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アイスランド 13 人の妖怪サンタ 

ご存知の方も多いと思いますが、アイスランドにはサンタクロースが 13 人もいます。と言っても

現代の私たちが『サンタ』と聞いてイメージする、某会社によってイメージが確立されたような

赤い服のおおらかなおじいさんではなく、日本でいう妖怪に近い存在です。これらの妖怪サンタ

は、古くからアイスランドで語り継がれてきた民話が基になっています。 

Mjólkursamsalan（ミョルクルサムサーラン、通称 MS）が運営している Jólamjólk.is のホームページ

にある文と、Brian Pilkington 氏著の Jólasveinarnir 13（2009 年出版版）を基に、翻訳したり言葉

や情報を追加したりして、ちょっぴり怖くて面白いアイスランドの妖怪サンタたちについての情

報をまとめてみました。 

日本とは一味違うクリスマスを楽しんでいただければ幸いです。 

 

○M は Jólamjólk.is のサイトの文章を基に意訳・追加した文章です。 

○P は Pilkington 氏の著書のページ下にある一言と好物の翻訳を基に書いた文章です。 

 

妖怪サンタたちの絵は jólamjólk.is より、好物の食べ物のリスト等の絵は Pilkington 氏の著書からお借りしています。

原文や絵の著作権は全てそれぞれの原画家・原著者の方にあります。翻訳文に関しましては全て kyrmami ことながい

まみが独自に行ったものです。翻訳文の著作権は kyrmami にあります。個人的にプリントアウト等をなさり、楽しま

れる場合は結構ですが、それ以上のご使用（他の方への配布や転載）の場合は、ご一報ください。 
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12 月 12 日 Stekkjarstaur（一つ目の r は発音されず、ステッキャストゥイル） 

○M  ステッキャストゥイルは両足が木のような義足で、羊のおっぱい

を吸いに来ます。妖怪と言うより最早変態という方が相応しいかもし

れません。（笑） 

 

○P  ステッキャストゥイルはアイスランドの妖怪サンタと

しては才気があるが、恐ろしく強情で、ちょっぴりでしゃ

ばり。好物はチーズ、牛乳とクッキー。 

http://www.jolamjolk.is/
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12 月 13 日 Giljagaur （ギリィヤグイル） 

○M  納屋/小屋に隠れて、人が見ていないとき、桶のようなものに入

れられて保存されているミルクの上に溜まった泡を掬って飲みます。 

○P  ギリィヤグイルはトロールのように大きくて、ちょっと恥ずかし

がり屋。動物や小さな子供が好きなのんびり屋さんで

（原著ではのろまと記述）、あまりスマートではない。好

物はアイスランド伝統食の一つである燻製吊り下げ羊

肉ハゥンギキョート、牛乳、クッキー、飴とお野菜。 

 

 

12 月 14 日 Stúfur （ストゥーヴル） 

○M  13 人の中で最も体が小さいサンタ。フライパンを盗み、縁にくっ

ついている茶色の焦げ目をこそいで食べます。古い文献に出てくる

Pönnusleikir(フライパン舐め)や Pönnuskuggi(フライパン影)はストゥ

ーヴルと同一のものと考えられています。 

 

○P  ストゥーヴルは小さいけれど、大きく

て温かい心の持ち主。好物はお野菜とチー

ズ、牛乳にこちらもアイスランドの伝統食であるスキール（種類はチーズですが、食べ方はヨーグルトに

近いです。）とクリームが挟んであるクッキーにハゥンギキョート。食いしん坊のようです。 

 

 

12 月 15 日 Þvörusleikir （スヴォールスレイキル） 

○M  とっても痩せっぽち。料理が終わった誰もいない台所にダッシュで

忍び込み、調理済みの鍋に入っている、中身をかき混ぜるための木ベラの

ようなものを盗み、舐めます。 

○P  スヴォールスレイキルはちょっと頭が悪いけれ

ど、優しくて思いやりがある。好物は牛乳、飴、お野

菜にグルイトゥル（『濃ーいどろどろのスープ』の意味）。 
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12 月 16 日 Pottaskefill/ Pottasleikir  

（ポッタスケーヴィッキ／ポッタスレイキル）  

○M  空になった鍋に残っている中身をこそげ取って食べたり、舐めた

りする五番目のサンタ。古い文献では Skefil や Skófnasleik とも呼ば

れています。 

前世紀、人々に信じられていた他の鍋関連サンタに Syrjusleiki が居ま

すが、彼は沸騰している鍋の中身の沈殿物を食べるなど、ポッタスケーヴィッキとは違うサンタ

と考えられています。 

○P  ポッタスレイキルはとってもすばしっこくて、体

を動かすのが大好き。好物はハゥンギキョート、牛

乳、クッキーに飴。 

（※2009 年出版の『Jólasveinarnir 13』では Pottasleikir が 15 日に、Þvörusleikir が 16 日に下山すると書かれてい

ます。しかし国立博物館 (Þjóðminjasafn)の HP や MS の jólamjólk.is 等では 16 日に Pottaskefill/sleikir が下山する

と記されており、こちらの方が一般的な解釈と言えるでしょう。第何版で変えたのか定かではないですが、2017 年に

販売されているものは、その他大勢と同様、16 日に Pittasleikir がやってくることになっています。） 

 

 

12 月 17 日 Askasleikir （アスカスレイキル） 

○M  前世紀の物資が本当に乏しかった時代のアイスランド人は、個々

の一日分の食事/食料を askur（アスクル）と呼ばれる蓋付きの木の入

れ物に入れて、保存していました。一度に食べる量や、食べる回数は

個々の判断で、askur はよくベッドの下で保管されていました。器の

持ち主が中身を完食し、中に残ったものを犬や猫に舐めさせるために

置いていると、真っ先に Askasleikir がやって来て、きれいに全部舐めてしまうと考えられていま

す。 

○P  アスカスレイキルは 13 人の中で一番穏や

か。だけど活動的でもあり、クリスマス、街に

やってきて『妖怪サンタ活動』をするときは特に頑張る。好物は牛乳、クッキー、スキール、飴

とグルイトゥル。 
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12 月 18 日 Hurðaskellir （フルザスケットリル） 

○M  眠りに落ちた人々を邪魔するために、ドアを騒々しく閉めるのが好

きな 7 番目のサンタ。スカートめくりの汚名を着せられることが多いの

ですが、どの文献にもそのような明記はありません。文献の中にあるフ

ルザスケットリルを説明する言葉の中に、昔、アイスランド人の女性が

頭に巻いて使っていたもの（恐らくスカーフのようなものと考えられる）名前が

使われていたそうです。その名前が現代のアイスランド語で『スカート』を表す単語と類似して

おり、そこから勘違いでスカートめくりの汚名を着せられたと考えられます。 

○P  フルザスケットリルは年中ドアをばたんと閉めたく

て仕方ないので、山の洞穴の家に居る時はいつもごきげん

ななめ。（洞穴のお家にはドアが無いから。）好物はチーズ、ハ

ゥンギキョート、牛乳とクッキー。 

 

 

2 月 19 日 Skyrgámur （スキールガゥムル） 

○M  大きくて力が強く、アイスランドの乳製品伝統食 skyr（スキー

ル）が大好きな八番目のサンタ。現代でこそ、大体どんなに小さなお店

でも、食料品を扱っているところならスキールを販売していますが、古

くは各家庭で自家製の skyr を作るのが普通でした。そのスキールの製

造&熟成(？)&保存樽が空っぽになるまで食べ尽くしてしまうのが彼で

す。ちなみに skyr とは、低脂肪高プロテインの、とっても濃厚なヨーグルト、または硬さだけで

言うとクリームチーズのような重さです。かなりヘビーな食べものです。（食品の分類としては、チー

ズなのだそうです。） 

現在は 13 人にまとめられましたが、かつては彼ら以外にもアイスランドにはサンタが多く存在し

ており、古い文献には、このスキールガウムル以外にも、バターやクリームなど、他にも乳製品

に関した名前がついているサンタが登場しています。 

○P  スキールガゥムルはちょっとぼーっとしがち。だ

からこの朝、プレゼントとして靴の中に何が入っている

かは全然予想がつかない。好物はスキール（勿論！）、チーズ、牛乳とクッキー。乳製品が大好き

なようです。 
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12 月 20 日 Bjúgnakrækir （ビューグナクライキル） 

○M  アイスランド伝統食の（基本は羊の）燻製ソーセージ

『Bjúga』を奪う 9 番目のサンタ。とてもすばしこく、台所に吊り

下げられているビューグまで登り、取ったらすぐに座りこんで食べ

てしまいます。 

○P  ビューグナクライキルは自分のやりたいこと

に忠実。愛嬌があって元気。好物はチーズ、ハゥ

ンギキョート、牛乳、スキールにクッキー。 

 

12 月 21 日 Gluggagægir （最後の g は強く発音されず、グルッガギャイイル） 

○M  覗き魔の十番目のサンタ。窓からこっそりと人の家を覗き見るのが

好き。いやらしいことを考えて（期待して？）覗くわけではありません

が、後々何か盗んでやろうと悪巧みはしています。お目当てのものが見

つかれば、後々盗みに戻ってきます。 

○P  グルッガギャイイルは全てのことに興味津々。明る

い色が大好きで、美しい絵に心惹かれる。芸術が大好き。 

 好物はハゥンギキョート、牛乳、そしてアイスランド

のクリスマスの伝統食『ルイヴァブルイズ』（薄い揚げパン。名前の直訳『葉っぱパン』でいかにぺらぺらか

ご想像いただけるかと思います。別の伝統食 Flatkaka（ぺちゃんこケーキ）とはまた別ものです。）とクッキー。 

 

12 月 22 日 Gáttaþefur （ガゥッタ/ガフッタセーヴル） 

○M  巨大な鼻を持った 11 番目のサンタ。アイスランドのクリスマスの伝統

食 Laufabrauð の匂いを山の上から嗅ぎ付けて町におりてきます。いい匂いの

する家の戸口から顔をにゅっと出して、食べ物の匂いを堪能します。 

○P  ガフッタセーヴルは勇敢で陽気な、『愛す

べき友達』。好物は飴、ハゥンギキョート、牛

乳、ルイヴァブルイズ、クッキー。 
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12 月 23 日 Ketkrókur （ケートクロゥクル） 

○M  12 番目のサンタ。煙突の上から鉤のついた棒を突っ込み、台所にかけ

てある hangikjötlæri (燻製吊り下げモモ肉) と呼ばれるものを盗みます。ハ

ゥンギキョートは、アイスランド人にとってソウルフード的な食べ物で、羊

のモモ肉を birki と呼ばれる樺の木の一種で燻製にしたもの。クリスマス（12

月 25 日）は厚切りのものを、日常ではハムのように薄いお肉を flatakaka  

(フラータカーカ) と呼ばれるパンと一緒に食べます。 

古い文献にある Reykjarsvelg も似たようなサンタですが、彼はハゥンギキョートを燻製する際に

出てくる煙のにおいを煙突の上からいーーーっぱいに吸い込んで楽しむだけで、Ketkrókur とは

違うサンタと見なされています。 

○P  ケートクロゥクルはたくましくて元気。

ちょっとだけうるさいけれど、いつも幸せ。

好物はハゥンギキョート、ハゥンギキョート、ハゥンギキョートに牛乳と、これまたハゥンギキ

ョート。一にも二にも燻製吊り下げ羊肉が好きだということのようです。 

 

 

12 月 24 日 Kertasníkir （ケルタスニーキル） 

○M  最後に町にやって来る妖怪サンタ。かつてのアイスランドで

一般的であった獣脂（主に羊）の蝋燭が大好きなサンタ。食べる

のも好きですが、その蝋燭に灯った灯りを見るのも大好きで、蝋

燭を食べるべきか、そのあかりを楽しむべきかをしばしば悩んで

います。古い文献では、別名の Kertasleikir（ろうそく舐め）と記

されることもありました。 

アイスランドの子供たちはよくこの最後のサンタにだけ(昔はろうそくを)プレゼントします。その理

由は、一番悪さをしない／害が無い／怖くないもしくは一番大きなプレゼントをくれるのが彼だ

から、だそうです。朝にプレゼントをもらった子供たちは、この日の 18 時、（アイスランドでク

リスマスが始まった後に）もっといいプレゼントをもらいます。 

○P  ケルタスニーキルはちょっとききわけがな

いけれど、優しくてフレンドリーな性格。好物は

ろうそくの燃え残り、ハゥンギキョート、牛乳、クッキーとルイヴァブルイズ。 
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Grýla （グリーラ）＆ Leppalúði （レッパルーズィ）夫婦と Grýla の飼い猫 

Jólakötturinn （ヨーラコットゥリン）  

Grýla と Leppalúði は、この 13 人のサン

タクロースの両親として知られています

が、Grýla について記されている文献の方

が相当に古いものが多く、元々は母親の方

が先に民話などに登場していて、その後た

くさんいたサンタの中から 13 人が厳選さ

れ、現在のように家族として扱われるよう

になったと考えられます。この 16 人の家

族の中では Grýla が最も有名でしょう。彼女は妖怪、女トロール、山姥と、日本語ではなんとも

厳密には言い表せない、様々な “怪物“ の素質を併せ持っています。Grýla は、悪い子供を連れ去

って、食べてしまうと考えられている為、子供たちにとっては恐怖の対象です。この Grýla のち

ょっと不思議な（日本の山姥とは違う）ところは、言うことを聞かない悪い子供だけでなく、クリス

マスに新しい洋服をもらえなかった子供も飼い猫の Jólakötturinn に攫わせて、食べてしまうとい

う点です。（服でなくても、衣料品、例えば靴下などでもいいそうです。まっさらな服でなくても、古いセーターの

毛糸を解いて新しく編み直したものなどでもいいそうですが、編み直していない、いわゆるお古のものなどは新しい服

とはみなされず、Jólakötturinn の誘拐ターゲットの対象に入ってしまいます。いまだにこの“ルール“がお店などに悪用

されていて、クリスマスプレゼント用洋服商戦に『あなたの子供をヨーラコットゥリンに攫わせないで！』などと書い

た広告を打っているお店もあります。） 

Grýla に関する記述や文献は多く見つかっていますが、対して伴侶の Leppalúði は『臆病で怠け

者』と言うくらいしか記述が無く、あまり存在感がありません。（確か大学の文学の先生が、馬鹿だとも

言っていたような記憶があります。ひどい言われようです…。）Leppalúði は、Grýla に比べて小さく、弱々

しくて、大抵家に籠っています。 

Jólakötturinn は、直訳するとクリスマスの猫ですが、性質は前記のように、子供を攫って食べ

る、もしくは飼い主の Grýla に届ける、飼い主にとっては忠実ですが、とっても怖い猫です。暗

い色をしていて、体も相当大きいとされています。アイスランドにはこのクリスマス猫以外に

も、Urðarköttur という名で呼ばれる妖怪巨大猫はアイスランドに多々居るようですが、代表が

この猫です。 

悪い子だった、連れ去られた子供たちはご馳走の Jólamatur （クリスマスのごちそうの意）として食

べられるそうです。 

好物について言及はありませんでしたが、自分だけでなく飼い猫にも攫わせに行くくらいなの

で、人間の子供が好きなのでしょう。 


