
関⻄⼤学東⻄学術研究所【⾔語交渉研究班】
2021年度第9回研究例会

荒川清秀⽒追悼近代⾔語接触研究シンポジウム
2022年3⽉13⽇（⽇）

愛知⼤学⼤学院中国研究科
⼾⾕将義

万延元年遣⽶使節団の漢訳洋書活⽤記録



発表の構成

2

1. 時代背景と研究の⽬的
2. 遣⽶使節団の⽇記に⾒える漢訳洋書に関する記述
3. 遣⽶使節団の⽇記に⾒える語彙

3-1. 博物館（Museum）
3-2. 議事堂（Capitol, Congress）

4. まとめ

ポーハタン号図 出所：⽥中⼀貞 編（1920）『万延元年遣⽶使節図録』doi:/10.11501/1920856
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万延元年（1860年）、幕末にはじめて外国に派遣された使節。⽇⽶修好商条約は和親条約と異
なって外国⼈の来訪のみならず⽇本⼈の海外進出も考慮した条約で、ワシントンで批准書の交換
を⾏うと特に定めていた。それを実⾏して国交の礼をとり、あわせて海外事情を探索するのが使
命であった。

⸺「万延元年遣⽶使節」『国史⼤辞典』Japan Knowledge より

1-1. 万延元年遣⽶使節とは

随員の多くは儒教的な教養に凝り固まった者たちであったが、中には洋学の素養ある諸藩出⾝の
知識⼈（従者‧賄⽅‧⼩使）も数多含まれており、かれらは訪⽶を機に⽂武両⾯にわたる知識を
深化させ、⻄洋事情についての⾒聞を広めることができた。もっともこれらの洋学者の知識は広
義の⾃然科学、軍事科学に関するものが主であり、アメリカの政治‧社会上のことには⼗分理解
が及ばなかった。

——「遣⽶使節の歴史的意義」宮永（2005:317）より
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1-2. 万延元年遣⽶使節の航路

●正使⼀⾏
横浜（1860/2/13）→ハワイ→サンフラン
シスコ→パナマ→ワシントン→ニューヨー
ク→ルワンダ→喜望峰→バタビヤ→⾹港
→品川（1860/11/10）

●別艦⼀⾏（咸臨丸）
浦賀（1860/2/10）→サンフランシスコ
→ハワイ→浦賀（1860/6/23）
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写真の出所：3枚とも⽥中⼀貞編（1920）『万延元年遣⽶使節図録』doi:/10.11501/1920856
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⻄洋⼈宣教師たちと中国⼈知識⼈たちによる翻訳書
——荒川（2018:25）より

1-3. 漢訳洋書とは

●漢訳洋書は蘭学地理書とともに、1860年にいたるまで新たな海外知識を伝える媒体となった。

⻄洋の議会制度についての知識が⽇本にもたらされたのは、江⼾時代後期、蘭書や漢訳洋書を通
じてであった。たとえば、⽂政⼗年（1827）⻘地林宗が幕命によって翻訳したオランダの地理書
『輿地誌略』の中に、イギリスの議会制度について、「政府を把爾列孟多（パルレメント）と謂、
政⾂会集の庁なり、上下⼆庁に分つ」という記述がある。嘉永年間（1848-54）には、アメリカ‧
イギリスなどの議会制度の紹介が⽇本に輸⼊された漢訳洋書に散⾒される。

——「議会制度」『国史⼤辞典』Japan Knowledge より
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1-4. 1860年前後の蘭学地理書と漢訳洋書
■ 中国
1845年
1846年
1848年《瀛環志略》
1849年《海国図志》60巻本→和刻本の底本
1851年
1853年《地理全志》（〜54年）
1854年
1855年《博物新編》
1856年《地球説略》
1858年
1859年
1860年
1861年《⼤美聯邦志略》

■ ⽇本
1845年『坤輿図識』
1846年『坤輿図識補』
1848年
1849年
1851年『⼋紘通誌』
1853年 ペリー来航
1854年『海国図志』和刻本諸版
1855年『合衆国⼩誌』
1856年
1858年『地理全志』和刻本
1859年『博物新編』和刻本
1860年 万延元年遣⽶使節出発, 『地球説略』和刻本
1861年『瀛環志略』和刻本, 『聯邦志略』和刻本

1859年舶載
⼤庭（1967）

「安政6年遅くとも万延元
年」⼋⽿（1996）

アメリカ合衆国掲載本
「市中取締続類集」によ

る 森（1968）1851-54年舶載
⼤庭（1967）
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1-5. 『坤輿図識』以前の蘭学地理書…宮地（1991）をもとに整理

ゼオガラヒー系統
『泰⻄輿地図説』（朽⽊昌綱，1789年）

『輿地誌略』（⻘地林宗，1826年）

「ゼオガラヒー」はヨハン‧ヒュブネル［Johann Hübners，1668-1731］が1693年に著したドイ
ツ語⽂献のオランダ語訳書であり、ドイツ語原著およびオランダ語訳書ともに複数の版がある。

プリンセン［Pieter Johannes Prinsen］著の Geographische oefeningen 、⽇本に舶載されたのが
1817年の第2版からである。

プリンセン系統
『新撰地誌』（⼩関三英，1836年）

『地学正宗』（杉⽥⽞瑞，1851〜52年）
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1-6. 『坤輿図識』以前の蘭学地理書におけるアメリカ知識

ゼオガラヒー系統
『泰⻄輿地図説』（朽⽊昌綱，1789年）

『輿地誌略』（⻘地林宗，1826年）

プリンセン系統
『新撰地誌』（⼩関三英，1836年）

『地学正宗』（杉⽥⽞瑞，1851〜52年）

⽇本に舶載された「ゼオガラヒー」系統のドイツ語原著は最も新しいものが1761〜1766年の第三版
で，アメリカ合衆国の建国（1776年）前であり，アメリカ合衆国についての情報は含まれていない。

アメリカ合衆国に関する記述を含むが、もともとが地理書の性格上、政治‧社会制度に対する情報
はきわめて少ない。『地学正宗』巻七15葉オ1〜16葉オ10にアメリカ合衆国についての記載がある
が，産物や地名の列挙が主であり政治制度に関係する情報は16葉オ6に「「ワッシングトン」全国
ノ⾸府ニシテ諸州ノ政官會盟ノ地ナリ」とあるくらいである。
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1-7. 箕作省吾『坤輿図識（補）』のアメリカ知識

●『坤輿図識』のアメリカ合衆国に関する内容
• 「共和政治州総説」と題し巻四下3葉ウ1から8葉オ3に5丁弱にわたって掲載。
• ほとんどが地理的内容であるが「国主酋⻑有ルニ⾮ズ，毎国賢者数⼈ヲ推テ政官トナス」「其制度刑政及ビ国

ノ⼤事ハ各国共和シテ其時宜ニ従フ」と政治制度に関する内容が若⼲含まれている

●『坤輿図識補』のアメリカ合衆国に関する内容
• 巻⼆44葉ウ6から52葉ウ6に「共和政治」と題しアメリカ合衆国に関する内容に9丁ほどの紙⾯が割かれている。
• 連邦議会（⼤政廳）や議員（定数政官）‧⼤統領（⼤政官）に関する内容（44葉ウ7から46葉ウ9）。
• 海軍に関する情報（46葉ウ10から47葉ウ4 ）。
• 「話聖東⼩伝」と題する初代アメリカ合衆国⼤統領ワシントン［George Washington，1732-1799］の伝記

（47葉ウ5から52葉ウ6）。
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1-8. 《海国図志》の舶来により間接的に伝わった漢訳洋書

●《海国図志》（60巻本1849年版）アメリカ合衆国の解説を含む部分の引⽤元
‧巻三⼗九

「墨利加洲総説」：《職⽅外紀》《東⻄洋考毎⽉統紀傳》《美理哥合省國志略》《萬國地理全圖集》
「彌利堅国総記上」：《美理哥合省國志略》
「彌利堅国総記下」：《四洲志》《萬國地理全圖集》 《東⻄洋考毎⽉統紀傳》

‧巻四⼗
「彌利堅国東路⼆⼗部」：《四洲志》《美理哥合省國志略》

‧巻四⼗⼀
「彌利堅国⻄路⼗⼀部」：《四洲志》《美理哥合省國志略》

（海国図志は）アヘン戦争中林則徐が広東で訳させたイギリスの地理学者マレーの地理書の抄訳『四洲
志』を⾻格とし、これに中国の正史等にみえる外国についての記載、『海録』『海国聞⾒録』等、中国⼈に
よって書かれた海外についての書物、さらに⻄洋⼈の⼿になる書物から関連箇所をぬきだし編集したもので
ある。

——荒川（1997:241）より
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（海国図志の）60巻本は幕末⽇本に舶載され、多くの和刻版がつくられた。⽇本語語彙との関連
をみるときは、こうした和刻本と原本との⽐較対照が必要になるだろう。

——荒川（1997:242）より

1-9. 研究の⽬的

①「⽂献の伝播」イコール「語彙の伝播」と考えてよいのか。
②遣⽶使節団の道中に蘭学地理書や漢訳洋書は活⽤されたのか。

→遣⽶使節団の⽇記に書籍名あるいは引⽤部分があるか否か調査する。
③遣⽶使節団は記録を残す際に蘭学地理書や漢訳洋書の語彙を実際に⽤いたのか。

（記録を残す時点で使⽤語彙になっていたか）
→遣⽶使節団の⽇記に⽤いられている語彙を調査する。

►研究の⽬的：②と③の調査‧検証をとおして①を考察したい。
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2-1. 対象とした資料

著者 資料名 資料出所

1 村垣淡路守範正 航海⽇記 ⽇⽶協会編（1918）

2 ⽟⾍誼茂 航⽶⽇録 仙台叢書 第17巻

3 ⽊村鉄太敬直 航⽶記 肥後国史資料叢書 第⼆巻

4 森⽥岡太郎清⾏ 亜⾏⽇記 万延元年遣⽶使節史料集成⼀

5 ⽇⾼圭三郎為善 ⽶⾏⽇誌 万延元年遣⽶使節史料集成⼆

6 益頭駿次郎尚俊 亜⾏航海⽇記 万延元年遣⽶使節史料集成⼆

7 名村五⼋郎元度 亜⾏⽇記 万延元年遣⽶使節史料集成⼆

8 村⼭伯元淳 奉使⽇録 万延元年遣⽶使節史料集成⼆

9 新⾒豊前守正興 亜⾏詠 万延元年遣⽶使節史料集成⼆

10 ⽔野正信 ⼆夜語 万延元年遣⽶使節史料集成三

11 野々村忠實 航海⽇録 万延元年遣⽶使節史料集成三

12 福島恵三郎義⾔ 花旗航海⽇誌 万延元年遣⽶使節史料集成三

著者 資料名 資料出所

13 ⽊村摂津守喜毅 奉使⽶利堅紀⾏ 万延元年遣⽶使節史料集成四

14 ⾚松⼤三郎 亜墨利加⾏航海⽇記 万延元年遣⽶使節史料集成四

15 ⻑尾幸作 亜⾏⽇記 鴻⽬魁⽿ 万延元年遣⽶使節史料集成四

16 ⻑尾浩策 亜⾏記録 万延元年遣⽶使節史料集成四

17 ⽯川政太郎 安政七年⽇記 万延元年遣⽶使節史料集成四

18 ⽯川政太郎か？ 亜墨利加帰帆⽇記 万延元年遣⽶使節史料集成四

19 嘉⼋ 異国の⾔の葉 万延元年遣⽶使節史料集成四

20 齋藤留藏 亜⾏新書 万延元年遣⽶使節史料集成四

21 勝海⾈ 咸臨艦⽶国渡航 海軍歴史（1889年）

22 福澤諭吉 福翁⾃伝 時事新報社版（1899年）
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2-2. 漢訳洋書（および蘭学地理書）に⾔及のあった資料

著者 資料名 資料出所

2 ⽟⾍誼茂 航⽶⽇録 仙台叢書 第17巻

4 森⽥岡太郎清⾏ 亜⾏⽇記 万延元年遣⽶使節史料集成⼀

6 益頭駿次郎尚俊 亜⾏航海⽇記 万延元年遣⽶使節史料集成⼆

7 名村五⼋郎元度 亜⾏⽇記 万延元年遣⽶使節史料集成⼆

10 ⽔野正信 ⼆夜語 万延元年遣⽶使節史料集成三

11 野々村忠實 航海⽇録 万延元年遣⽶使節史料集成三

著者 資料名 資料出所

［⽟⾍］と略す

［森⽥］と略す

［益頭］と略す

［名村］と略す

［⽔野］と略す（⽔野は渡⽶しておらず、正使⼀⾏の加藤素
⽑の⽇記を写し、本⼈からの聞き書きを書き加えた）

［野々村］と略す
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2-3. 資料別漢訳洋書・蘭学地理書ほかリスト

■ 中国書（漢訳洋書）
《海国図志》［⽟⾍］［森⽥］［⽔野］
《花英通語》［⽟⾍］
《地理全書》（地理全志か？）［森⽥］
《博物新編》［森⽥］
《地球説略》［森⽥］［益頭］
《職⽅外紀》［森⽥］
《遐邇貫珍》［⽟⾍］［名村］
《六合叢談》［⽟⾍］［名村］

■ ⽇本書（蘭学地理書ほか）
『⽇本辺界略図』［森⽥］
『坤輿初問』［森⽥］
『坤輿図識』［⽟⾍］［森⽥］
『坤輿図識補』［森⽥］
『和蘭字彙』［森⽥］

■その他（詳細不明）
『？訳書』［⽟⾍］
『？地理書』［森⽥］
『？蘭書』［野々村］
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2-4. ⼈物別漢訳洋書・蘭学地理書ほかリスト

■ 中国書（漢訳洋書）
［⽟⾍］《海国図志》 『坤輿図識』 《遐邇貫珍》《六合叢談》《花英通語》『？訳書』
［森⽥］《海国図志》 《地理全書》 《博物新編》 《地球説略》 《職⽅外紀》『⽇本辺界略図』

『坤輿初問』 『坤輿図識補』 『坤輿図識補』『和蘭字彙』『？地理書』
［益頭］ 《地球説略》
［名村］ 《遐邇貫珍》 《六合叢談》
［⽔野］《海国図志》
［野々村］『？蘭書』
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2-5-1. ［⽟⾍］《海国図志》→引⽤

華盛頓府は、⼀名哥倫⽐コロンヒヤといふ。海國圖志にいふ。
千七百九⼗年⼤統領華盛頓始めて其國都を建つ。故に其名を取りて府名とす。政を頒ち事を判
し會議するの總地なり。却て三城を創築す。⼀を華盛頓といひ、⼀を査治當ゲオルヂスといひ、
⼀を阿⼒⼭特厘阿アレキサンドリアといふ。此三者皆都城にして部落の數に⼊れず。

——［⽟⾍］四⽉⼗九⽇ （6⽉8⽇）ワシントン257⾴より

⼽欖彌阿部，幅員褊⼩，間於⾺⾥蘭洼治尼阿之中濱波多墨河，距阿蘭底海⼆百⾥，千七百九⼗年
頭⽬洼申頓所定因以名其國都爲頒政判事會議之總地，創築三城，⼀⽈洼申頓，⼀⽈査治當，

⼀⽈阿⼒⼭特厘阿，此三者皆其都城，不在部落之數。
——〈彌利堅國東路⼆⼗部 〉《海國圖志（60巻本1847年版）》巻四⼗1葉ウより

林則徐《四洲志》部分

乾隆五
⼗五年

沿⾰分
附各部

※⽟⾍は正使従者
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2-5-2. ［⽟⾍］《海国図志》続き

5743. Columbia, destined to contain the capital of America, is a small segment, ten miles square, cut off 
from Virginia and Maryland at their point of junction. It stands nearly in the centre of the Eastern or 
Atlantic states, their extent to the north and south of it being about equal. It derives importance also 
from commanding the navigation of the Potowmac, one of the greatest rivers of this region, descending 
from the heart of the Alleghany. Navigation, however, has been seriously obstructed by the succession of 
falls which interrupt the course of that river. The great falls (fig. 934,), fifty-nine miles above Washington, 
form one of the grandest scenes which the United States present. The perpendicular descent is seventy-
six feet, but the rapids extend for several miles up the river. A stupendous projecting rock covered with 
cedar affords a spot from which the romantic scenery and the impetuous dashing of the waters may be 
contemplated. At the close of winter, vast masses of ice, rolling over the rocks with a hideous noise, 
present a scene truly sublime.

——Murray, H. 1834. An Encyclopedia of Geography. Part III Book IV. p.1353

⾕⼝（2008）をもとにヒュー‧マーレイの原著を確認。おおむね下線を引いた箇所が《四洲志》訳出部分。
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2-5-3. ［⽟⾍］《海国図志》続き

5743. Columbia, destined to contain the capital of America, is a small segment, ten miles square, cut off 
from Virginia and Maryland at their point of junction. It stands nearly in the centre of the Eastern or 
Atlantic states, their extent to the north and south of it being about equal. It derives importance also 
from commanding the navigation of the Potowmac, one of the greatest rivers of this region, descending 
from the heart of the Alleghany. Navigation, however, has been seriously obstructed by the succession of 
falls which interrupt the course of that river. The great falls (fig. 934,), fifty-nine miles above Washington, 
form one of the grandest scenes which the United States present. The perpendicular descent is seventy-
six feet, but the rapids extend for several miles up the river. A stupendous projecting rock covered with 
cedar affords a spot from which the romantic scenery and the impetuous dashing of the waters may be 
contemplated. At the close of winter, vast masses of ice, rolling over the rocks with a hideous noise, 
present a scene truly sublime.

——Murray, H. 1840. An Encyclopedia of Geography. Part III Book IV. p.1358

1840年イギリス第⼆版。
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2-5-4. ［⽟⾍］《海国図志》続き

The District of Columbia is a territory of ten miles square, under the immediate jurisdiction of the 
Congress, situated on both sides of the Potomac, 200 miles from the sea, and lying between Maryland 
and Virginia, by which States it was ceded to the general government of the Union, in the year 1790. The 
site was selected by Washington, in pursuance of a clause of the Constitution, which gives Congress 
power to exercise exclusive legislation in all cases over such District, not exceeding ten miles square, as 
may, by cession of particular States, and the acceptance of Congress, become the seat of government of 
the United States. The surface of the District is undulating, consisting in part of low marshes, 
interspersed with considerable eminences, which give variety to the scenery, and command some fine 
views. The situation is favourable for trade, ships of any size being able to come up to Alexandria, and 
large vessels ascending to the Navy-Yard in Washington. The District is divided into two counties, 
Washington and Alexandria, and it contains three cities, Washington, Georgetown, and Alexandria.

——Murray, H. 1837. The Encyclopedia of Geography. Vol.3. pp.465-466

1837年アメリカ版は、“幅員褊⼩”に対する“is a small segment”がないかわりに対応する部分が多い。
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2-5-5. ［⽟⾍］《海国図志》続き

図の出所：
⼩関⾼彦（1855）
『合衆国⼩誌』
国⽴公⽂書館デジタルアーカイブ
（請求記号185-0321）より

蘭書を翻訳した『合衆国⼩
誌』（1855年）でも《海国図
志》のコロンビア地区（ワシ
ントン‧ジョージタウン‧ア
レキサンドリア）を紹介した
箇所が引⽤されている。
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2-6. ［⽟⾍］『坤輿図識補』 →引⽤

⼜坤輿圖識にいふ。
華盛頓始め英吉利の所屬を離れ、新に獨⽴の國となる。是時に之を闔州の⾸府となし、⼤政廳
を營むべき地形を擇むに、ネーヨルク、ボストン、の如きは、⼈烟稠密の互市場なれど、⼤政
廳を置き征伐軍旅の⼤事を議し、敵を拒き守禦を堅固にする形勢の地に⾮ず。是に於いて新た
に⼟⽊の役を起して、此府を造營す。此を華盛頓と名づくと。

——［⽟⾍］四⽉⼗九⽇ （6⽉7⽇）ワシントン257⾴より

此共和三⼗⼀州ノ總府ヲ話聖東ト云、（中略）此州英吉利ノ所屬ヲ離レ新ニ不羈獨⽴ノ國トナル、
是時ニ丁テ、闔州ノ⾸府トナシ、⼤政廳ヲ營ムベキ、地形ヲ擇フニ、「⼦ウヨルク府、「ボスト
ン府、ノ如キハ、⼈⽕稠密ノ互市場ナレドモ、⼤政廳ヲ置キ、征伐軍旅ノ⼤事ヲ議シ、敵ヲ拒キ、
守禦ヲ堅固ニスル形勢ノ地ニアラズ、是ニ於テ新ニ、⼟⽊ノ役ヲ起シテ、此府ヲ造營シ、此ヲ華
盛頓ト名ク

——〈共和政治〉《坤輿図識補》巻⼆44葉ウより
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2-7. ［⽟⾍］《遐邇貫珍》《六合叢談》《花英通語》→書名

⼜英華書院あり。我國にも聞えし學黌なれば、⼀次訪はんと欲すれども、陪扈の⾝⾃由ならず、
終に⾏くを得ず。或⼈纔に三四⼗⼈許にて、極めて寂寞たり。遐邇六合叢談を求めしに、漠然と
して知らず。然らば英華書院の名を借りて、他にて彫刻せしものと⾒ゆ。⼤に聞く處に背けりと
いふ。尤とも書籍⾄つて乏しく且つ貴し。予花英通語⼀部を求めしに、⼀⼤圓銀なり。我國にて
銀⼀朱位の書籍なり。其貴き以て知るべし。未後歸航す。

——［⽟⾍］九⽉⼗⼆⽇ （10⽉24⽇）⾹港345⾴より
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2-8-1. ［森⽥］『坤輿図識』『坤輿初問』《地理全書》→書名

サントウヰス坤輿図式、坤輿初問其它地球図ニアウスタラリノ附属トアリ、過⽇⽶⼈ニ問合セシ
ニ、左ニアラズ太平海ノ孤島ナリト答、此説不穏、⼠官テレンチヤルニ問ヒシニ、アウスタラリ
ニ附属ト云蘭⼈ノ説ハ訛リニテホルネシヤ附属ト語ル、地理全書ニハ東海群島ノ部ニアリ。

——［森⽥］三⽉⼋⽇ （3⽉28⽇）太平洋上43⾴より

三．⼩島ハ
新⼊匿ニーウゴイ⼦ア‧新フレタグ⼦」新カレドニイ」新⻄蘭ニーウセイランド‧新ヘブリデン」友愛島フリ

ンデン「ソシイテイツ諸島‧「サンドウィフス諸島‧強盗島ヂーベンエンランド

——「第⼆⼗六節 澳⼤利亞アウスタラレー」『坤輿初問』69葉ウより

「サンドウィクス」此地豪斯多辣⾥洲中ニ在リテ、最モ東⽅ニシテ、殆ド亞墨利加洲ニ近キ處ニ
アリ

——「豪斯多辣⾥アウスタラリー洲總括」『坤輿図識』巻五12葉オより
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2-8-2. ［森⽥］『坤輿図識』『坤輿初問』《地理全書》→書名 続き

東⽈三維斯、在中國之東、⼀萬六千餘⾥、今爲東洋羣島中之最要者、内有⼋島、其⼤者哈維、地
⾯總計⼀萬三千⽅⾥、⼟⼈⼗萬、…

——〈東洋羣島志〉《地理全志》巻之五16葉オより

「地理全書」は「地理全志」か。ただし《地理全志》は「東海群島」ではなく「東洋群島」。

※森⽥は勘定組頭
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2-9. ［森⽥］『和蘭字彙』→引⽤

午飯カヒテイン対⾷、⽇本慈姑ノ茎ニ似タル茎ヨリ⽇本芹ノ如キ⻘芽ヲ出セシ品差出、塩ヲヒタ
シ⾷ス、葛根ノ臭気ス、英ニテセルワー蘭ニテセルデレイト云、和蘭字彙草ノ名葉形芹ノ如シト
⾒ユ、⻑崎蘭館ニアリト通辞物語レリ。

——［森⽥］三⽉⼗⼆⽇ （4⽉1⽇）サンフランシスコ50⾴より

図の出所：
H. Doeff, 桂川甫周[校]（1855）『和蘭字彙』⼈間⽂化研究機構国⽴国語研究所所蔵、部分
https://dglb01.ninjal.ac.jp/ninjaldl/bunken.php?title=orandazii
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2-10. ［森⽥］『⽇本辺界略図』→引⽤

御国無⼈島⽇本ニ全ク開キ⽯炭置所ニイタシ外国⼈ヱ相渡代銀取上候ハヽ⽇本夥敷利益ニ可有之、
地理⾄テ宜キ島ニテ先年ヘルリ彼島ヲ⽯炭置所ニ借請既ニ其地ヲヘルリ嶋ト名付ケタリ、当今サ
ントウヰスノ者少⼈数移リ居候由、右島ハ⽇本神奈川ヨリ蒸気船ニテ六⽇路ニ有之、帆前ニテハ
危シトケレイヘル⼈名シヨツク⼈名ニ語ルヲキク

愚按無⼈島⼀名⼩笠原島洋⼈シントウマスト云由、⾼橋⽒ノ⽇本辺界略図ニ⾒ユ、右島天度
地理宜キ事ハ先哲既ニ其論アリ

——［森⽥］三⽉廿九⽇（4⽉19⽇）太平洋上 71⾴より

90
度
左
回
転

拡
⼤

図の出所：
⾼橋景保（1809年序⽂）
『新鐫總界全圖 ⽇本邊界略圖』
doi:/10.11501/2540716
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2-11. ［森⽥］《博物新編》→書名

南亜⽶理駕州ノ産猿巴納⿇ニテ⽣擒セシ由ノ猿、黒⾯ニテ⽑並⽇本ノ如ク⾊同断⼤キサ猫程ニテ
痩セ⼈⽴シテ歩ス、尾ノ⻑キコト三尺程尾先ヲ船欄⼜ハ帆綱ヱカラミ戯ル、⻑尾ニテ尾ノキカザ
ル猿モアル由、此船中ノ猿ハ、博物新編に⾒ユル禺ナリ。

——［森⽥］閏三⽉七⽇ （4⽉26⽇）パナマ‧アスピンウオール出港79⾴より

図の出所：
英国合信撰（咸豊5）《博物新編》上海墨海書館 巻三2葉ウ-3葉オ
関⻄⼤学デジタルアーカイブ https://www.iiif.ku-orcas.kansai-
u.ac.jp/books/200881213#?page=104 より転載。
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2-12. ［森⽥］《地球説略》→書名

地球説略⼀巻通弁名村五⼋郎ト対読、右ハ⻄洋千⼋百五⼗六年合衆国⼠⼈褘理哲所撰、褘理哲ハ
ウイルリアンスノ事ニテ⽇本ヘヘルリ渡海ノセツ、同船ノ⽀那⼈羅森エ⽀那学相学ヒ学術相応ニ
出来当時⾹港ニ相詰候由乗組夷⼈ノ話。

——［森⽥］閏三⽉⼗⼀⽇ （4⽉30⽇）カリブ海あたり90⾴より

●『地球説略』和刻本（上中下三巻）
標題紙に「万延元年春晩」とあり刊⾏は正使⼀⾏の出発後か。

→⽇記中には「⼀巻」と書かれていることから、持参したのは清国
刊本である。著者の“褘理哲”をウェイ［Way, Richard 
Quarterman］ではなくウィリアムズ［Williams, Samuel Wells］
と混同していると思われる。

図の出所：褘理哲（1856）《地球説畧》寧波華花聖経書房（愛知⼤学図書館所蔵本）
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2-13. ［森⽥］《海国図志》→書名

苧布リンネン吉⾙カツウン、吉⾙ハ⽊綿、苧布ハ綿ト⿇ト交セ織リシモノ、夷⼈襯⾐腰ヨリ上ハ苧布ヲ
⽤胸ノ処ニ襞ヲ取蠟引ノ如クニテ光沢アリ、苧布ハ海国図志ニ⽶利堅⽊綿盛ニ不成以前沢⼭織出
セシ由⾒エタリ

——［森⽥］閏三⽉⼗四⽇ （5⽉3⽇）キューバ沖96⾴より

然今之爲商者，得利反重於⼆⼗年前是以織布⽇多，前此多⽤苧蘿布，⾃棉花⽇増，苧蘿⽇減。
——〈彌利堅總記上〉《海國圖志（60巻本1847年版）》巻三⼗九22葉ウより

然今之爲商者，得利反重於⼆⼗年前是以織布⽇多。初棉布未盛之時，則有苧蘿布以代之，後棉花
⽇増，苧蘿⽇減。

——〈⼯作〉《美理哥合省國志略》（1838年）巻⼗⼀31葉オより

然今之爲商者，得利反重於⼆⼗年前是以織布亦⽇多也，初棉布未盛之時，則有苧蘿布以代之，後因棉花⽇増，苧蘿已⽇減矣。
——〈⼯作〉《亞墨理格合眾國志略》（1844年）巻⼗⼀33葉ウより
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2-14. ［森⽥］《地球説略》→書名

椰⼦、洋名コクノツト云、地球説略ニ可々⼦ココシト⾒ユル是ナリ、椰⼦航海中ハナマヲ以第⼀ト
ス

——［森⽥］閏三⽉⼗四⽇ （5⽉3⽇）キューバ沖96⾴より

（⼩呂宋島）所出⼟産有⽩糖棉花⿇煙草■琲可可⼦紅⽊烏⽊⽶等
——〈亞細亞洲東南羣島圖説〉《地球説略》35葉ウより

※■は⼝へんに「架」

［名村］はハワイに⽴ち寄った際に「此島ニ椰⼦樹アリ、⽇本⼈初テ此樹ヲ⾒ル」と記している（208⾴）。
［野々村］はパナマの家（180⾴）とルワンダの家（248⾴）が「ヤシ」の⽊の葉を⽤いていることを記して
いる。
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2-15. ［森⽥］『坤輿図識補』→引⽤

参考ノ為因ミニ記ス、坤輿図式補其葬宅ハ話聖⽒ノ別荘モウントフルノンニ在リ、⼟⼈此⼤家ノ
為ニ記念ノ碑⽯ヲ建テ⼀⽚ノ暮碣其功業ヲ記以冡塋ヲ蓋ハス云々
ワシントン府記通弁名村五⼋郎訳⽂、和聖頓墓ハフルノン⼭モントニアリテポトマク河ノウヰルキ
ニア部落ノ⽅ニアタリ、ワシントン府ヨリ凡⼗五⾥ト云フ

——［森⽥］閏三⽉廿五⽇ （5⽉14⽇）ワシントン滞在中111⾴より

其葬宅ハ話聖⽒ノ別荘、「モウントフルノン」ニ在リ、⼟⼈未ダ、此⼤家ノ為ニ、記念ノ碑⽯ヲ
建テズ、⼜⼀⽚ノ墓碣、其功業ヲ記シテ、以テ冡塋ヲ蓋ハズ、然ドモ歴史ニ不朽ノ名ヲ記シテ、
以テ墓碣ニ代フル⼨ハ、豈復タ求ムル所アランヤ

——「話聖東⼩伝」『坤輿図識補』巻⼆52葉オより
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2-16. ［森⽥］《職⽅外紀》→書名

船ノ廻リホルボイス⿂幾百トナク鰭ヲ顕シ群游ス、⽇本ノイルカニ類ス、⻑サ四五尺モアルベシ、
職⽅外記海族ノ部ニ所⾒ノ薄⾥波ナルヘシ

——［森⽥］七⽉七⽇ （8⽉22⽇）ルワンダから喜望峰途中の洋上226-227⾴より

⼀名薄⾥波。其⾊能隨物⽽變。如附⼟。則如⼟⾊。附⽯。則如⽯⾊。
——〈海族總説〉 《職⽅外紀》巻之五3葉ウより

⼀、ポルポはその⾊が物によって変わり、⼟につけば⼟の⾊のようであり、⽯につけば⽯の⾊のよ
うである。注：原⽂「薄⾥波」はイタリア語にいうpolpo、タコを指すと考えられる。

⸺「海の⽣き物」シュ゙リオ‧アレーニ, 楊廷筠著 ⿑藤正⾼訳（2017）270⾴より
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2-17. ［益頭］《地球説略》→引⽤

合衆国
合衆在亚美⾥駕之中、緯線⾃⾚道北⼆⼗五度起、⾄四⼗九度⽌、経線⾃中華北京偏東百有九度、
⾄偏四百七⼗三度⽌、東⻄七千⾥、南北五⼗⾥、惣計⽅⼀千⼋百七⼗万⾥、東界⼤⻄洋、南界墨
⻄哥国并墨⻄哥湾、⻄界墨⻄哥⼤東洋、北界英吉利属国、初中国⼈⾒其船掛花旗惣呼扁花旗国、
其百姓共約⼆千五百万、京城地名華盛頓、京城之⺠計四万三千余⼈、
所出⼟産、五穀‧萊穀‧棉花布‧⽺⽑布‧吸烟葉‧塩‧⽩糖‧⽊料‧錫‧銕‧⾦‧銀‧煤炭‧鯨
⿂油‧⽪貨紙‧箚玻器、⾄獣畜有⾺‧⽜‧⽺‧熊‧⿅‧狐‧狸各種⾶⿃、⼜有最尾響如蟬鳴、其
苟有驚懼⼼噬有⼈意則鳴、⼈如被噬⽴⾒斃命別無可治、…

——［益頭］閏三⽉廿三⽇ （5⽉13⽇）ニューヨーク75⾴より

※益頭は勘定組頭⽀配普請役

⼜名
花旗
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2-18. ［名村］《遐邇貫珍》《六合叢談》→書名

朝四ツ時森⽥⽒⼀同上陸、英華堂ニ到リ英⽂訳⼠⽀那⼈⾯会、遐邇貫珍‧六合叢談等ノ書ヲ買求
メ、夫ヨリ街巷ヲ独歩⼀⾒ス、欧羅巴⼈ハ拙ヲ黙視ス、⽀那⼈ハ⾒テ笑フ、⾵儀異ナリ

——［名村］九⽉⼗四⽇ （10⽉27⽇）⾹港272-273⾴より

※名村は通詞
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2-19-1. ［⽔野］《海国図志》→引⽤

華順頓ハ北緯三⼗⼋度五⼗四分、⻄経七⼗七度の内にあり、其起発をたつぬるに、清の乾隆四⼗
⼀年、我安永五年にあたる歟、新国に兵を備るの根元ハ、英吉利王しばしば新国の⼈⺠を凌虐す、
依て新国の⺠兵を備ふ、此時「ワシントン元帥たり、⼜檄書を合国に伝ふ、其⽂にいわく、
我国元渠⻑なし、英吉利来て我地に王となり、 我⺠を⾂とするに及んて、我⺠懽然として奉して
⽈、ねかハくは我を覆幬せんか、ねかハくハわれに災癘させんかと、しかるに其政事に害あるに
あらされハ、⺠⼜変せさるへきに、さはなくして、英吉利王の我国を凌虐する事、⼀度か⼆度と
なり、⼆度か三度となる、我⺠⼜こらへて年⽉を重るに⾄ても、英吉利王にハ終に其⾮を改めす、
凌虐する事⽇々に増⻑し、其悪もはや⾒のかすへきにあらす、故に議して⾸領⽴、甲兵を備へ、
以て傾くをたすけ、危きを救ハすんハあるへからす、これまて英吉利王の⾮ハ各国のしる所なり、
今其⼗⼆ヶ条の事端を条列して天下に告しらす、王に叛くハ我罪にあらす、天の命なる事をしら
しむ、…
右の檄書を各国に伝ふ、各国皆⼀統して兵を集む、…

——［⽔野］四⽉廿⽇ （6⽉8⽇）ワシントン104-106⾴より
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2-19-2. ［⽔野］《海国図志》→引⽤

如是衿耆復議密約各部落皆出壯丁整戰艦⽴華盛頓爲帥於乾隆四⼗⼀年七⽉初四⽇，檄告各國⽈上
帝⽣⺠，萬族同體，各界性命，使安其分，⼜恐⺠之强凌弱，衆虐寡，蠢頑之無教，故⼜⽴國主以
範圍之扶植之，⾮使其脧削之也，我國舊無渠⻑，及英吉利來王我地，⾂我⺠，我⺠亦懽然⽽奉之
⽈，庶覆幬我乎，庶不災癘我乎，然其政⾮甚有害，則⺠尚可忍⽽不變，乃英吉利王之凌虐我國⼀
⽽再再⽽三我衆亦忍⾄經年屢⽉⽽英吉利王終無悛悔其勢不可再坐視矣，故不得不議⽴⾸領備兵甲
以⾃扶傾⽽救危，⾄英吉利王凌虐我國之事各國或不盡知，今條列⼗⼆端，告⽩天下，知變動⾮我
之罪

——〈彌利堅總記上〉《海國圖志（60巻本1847年版）》巻三⼗九11葉ウ-12葉オより

故不得不議⽴⾸領，永不遵英吉利，於是合省⼀國，合省之名，由此始矣。⾄英吉利王凌虐我國之
事，指不勝屈，今列數款於後，以共鑒焉。

⸺〈百姓⾃脱英國之制〉《美理哥合省國志略》（1838年）巻四12葉オより
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2-19-3. ［⽔野］《海国図志》→引⽤

魏源が《海国図志》において各種先⾏⽂献を引⽤する際に改変を施していることは、過去にも指
摘されている。

●⾕⼝（2003）：《海國圖志》50巻本による《美理哥合省國志略》からの引⽤の際の翻訳語
の改変について

●沈国威‧王扬宗（2004）：《海國圖志》60巻本‧100巻本による《貿易通志》からの引
⽤⽂の⽂字の異同について

アメリカ独⽴宣⾔の原⽂は、イギリス国王の悪⾏を18箇条列挙している。ブリッジマンは《美理
哥合省國志略》で18箇条を全て1条ずつ訳出しているが、魏源は《海国図志》で《美理哥合省國志
略》を引⽤する際に、12箇条に要約している。⽇本へは《海国図志》を通じてこの要約された独
⽴宣⾔の内容が伝わった。
→1866年の福澤諭吉『⻄洋事情』で翻訳された独⽴宣⾔は18箇条全て1条ずつ訳出された。
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3-1-1. 「博物館」の先⾏研究

駒⾒（2019）：「博物館」に相当する語を万延元年遣⽶使節の⽇記をもとに調査。

団員がミュージアムと最初に出合ったのはワシントンである。“Patent Office”（パテント‧オ
フィス、と以下記す）と“Smithsonian Institution”（スミソニアン、と以下記す）を訪れており、
さらにこれまでほとんど検討されていないが、ニューヨークで“Barnum’s American Museum”
（バーナムのアメリカンミュージアム、と以下記す）にも⾜を運んでいる。

…中略…
パテント‧オフィスの性格や内容の認識が窺える記述を抽出すると、⽟⾍は「博物所」、名村吾
⼋郎は「博物館」、柳川兼三郎は「醫學館の類」、森⽥岡太郎は「器械局」、福嶋恵三郎は「名
器宝物収蔵ノ所」、加藤素⽑と佐藤と佐野貞輔は「宝蔵（寶藏）」、村垣は「百物館」、⽇⾼圭
三郎は「諸国物品館」としている。

…中略…
名村と⽟⾍が表記した“博物”の語は『博物新編』を念頭に⽤いた可能性が⼤きい。

——駒⾒（2019:15,17）より
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3-1-2. 漢訳洋書の“博物院”と“博物館”

ほかの漢訳洋書に⾒える“博物院”あるいは“博物館”の影響を考慮する必要がある。

蘭頓建⼤書舘⼀所博物舘⼀所渥斯賀建⼤書舘⼀所内貯古書⼗⼆萬五千巻
——〈英吉利國〉《海国図志》 （50巻本1844年）巻三⼗三7葉ウより

省城内有⼀博物院，廣聚天下出類拔萃之物。
——〈邊⻄⽿⽂〉《美理哥合省國志略》（1838年）25葉オより

省城内有⼀博物院，廣聚天下出類拔萃之⼈。
——〈彌利堅東路〉《海国図志》 （50巻本1844年） 24葉オより

①ペンシルベニア州にある“博物院”

②ロンドンにある“博物館”
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3-1-3. 和刻本で「博物院」と「博物館」はどうなったか

①ペンシルベニア州にある“博物院”
‧中村伝右衛⾨『海国図志墨利加洲部』巻三24葉オ：「博物院」
‧広瀬達『亜墨利加総記後編』巻⼀27葉オ：「博物院」右傍訓に「ハクブツイン」

②ロンドンにある“博物館”
‧正⽊篤『英吉利国総記和解』8葉ウ：「博物館」右傍訓に「はくぶつくわん」

割注に「學問所ノ名」※「⼤書館」の割注も「學問所ノ名」

‧塩⾕世弘‧箕作阮甫『海国図志英吉利国』上巻7葉ウ：「博物舘」
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3-1-4. 英華辞典と蘭和・英和辞典

●英華辞典
1844 ウィリアムズ museum 博物院
1866-69 ロプシャイト museum 博物院
1868 字典集成 museum 博物院
1872 ドゥーリットル museum 博物院
1908 顔惠慶 museum 博物院, 博物館

●蘭和‧英和辞典
諳厄利亜興学⼩筌 なし
1855 和蘭字彙 なし
1862 英和対訳袖珍辞書 museum 学術ノ為ニ設ケタル場所（学堂書庫等ヲ云フ）
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3-2-1. 「議事堂」の先⾏研究

松井（1983）：《地理全志》の語彙を分類し「議事堂」が⾒えることを指摘。

『地理全志』には、『漢和⼤辞典』ママや『⽇本国語⼤辞典』に掲出されてはいるが、出典の記さ
れていない漢語、あるいは幕末以降の⽂献しか⽰されていないものが多く使⽤されている。次に
100五余りを地理関係‧⾃然科学関係‧宗教関係‧その他にほぼ分類して紹介してみよう。

…中略…
〔その他〕
議事堂 哥倫⽐。乃合衆部之⼀⼟也。在⼆波多墨河濱⼀。因⼆華盛頓建⼀以⼆其名⼀爲⼆都城⼀

（中略）有⼆議事堂⼀。飾以⼆⽩堊⼀（上篇‧4巻13ウ）
…中略…

本章で掲げた漢語は、『⼤漢和辞典』を基準にすれば、中国の不通の漢籍には⾒られない語であ
るから、慕維廉か、それ以前の在中宣教師が洋書を翻訳するときに、または著述するときに造語
したものであるということになり、⽇本語への影響を考えてみる必要のある漢語である。

——松井（1983:41,44）より
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3-2-2. 現代語の Capitol と Congress

●現代語の意味
‧Capitol：（⽶国の国会もしくは州議会の）議事堂
‧Congress：（⽶国の）議会

●現⾏辞書による⽤例
►⽇本語（『⽇本国語⼤辞典第⼆版』による）

‧議事堂：航⽶⽇録（1860）三「滞溜、已後御奉⾏等議事堂に⾏く」
‧議会：仏和法律字彙（1886）

►中国語（⻩河清編（2020）による）
‧議事堂：⾒出しなし → 議事公堂：地球説略（1856）
‧議会：⼤英国志（1856），六合叢談（1857）

「議事堂」「議会」ともに万延元年以前の漢訳洋書に使われている。
→遣⽶使節団はどのような語を使って書き記したのだろうか？
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3-2-3. Capitol と Congress の解釈

福沢と中浜が⼀冊ずつ買ったウェブスター辞書は1859年出版の A Pronouncing and Defining 
Dictionary of the English Language ではないかと思われる。この辞書の内容であるならば、諭吉が歓
喜したとしても不思議ではないし、価格の⾯でも問題はない。

——早川（2007:205-206）より

●当時の英英辞典の語釈

Capitol：the edfice occupied by the national or state legislature; a government house. (p.61)
Congress：A meeting, as of the sovereigns or representatives of states; the legislature of

the United States; a meeting of two or more individuals. (p.88)
—— 1856. A Pronouncing and Defining Dictionary of the English Language. より

The body that makes laws. p.251（組織）

A building; appropriately , a large structure. p.138（建物）
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3-2-4. 正使⼀⾏の使⽤語彙（1）

［村垣］‧議事堂とて国政を議する局なるよし（閏三⽉廿六⽇ 102⾴）
‧午後にコンゲレス に⾏の約なれば（四⽉四⽇ 127⾴）
‧こは合衆国諸部落の公事吟味ものを裁断する所とぞ（四⽉四⽇ 129⾴）
‧今朝コンゲレスの吏⼈等男⼥数百⼈群集して⾯会を乞ければ（四⽉六⽇ 133-134⾴）
‧けふもコンゲレス舘の吏⼈ども男⼥数百⼈来り（四⽉七⽇ 138⾴）

［⽟⾍］‧議事堂及び事務宰相セケレタリー⾦藏⽅セケレタリーと…（三⽉廿⼋⽇ 246⾴）
‧滞留。⺒後御奉⾏等。議事堂に⾏く。予陪扈するを得ず。（四⽉四⽇ 249⾴）
‧予市中を徘徊し再び議事堂に⾏く。（四⽉⼗七⽇ 256⾴）
‧議事堂は府中第⼀の巨屋にして。中央より東南⼆⼗町弱を隔てあり。（四⽉⼗九⽇257⾴）

［⽊村鉄］‧⾼サ⼗丈許リ。恰モ城樓ノ如シ。是ヲ議事堂（右傍訓：キユビトウル）トス。國中ノ政事ヲ
商議スル処ナリ。（閏三⽉廿五⽇ 144⾴）

‧議事堂ハ合衆部ノ⼀⼤朝堂ニシテ⼤統領百官ト政事ヲ議スル所トス。（四⽉七⽇ 178⾴）

議事
堂也
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3-2-5. 正使⼀⾏の使⽤語彙（2）

［森⽥］‧華盛頓 ノ義ハ合衆国政事ヲ議シ候処ニテ（閏三⽉廿六⽇ 116⾴）
‧コンゲレス官ノ儀ハ六ケ年⽬交替ニテ（同上）
‧三使⼀同議事堂エ相越、此処華盛頓府之公事評定ノ堂閣ナリ（四⽉四⽇ 141⾴）
‧コンケレス館エ永ク納メ置候由紺ヒロウドノ覆ヒ…（四⽉⼗⼆⽇ 158⾴）

［益頭］‧コンゲレス館と申合衆国頭⽴官⼈寄合評議いたし候場所之よし（103⾴）
‧コンケレツ館は合衆国第⼀之役所ニ有之候よし（105⾴）

［名村］‧議事堂（右傍訓：カピトル）ニ到リ、議事官（右傍訓：コンゲレス）評議論談ノ体…（四⽉三⽇ 233⾴）
‧此役所ニハ議事官ノ階級⼆等アリ、各評議所別ナリ、第⼀等議事官⼈数六⼗⼈余、第⼆等

議事官⼆百⼈余、第⼀等官ハ六年⽬交替、第⼆等ハ⼆年⽬交替ナリ、家建ハ総テ⽩⼤理⽯
ヲ⽤フ、街市ヨリ凡⼗町以外⾼所ニ建造ス（同上）

※第⼀等議事官：上院議員、第⼆等議事官：下院議員

議事堂コ
ンゲレス
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3-2-6. 正使⼀⾏の使⽤語彙（3）

［⽔野］‧⾒物之次第如左、華盛頓「チヨキソン両墳 カヒトールー 宝蔵（閏三⽉廿七⽇ 52⾴）
‧九時より従者⼗⼈、合衆国政事を議する庁 に⾏（四⽉⼗⽇ 102⾴）

［野々村］‧旅館ハ華盛頓府ノ中央議事堂ノ⻄⼀⾥ニ在リ（閏三⽉廿五⽇ 195⾴）
‧今⼗⼀時ケッヒトル 江三公⾏⽟フ（四⽉四⽇ 208⾴）
‧⼗⼆時「カピトール」ニ⾏、去四⽇三公⾏⽟フセツ、「ケッヒトル」ト承此処ナリ

（四⽉九⽇ 211⾴）
‧九時半⾞⾺ニテカビトール」ノ北乗⾞場⾄（四⽉廿⽇ 216⾴）

［福嶋］‧午後三使君カイトールト云ル所ニ⾏、此家ハ街ノ中央ニシテ、⼤統領初メ諸役等政事ヲ談
スル所ナリ（四⽉⼗⼀⽇ 337⾴）

亜号にハカツ
ヒトールと云

評定吟味ス
ル処ノ名
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3-2-7. 正使⼀⾏の使⽤語彙（4）

①“Congress”に「議会」を使った例はなく、「コンゲレス」等の⾳訳語が使われた。
②「議事堂」の使⽤には以下6つの特徴があった。

i）「コンゲレス」と同義のように扱っている。→［村垣］［森⽥］
ii）「コンゲレス館」のような混種複合語を使っている。→［村垣］［森⽥］［益頭］
iii）「議事堂」のみ使っている。→［⽟⾍］
iv）「議事堂」と傍訓で“Capitol”との対応が明らかになっている。→［⽊村鉄］［名村］
v）「カピトール」等の⾳訳語を使っている。→［⽔野］［野々村］［福嶋］
vi）“Capital”と“Congress”を明確に区別している。→［名村］

名村五⼋郎は⻑崎通詞の家系出⾝であり、正使⼀⾏のなかでは⾸席通詞として⾼い英語⼒を発揮した
ことが伝えられている（⽯原1994:91）。
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3-2-8. 「議事堂」は漢訳洋書から輸⼊されたか

●英華辞典
1844 ウィリアムズ Capitol 公議堂
1866-69 ロプシャイト Capitol 花旗國公所
1868 字典集成 Capitol 公議堂
1872 ドゥ−リットル Capitol 公義堂
1908 顔惠慶 Capitol 美國國會議事堂（在華盛頓）

●蘭和‧英和辞典
諳厄利亜興学⼩筌 なし
1855 和蘭字彙 Capitool なし
1862 英和対訳袖珍辞書 Capitol  なし

※『坤輿図識補』では「⼤政廳」が使われている。
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①「⽂献の伝播」イコール「語彙の伝播」と考えてよいのか。

②遣⽶使節団の道中に蘭学地理書や漢訳洋書は活⽤されたのか。
‧遣⽶使節団の⽇記中に漢訳洋書では《職⽅外紀》《海国図志》《地理全志》《博物新編》《地

球説略》《華英通語》《遐邇貫珍》《六合叢談》の書名があり、蘭学地理書では『坤輿初問』
『坤輿図識（補）』の書名があった。

‧⽬にした⽣物や植物の名前の確認に使われたり、地理情報の確認、簡単な歴史（コロンビア地
区のなりたち）の確認などに使われた。

‧《華英通語》《遐邇貫珍》《六合叢談》は⾹港で購⼊した書籍名として使われた。

③遣⽶使節団は記録を残す際に蘭学地理書や漢訳洋書の語彙を実際に⽤いたのか。
（記録を残す時点で使⽤語彙になっていたか）

‧「博物館」は「博物院」とともに漢訳洋書にあるので、その影響を考慮する必要がある。
‧「議事堂」は《地理全志》に⾒える語であり複数の団員に使われたが、“Capitol”と“Congress”

を区別して記録したのは通詞の名村五⼋郎のみであった。



資料⽬録（スライド番号別）

54

7 Hu ̈bner, J. 1769. Algemeene geographie, of Beschryving des geheelen Aardryks. Te Amsteldam, by Pieter Meijer. https://opc-
kb.oclc.org/DB=1/XMLPRS=Y/PPN?PPN=396737110

Princen, P. J. 1817. Geographische oefeningen. Johannes van der Hey. https://opc-kb.oclc.org/DB=1/XMLPRS=Y/PPN?PPN=401713857

1826年 ⻘地林宗『輿地誌略』doi:/10.11501/2592498（〜2592501）

1836年 ⼩関三英『新撰地誌』doi:/10.11501/2592502（〜2592503）

1851-52年 杉⽥⽞瑞『地学正宗』（広島⼤学図書館 教科書⽂庫/1/209/10-1851/2500030264）

9 1845/46年 箕作省吾『坤輿図識』『坤輿図識補』（国⽴公⽂書館 185-0123）

10 1844年 魏源《海國圖志（五⼗巻本）》古微堂, 三⼗九巻（愛知⼤学図書館292.2:W90:2）

1847年 魏源《海國圖志》60巻（台湾成⽂出版社影印本）

1849年 魏源《海國圖志》60巻（東京都⽴中央図書館特別⽂庫室 市村⽂庫390-IW-1）

※《海国図志》は以上三種を参照した。

13 村垣淡路守範正「航海⽇記」⽇⽶協会編（1918）『万延元年第⼀遣⽶使節⽇記』⽇⽶協会 doi:/10.11501/1920882

⽟蟲誼茂「航⽶⽇録」仙台叢書刊⾏会編（1929）『仙台叢書 第17巻』仙台叢書刊⾏会 doi:/10.11501/1190422

⽊村鐡太敬直「航⽶記」（1974）『肥後国史料叢書 第⼆巻』⻘潮社

森⽥岡太郎清⾏「亜⾏⽇記」⽇⽶修好通商百年記念⾏事運営会編（1961）『万延元年 遣⽶使節史料集成 第⼀巻』⾵間書房

※以下、⽇⽶修好通商百年記念⾏事運営会編（1961）『万延元年 遣⽶使節史料集成』は単に『史料集成第●巻』と記す。



資料⽬録（スライド番号別）

55

13 ⽇⾼圭三郎為善「⽶⾏⽇誌」『史料集成 第⼆巻』

益頭駿次郎尚俊「亜⾏航海⽇記」『史料集成 第⼆巻』

名村五⼋郎元度「亜⾏⽇記」『史料集成 第⼆巻』

村⼭伯元淳「奉使⽇録」『史料集成 第⼆巻』

新⾒豊前守「亜⾏詠」『史料集成 第⼆巻』

⽔野正信「⼆夜語」『史料集成 第三巻』

野々村忠實「航海⽇録」『史料集成 第三巻』

福島恵三郎義⾔「花旗航海⽇誌」『史料集成 第三巻』

⽊村摂津守喜毅「奉使⽶利堅紀⾏」『史料集成 第四巻』

⾚松⼤三郎「亜墨利加⾏航海⽇記」『史料集成 第四巻』

⻑尾幸作「亜⾏⽇記 鴻⽬魁⽿」『史料集成 第四巻』

⻑尾浩策「亜⾏記録」『史料集成 第四巻』

⽯川政太郎「安政七年⽇記」『史料集成 第四巻』

⽯川政太郎か？「亜墨利加帰帆⽇記」『史料集成 第四巻』

嘉⼋「異国の⾔の葉」『史料集成 第四巻』



資料⽬録（スライド番号別）

56

13 齋藤留藏「亜⾏新書」『史料集成 第四巻』

勝海⾈「咸臨艦⽶国渡航」勝安芳（1889）『海軍歴史 第三/四冊』海軍省 doi:/10.11501/845162（〜845163）

福澤諭吉（1899）『福翁⾃伝』時事新報社 https://dcollections.lib.keio.ac.jp/ja/fukuzawa/a52/116

18 Murray, H. 1834. An Encyclopedia of Geography. Longman, Rees, Orme, Brown, Green, & Longman.
https://nrs.lib.harvard.edu/urn-3:fhcl:28652179

19 Murray, H. 1840. An Encyclopedia of Geography. Longman, Rees, Orme, Brown, Green, & Longman.
https://nrs.lib.harvard.edu/urn-3:fhcl:25676787

20 Murray, H. 1837. The Encyclopedia of Geography. Carey, Lea and Blanchard. http://id.lib.harvard.edu/alma/990018338730203941/catalog

21 ⼩関⾼彦（1855）『合衆国⼩誌』（国⽴公⽂書館 185-0321）

24 イッペル 原著；伊東⽞朴 訳；新発⽥収蔵 校『坤輿初問』
https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko08/bunko08_c0141/index.html

25 慕維廉（1853-54）《地理全志》上海墨海書館 http://id.lib.harvard.edu/alma/990081561550203941/catalog

26 H. Doeff, 桂川甫周[校]（1855）『和蘭字彙』https://dglb01.ninjal.ac.jp/ninjaldl/bunken.php?title=orandazii

27 ⾼橋景保（1809年序⽂）『新鐫總界全圖 ⽇本邊界略圖』doi:/10.11501/2540716

28 英国合信撰（咸豊5）《博物新編》上海墨海書館 関⻄⼤学デジタルアーカイブ https://www.iiif.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/books/200881213

29 褘理哲（1856）《地球説畧》寧波華花聖経書房（愛知⼤学図書館 290:W49）

30 ⾼理⽂（1838）『美理哥合省國志略』新嘉坡堅夏書院 http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL:31867593



資料⽬録（スライド番号別）

57

30 ⾼理⽂（1844）『亞墨理格合眾國志略』⾹港 http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL:31866384

33 1623年 艾儒略《職⽅外紀》域外奇⽂以資博雅板藏（名古屋市蓬左⽂庫所蔵《天学初函》60巻本）

42 1854年 中⼭伝右衛⾨『海国図志 墨利加洲部』⼋巻六冊（飯⽥市⽴図書館堀家蔵書 2068）

広瀬達『亜墨利加総記後編』（刈⾕市⽴図書館村上⽂庫 4363）

1854年 正⽊篤『英吉利国総記和解』https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ru08/ru08_03044/index.html

1856年 塩⾕世弘‧箕作阮甫『海国図志英吉利国』（国⽴公⽂書館 292-0193）

43 Williams, S.W. 1844. English and Chinese Vocabulary in the Court Dialect. The Office of the Chinese Repository.（愛知⼤学図書館
820.7:W62:W74）

Lobscheid, W. 1866-69. English and Chinese Dictionary. Daily Press.（複製本‧1996東京美華書院）

1868年 鄺其照《字典集成》（影印本‧2016年商務印書館）

Doolittle, J. 1872. Vocabulary and Hand-book of the Chinese Language. Rozario, Marcal and Company.  https://opacplus.bsb-
muenchen.de/title/BV020543624

1908年 顔惠慶《英華⼤辭典》商務印書館（愛知⼤学図書館 823:E61:1, 2）

⻑崎市⽴博物館所蔵『諳厄利亜興学⼩筌』（影印本‧1982年⼤修館書店）

1862年 堀達之助『英和対訳袖珍辞書』（複製本‧1988秀⼭社）

47 Goodrich, A. 1856. A Pronouncing and Defining Dictionary of the English Language.  J. B. Lippincott & Co. 
https://archive.org/details/pronouncingdefin00webs/



参考⽂献

58

荒川清秀（1997）『近代⽇中学術⽤語の形成と伝播―地理学⽤語を中⼼に』⽩帝社
荒川清秀（2018）『⽇中漢語の⽣成と交流‧受容―漢語語基の意味と造語⼒』⽩帝社
⽯原千⾥（1994）「名村五⼋郎と名村泰蔵」『英学史研究』⽇本英学史学会 (26), 85-101
⻩河清編（2020）《近现代汉语辞源》上海辞书出版社
駒⾒和夫（2019）「万延元年遣⽶使節団が出合ったミュージアム」『Museum study』明治⼤学学芸員養成課程 (30), 15-25
シュ゙リオ‧アレーニ, 楊廷筠著 ⿑藤正⾼訳（2017）『⼤航海時代の地球⾒聞録 通解『職⽅外紀』』原書房
沈国威‧王扬宗（2004）<关于《贸易通志》>《或問》近代東⻄⾔語⽂化接触研究会 (7), 111-118
⾕⼝知⼦（2003）「『美理哥合省國志略』と『海国図志』―国政の訳語とその変遷―」『関⻄⼤学中国⽂学会紀要』 関⻄⼤学

中国⽂学会 24号, 215-235
⾕⼝知⼦（2008）<美国State概念理解與譯詞“州”的成⽴--以聯邦與State的關係為中⼼>《関⻄⼤学東⻄学術研究所紀要》関⻄⼤

学東⻄学術研究所 (41), 81-101
⽇本国語⼤事典第⼆版編集委員会 編（2001）『⽇本国語⼤辞典（第⼆版）』⼩学館
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