，植林されていたであろうが，現在ではヨー

ロッバトウヒは複数箇所において野生化している，9 アンデルセン童話

“Grantrreet”の主人公の gran廿reが混交林の中で野生化していることは上記引用

のほか，次の引用からもうかがえる．

のiksenhu邸ededybt igennem marven，位窃etfaldt med et suk hen ad jo吋en.det 

ful均四 sm町民， enafmagt, det k:unne slet ikke加 lkepA nog担 lyはe，白tvar 

bedmvet v吋 紙 面Ilesfia hiemmet fia d田 ulethv町おtvar也 dt企回1;

（畑伽"Sen:212)10 ［下線は筆者による］

以上のことから，またアンデルセン童話“Gran位・reet'＇が 1844年の作品であるこ

とから，主人公はモミではなくトウヒであり，これまでの邦訳は明らかに誤訳で

ある.11しかしながら，「トウヒ」と聞いて，それが樹木の名称であるとわかる日本

人はどれだけいるであろうか，あまりいないのではないだろうか．その点，「モミ」

は，特にクリスマスツリーとの関連で，知っている日本人は多いと思われる．

しかもこの童話はクリスマスの話を扱っているのであるから，これまでの邦訳

の「モミの木」は誤訳でありながら，実にふさわしい訳語であると言えよう．

同じくアンデルセン童話の『絵のない絵本』の「第一夜」に次のようなくだり

がある．

4 h句s：／／附w.p凶 teskoler.dk/也ーDK/item/%C3%86delgran_Abies_Alba_}3050l_hv
: h句：／Ina:同町elsen.dk/na回roplevelser/natur・叶 netop叫 j時i-naturen/j叫自制guide/
7 h句：／／naturstyrelsen.品／78487,Brandegaard 57. 
_ Bnmdegaard57-58. 
；坤：／／www.蜘；；：i-sk蜘 dk/content/no由 iannsgr百尚α%A蜘・norman尚倒Alna
h句 s://books.google.改/books?id=nOKJAwAAQBAJ&pg=PT57記pg=PT57制 q=r%α%B
8dgr組＋for司ldet&source=bl&;o包＝POWF-0脳 O&sig=7SEPYcQiwD3JwHqZqlsG・Llp7tU&
hl=da&sa=X&ved=OahUKE吋u_aX6r_PAh VLurwKHbPlillksQ6AEI汀'.AB#v=on叩 age&q=r
%C3%B8dgr四 %20forvildet&f=false

10邦訳

斧の刃が深く髄に食い込み，ため息をひとつもらしてそミの木は地面に倒れました。

痛みをおぼえ無力感がしただけでした。幸せかどうかなどこれっぽっちも考えるひま

がなく，森の中で芽を出した場所，生まれ故郷を離れるのが悲しく思われました。（長

島訳 2005b:36・37)

11 筆者はこの考えを 20年以上持ち続けてきたが，デンマークの環境・食品省下の自然庁

(Naturs戸'elsen）がこのことを明言している HPを民E見つけた

h句：／／n細胞tyrelsen.dνnaturoplevelser/na1出血ーnetop-nu刷－i-naturen/j叫E位 制guide/
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”Si，也旬nat,”批ter Mmiens egne ord，”＇gledjeg g四国mJndiens k1are luft, jeg 

恥~lede mig i G血 ges:mine s凶ler回伊at位rengegennem det出血he倶 som

de伊血lepla旬町伽細， derhvrelver s培旬色鉛m出均副脳血1.Dakom 

fra ty凶 ng四 四 回n伽i北 pige,let回m田昌匙！！，北血回mEva; der var noget sa 

luftigt, og dog sA fシldigtfastv吋 Jndiens血蜘，…（An伽 sen:469-47町12 ［下線

は筆者による］

let sorn g回 ellenを川崎は「かもしかみたいに身もかるく」と訳している，13g位 elle

は「ガゼル，レイヨウ」であるが，「ガゼルのように身もかるく」や「レイヨウの

ように身もかるく」としたのでは，インド娘の身の軽さが目に浮かびにくい．「か

もしかみたいに」とはまさに名訳と言えるであろう．

このように文学作品の邦訳においては，原典が伝えようとするイメージを，邦

訳でもよりよく伝えるためには，時には，誤訳であったとしても，適切な訳語を

選択する必要がある.14一方，文学作品以外のものの翻訳においては，当然のこと

ながら誤訳は避けなければならない．ましてや辞典の記述ではなおさらである．

筆者はこれまでも誤訳のメカニズムを検証してきたが，15本稿では，現存するデン

マーク語一日本語大辞典，古城ほか，および森田ほか16にみられるデンマーク語

動植物名称の日本語訳の誤訳を考察し，それらの誤訳がどのようにして発生する

のかというメカニズムをさらに詳しく検証する．

12邦訳

『昨夜のこと』ーこれは月が話したことばである一『ゆっくりとわたしはインドの
すみきった大気のなかをすべりながら，ガンジス河のながれる水に影を落としていた
のです。わたしの光がさしこもうとしていたぶあついいけがきは，からみあうすずか
けの老木からできていて，ちょうど，かめのこうらのようにぼってりふくれておりま

したロ
と，そのとき，しげみのなかからかもしかみたいに身もかるしイヴのように美し

いインドの娘がただひとり，ひょっこりすがたをあらわしました。 orr崎 11)［下線

は筆者による］
13矢崎，大畑，山室もこのgazelleを「かもしか」と訳している．
14そのような意図とは関わりのない箇所における単なる誤訳は文学作品の邦訳といえども避け

るべきであろう．例えば脚注1の大畑訳では“granogちrr”が「モミとトウヒ」となって
いるが，トウヒはこの作品中の granであり，伽はマツ（松）であり，明らかな誤訳である．
このような誤訳はアンデルセン童話の邦訳に多数みられる．そのような誤訳は本稿末の
Appendixでまとめて示す．

15新谷 2001,新谷 2011.
16古城ほかは1004頁，森田ほかは1508頁，ともに大著である．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．
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2.デンマーク語動植物名称の日本語訳にみられる誤訳のメカニズム

デンマークの民話“Sundhedstrreet”17（邦訳「いのちの実」 18）に次のような箇

所がある．

弟は，先へ先へと歩いて行きました。森をぬけると，海にそって道が

つづいていました。少し行くと，大きなカマスが浜にうち上げられて，

あえいでいるのに会いました。（福井・湯沢： 95)

後にこの魚は海底に沈んでいた指輪を取ってきてこの弟を助けるのであるが，

筆者はこの箇所を見である違和感を覚えた．カマスは熱帯・亜熱帯の魚であり，

デンマークの海には生息していなのに，ということである．筆者はすぐにカマス

ではなく，カワカマス（gedde）を思い浮かべた．デンマークのカワカマスなら

150cmにもなるので，指輪をとって来ても絵になるが，日本でよく干物として売

られているカマスでは小さすぎて絵にならない．そして魚がgeddeであることか

ら，場所は海ではなく，湖であり，邦訳に2つの誤訳があると考えた．しかし原

典を見ると，場所は海であることがわかる．

D姐凶legiknu vi伽 e;og da ban kom g阻 nem蜘珊1,fa抽 出 凶vejlangs med 

s回nden.Dぽ saban, at b0lgeme havde h耐 tens町 gedde叩 pa』吋.den,hvor 

denlAog Sヰ凶e.19

str四 dという語からも海であることがわかるが，話しが進んだ箇所で「海」（hav)

と明示されているからである．

geddeをカマスとした誤訳に関しては，翻訳された福井信子氏のお話では，カワ

カマスと訳した加のであるが，編集作業の段階で円II」がどこかに消えてしまった

ようである．「カワカマス」というのは日本人にとっては聞きなれないし，海に円II

カマス」がいるのは不自然であるという理由から，編集作業をした誰かが rJllJ

を取り去ってしまったということのようである．ちなみに geddeは淡水魚である

が，汽水域（hr止vand）でも生息することができ，Zl 例えばシェラン島（Sj~Iland)

南東部のプラストウー湾（Prrest0Fjord）は gedde釣りができる場所として有名

である．プラストウー湾を含めたバルト海（臼sters0en）は塩分濃度が低い汽水域

17 h句 s://weirdspace.info/DanskeTekster/D担保Folke肝 entyr/Sundhedstraeet_DAhnn
18福井・湯沢．

19 h句 s://weirdspa・田 .info/D阻止eTekster/D血 skeFolke町 entyr/Sun品.eds回 eet_DAh国

zo geddeは丁英辞典ではpik:eとなっているので，そもそも「カワカマス」という訳語以外に辿

り着きょうがない．
21 Carl 116. 
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であり，シェラン島の東部，コペンハーゲンの南辺りからロラン・フアルスタ

(Lolland-Falster）までの海岸近くで geddeの生息が認められるP つまりこの民

話のロケーションはその辺りということになる．

さて本題に戻るが， geddeを「カマス」としたのは，翻訳者のミスではなく，

編集作業を担当した人が勝手に変更した結果生じた誤訳である．このような誤訳

のメカニズムは非常に稀なケースであろう．

筆者は動植物名称を日本語に訳す場合には学名（ラテン語）を基準にすること

を以前から唱えてきた戸しかし辞典によっては学名が示されていない場合が

あり，誤訳が生じる背景の一因となっている．そもそもなぜ誤訳が生じるのか？

デンマーク語が示すモノ，日本語が示すモノを知らないことが原因である場合が

多い．筆者はかつてpadderokを「トクサ」と訳したことがある戸 padderokは英

語で horsetailというが，【英和大】には， トクサ（トクサ属（均凶e加m）の植物

の総称， トクサ（scouringrush），スギナ（自eldhorsetail）など）とある．筆者は

デンマークに 10年間近く住んでいたが，スギナ，ツクシを見たことがなく，

デンマークにはないとd思ったので，まったく知らないトクサを選んでしまったの

である． したがって，この翻訳が出た翌年デンマークで散歩している時にツクシ

が目に飛び込んで来た時の衝撃は大きかった誤訳をしてしまった，ツクシと訳

すべきであったと思ったものであるが，実はそれも誤訳であることがわかる．この

padderokが登場するくだりは，デンマーク人作家のKlausRifbjergが少年時代に

学校が夏休みになってから，北ユランに住むおじさんを訪ねていった時の思い出

である戸つまり， 6月末から 7月末までの出来事であり，この padderokは

agerpadderokのsommerskud，すなわちスギナのことである．この padderokは

春なのか，夏なのか，時期がわからないと正しく訳すことができない，厄介な

ケースである．

主に古城ほかと森田ほかの両辞典に見られる誤訳のメカニズムを詳細に検討す

ると， 1）不注意および勝手な解釈に起因する誤訳， 2）勝手な解釈に起因する誤

訳， 3）対応する英語の構成要素を別々に逐語訳した結果生じた誤訳， 4)faux卸由

(false friend類形意義語）に起因する誤訳， 5）デンマーク語と英語の単語がまっ

たく同義とする誤解に起因する誤訳，6）対応する英語の単語の一部だけを見たこ

22 h句：／/fishingzealand.dk/planlaeg-din-fisketur/fisketips/brakvandsfisk.eri/ 
23新谷 2001，新谷 2011.
24ハストロプ 154.

25ハストロプ 154,Hastrup 110，日fbjerg87ff. 
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とに起因する誤訳， 7）対応する英語の単語が持つ複数の意味からの誤った選択

に起因する誤訳， 8）英和辞典の誤りに起因する誤訳， 9）デンマーク語の辞典

の記述に起因する誤訳 の 9種類のケースがあることがわかる．さらに誤訳に

至ったメカニズムが不明のものもある．

2.1.不注意およE嚇手な解釈に起因する誤訳

以下に不注意および勝手な解釈に起因する誤訳の例をいくつか挙げる．

止sel也.p（機械車軸頭；クロスヘッドピン戸【古】きたのかまっか（こい科の小魚）27

【丁英大】にある（metaltapi trre止sel)肝dgeonを良和大】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，（事跡的の思idgeonではなく，

（魚）のgudgeonの日本語訳を求めた結果の誤訳m

an part株，出資．【古】あっけしそう，ありたそう（あかぎ属）

【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anpartには植物を示す記号 （bot）はついていない

skovlegヒメニンニクAfliumSCOIIゆ IJJiaSUin. 【古】めにんにく．隊】芽ニンニク29

【英和大】【ラ英和】 rocamboleヒメニンニク

ヒメーとは，「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

sperlingノルウェーコダラ Trisopterusesmarkii 【古】（ノルウェー）たら．

【森】キュウPウオ

【丁英大】 Norwaypout (Boregadus esmark.劫

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

26筆者が提案する訳語

27古城ほかの示す訳語

28誤訳のメカエズムの解説

29森田ほかの示す訳語



35

IDUN　Vol. 22・2016

2.2.勝手な解釈に起因する誤訳

bl創立剖下りウナギ（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】しらすうなぎのなぎの子）

対応する英語silvereelが朕和大】や【ラ英和】に載っていないために，勝手

に想像した結果の誤訳

flueblomstハエに似た花を持つ蘭フライ・オーキッド Ophワrsinsect必 Ta.

【古】はえとりぐさ

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

fluefiskeri フライフイツシング（毛ばり釣り）．【森】ハエ取り30

英語でfly－直shingというが，英和辞典を見ることもなく，勘違いをそのまま訳

語とした

grabj0mノ、イイログマ Ursusarctos horribilis. 【古】灰色の大ぐま

【丁英大】 grizzly(bear）.民和大】【ラ英和】ハイイログマ

英和辞典を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bj0mをそれぞれ逐語訳した結果の誤訳であろう

hav0mオジロワシHaliaee.印'SalbiciUa.【古】うみわし．【森】オジロワシ

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

オジロワシ

おそらく【丁英大】【英和大】を見ることなく，デンマーク語の havと0mを

それぞれ逐語訳した結果のうみわしという誤訳であろう

puπe=poπe 9ーキ（西洋ネギ，ニラネギ，ポワロネギ，ポロネギ）AUium porrum. 

【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

30森田ほかの示す訳語．なお，これは動植物名称ではないが，但ueという語が入っているので

挙げておく．
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skovspurvスズメ Passermon臼nus. 【古】欧州すずめ（北米のひわの 1種）．

【森】欧州スズメ

【丁英大】回esp町 ow. 【英和大】【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ッバなどでは，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．

skrubbeニシカワガレイ（ヨーロツパヌマガレイ）Platichthy古島'SUS. 【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，カレイの類とすベきである．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．

svartbagオオカモメ Lamsmarinus. 【古】せぐろかもめ

【丁英大】 greatblack-backed思ill.【英和大】オオカモメ Lamsmarinus 

svartbagはノルウェー語の svartbak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？

セグロカモメ Larosa母en臼加sはs0lvmage

0stersfisker牡婿（カキ）漁師．【森】ミヤコドリ

ミヤコドリ劫ematopusos，伺 legusはstrandskade.0stersfiskerの英訳はoys旬r

fisherであるが，【丁英大】には動物記号（zo.）の明記無し．また，民和大】

や【ラ英和】にはo戸terfisherの見出しなし．かわりに oystercatcher （ミヤコ

ドリ）の見出しがあるので，勝手にそれと解釈したものと思われる

2.3.対応する英語の構成要素を別々に逐語訳した結果生じた誤訳

jomfruhummerヨーロッパアカザエピ胎phro.戸 norvegicus.【古】ノルウェー（大）

えび，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，【英和大】では＝ Dublin

Bay prawnとあり，ヨーロツパアカザエピの訳が示されているにもかかわらず，
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Norway lobster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

blcimejseシジュウカラ属のアオガラ Paruscaerule瓜【古】青色しじゅうがら．

【森】アオガラ

【丁英大】 bluetitmouse. 【英和大】【ラ英和】【英和】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titmouse（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

gnmspretteヨーロッパアオゲラ Pieus曲拍k【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】ヨーロツパアオ

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

hellefiskカラスガレイ Reinhardtiushi;ヲ)jXJg加 'Oides.【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.:Reinhardtius hippoglossoides) Greenland halibut 

Greenland halibutは【ラ英和】にはないが，民和大】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「グリーンランドオヒョウ」という誤訳

snehareユキウサギL伊 us佐凶fus.【古】やまうさぎ，アルプスうさぎ．【森】ア

ルプスウサギ

【丁英大】 moun回inhare, Alpine hare 

【英和大】【ラ英和】ともにmountainhare, 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
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2.4. fauxm由（制民friend類形意義協に起因する誤訳

筆者はごく近年まで，デンマークに生息するマスbrekrlirred(Sc油 10trutta.βrio) 

プラウントラウトを英語のbrook位out(Salvelinus fontinalis）と同じもの，すなわ

ちカワマスであると勘違いをしていたデンマーク語のbrekと英語のbrookが共

に小川を意味するからである．しかしbrek0rredとbrooktroutはfa田 amis(false 

friend類形意義語）であることがわかった．このセクションでは，辞書に見られ

る誤訳の例ではないが， fa回 amisゆえに誤訳が生じる可能性がある例を示す．

デンマーク語のdobbeltbekkasinはタシギG泌b唱vgaDinagoであるが，スウェー

デン語やノルウェ一語を知っている人はヨーロッパジシギと訳す可能性がある．

というのも，ス dubbelbeckasin，ノ dobbeltbekkasinヨーロッパジシギ

( GaUinago me<.泊）はfauxamisだから．

同様に，デンマーク語のenkeltbe怯錨泊はコシギLymnocryptesminimusであ

るが，スウェーデン語やノルウェ一語を知っている人はタシギと訳す可能性があ

る．というのも，ス enkelbeckasin，ノ enkeltbe怯:asinタシギGaDinagogaDinago 

はfauxamisだから．

gramageはシロカモメ Larushyperboreusであるが，ノルウェ一語を知ってい

る人はセグロカモメと訳す可能性がある．というのも，ノ grむnakeセグロカモ

メLarusargen白血sはfauxamisだから．

2.5.デンマーク語と英語の単語がまったく同義とする誤解に起因する誤訳

デンマーク語と英語には語源が同じで，非常に似た語にbusk-bushがある．

busk低木（濯木）．【古】低木かん木；やぶ，しげみ．【森】やぶ，茂み，濯木

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31

31 buskads （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．【古】やぶ，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



39

IDUN　Vol. 22・2016

buskが合成語の第二要素となっている語にも誤訳がみられる戸

frugtbusk果実のなる低木．【古】果樹園，果樹の茂み．【森】実のなる茂み

enebrerbuskセイヨウネズの（低）木．【古】ねずの茂み．【森】ピャクシンの茂み

hindbrerbuskラズベPーの（低）木．【古】きいちご（えぞいちご）の茂み．【森】キ

イチゴの木

hyldebuskニワトコの（低）木．【古】にわとこの茂み．【森】ニワトコの濯木

ribs buskアカ（フサ）スグリの（低）木【古】すぐりの茂み．【森】スグリの茂み

solbrerbuskクロ（フサ）スグリ（カシス）の（低）木【古】黒すぐりの茂み

stikkelsbrerbuskセイヨウスグリ（グズベリー）の（低）木．【古】グズベDーの茂み

ゆmeb叫サンザシの（低）木【古】さんざしのやぶ・しげみ．協】イバラ（の茂み）

2.6.対応する英語の単語の一部だけを見たことに起因する誤訳

dunhammerガマ科ガマ属乃'Phaの植物．【古】紙草，パピルス；よし，あし．

【森】ガマ

紙草（ゴソウの別名）とパヒ・ルスはカヤツリグサ科． 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

erantisキパナセツプンソウ Eranthishyemalis. 【古】とりかぶとの 1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】前nteraconiteキパナセツプンソウ

aconiteだけの意味を求めると，朕和大】キンポウゲ科トリカプト属Aconitum

の植物の総称になる

fulgekongeキクイタダキ Regulusregulus. 【古】みそさざい．【森】キクイタダキ

ミソサザイ Trogloか-estrogloφtes はgrerdesmutte

【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

32 bromb:erbusk【森】プラックペリーの木も併せて考えると，「茂み」，「濯木」，「木」のよう

に森田ほかのbuskの訳語には統一牲がない．同辞典には4名の編者が関わっているが，全体

の発音の監修以外の分担報嘩の範囲が不明である．訳語の全体監修がなかったことがうかが

える．
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skovstjerneツマトリソウ刀ientaliseuropaeaなどのツマトリソウ属の植物．

【古】はこぺ隙】ノ、コベ

ハコベ自adstjerneはハコベ属SteUaiな【丁英大】 chickweedwintergreenツマ

トリソウ.chickweed wintergreenのchickweedだけの意味を求めるとJ、コべと

いう誤訳になる

回路tetrreセイヨウイソノキ Rhamnus伽 'lfU.la.【古】はんのきの 1麗【森】ハン

ノキ

ハンノキ el,elletrreはカバノキ科ノ、ンノキ属Alnus

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

adselgraverシデムシ，特にそンシデムシ属 Nicrophorus. 【古】（かぶとむしの

1種）しでむし．【森】墓掘人

【丁英大】 （zo.:Nicrophorus) s倒 on(el. burying) beetle 

S位 tonだけに注目すると，【ラ英和】には「寺男，墓掘人Jの意味しかない．

しかし【英和大】には「寺男」のほかにburyingbeetleの意味も示されている．

つまり， S剖 onbeetleのs田 ton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

2.7.対応する英語の単語治鳴っ複数の意味からの誤った選択に起因する誤訳

紅白kokチョウセンアザミ（アーティチョーク） Cynara scaly四 us.【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 artiskokにはキクイモの意味はない．ちなみ

にキクイモ Helianthus加berosusはデンマーク語ではjordskok

出 pie 【古】（料理の）肉や魚のジエリー：〈植〉スピカラベンダー（香油の原料にす

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aspic

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
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bellis ヒナギク B必~perennis. 【肯】ひなぎく，フランスぎく．【森】ヒナギク，

フー』ーシ〆』ー

英語の daisyには， 1.ヒナギク Be必 perennis,2.フランスギク Leucan-

themum vz喝care (I日α伊 'llIJthemumleucanthemum）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

bras enコイ科アプラミス属の淡水魚プリームAhramisbrama.【古】たい（の 1船

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

havkatオオカミウオ科オオカミウオ属シロオオカミウオ Anarhichaslupus. 

【古】なまず．【森】ナマズ

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

オオカミウオ

catfishの一つの意味のナマズだけを見た結果の誤訳

haverredシートラウト Salmo加 tta加伯（プラウントラウト Salmotru胞の降海

型）．【森】アイナメ

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

パ産のプラウントラウト.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の民和大】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

hejrenrebオランダフウロ Erodiumcicutan"um. 【古】てんじくあおい属の植物

テンジクアオイ属は Pelargonium

【丁英大】 （Erodiumα切臼n"um)common storks-bill 

日号日大】storksbill:1.プウロソウ科テンジクアオイ属 （Pelai苫vnium）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
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hestehaleオオバコ科スギナモ属品"ippw古に属する水生植物．【古】すぎなも，と

くさ， よもま【森】トクサ

トクサE抑制umhyemaleはトクサ科トクサ属Eq凶仰m. ヨモギはキク科ヨ

＝モギ属Artemisia

【丁英大】 1.horse回礼 2.(bot: Hippuris 四'1gatか~ m訂e’stail, 3. (frisure) 

pony-tail 

【英和大】 horsetail.1.馬の尾， 2.ポニーテール， 3.（植物）トクサ属

(Equisetum）の植物の総称；トクサ，スギナなど.ma問、 tail.la.スギナモ

(Hippuns vulgans), lb.トクサ， le.ヒメムカシヨモギ（horseweed)

【丁英大】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， horsetail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

hestehovフキ属Petasitesの植物．【古】ふきたんぽぽ

フキタンポポfolfodはフキタンポポ属 Tussilago

【丁英大】 1.horse’s fooh. 2. (bot.: Petasites) 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，【英和大】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

krerh0gタカ科チュウヒ属 Circusの鳥．【古】ノ、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式）

【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

り用の猟式の意味もあるが， NDO,ODS, DDOから鳥のことは明白である．

また，【森】は【古】に依拠した誤訳の可能性もある

paradistrre 1.ベンケイソウ科クラッスラ属フチベニベンケイ（カネノナルキ）

Crassula ova白； 2.（特に聖書で）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（沈香川quilaiおagaDocha.【古】アロエ．

【森】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
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訳が出てくる，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

pigreble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

pigrebleにはその意味はない

prreriehundリス科プレーリードッグ属。nomusの動物．【古】マーモット．

【森】マーモット

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

のことであり，リス科マーモット属地＇nDO胞のマーモットではない

ringdueカワラパト属モリパト Columbapalumbus. 【古】じゅずかげばと．

【森】ジュズカケパト

ジュズカケバト skoggerdueSt11伊 topeliariso1泡はキジバト属

【英和大】のwoodpigeon 1. ＝出igdoveにはモPバトとジュズカケバトの意味

があるが，【丁英大】と NDOには Columhapalumbusと限定されている

守leオバシギ属αlidn訟の烏．【古】いそしぎの類．【森】イシシギの類

イソシギ属Acl1i白 （Tringa）はデンマーク語でklire

【丁英大】「Tn'nga)sandpiperとあり，英語の sandpiperはイソシギ属Actitis

(Tringa,ノとオパシギ属 Calidiか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

rrevehale 1.スズメノテッポウ属Alopecurusの植物； 2.ヒユ属（アマランサス属）

のヒモゲイトウ Amaranthuscauda白 ＇S， 【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grnnskreロnaksはエノコログサ属Setariaであり， rrevehaleではない
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r0rh0ne grnnbenet rnrh0neバン Gallinulachloropusなどバン属の烏．

【古】 grnnbenetrnrh0neあからいちょう．【森】パン

アカライチョウ skotskrype Lagopus勾opusscoticusはキジ目ライチョウ科の

カラフトライチョウ dalrypeLagopus lagopusの亜種でイギリスに生息

対応する英語の moorhenは， 1.パン Gallinulachloropus; 2.アカライチョウ

red grouseを意味するが，デンマーク語の rnrh0neにはアカライチョウの意味

はない

skalleコイ科ルテイルス属の魚ローチRutilusrutilus. 【古】こい科の魚．【森】ア

カハラ（ウグイ類）

アカハラは日本のウグイ Tribolodonhakonensis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バ産の

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（Rutilus

rutilus）ローチと明示されている

skovdue ＝白igdueカワラバト属のモリバト αJumbapalumbus. 【古】じゅずか

けばと，野ばと．【森】野生ノ守ト（ヨーロッパ産の普通のハト）

ジュズカケバト skoggerdueS間 j)topeliansoriaはキジバト属

【英和大】： woodpigeon→由igdove1.モリノfト， 2.ジュズカケパト

tytteb~r コケモモ陥cdnium vitis-idaea. 【古】こけもも，つるありおどし．

【森】コケモモ

ザtteb町にツルアPオドシMitcheUaundula担の意味はない

対応する英語の cowberryには，民和大】 1.コケモモ， 2.marsh cinquefoil, 

3. par位idgeberryツルアリオドシの意味があるが，ザ抗ebrerはコケモモのみを

意味する

2.8.英和辞典の誤りに起因する誤訳

bar beコイ科の淡水魚バルプス属Barbusの魚．【古】にごいの類

英和辞典に誤りがある：【ラ英和】barbelコイ科Bai古田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
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slaenスピノサスモモ丹四邸宅pin.osa.【肯】りんぼく（の弟．【森】脚Hトゲスモモ

【英和中】 black.thorn！］ ンポク．【英和大】 black.thornヨーロッパ産スモモ属

のリンボクの一種 （Prunusspin.osa) 

リンポク Prunus宅pinulosaは異なる種であり，英和辞典に誤りがある

2.9.デンマーク語の辞典の記述に起因する誤訳

skrreppe 1.スイバ（ギシギシ）属Rumex;2. = tordenskrreppe (=red hestehov）セイヨ

ウフキPe，倒的hybridus.【古】すかんぽ；ふきたんほ肱】スイノ守，スカンポ

【丁英】 （bot)dock.【丁英大】 （Rumex)dock: butbladet～ （R obtusifolius）エ

ゾノギシギシcommond., broad-leaved d.; kruset～ （R口元'fJUS）ナガノ守ギシ

ギシαirledd. 

【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など広葉の雑草の絵淋

英語のdockにはキク科フキ属Pe.臼sites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】印um句｝

Ampferスイバ属； oftefejlagtigt for hestehov = tordenslmeppe （しばしば誤っ

てセイヨウフキの意味で用いられる）．【丁独大】 （bot.)Ampfer; (borgskrreppe) 

Pestwurzフキ属（の根）

【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

いはイタドリ FaUopiajaponica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るう

hr<msetannミミナグサ α'J'astiumfontanum.【古】はこベ

ハコベ自ads司erneあるいはfuglegrresはハコベ属S担Danaで別属

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

【英和大】 mouse-e紅 chick.weedミミナグサ．五eldchickweedセイヨウミミナ

グサ． しかし chick.weedだけだとハコベ．

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
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vandloppeカイアシ類 Copepoda,すなわちケンミジンコ，あるいは，キクロプ

ス属（ケンミジンコ属） Cydopsの動物，ケンミジンコ．【古】みじんこ

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

cop叩odはカイアシ類（槙脚痴，すなわちケンミジンコ.waterfleaはミジンコ

ミジンコ Daphniaはデンマーク語で d訪山であるが，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 wat怠rfleaが誤り

2.10.誤訳に至ったメカニズム治不明のもの

gribタカ科クロハゲワシ属のクロハゲワシ munkegribAegypius monachus,、、

ヒダハゲワシ属のミミヒダハゲワシ 0regribTorgos白 cheliotosやコンドル科

クロコンドル属のクロコンドルravnegribCoragyps atratus, ヒメコンドル属ヒ

メコンドルkalkungribCathartes auraなど．【古】はげたか．【森】ハヤプサ

ノ、ゲタカはノ、ゲワシ類またはコンドル類の俗称

ハヤプサはハヤプサ目ハヤプサ科ノ、ヤプサ属に属する鳥類

【丁英大】 vulture,griffon. 【英和大】【ラ英和】ハゲワシ，コンドル

ノ、ヤプサに辿り着いた誤訳のメカニズムは不明

jagtfalkノ、ヤプサ科ハヤブサ属のシロハヤブサ Falcorusticolus. 【古】おおたか．

【森】オオタカ

オオタカ dueh0gAc，αpitergen白． はタカ科ノ、イタカ属

英語のgerfalcon= gyrfalconからはジロハヤプサにしか至らない．オオタカに

至った過程は不可解である

smeltキュウリ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】ニシキュウリウオ．【ラ英和】キュウリウオ属の

魚の一種ヨーロッパ産

ワカサギ均pomesusnipponensisはキュウP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

S戸・enライラック Syringa.【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
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vejbredオオバコ属月四tagoの植物．【古】バナナの 1麓【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

vreverfuglノ、タオリドリ科Ploceidaeの鳥．【古】はたおりどり：うその類

ウソ dornpapはアトリ科ウソ属乃担金ula.

訳語ウソの出所が不明

3.おわりに

本稿では， 2つのデンマーク語一日本語大辞典である，古城ほかと森田ほかを

中心に，デンマーク語動植物名称を邦訳する場合に生じる誤訳のメカニズムを考

察した．筆者が以前から提唱しているように学名（ラテン語）を基準にして訳語を

求めれはまず誤訳に至ることはないのであるが，古城ほかは出版年が 1993年

ということで，当時はインターネットがほとんど発達しておらず，インターネッ

トを駆使して学名を基準にして訳語を求めることができなかったために，多数の

誤訳が生じたものと考えられる．一方，森田ほかは事情が少し異なる．編纂作業

が1961年にスタートし，粗原稿の完成が1970年と古いとはいうものの，再調整

した原稿の完成が2005年ということである.2005年であればインターネットを

駆使すれ民学名を基準にしてすべての動植物名称の正確な訳語を求めることが

できた33はずであるが，結果はそうなっておらず，多数の誤訳が残っている34，残

念である．

(2016.12.21) 

33新谷（新谷 2006）はそのようにしてデンマーク，スウェーデン，ノルウェーに見られるすべ

ての鳥類の名称の日本語訳を種レベルまで求めることができた．

34多数の誤訳をそのままにしておくのはしのびないので，筆者の訂正案とともに「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」を本誌本号 pp.

97-126に掲載するとともに大阪大学外国語学部デンマーク語専攻のホームページの「辞書」

のタプ（http://v仰 w.sfs.osaka司u.ac担Iuser/ danish/ dictionary .html）にアップロードする

ことにする．
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Appendix 

アンデルセン童話の邦許5にみられる動植物名の誤訳の例

B迎.edbog叫伺billed町（469-492）“「絵のない絵本」【大畑訳】 vrr崎訳】【矢崎訳】【山

室訳】 37

eg (473）【矢晴訳： 29】もみ→38 プナ

bromb.:er (473）【大畑訳： 21】【矢崎訳： 23】【山室訳：20】キイチゴ，【川崎訳：29】

くろいちご→ブラックペリーRubus后vticosus

slaen (473）【大畑訳： 21】りんぼく， vrr崎訳： 29】こけもも，【矢崎訳： 23】Pンポ

ク，【山室訳： 21】黒茨→スピノサスモモPrunus苧in仰

リンポク Prun邸宅pinulosaは異なる植物

blabrer (475）【大畑訳： 27】【川崎訳： 37】こけもも，【矢崎訳： 29】【山室訳： 26】

コケモモ→ピルペリー，ブルーベリー

lychnis (475）【大畑訳： 27】きんぼうげ→センノウ

akande (475）【大畑訳： 27】【川崎訳： 37】すいれん，【矢崎訳： 29】スイレン，【山

室訳： 27】睡蓮→コウホネ：スイレン科コウホネ属Nupharの植物

hvalros(475) [JI[崎訳： 37】海豹（あざらし）→セイウチ

stormfugl (475）【大畑訳： 29】【矢崎訳： 31】海つぼめ， [JI[崎訳： 41】うみつばめ，

【山室訳： 28】ウミツバメ→ミズナギドリ：ミズナギドD科 ProceUv必'aeの烏

karse (476）跡調訳： 29】【山室訳：28】たがらし， E矢崎訳： 31】タガラシ，日崎訳：

41】きんれんか→マメグンパイナズナ属L伊idiumのコショウソウLep11ぬmsativum

タガラシはRanunculussceleratus, キンレンカは Tropaeolumm宅ius

pinje (477) [JI[崎訳： 48】まつ→カサマツ：イタPアカサマツ Pinuspinea

bukketj0m (479）【大畑訳： 42】[Jl[崎訳：57】さんざし，【矢崎訳斗4】【山室訳：40】

サンザシ→クコ Lyciumchinense 

husl0g (479）【大畑訳： 42】[Jl[崎訳： 57】いわれんげ，【矢崎訳斗4】【山室訳：40】

イワレンゲ→パンダイソウ：ベンケイソウ科パンダイソウ属Sempervivum

イワレンゲはベンケイソウ科イワレンゲ属 Orostachys

35本稿ではアンデルセン童話の一部のみを扱っている．
36以下，アンデルセン童話のデンマーク語版はAndersen2003より．
37それぞれ＝アンデルセン，大畑訳，アンデルセン，川崎武アンデルセン，矢崎訳，アン

デルセン，山室訊
羽→の左側が誤訳，右側が筆者による提案
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gr0北剖（479）【大畑訳： 42】【矢崎訳： 44】【山室訳： 40】キャベツ，［｝II崎訳： 57】

青いキャベツ→リョクヨウカンラン，ハゴロモカンラン，ケーノレBrassii回 oleracea

var. acephala 

hyld (479) [}II崎訳： 57】リラの木→ニワトコ

tidsel ( 483）【大畑訳： 60】［｝II崎訳： 78】あざみ，【矢崎訳： 62】【山室訳： 55】アザ

→ヒレアザミ

gran (485) VII崎訳： 88】うぞまつ→モミ

舞台がアルプス山脈東部のチロル地方であるからエゾマツではなくモミであろう

lotus (489）【大畑訳： 84】すいれん，【山室訳： 78】睡蓮→ハス

gran (490）【大畑訳： 86】【川崎訳： 109】【矢崎訳： 88】もみ，【山室訳： 80】モ

ミ→トウヒ

舞台がスウェーデンであるからそミではなくトウヒであろう

fyrretrre (490）【川崎訳： 110】【矢崎訳： 89】もみの木，【山室訳： 81】欄（かしわ）

→マツ

D阻阻leha靖国（61・77）「人魚姫」【大畑訳a】39 【長島訳】 ω

komblomst (61）【大畑訳a:119】【長島訳： 4】ヤグルマソウ→ヤグルマギク

近年一部でヤグルマソウとも呼ばれた時期もあったが， ユキノシタ科のヤグルマソ

ウと混同しないように現在ではヤグルマギクと統一されて呼ばれている

siv (68）【大畑訳a: 129】アシ→イグサ

D即日leIdas bloms回（27-32）「小さいイーダの花」【大畑訳a】

gaseurt (27）【大畑訳 a:48】ヒナギク→キク科カマエメルム属 α＇amaemelum

(Anthemis）のカミツレ

paskelilje (28）【大畑訳a:50】スイセン→ラッパスイセン

ldokke (31）【大畑訳a: 58】リンドウ→＝ldokkeblomst （キキョウ科ホタルプクロ属

Campanula）ホタルプクロ；ツリガネソウともいう

bellis (32）【大畑訳a:58】サクラソウ→ヒナギク（デージー）

Denty肱eligefam直e(321・323）「幸福な一家」【福井・大河原訳】 41

skrreppeblad (32lff.）【福井・大河原訳： 168ff.】スカンポの葉→フキの葉

39 ＝大畑2005a.
40 ＝長島 2005a.
41 ＝アナセン編，福井・大河原訊
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G叩ntrzet(210-216）「モミの木」【長島訳】必

lindetrre (215）【長島訳： 54】Pンデンの木→シナノキあるいは菩提樹

Hvadti.1剖m叩l明記.e(923・926）「アザミの経験l【福井・大河原訳】

tidsel (923）【福井・大河原訳： 155】アザミ→ヒレアザミ

bremse (925）【福井・大河原訳：158】スズメバチ→ウマバエ Gasterophilus血testinalis

gaseurt (925）【福井・大河原訳： 158】ヒナギク→キク科カマエメルム属

Chamaemelum (Anthemis）のカミツレ

Pei凧 Pe即 ogP，即（817-821)「バイターとベーターとベーア」【福井・大河原訳】

begnellike (817）【福井・対可原訳： 2】ナデシコ→センノウ（ナデシコ科センノウ

属の植物）

gaseurt (819）【福井・大河原訳：8】ヒナギク→キク科カマエメルム属α＇amaemelum

(An品emis）のカミツレ

時四，somtrid飽 pibr凶et(587・595）「バンを踏んだ娘」【福井・大河原訳】

skambasse (587）【福井・大河原訳： 54】タマオシコガネ→センチコガネ

センチコガネ科センチコガネ属 Geo加 rpes

Skrubtudsen (851・857）「ヒキガエル」【福井・大河原訳】

spirrea (852）【福井・大河原訳： 18】シモツケソウ→シモツケ

シモツケソウはバラ科ノfラ亜科シモツケソウ属Filipendula

シモツケはバラ科シモツケ亜科シモツケ属争1iraea

siv (854）【福井・大河原訳： 19】アシ→イグサ

Sommerfuglen (749・750）「チョウ」【福井・大河原訳】

gaseurt (749）【福井・大河原訳： 234】ヒナギク→キク科カマエメルム属

Chamaemelum (An品自由）のカミツレ

pinselilje (7 49）【福井・大河原訳： 236】スイセン→クチペニスイセン Narcissus

poetJcus 

lindeblomst (749）【福井・対可原訳： 236】ライムの花→シナノキ（ボダイジュ）の花

42 ＝長島 2005b.
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Tomm d田（33-41）「親指姫」【対団訳4
siv (34）【大畑訳a: 64】アシ→イグサ

skrreppeblad (36）【大畑訳a:68】スカンポの葉→フキの葉

skrreppeblad (36) 【大畑訳a:68】クローヴァの葉→フキの葉
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H剖 1k.ommer for mig uforklarlige副長et.也
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