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日本初の英文京都ガイドブックの
制作背景と改訂についての研究
― 山本覚馬著英文『京都とその近郊の名所案内』
（1873）を題材に ―
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同志社女子大学大学院文学研究科博士課程（後期）

The first-ever English guidebook to Kyoto, supervised by Yamamoto Kakuma（1828-1892）,was issued in 1873 to introduce scenic
spots and souvenirs of Kyoto to foreign visitors attending the Kyoto Exhibition. This paper clarifies the background, the people
who were engaged in publishing the book, and the features of its text. Moreover, I compared the older and newer editions of this
book in order to clarify renewed information and improvements of English expressions.
キーワード：英文京都案内、ガイドブック、山本覚馬、京都博覧会、外国人観光客のための英語表現
Keyword：English guidebook to Kyoto, Yamamoto Kakuma, Kyoto Exhibition, English expressions for non-Japanese tourists
１．はじめに
表題の英文京都ガイドブックの原

すればこの本はとても使い勝手がある
事がわかります。

まりを象徴する興味深い１冊である。
多様な視点から明治初期を論じるうえ

文 の タ イ ト ル は‘The Guide TO THE

この序文が示すように、著者である山

で、その１部分として触れられることの

CELEBRATED PLACES IN KIYOTO

本覚馬は、明治維新後初めて外国人に開

多い『覚馬名所案内』であるが、本稿で

& THE SURROUNDING PLACES BY

かれた京都が、国際観光で発展する絶好

は、京都の最も初期の国際観光に一定の

K. YAMAMOTO.’
『山本覚馬著、京都と

の機会ととらえた。

役割を果たしたであろう
『覚馬名所案内』

その近郊の名所案内』（1873）（拙訳、以

『覚馬名所案内』は表紙、銅版画の違

自身について、それが誕生した制作背景

下『覚馬名所案内』）である。‘KIYOTO.

い、又微妙な文章の違い等から初版から

と複数の改訂による変化に焦点をあてて

PUBLISHED BY NIWA. THE SIXTH

数年間版を重ねたことがわかる。本稿で

考察を行う。特に『覚馬名所案内』の英

YEAR OF MEIJI. 1873.’とあり、
『京都、

は、複製本２の原本である同志社大学図書

文内容そのものについての研究はまだ十

丹羽出版、明治６（1873）年』である。

館蔵本（以下『同志社本』という）を基

分とは言えず、研究の余地がある。本稿

『覚馬名所案内』は、明治維新後衰退し

本的に使用する。寸法は縦約18,0cm、横

では新旧の版を比較してその内容の変化

た京都復活の起爆剤として開催された京

約16,7cm、厚さ約0,6cm、折り込み地図

を調査し考察する。

都博覧会に、入京が許された訪日外国人

は １ 枚 の 表 裏 に 印 刷 さ れ て お り、縦

の為に発行された。明治初期に日本人の

32cm、横40cm である。墨流し模様の表

手によって、英語で書かれた日本初の画

紙であり、糸とじ、銅版挿絵が頁毎にの

京都博覧会については工藤泰子

期的な名所案内であった。

り付けされており、添付の地図は鉄道と

（2008）３、複数の『覚馬名所案内』の存

京都駅の彫り入れがされている。中表紙

在については小嶋正亮（2019）４、『覚馬

『覚馬名所案内』の序文を以下に拙訳で
示したい。

２．先行研究

に は‘FOR FOREIGN VISITORS’
（外

名所案内』のガイドブックにおける歴史

この小冊子は京都博覧会に来場された

国人訪問者のための）と表紙にはない増

的位置づけについては長坂契那（2010）５

外国人訪問客の為に作られました。来

補がされてある。みるからに持ち運びし

の論考を参考にした。

京された外国人の方にとっては、名所

やすい小冊子である。

工藤泰子（2008）は明治初期の京都博

や素晴らしい場所をちゃんと訪問でき

複数の改版は冊子が好評の内に数年に

るかご心配でしょう。ご自分の国に話

亘って頒布され、また読者が見やすく読

会社は京都市民主導の半官半民の組織６」

しのタネ１を持ち帰りたいでしょう。土

みやすいように改良されたと思われる。

であり、出資、貢献した地元の有力者た

産話となる名所をすべて訪問できるか

また、日本文化を英語で紹介する「外国

ち、並びに京都府のサポートについて詳

どうか、と思われる時にはぜひこのガ

人観光案内のための英語表現」
（以下「観

しく調査した。
『覚馬名所案内』
について

イドブックを持参してください。そう

光英語」）や京都のインバウンド観光の始

は特に、御所拝観が第二回以降の京都博

－63－

覧会について、運営者である「京都博覧
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覧会の呼び物であった事に触れ、京都博

の途は何処に何があったか？（中略）博

ある事を挙げた。10

覧会の開設、これ以外に途はない16」とい

覧会のために特別に拝借された「御所」
の項目内の英文内容にそれが表れている

３．遷都による京都の危機的状況と京都

う強い決意が見える。京都博覧会の創設

事を指摘した。『覚馬名所案内』が、第二

博覧会

者、並びに出資者である有力者たちのプ

回京都博覧会に即した内容を含んでい

この章では、遷都によって京都が立た

ロフィールや働きについては、工藤泰子

る、というこの指摘は、その他の名所の

された危機的状況とそれを打破する目的

の論を参照されたい。創始博覧会の内容

英文内容にも反映されていると考えられ

で開催された京都博覧会についてまとめ

は古物、骨董が多く、この初回（明治４

るので、本稿では全てのページを考察し、

る。

年）は京都博覧会としては除外され、明

『覚馬名所案内』の特色をより深く調査す

治５年を第一回として記録される事とな
3－1

る。

遷都による危機的状況

った。

小嶋正亮（2019）は、明治６年発行と

『京都の歴史８』によると、幕末の政争

第一回京都博覧会は、
「明治５年３月10

記載のある『覚馬名所案内』は、複数の

により京都は動乱の場となり1864年６

日（陽暦４月17日に相当す）から５月末

異なるタイトル、大きく２種類の異なる

月、蛤御門の戦火により、市域の三分の

日（陽暦６月３日）までの80日間17」開催

銅版画イラストの違い、銅版画の出典と

一を焼失する「どんどん焼11」となった。

された。会場は本願寺対面所、白書院・

銅版作家の特定、地図における京都駅と

京都の市民は王政復古により京都が新政

黒書院、建仁寺方丈、知恩院の大方丈・

その鉄路の追補から、現存する複数の版

府の政治的中心となることに期待を抱い

小方丈の６か所で、
『京都博覧会沿革誌』

の『覚馬名所案内』を分類して、発行年

ていたが、明治２（1869）年東京への遷

の諸統計一覧表によると入場者は「参観

をある程度特定可能とした。小嶋の研究

都が決定的となった。京都は「千年にわ

人、46,935人、参観外国人、770人 18」で

は『覚馬名所案内』の英文内容の違いに

たる帝都としての地位を失い、いわば廃

あった。
『京都博覧協会史略』によると、

は言及していない。本稿では新旧と思わ

都ともいうべき事態に 」なり、それは極

博覧会としての第一の使命は産業の開発

れる異なる版の英文の内容を比較、考察

めて深刻であった。

振興であるが、
「第二の使命は京都を日本

する。

12

遷都直後の人口は、同条件の元での人

随一の観光地として汎く外国人にも宣伝

長坂契那（2010）は「1881年以前に出

口調査は当時の文献によって大きく数が

紹介すること19」
であった。そのため官民

版されていた『旅行』もしくは『案内』

異なり、一概には言えないが、大きく減

協議の結果、
「京都府は正院20に向って特

という単語が表題に掲載されていたも

少したと思われる。
『京都の歴史８』
によ

に外国人の入京許可を乞ふことに 21」な

の」を出版年の古い順に挙げ、２番目に

ると、当時の京都市民の危機意識は人口

り、結果外務省は明治５年２月３日付で

『覚馬名所案内』を挙げた。長坂は日本最

に表れ、「明治四年から六年にかけて華

各国公使及び領事に対し、日本最初の博

古の旅行ガイドブックについて、以下の

族・士族・有力町人の転出によって、京

覧会の開設を告げ、特に入京を許し、か

ように述べている。

都の人口は減少の方向をみせ 」た。
『京

つ出品をも促した。各国とは、第一回に

外国語による日本最古の旅行ガイドブ

都府教育史』には「車駕東遷の後をうけ

は具体的な国名は書かれていないが、第

ックは、資料①のデニスによる1867（慶

て、京都は火の消えたやうに淋れた時で

二回の開催にあたっては、
「英佛米蘭伊西

應３）年『中国・日本開港地案内（以

あるから、人口も急激に減少していたで

澳獨丁露希瑞22」である。

下『デニス本』）』であった。（中略）日

あろう14」、という当時を物語る記述が残

本に関しては開港した長崎、横浜、箱

る。

13

あった京都を外国人に開き、京都のみな

館（函館）、兵庫、そして当時の政府に
当たる幕府があった江戸の５都市に限

観光という第二の使命によって、都で
らず比叡山、琵琶湖遊覧までできるよう

3－2

京都博覧会の開催

になった。第一回はまだ外国語の京都ガ

られていた。そして日本編の記述は伝

東京遷都は精神的なダメージを京都の

イドブックの対応がなかったので、第二

聞によるために情報の出所が曖昧で概

人々に与えた。並木誠士によると「現実

回開催時とそれ以降に向けて、外国人へ

要しか書かれていない 。

的には、天皇周辺のさまざまな調度、道

の「おもてなし」と実用的な観光の便宜

長坂は、『デニス本』の後、1873年に

具類を製作していた産業界のダメージが

を図る為に京都案内書の早急な準備と配

『覚馬名所案内』が出版され、その次に発

大きかった（中略）このような産業界の

布の必要性があった。

行された京都名所案内は、キーリングの

危機的な状況を打破する手段のひとつと

７

『旅行者のための横浜・東京…案内 』初
８

して博覧会が企画された 」とある。
15

第二回京都博覧会は新暦明治６年３月
13日～６月10日までの90日間の間、京都

版：1880（明治13）年 （以下『キーリン

博覧会60年の記録である『博覧協会史

御所、仙洞舊院で開催された。本会場入

グ本』）であり、キーリング本に初めてほ

略』の緒言には「死か、生か、退けば死

場者は「参観人706,057人、参観外国人634

かの都市とともに京都についての記述が

を俟つに等しい。では進んで活を求める

人 23」と記録されている。第一回日本人

９

－64－
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46,935人の入場に対して、第二回は約15

い教師」仕込みの得意な英語を使って手

覚馬傳』
（以下『覚馬伝』とする）に述べ

倍もの参観人（日本人）となった。『京都

伝いをしたようだ。

られている事を以下にまとめる。尚その

博覧協会史略』には「御所御殿の拝借と

京都博覧会はその後、大正15年まで、

情報を他に確認できる文献は現在まで見
当たらず、根拠は未確認である。

いふ空前にして且つ絶後たるべき光栄に

「しだいに全国的な産業見本市のような

浴した 」とある。天皇がつい数年前まで

性格 」を見せながら、合計53回開催さ

明治四年、府はハルトマン・レーマン

居住していた王城が開催場所となり、内

れ、京都の復興と産業、美術、工芸の発

より、印刷輪転機をドイツから輸入し

外の一般の人々がこの機会に見物した

展に大きく寄与した。それは博覧会だけ

た。明治五年、博覧会用の英文旅行案

い、と熱望したのだろう。これは以下の

でなく、それに付随した余興、例えば都

内を作成するために、山本覚馬が機械

『覚馬名所案内』御所の頁（拙訳）に描写

をどりは今日では春恒例の舞踏公演とな

の組み立てを丹羽圭介に指示し、結果

っている。

的にはハルトマンの兄弟であるルドル

24

されている。博覧会に合わせた文章であ

27

フ・レーマンが組立てた。原稿は喜三

ることを示すため、全文を記す。
天皇の古い住まいであり、博覧会が開

４．『覚馬名所案内』
改版の歴史と関わっ

郎と丹羽が美濃紙に筆で書き、
「活字は

催されている建物である御所は、この

た人々

先生の娘八重子31
（のちに新島襄先生夫

国の中で最も素晴らしい宮殿です。内

この章では、
『覚馬名所案内』の改版の

人）が拾った。解版も八重子と丹羽氏

側の塀の中にある建物は紫宸殿と呼ば

歴史とその制作に関わった人々について

れ、この国の政府の古い所在地でした。

述べる。『京都府教育史』には、以下のよ

『覚馬伝』の「年譜」によると、山本覚

紫宸殿の右奥は清涼殿という建物で

うにガイドブックが登場した時の様子が

馬は会津藩の武士の長男として生まれ、

す。外の塀には６つの素晴らしい構え

描かれている。

26才の時、江戸に出て蘭学を学んだ。又

の妹とがそのことにあたった32。
」

の門があり、中の塀には３つあるので、

尚外人の遊覧客招致のため、外務省に

洋式砲術の研究を深めた。会津に戻り、

それらは九門と呼ばれています。博覧

依頼して外人筋に広告した事は効果が

37才の時、藩主松平容保の上洛に伴って

会の実施まで、宮廷の高官である公家

あって、上海、香港等からさへ来る者

京に入り、同年蛤御門の変の際会津藩砲

以外は宮廷内に入る事は許されません

があった。それには山本覚馬が門弟の

兵隊を率いて奮戦するが、眼疾を患い療

でした。ですから人々は今回、御所を

丹羽圭介と書いた英文の案内記を、丹

養した。41才の時鳥羽伏見の戦いが始ま

訪問したいと熱望しています。三条大

羽氏等自らの手で印刷して売ったのが

り薩軍に捕えられ、
同藩邸に幽閉される。

橋から北東の方角に15町の距離です。

非常に好評を博した。此書は四十八頁

「管見」を著述し、薩摩藩主に差し出し

の小冊子ではあるが、色々な意味で記

た。42才で京都府顧問となり、43才で京

憶すべき珍書である 。

都府兵部省食客として京都府に採用され

このように曖昧にしか記述がないの

た。博覧会のための英文案内記を作るの

（３頁）
工藤泰子（2008）が用いた「御所御絵
図25」には、京都御所の東に位置する建春
門から入場者が入り、紫宸殿の前を通っ

28

で、より細かに確認したい。

病む33」状態であった。

て清涼殿に向かう列が描かれている。現
在の参観コースは西の清所門からであ

は明治５年45才の時で、
「この年から足を

4－1

成立時期と関わった人々

輸入と機械組立てはレーマン兄弟が行

り、紫宸殿と清涼殿の見える方角は異な

『覚馬名所案内』
は表紙に明治六年と記

った。
『京都府教育史・上』には明治４年

るが、建春門から入場すると、紫宸殿の

載があり、第二回京都博覧会のために発

「十月二十九日付で欧学舎から、
博覧会に

右奥に清涼殿がみえる。この文章から『覚

行された。出版者の丹羽圭介は「山本覚

出品する為大阪川口のレーマンから送っ

馬名所案内』は京都博覧会入場者用に制

馬氏の指導により私が主となって拵えた

た品物が、ルドルフの所に着いたといふ

作されたことがわかる。なお、
「三条大橋

ものであるが、もちろん京都最初の欧文

事を府に届出でて居るから、ドイツ製の

から北東の方角」については、実際は北

活版印刷であった。以上はすべて明治六

機械類も並べた34」とあり、その機械類の

西が正しいと思われる。

年のことで29」ある、と述べている。また

一つであった印刷輪転機が第一回京都博

又外国人対応の「おもてなし」に関連

「明治五年には未だ英文活字はなく、
同年

覧会で展示され、京都府が購入した可能

して、
『京都府教育史』に興味深い記述が

設定の『外国人入京規則』は英文木版を

あった。京都府は「旅館の設備には府で

以て印刻 」された、との記述から『覚馬

丹羽圭介は京都出身である。
『慶應義塾

心を砕き、通弁、接待、警備等には、欧

名所案内』の文章は英文活字で印刷、制

出身名流列伝』によると、安政三（1856）

学舎や舎密局の生徒も手伝をした 。」の

作されているので、
『覚馬名所案内』の初

年生まれで、新英語学校に入って間もな

部分である。英語を含むヨーロッパ言語

版が出版されたのは明治六年である事は

く京都府令選抜により農牧講習所に入

を教える欧学舎や化学を教える舎密局

確かであろう。

学、英人教師より学んだ。国法を学ぶ必

26

で、西洋人から直接学ぶ学生達が「お雇

30

これらの情報のほかに、
『改訂増補山本
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性が考えられる。

要性を感じ、山本覚馬に洋学を学んだ。
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京都の慶應義塾で学び、明治７年上京、

に『宇治本』と京都府立京都学・歴彩館

た状態で貼られていた。第２に、３冊の

明治10年東京の慶応義塾を卒業、11年京

所蔵本（以下『歴彩館本』という）を比

中で『歴彩館本』だけが、43頁の「大津、

都に戻った。
「12年京都に府会設けられて

較して、以下のようにまとめた。

堅田、比良」と44頁の「琵琶湖」の銅版

山本氏其議長となるや氏は書記長の名を

タイトルに「The Guide（案内）
」の語

画について、逆に貼られていた。個々の

以て盲目にして躄りなる覚馬翁を捘け万

が付くほか、形状も宇治本が長方形で

銅版画を該当ページへ貼付する、という

事を処理す 」というように、山本覚馬と

あるのに対し、ほぼ正方形。表紙や中

作業中に貼り間違えたと思われる。

の師弟関係は深いものがあった。

扉を彩る飾り罫の種類も異なる。地図

『図録幕末明治京都遊覧43』の45頁には

35

山本八重は弘化二（1845）年生まれで

は同図だが、歴彩館本には明らかに後

新しいとされる『覚馬名所案内』の銅版

ある。明治五年当時は、
「女紅場（京都府

補とおぼしき鉄道路線が描かれる。本

画と明らかにされた「銅版京都名所」が

立第一高等女学校の前身 ― 現在の鴨沂

文はほぼ同じながら、項目によっては

あり、この中に「京都停車場」の銅版画

高校）の権舎長兼教道試補に任ぜられ（中

追記等が見られ、
レイアウトが異なる。

が含まれているが、実際には新しいとさ

略）同八年十一月に辞任 」するまでその

寸法とともに、両者が最も大きく異な

れる版の『覚馬名所案内』に使われてい

職にあった。

る点は、頁毎に貼付される銅版画であ

ない。開通後の出版であれば、その頁が

る 。

追加されなかったのかは疑問であり、そ

省でなく文部省の認可を経て発行したの

同じく、小嶋は『宇治本』は一番古い

の点は今後も調査を続けたい。

で、著者は山本覚馬、出版者は丹羽圭介

部類の出版であり、数年間試行錯誤を繰

『覚馬名所案内』
が実際に京都博覧会で

である 」。内務省と文部省の許可の違い

り返し、一方『歴彩館本』は「貼付の地

の観光ガイドブックの役目を終えた時期

は不明であるが、本書タイトルの‘By K.

図に線路が描かれ京都駅の位置に

については、可能性の１つとして、京都

YAMAMOTO’
（山本覚馬著）と‘NIWA,

『ROAD RAIL STATION』とあることか

博覧会が盛り上がりを見せ、会場が京都

36

著者と出版者については「当時は内務

37

40

KIYOTO’（京都、丹羽出版）はこの許

ら、明治10年２月10日の同駅開業以降、

御苑内の常設会場に移されたのが明治14

可の影響を受けた。

京都博覧会でいえば、第六回以降である

年であったので、その前年ではないか、

『覚馬名所案内』の銅版画と銅板地図に

ことは明らかである 」とし、新旧の主な

と考えられる。紫宸殿を含む京都皇宮が

ついては「銅版で地図付の簡単な案内記

改版のキーポイントは、銅版画の変更と

使用されなくなり、本文３頁の「御所」

を作った 」とあり、各々の名所が詳細に

鉄道駅の後補であったと述べた。

の説明が古い情報になった事から『覚馬

38

41

描かれた銅版画によって、一見するだけ

小嶋の論におおむね従うが、筆者の立

でも名所の様子や魅力がわかるようにな

場から改めて主な版を調査し特徴を考察

っている。銅版地図は地図の下部に作者

した。

名所案内』の配布が終了した可能性があ
る。
同時に考えられるのは、
『覚馬名所案
内』に取って代わる西洋人によって英語

の名前があり、石田旭山（才次郎）であ

比較的古いと思われる本について『京

る。銅版画の作者についての詳細は、小

都博覧協会史略』の写真にある本のタイ

で書かれたガイドブックの登場である。

嶋正亮（2019）の論を参照されたい。

トルは『THE GUIDE of THE FAMOUS

長 坂 契 那（2010）に よ る と、前 述 し た

PLACES IN AND AROUND KIYOTO

『キーリング本』の初版は1880（明治13）

これらの調査から、先述の「珍書」の
意味は、
「京都の名所を文明開化の象徴の

FOR

VISITORS.

年である。
『キーリング本』
の第一版の序

一つである英語の活字、美しい銅版画と

PUBLISHED BY THE COMMITTEE

文には、
「すでに、
『横浜案内』や『東京

詳細な地図で描いた小冊子」という従来

OF THE EXHIBITION. 2533 』である。

案内』
、
『京都案内』などの優れたガイド

の日本にはなかった新しい種類の「ガイ

これは「皇紀2533年、博覧会協会発行（拙

が出版されている44」という一文があり、

ドブック」であった。

訳）」とあり、発行年が皇紀で示され、発

『覚馬名所案内』
に影響を受けた事が窺え

行者が丹羽ではなく博覧会協会である。

る。同じく序文には、たくさんの質問が

原典にあたっておらず、中身は不明なの

日本へ来た外国人から寄せられ、
「どのよ

で、その所在を調査中である。

うな質問に答え旅行者に便利なヒントを

4－2 『覚馬名所案内』改版の歴史
『覚馬名所案内』は、複数の異なるタイ

THE

FOREIGN

42

トルと２種類の異なる銅版画、地図上で

良く似ている『歴彩館本』
、
『国立国会

の鉄道の有無から、複数回の改版がされ

図書館所蔵本』
、
『同志社本』の３冊につ

た事が近年の調査で明らかになってき

いて調査すると、わずかながら違いが見

『キーリング本』の第４版の序文には

た。

られた。第１に、
『歴彩館本』
、
『国立国会

「前の版が飛ぶように売れた事でキーリ

小嶋正亮（2019）は、宇治市歴史資料

図書館所蔵本』の２冊には銅版画上部に

ングのガイドが日本を訪問する人達に必

館所蔵本 （以下『宇治本』という）と版

日本語タイトルがあるが、
『同志社本』の

要である事が証明されました。
（中略）こ

の異なる『覚馬名所案内』を調査し、特

銅版画は上部の日本語タイトルが切られ

の第４版を印刷している間に起こったど

39
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提供するのが、この小冊子を編集する目
的である45」とする。
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んな変更でも、別紙に書いて該当する頁

綴られ、表記は現在と異なる。名所

の銅版地図が、日本最初の近代的小

に挟んであります（拙訳）」とあり、
『キー

の一つ‘MUMENOMIYA’
（梅宮）

学校が明治２年に開校された事を記

リング本』は、文明化激しい日本を描く

は、例えば『精選版日本国語大辞典』

念して制作された例を含めて、その

ガイドブックとして、できるだけ新情報

の梅の項目によると、
「平安以後「む

後、多様な目的や用途に使用、参考

を入れていこうとする意気込みが見ら

め」と表記された例がかなり多い」

にされ、
影響を与えた可能性がある。

れ、英語圏の観光客に大変魅力的であっ

とある。綴りの違いではなく、実際

しかし『覚馬名所案内』の地図が、

た事が窺える。

に「むめ」と発音していた可能性も

これをもとに彫られたかは判断する

46

高い。
５．
『覚馬名所案内』の特色
この章では、初めに『同志社本』の英
文から、明治初期ならではの英語の表現
の特色や注目すべき点を挙げる。次に『宇

には至らないので、
今後も調査する。

３．名 所 を た た え る 言 葉 が、
‘splendid’
（splendor を含む、25回）
、
‘magnificent’
（10回）など多く現れ
る。

６．地図は、薄い和紙の両面を使い鮮明
に印刷されてある。
７．現在、
日本の寺社仏閣を英語で観光案
内する際に、慣例的に神社は‘Shinto

治本』
（比較的古い時期に発行か）と『同

４．固有名詞では、
そのまま読みを英語で

志社本』
（改版を重ね、比較的新しく安定

書いているものが多い。例えば、
「御

temple’
、また省略してshrine（神社）
、

して供給されたか）を用いて、文章を注

所」は‘Gosho’である。
「天 皇」と

temple（寺）と言う事が多い。
『覚馬

意深く観察し、２冊の違いや年月の変化

いう単語は18回使われるが、そのほと

名所案内』では、寺社について原文は

を読み取る比較を行った。その結果、大

んどが‘Tenno’
（11回）
‘
、Mikado’
（３

全て‘temple’で統一され、
‘shrine’は

変興味深い記述の変化、表現、並びに言

回）
、現 在 一 般 的 に 天 皇 を 表 す

現れない。工藤泰子（2009）による

‘Emperor’は４回であった。
「将軍」

と、1895（明治28）年に開催された第

については‘Shogun’のまま５回使

四回内国勧業博覧会の為に新たに作

われている。天皇を表す英語表現に

ら れ た ガ イド ブ ッ ク『The Official

私は別稿 にて、『同志社本』の全文翻

ついては、新旧の『覚馬名所案内』の

Guide-Book to Kyoto and the Allied

訳を行った。その際に気づいた内容の特

比較において違いが表れたので、後

Prefectures』の特色の中で、神社＝

色を『覚馬名所案内』が参考にした文献、

述する。

葉の改善等が見られた。
5－1 『覚馬名所案内』の特色
47

地図を含め、より細かく詳しく述べる。
１．京都博覧会第二回会場であった御所、

shrine’
、仏 教 寺 院 は‘Buddhist

‘Temple’
、寺院＝‘Shrine’として扱

５．地図には当時日本でも最先端の小学
校、外国語学校、電報局、郵便局、

われるが、その逆の場合もあり、
「英
語表記の齟齬 51」が見られるとする。

第一回会場であった知恩院並びに本

鉄道等の記載がある。外国人向けで

つまり、明治６年の『覚馬名所案内』

願寺、宿舎であった円山、神戸から

あるのに小学校の場所が掲載されて

には‘shrine’は表記として存在しな

京都への交通に関して稲荷、八幡の

いるのは、まず、日本の中でも特に

か っ た が、明 治 28 年 に は 寺 社 を

石清水、奈良への休憩箇所であり、

京都における教育水準が高いことを

‘temple’
、
‘shrine’で区別し始めた。

名産の宇治茶で名高い宇治等が名所

アピールし、日本が文明国であるこ

「観光英語」の最初期からの進歩が確

として含まれている。建仁寺は第一

とを見せる意図があったと考えられ

回会場の一つであったがこれについ

る。『京都府教育史・上』に添付され

８．年 に つ い て 原 文 で は‘after the

ては含まれていない。
「遊覧区域は琵

た「明治二年京都六十四学校及学区

Christian era’と記述され、すべて

琶湖まで延長させ 」たので、琵琶湖

図（図１参照）
」
（1869）は、
『覚馬名

西暦で示されている。
明治改暦では、

周辺の観光紹介がある。物品の販売

所案内』
に添付の地図 に似ているよ

明治５年「十二月三日ヲ以テ明治六

促進として清水焼、宇治茶、西陣織

うにみえる。縮小された状態で添付

年一月一日ト52」
定めた。外国人が理

等の京都の名産品が紹介され、西陣

してあり、
本物の寸法は不明である。

解しやすいよう、いちはやく西暦を

織は具体的に「今回も冬に使い勝手

銅版地図の左下には「明治二己年改

使用した事と思われる。

の良い襟巻が沢山あります（39頁、

一条通智恵光院東

拙訳）
」と販売した様子を書いてい

治兵衛」とある。参考として、工藤

あり、三条大橋からの距離は丁（町）

る。

泰子（2008）の資料には「石田治兵

や里という江戸時代における日本の

衛（1869）
［1970］
『京 都 町 組 図 略』

長さの単位に基づいている。なお本

書き方にそぐわない綴り、並びに誤

御用書林（図面寸法71×111センチ

文内の説明でサイズを表すために使

植と思われる単語が多数ある。例え

メートル） 」があり、図１と良く似

われた長さの単位は外国人観光客に

ば地名について、京都は‘Kiyoto’と

た地図が使われている。これは１枚

わかりやすいようにフィート、イン

48

２．文法通りでない文章、現在の読み方、

49

御用書林

石田

50
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認された。

９．明治初期の京都の起点は三条大橋で
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チ等が使われている。
『覚馬名所案内』が参考にした文献につ

表１ 『宇治本』と『同志社本』の内容の違い（調査、下線とも千代間）

いて小嶋正亮（2019）は、
「宇治本英文京

No
１

都案内に貼付された挿絵の解説は、
『都名

２

違い
内容

頁、名所
11．吉田
16．清水寺

所図会』に全面的に依拠していることが
うかがえる 53」とする。『覚馬名所案内』
の英文の内容において複数の文献を調べ
たところ、1780年初版の秋里籬島作『都
名所図会』の文章の内容に、数カ所似通
った名所の説明はあった。『都名所図会』
は「初刊以来版を重ぬること幾回か、流
布極めて広く傳本また頗る多い54」とある
ように、長く版を重ね人々の手元に残っ
た京都名所案内であり、『覚馬名所案内』
の英文内容に影響を与えた可能性があ
る。
しかし確実に英文内容の文献である、
とする決め手に欠けるので今後も調査を

３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16

称号

綴り

加筆

７．若王子
23．泉涌寺
27．西本願寺
30．石清水八幡宮
35．仁和寺
35．仁和寺
41．下鴨
47．比叡山
37．金閣寺
２．三条
19．大仏
31．長岡天満宮
32．梅宮大社
17．清水の陶器

続けたい。
17

19．大仏

18

21．三十三間堂

の内容を注意深く照らし合わせ、違いや

19
20
21

年月の変化の比較を行った（表１）。その

22

30．石清水八幡宮
35．仁和寺
43．大 津、堅田、比
良
46．瀬 田、粟津、石
山
33．嵐山
27．西本願寺
29．東寺
頁の順番

5－2 『宇治本』と『同志社本』の比較
明治６年発行に近いとされる『宇治本』
と、鉄道が開通した明治10年頃発行かと
推測される『同志社本』、それぞれの本文

結果以下のような変更、改良、加筆など
が明らかになった。
表１の１は、新旧の銅版画の違いが、
英文に影響したことを明確にした。
『宇治
本』では、江戸時代の流れを引き継ぐと
思われる銅版画（図２）とその頁の英文
は「この彫刻に見られるように（拙訳）」
と書かれる。それが『同志社本』では、

23
24
25
26

文法
簡潔

27
地図
28 銅版画
・名所の頁に銅版画
の貼付のないもの

写真によく似た銅版画（図３、『同志社

宇治本
同志社本
as you see on the engraving as
you
see
on
the
photograph
Therefore there is no day Therefore there is no day
where this place is not where this place is not
visited at least twenty or visited at least one or two
thirty men or women, hundreds men or women,
especially women.
especially women.
Goshirakawa Tei
Goshirakawa Tenno
Montokutei
Montoku Tenno
Kameyamain
Kameyama Tenno
Sheiwa tei
Sheiwa Tenno
Kokotenno
Koko Tenno
mia
miya
Temmutenno
Temmu Tenno
Kammu Tei
Kammu Tenno
by Ashikaga
by the Shogun Ashikaga
brigde / with
bridge / whit
DAIBTS
DAIBUTSU
TENMANGWU
NAGAOKA
MUMENOMIA
MUMENOMIYA
The plates teapots and cups The plates teapots and cups
made there are very made there are very
celebrated
for
Their celebrated
for
their
splendor.
splendor, and some of them
cost very highly value.
It was constructed of wood It was constructed of wood
and varnished very richly.
and varnished.
RENGEHOIN
RENGEHOIN
（SANJIUSANGENDO）
IWASHIMIZU
IWASHIMIZU（YAWATA）
NINNAJI
NINNAJI（OMURO）
OTSU
OTSU KATATA AND
HIRA
SHETA
SHETA AWATSU AND
ISHIYAMA
look upon
looking upon
building named Huinkaku
building.
high tower（Sagodo）
high tower（Towu）
１．三条 ２．御所 ３．京 １．京都の街 ２．三条 ３．
都の街
御所
鉄道路線と京都駅無
鉄道路線と京都駅有
人物（洋装の男女含む）のあ 人物はほとんど無し、風景画
る風景、日本語説明有
に近い
京都の街（地図の貼付場所）、京都の街（地図の貼付場所）
御所、八坂塔、清水の陶器、
大仏、蓮華王院、本圀寺、石
清水

本』は、銅版上部のタイトルが切られて
いるため、
『歴彩館本』を使用）に変更さ

か数年程度で参拝者数が大きく増加した

れたため、英文に「この写真に見られる
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