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本書は，1878（明治 11）年に来日し，東北・
北海道と関西・伊勢への旅を行った英国人女性旅
行家イザベラ・バードの旅の真の姿を詳細な資料
と歴史地理学的考察にもとづいて解き明かした著
作である。著者である金坂清則氏は，京都大学名
誉教授で，イザベラ・バード研究の第一人者とし
て知られる地理学者である。
イザベラ・バードの日本旅行記は，1880年に

Isabella L, Bird著 “Unbeaten Tracks in Japan: 
An Account of Travels in the Interior, Including 
Visits to the Aborigines of Yezo and the Shrines 
of Nikko and Ise, 2 vols” が出版されている。金
坂氏は，この旅行記を底本として 2012年から
2013年にかけて『完訳　日本奥地紀行』全 4巻
を平凡社から刊行した。本書はこれらの成果にも
とづいてバードの生涯にわたる旅と，日本への旅
の本質に迫っている。金坂氏は，本書とほぼ同じ
内容の日本語文庫版『イザベラ・バードと日本
の旅』を 2014年に平凡社から出版した。本書で
は，その内容を日本語から英語へ翻訳し，英国を
はじめとする海外の読者に発信することを目的と
している。本書は，第 53回日本翻訳出版文化賞
を受賞し，その栄を出版社 Renaissance Books
（社長 Paul Norbury氏）が受けた。
バードの旅行記の訳本としては，これまでも，
高梨健吉訳『日本奥地紀行』（1973年，平凡社東
洋文庫）などが出版されている。しかし，高梨
訳『日本奥地紀行』は，原著をすべて忠実に日本
語訳しているとはいえない。また，高梨訳『日本
奥地紀行』では東北・北海道への旅のみが強調さ
れ，関西・伊勢への旅や東京滞在についてはほと
んど触れられていない。さらに，バードの世界各
地への旅と日本への旅の関連性についてはほとん
ど触れられていない。したがって，高梨訳『日本
奥地紀行』からバードの旅の全体像を窺い知るこ
とは不可能である。これは，高梨訳『日本奥地紀

行』が 1885年に関西・伊勢への旅に関する記述
を削除した廉価本 “Unbeaten Tracks in Japan: 
An Account of Travels in the Interior, Including 
Visits to the Aborigines of Yezo and the Shrines 
of Nikko” を底本としていることによる。一方，
本書は 1880年に出版された完全な原著（完全
本）を底本とする『完訳　日本奥地紀行』をもと
に歴史地理学的考察を加えているので，従来，常
識とされていたバードの人物像の修正を大きく迫
る内容となっている。
近年，大学などの地理教育の場でテキストとし
てバードの日本への旅がとりあげられることが増
えている。しかし，教育の場で扱う以上，そのテ
キストは単なる「旅と冒険の本」を超えた科学的
書物でなければならない。本書は，旅行記の研究・
翻訳に求められる科学的姿勢や，原文の一字一句
を丁寧に読むことの大切さを学生に伝えるうえで，
最良の教材であると思われるので，地理教育の立
場から本書の意義について紹介したい。  
本書は 5つの章で構成されている。
Chapter 1: Interpreting Bird’s Travels and 

Unbeaten Tracks in Japanでは，「旅行記を科
学的に調査したうえで翻訳する」という著者の考
えが明示されている。例えば，“The importance 
of place names” では，東京の地名をとりあげて， 
原著に記されている “Table, taku（卓）streets” 
は直訳すれば，「卓という通り」になるが， 
“Table” とは「地形的意味での “Table”」すなわ
ち，「台地」であり，“Streets” は「通り」ではな
く，「町」と訳すべきことが述べられている。し
たがって，“Table, taku（卓）streets” は「本郷
台町」など「台地にちなむ地名」であることが指
摘されている。このような問題も，地名や地形に
精通した地理学者でなければ，見落とす可能性が
ある。本書を教育現場でとりあげることで，旅行
記の翻訳とは，「言葉」や「地名」の文化的背景
や地理的意味について考証する歴史地理学的研究
そのものであることを学生に実感させることが可
能であろう。教育の場では，本書を高梨訳『日本
奥地紀行』など従来の訳本と読み比べることも有
意義であると思われる。比較を通じて，旅行記の



―N4―

翻訳とは，本来，地理学者が取り組むべき重要な
仕事であることを実感できるであろう。 

Chapter 2: Isabella Bird─A Life of Travelで
は，バードの旅の生涯をその特質によって 6期
に区分し，そのルートと旅の背景について論じて
いる。そのなかで第 III期に位置づけられる日本
への旅は，単なる個人的関心にもとづくものでは
なく，駐日英公使ハリー・パークスの強い要請に
もとづく使命を帯びた旅であったという著者の仮
説が示されている。さらに，原著副題の “interior” 
は，「奥地」というよりも外国人遊歩区域外の外
国人旅行が厳しく制限されていた地域のことであ
ると論じている。 このような解説を通じて，外
国人旅行が厳しく制限されていた時代に，公的支
援の下で広範囲を自由に移動したバードの旅がき
わめて特異な旅であったことを理解することがで
きる。日本の実情を英国へ伝えるという使命を帯
びた旅であったがゆえに，日本への旅はバードが
それまでの旅で培った経験をすべて注ぎ込んだも
のであったと指摘している。

Chapter 3: Aspects of Bird’s 1878 Visit to 
Japanでは，バードの旅が周到に計画された旅
であったことをさまざまな角度から論証している。
例えば，“Special interior permit” では，特別な
「外国人内地旅行免状」の交付を受けることによっ
て，ルートと期間を限定せず外交官と同様の自
由度の高い旅を行ったことを論じている。また， 
“The British Legation” では，バードの旅の最重
要拠点が東京の英国公使館であったという事実を
紹介している。大掛かりな海外調査を行う際，そ
の拠点を設けることは自然であるが，高梨訳『日
本奥地紀行』では，北海道，東北への旅に目を奪
われるあまり，東京滞在の重要性についてはほと
んど触れられていない。金坂氏は，原著の全ペー
ジのうち 12.8％が東京に関する頁であることを
指摘して，東京こそが旅の最重要拠点であったと
論じている。ページ割合を示して東京の重要性を
指摘している点にも「旅行記を科学的に研究す
る」という金坂氏の研究姿勢が貫かれている。調
査の拠点の重要性を指摘している点も地理学者で
ある金坂氏ならではの視点であると思う。

“Bird’s letters” では，従来の訳書における
「バードが旅先から妹や親しい友人に私信を書き
送った」という見解について，当時の郵便局の立
地や外国郵便制度などの具体的な資料をもとに反
証し，「実際は旅先から書簡を送ってない」と指
摘している。「バードが書簡を送った」という見
解は，研究者の間でも当然の事実と認識されてい
ただけに，その修正が必要であることは，地理教
育の場でも広くとりあげられるべきである。

Chapter 4: Access and Support in Japanで
は，バードの旅に対する支援と協力について支援
を示す資料をあげて紹介している。まず，バード
の旅の最大の支援者として駐日英公使ハリー・
パークス夫妻をあげている。パークスは単なる旅
の協力者ではなく，旅の立案や計画に深く関わっ
ていたことを書簡や資料をあげながら指摘してい
る。また，英国公使館の日本語書記官であった
アーネスト・サトウや，海軍兵学寮の教師であっ
たチェンバレンらによる連携した支援体制があっ
て，初めてバードの旅が成功したことを指摘して
いる。

Chapter 5: The Legacy of Bird’s Stay in Japan
では，バードの旅がバード自身と関係者，そし
て，当時の社会に及ぼした影響について述べられ
ている。バード自身への影響としては，使命感を
帯びた日本への旅の成功を経て，バードの旅行記
が『日本奥地紀行』という大著としてまとめら
れ，単なる「旅と冒険の本」から質的に転換した
ことをあげている。この成果が認められて，バー
ドは王立地理学協会初の女性会員となっている。
また，本章では，従来，「謎の人物」とされてき
た伊藤鶴吉 “Ito” にとってのバードの旅の意義を
論じている。伊藤鶴吉は通訳兼従者として旅を成
功させた立役者であっただけでなく，その後も訪
日外国人の通訳兼従者を務め，近代日本の外国人
来訪史のなかで大きな役割を果たしたと論じてい
る。さらに，バードの旅が欧米に与えた影響とし
ては，英国にもたらした影響として，英国協会伝
道協会によるアイヌ伝道の本格的開始をあげてい
る。このように，Chapter 5は，バードの旅を歴
史のなかに位置づけて，その意義を再評価してい
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る。
各章の内容を紹介してきたが，以下に本書の大
きな特徴を 3つあげたい。まず，第 1に，地理
学者である金坂氏が「人物」に焦点をあてている
ことがあげられる。一般に，地理学者が特定の人
物に焦点をあてることは珍しい。本書では，イザ
ベラ・バードという「人物」を描くと同時に，
フィールドワークの成果をもとに旅程を綿密に地
図化するという地理学的研究手法が存分に発揮さ
れている。Fig. 1には，バードの生涯にわたる旅
のルートが時期区分とともに，小縮尺の世界地図
上に復元されている。この図を通して世界各地へ
の旅と，日本への旅の関係が視覚的に理解できる。
Fig. 2には，1878年のバードの蝦夷（北海道）
への旅のルートが復元されている。また，Fig. 3
には，従来の訳本でとりあげられることがなかっ
た 1878年の関西・伊勢への旅のルートが克明に
復元されている。Fig. 2や Fig. 3にはルートだけ
でなく，レリーフによって地形も表現されている
ので，海外の読者も日本各地の地形をイメージし
やすい。このような手法は，金坂氏が長年のイザ
ベラ・バード研究を通じて編み出した独創的なも
のであり，地理教育のなかで広く紹介されるべき
であろう。なぜならば，「地理学的に人物を論じ
る」というアプローチは，バードの旅に限らず，
「旅行記を科学的に読むための方法論」といえる
からである。
第 2に，バードの日本への旅に焦点をあてつ

つも，その本質を明らかにするために，バードの
旅が彼女と関わった人々と，当時の社会に対して
与えた影響について考察していることがあげられ
る。つまり，バードの旅を歴史のなかに位置づけ
ることで，その意義を再評価しているのである。
例えば，バードの旅が駐日英公使ハリー・パーク
スの強い要請にもとづいて計画されたという解説
から，変容を遂げつつある当時の日本に対する英
国政府機関の関心の高さをうかがい知ることがで
きる。 このことは，バードの旅行記が単なる「旅
の記録」ではなく，当時の英国における日本研究
の位置づけを示す史料であることを意味している。
明治期の日本と欧米（特に英国）との関わりを理

解するために，本書は地理教育だけではなく，歴
史教育のなかでもとりあげられるべきテキストで
ある。
第 3に，本書は一般の読者にとって親しみや

すい文体で書かれていることがあげられる。研究
書でありながら，難解な理論や用語は使われてい
ない。英国をはじめとする海外の読者も，次々と
示される新たなバードの人物像に引き込まれてい
くであろう。国内外の地理学や歴史学の教育の場
で本書が活用されれば，バードの旅を通して明治
の日本の文化・制度や海外との交流について理解
を深める契機になると思われる。
金坂氏は，本書の刊行に至るまでにイザベラ・
バードに関する研究と写真展開催等の活動を精力
的に行い，写真集『ツイン・タイム・トラベル・
イザベラ・バードの旅の世界』（2014年，平凡社）
や，『イザベラ・バード極東の旅』（訳書）（2005
年，平凡社）など多数の著作を刊行している。本
書をきっかけにイザベラ・バードに興味をもった
読者には，これらの写真集や訳書も手にとり，彼
女の旅の足跡をたどることをお勧めしたい。

（平野淳平）　


