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　第10回の配本年代は不明。これは13・14分冊の合併
号であり、本文は「NIPPON　Ⅲ」の神話・歴史について
の補足文と暦に関する記述。図版数は40枚、本文と関係
するのは暦・時計を描いた5枚だけで、その他は本文と関
係のない寺社の全景図や僧侶・神主などの人物画であ
る。彩色図版は8枚にのぼる。
　
　〔301〕「仏教　晧

こう

台
たい

寺本堂の内部」は、慶長期、長
崎に建立された曹洞宗の禅寺。〔300〕の図版で全体の
伽藍配置を描き、次に本堂の内部を彩色で紹介してい
る。福岡県立図書館本も彩色されており、九大本と比べ
ると、釈迦・文殊・普賢を安置した檀の両側にある灯籠な
どの色合いが違うが、他所は似ている。
　〔306〕「仏教　浄土宗　大音寺釈迦堂内部」も江
戸初期に建立された長崎の浄土宗寺院。前の図版で伽
藍配置を、この画で本堂の内部を色つきで紹介する。天
井に天蓋のある本堂の彩色は、九大本・福岡県立図書
館本ともに畳や天井の色合いが違っているが、それよりも
色の塗りムラが目立つ。永青文庫本・OAG本・長崎歴史
文化博物館本などでも同様であり、上手い彩色とはいえ
ない。
　〔310〕「仏教　法華宗　本蓮寺の堂内」は、長崎最
初の日蓮宗寺院。ここでも本蓮寺の全景を描いた後に本
堂内部を紹介している。須弥檀の中央に本尊南無妙法
蓮華経題目の宝塔、左右に釈迦如来・多宝如来の宝塔
がある。九大本・福岡県立図書館本ともに彩色は似てお
り、色ムラもある。そして〔301〕と同じように灯籠の色合い
が違う。他所の『NIPPON』をみると、九大本のような色合
いが多いようである。
　〔311〕「仏教　真言宗　大徳寺観音堂内部」は、真
言宗の大きな寺院であったが、明治以降に廃寺となり、
観音堂も現在は失われている。この画が往時の面影を
伝えるのみである。九大本・福岡県立図書館本の他に、
1930-31年のトラウツ復刻版も例示した。彩色の色ムラは
九大本・福岡県立図書館本および他所の『NIPPON』に
もあるが、トラウツ復刻版ではほとんどない。ライデン国立
民族学博物館のシーボルト・コレクションに残る原画（作者

不明）と比べると、トラウツ復刻版がもっとも丁寧な彩色で

あることがわかる。

　トラウツは復刻版の作成において、完全本に近いもの
だけでも37～38部の『NIPPON』を対校したといわれて
おり、そのなかの優れたものを底本にした。復刻版を印
刷する際、色つき図版は色刷されただけでなく、手彩色
が施されている。肉眼で見ると、濃い色の部分に手筆で
塗った跡を確認できるし、時には絵の具がはみ出してい
ることもある。1975年に講談社が出した復刻版は完全な
印刷であったが、200部限定（１）のトラウツ復刻版は、初版

『NIPPON』に近い彩色となっており、講談社のものとは
まるで違う。
　
　〔313〕「神道と仏教　神

かん

主
ぬし

・山
やま

伏
ぶし

」は、上の2人が神
主、下が山伏とある。右側の神主は、衣

い

冠
かん

束
そく

帯
たい

に笏
しゃく

をも
つ姿から宮中の文官が正装した姿と考えられ、彼らが勅
使として神社を訪れたときの姿を描いたのではないかと
いわれる（２）。神主の原画はライデン国立民族学博物館
にあり、作者は川原慶賀ではないかというが、落款もなく、
慶賀作品としては顔の表情が非常に乏しいという。彩色
は福岡県立図書館本にもあり、寺院のような色ムラもなく、
少し色合いは異なるが、原画に沿った彩色が施されてい
る。
　〔315〕「仏教　禅宗・浄土宗・一向宗の僧」は、上の2
人が禅僧、下部の左が浄土宗の僧、右が一向宗の僧と
ある。いずれも墨染めの衣を着て袈

け

裟
さ

をつけている。禅
僧の1人・浄土宗の僧については、原画がライデン国立
民族学博物館にある。原画に沿って彩色されており、どの

『NIPPON』もほぼ同じである。
　〔316〕「仏教　法華宗・真言宗の僧　勧

かん

進
じん

僧　盲
もう

僧」。上の右側が法華宗の僧侶。通常は鼓を打つが、こ
こでは「バチ」で「カネ」をならしている。下の右側が真言
宗の僧で、五条袈裟をつけ錫

じゃく

杖
じょう

と数
じゅ

珠
ず

をもつ。原画はライ
デン国立民族学博物館にある。下の左側は勧進僧であ
り、寺の「建立」を訴えながら各地を巡り資金を集める。こ
の原画はミュンヘン国立民族学博物館の『人物画帳』の
なかにある。原画の小旗は青色で「本堂建立」とあるが、

『NIPPON』では白地に「建立」とだけ記され、肩の布袋
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［６］第10回配本の色つき図版
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や服の色も変えられている。上部の左が盲僧の琵琶法
師である。原画はライデン国立民族学博物館にあり、それ
に沿った彩色となっている。もともと、僧たちを描いた原画
はシーボルトの手許にあったが、現在は一部がライデンに
あり、一部はミュンヘンにある。コレクションが分散したこと
による。九大本と福岡県立図書館本の彩色は、真言僧の
袈裟の色合いが違うが、他はほぼ同じ彩色である。福岡
県立図書館本にみられる袈裟の色合いは、OAG本にも
あり、他は九大本のように赤い。
　〔317〕「仏教　巡礼・山伏・尼

に

僧
そう

と童女・大黒舞とい
う乞

こ

食
じき

」は、右上が巡礼者で、脚
きゃ

絆
はん

をつけ手に杖と数珠
をもつ。左上が旅装束の山伏、仏具や衣服をいれた笈

おい

を背負う。左下が尼僧とやがて尼僧になる童女、右下の
2人が大黒舞と呼ばれる乞食。頭

ず

巾
きん

や仮面をかぶって大
黒天に扮装し、門前で歌をうたい三弦を弾いて米銭を乞
う。どの『NIPPON』もほとんど相違はなく、かなり均質な
彩色となっている。

　以上、第10回配本で出された8枚の色つき図版は大き
く2つに分類できる。4枚の寺院本堂図はどれも色ムラが
目立ち、彩色した人々のレベルはあまり高くない。これに対
し、僧を描いた4枚の図版ははるかに丁寧で均質な彩色
であり、別グループの人々が担当している。前回の第8･9
回配本において、「雑」な彩色図版がいくつかあったが、
寺院図はそれと同じ人々が彩色したように思われる。

〔注〕
（１）講談社が『NIPPON』を復刻する際の広告による（東洋文庫蔵）。トラウツ版

は200部限定であり、講談社復刻版は485部（国内400部）を75万円で
販売する、とある。

（２）『オランダ国立ライデン民族学博物館　シーボルト・コレクション　秘蔵
浮世絵』解説書、講談社、1978年。
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［301］ NIPPON Ⅴ 第56図　仏教　晧台寺本堂の内部

［306］ NIPPON Ⅴ 第61図　仏教　浄土宗　大音寺釈迦堂 内部

［310］ NIPPON Ⅴ 第64図　仏教　法華宗　本蓮寺の堂内

九大本 福岡県立図書館本

九大本 福岡県立図書館本

九大本 福岡県立図書館本
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［311］ NIPPON Ⅴ 第65図　仏教　真言宗　大徳寺観音堂 内部

九大本

トラウツ復刻版

福岡県立図書館本

部分拡大，トラウツ復刻版

原画 : ライデン国立民族学博物館 蔵
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［313］ NIPPON Ⅴ 第67図　神道と仏教　神主･山伏

［315］ NIPPON Ⅴ 第69図　仏教　禅宗･浄土宗･一何宗の僧

九大本 福岡県立図書館本

九大本 福岡県立図書館本

原画 ： ライデン国立民族学博物館 蔵 
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［316］ NIPPON Ⅴ 第70図　仏教　法華宗･真言宗の僧　勧進僧　盲僧

［317］ NIPPON Ⅴ 第71図　仏教　巡礼･山伏など

九大本 福岡県立図書館本

原画：ライデン国立民族学博物館 蔵 『人物画帳』
ミュンヘン国立民族学博物館 蔵

九大本 福岡県立図書館本



　第11回配本は合併号でなく、15分冊が出た。本文は
「NIPPON　Ⅱ」の江戸参府の後半部分であり、具体的
には下

しもの

関
せき

から瀬戸内の室
むろ

までの記述であった。結局、そ
の後の江戸までの旅行記は出なかったが、東洋文庫『江
戸参府紀行－ジーボルト－』（斉藤信訳、平凡社、1967年）に
は江戸滞在の様子、長崎への帰路に至る記述がある。
室以降の紀行文は、シーボルトの息子たちが編纂した第
２版『NIPPON』（1897年、明治30年）に含まれるのであり、
初版『NIPPON』にはなかった。2版は、初版の内容が削
除されたり、追加された部分が多く、内容的にも形態的に
も異なる。室から先の記事は、アレキサンダーとハインリッ
ヒが父シーボルトの原稿や日記をもとに修正・追加したも
のである（１）。
　初版で出された図版数は20枚、そのうち17枚は
下関から江戸の永

えい

代
たい

橋
ばし

に至る街道筋の風景、3枚は
「NIPPON　Ⅵ」の産業に関する狩猟・漁業・捕鯨を描
いた図版であり、彩色されたものは一枚もない。

　第12回配本も合併号でなく、16分冊を出す。本文は
「NIPPON　Ⅵ」の産業・貿易についてであったが、配
られた図版20枚は「NIPPON　Ⅱ」の日本人の容貌や
家具を描いた16枚、「NIPPON　Ⅲ」の貨幣図2枚であり、

「NIPPON　Ⅵ」については農村風景を描いた2枚のみ
で、本文と関係する図版はほとんどない。彩色された画は
日本人の容貌を描いた2枚である。

　〔51〕・〔52〕「国民の容貌」は、ともに原画は川原慶賀
（登与助）であり、左下に「Toioske ad nat del」とある。ラ
イデンにも、ミュンヘンにも原画そのものは見出していない
が、慶賀の人物
画をもとにエル
クスレーベンが
石版画にした。
　彩色の仕方は、九大本・福岡県立図書館本、その他の

『NIPPON』においても多少の色合いの違いはあるが、
ほぼ均質である。これまでの合併号や合併配本では多
量の彩色図版を配らねばならず、色ムラのあるものがあっ
たが、12回配本は初期の配本のように1分冊となってお

り、丁寧な彩色が行われた結果だと考えられる。

〔注〕
（１）シーボルトの自筆『１８２６年の参府旅行中の日記』は、斎藤信『シーボル

ト参府旅行中の日記』（思文閣出版、１９８３年）で訳出されている。
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［７］第11･12回配本の色つき図版
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［51］ NIPPON Ⅱ 第17図（a）　国民の容貌

［52］ NIPPON Ⅱ 第18図（a）　国民の容貌

九大本 福岡県立図書館本

シーボルト記念館本 シーボルト記念館本

九大本 福岡県立図書館本
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　第13回配本は1851年に17～20分冊の4号合併で出
た。本文は「NIPPON　Ⅰ」「NIPPON　Ⅴ」「NIPPON
　Ⅵ」「NIPPON　Ⅶ」の各章にまたがっており、それまで
に出ていない部分が補充された。図版数は66枚（うち2枚

の地図は同一紙に印刷されている）、約半分の31枚は『仏像
図
ず

彙
い

』を写した仏像図である。『仏像図彙』とは、土佐将
曹紀秀信の筆になる仏像画集で、800をこえる図を収め
簡単な解説を加えたものである。初版は元禄3年（1690）で
あり、その後増補され何度も版を重ねた。シーボルトが持
ち帰ったのは寛政8年（1796）刊『増補諸宗　仏像図彙』
5冊であり、今はライデン大学図書館にある。
　 1 3回配 本の配 本目録「 I N H A L T 」には、「 i m 
September 1851.」と日付されたシーボルトの報告があ
る。それには、本文と図版のズレ・欠落したページや図版
に対する苦情への返答が書かれている。シーボルトはあ
と2回の配本で終わること、1852年中に刊行すること、図
版と本文との間に「系統的な秩序」をつけること約束して
いるが、それは実現できなかった。1851年の第13回配本
の後、「琉球諸島」等に関する本文が1857～58年頃に出
たというが、九大本は13回配本で終わっている。
　図版66枚のうち、彩色されたものは蝦

え

夷
ぞ

・樺
から

太
ふと

の習俗
を描いた4枚にすぎない。4分冊の合併号であるから、そ
れまでの例からすると、もっと多くの彩色図版が出される
べきだが、意外に少ない。
　
　蝦夷・樺太に関する『NIPPON』の本文は、間宮林蔵

『東韃地方紀行』・『北夷分界余話』の翻訳である。シー
ボルトは本文の注記で次のように記している（１）。

彼（間宮林蔵）は『東韃紀行』（To-tats ki ko）すなわち東部タタ

リア地方への旅として書きしるし、旅した土地に関して多くの写

生や地図を付し、その写本を江戸の幕府文庫に収めた。ヨーロッ

パの航海家もほとんど訪れたことのない樺太島やあまり知られて

いない黒竜江地方の土地や住民についての貴重な情報が、わ

れわれの1826年江戸滞在のおり、幕府お抱えの天文学者高橋

作左衛門によって知らされ、その後、われわれの日本の友人J.Ts

〔吉雄忠次郎〕の仲介でその写本を手に入れることができた。し

かし残念なことに、1829年の幕府による取調べの際、われわれに

連座する日本の友人を救うために、この写本と付録の写生画を

長崎奉行に渡すはめになった。幸いにも、当地の学者J.Tsのはか

らいで、写本の翻訳書と写生画の数枚は手放さずにすんだ。こ

れらは、われわれの『NIPPON』に若干の写生画と注釈を付して

解説する。

　『北夷分界余話』は文化5年7月～8月、間宮林蔵・松田
伝十郎による第1次樺太調査の記録であり、アイヌ・スメレ
ンクルなどの習俗を記述する。『東韃地方紀行』は、間宮
林蔵が文化6年（1809）1月から8月末におよぶ第2次樺太・
山旦（黒竜江下流地方）調査記録であり、樺太半島説を排
し、サハリンと樺太が同一であることを指摘したものであ
る。流布本が『東韃紀行』として知られる。この両書は、文
化7年に間宮林蔵が口述した内容を松前奉行配下の村
上貞助が筆録したもので、翌8年に浄書して幕府に献上
した。シーボルトも「幕府文庫」にあると述べており、現在
は国立公文書館に所蔵されている（ともに重要文化財）。
　シーボルトは上の注記のなかで『東韃紀行』と記してい
るが、『NIPPON』には『東韃地方紀行』・『北夷分界余
話』の両書が翻訳され、挿絵は『北夷分界余話』から採
用されている。彼は、天文方兼御書物奉行の高橋作左
衛門（景保）の案内で、「幕府文庫」の「紅

も み じ や ま

葉山文庫」を
密かに訪れたとき（２）、伊能忠敬の日本図の他にこれら
の写本も要求したのである。写本を作成したのは、高橋と
シーボルトの間の通訳を務め、天文方の翻訳方であった
吉雄忠次郎であった。
　間宮の報告書は吉雄が翻訳を担当したが、写生図は
彼でなく、川原慶賀が作成している。
上の注記にある長崎奉行に提出した
という写生図は、現在、東京国立博
物館に所蔵されている。それは『樺
太風俗図』と題され、縦約35㎝×横
約43.5㎝のオランダ紙に彩色された
65枚の絵が収められている。表紙内
側の貼り紙には、長崎でシーボルト
から取り上げたことが記されている。
慶賀は、文政9年、シーボルトとともに参府しており、シーボ
ルトが高橋景保や最上徳内らと会う際に同席して細部
にわたる描写や風俗について説明を受けたと考えられ
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『樺太風俗図』の貼り紙



ている（３）。慶賀が描いた65枚のアイヌ習俗画は幕府へ
差し出されたが、いくつかはシーボルトの手許に残っており

『NIPPON』に掲載された。現在、その一部はライデン国
立民族学博物館に残る。

　〔352〕「蝦夷（宗
そう

谷
や

岬）　アイヌとその住居」は、宗
谷岬のアイヌとその住居を描く。ライデン国立民族学博物
館のシーボルト・コレクションに長さ16m・幅30㎝の『蝦夷
風俗図巻』の絵巻があり、後景の人物図が部分的に利
用されている。『蝦夷風俗図巻』の作者は、蝦夷地松前
在住の春里こと伊藤与昌。落款に「松前　春里画」とあ
り、「松前」は姓でなく、「松前の住人」という意味である。
彼は「藤原」「与昌」「伊藤与昌」「鳳鳴与昌」などの印を
用い、ときに「鳳鳴」と署名する。生没年を含め画歴など
未詳である（４）。他に川原慶賀が模写したアイヌ人物図
も組み込まれている。『NIPPON』の彩色については、細
かい部分での違いはあるが、大きな違いはない。
　〔353〕「蝦夷（松前）　アイヌのオムシャ祭り」は、
祭壇に生

いけ

贄
にえ

の熊を飾り、演舞している図であり、「イオマ
ンテ」（熊祭り）である。タイトルに「オムシャ　OMSIA」と
あるが、誤りである。「オムシャ」は蝦夷地各場所で出先
役人に対する拝謁礼のこと、松前藩主への謁見礼は「ウ
イマム」という。この原画はライデン国立民族学博物館
にあり、「千嶋春里」の署名と「藤原」「与昌」の印があり、

『蝦夷風俗図巻』と同一人物の作である。シーボルトは
『NIPPON』の注記で、原画の入手経路について記し
ている（５）。

松前の一日本人が描いたオムシャ祭りの絵を、われわれの友人ソ

シュロから手に入れ、Ⅶ第17図に模写した。蝦夷のアイヌ人はふ

つう、秋のある日にこの祭りをする。

　「ソシュロ」とはオランダ通詞の馬場佐十郎であり、彼
が文化9年（1812）に松前へ出向した際に入手したもので
ある。同じ作者の『蝦夷風俗図巻』も馬場佐十郎を経由
してシーボルトの手に渡ったと考えられる。シーボルトはこ
の画を川原慶賀に描き直させている。それはライデン国
立民族学博物館に残っており、下部にあるタイトルにシー
ボルトの筆跡で「Omsia」と記されている。この時点で間
違ったようである。彩色については、慶賀の画に比べて、
ゴザの色合いが違うが、かなり忠実に彩色されていること
がわかる。他所の『NIPPON』の彩色もほぼ同じである。

　〔354〕「蝦夷（松前）　アイヌが貢物や商品を運
ぶ」は、「ウイマム」のために松前へやってきたアイヌが、
後景にある船から仮設小屋に品物を運び込む図で
あり、原画は『蝦夷風俗図巻』のなかの一場面である。

『NIPPON』の彩色は、小屋のなかの子供のイヤリングを
赤色で塗る長崎歴史文化博物館本・慶応大学本と、そう
でないグループに分けられるが、大きな差はない。
　〔356〕「樺太　オロッコとスメレンクル」は、北カラフ
トに住むオロッコとスメレンクル（ギリヤーク）の風俗を、間宮
林蔵の『北夷分界余話』の挿絵にもとづいて描いている。

『NIPPON』によると、彼らはアイヌと異なり、言語も違うと
いう。定住せずに群れをなして移動する彼らの習俗を描
いたこの画の注記として、シーボルトは間宮林蔵のスケッ
チによったものだと明記している（６）。前景のトナカイを引
く2人がオロッコ人。トナカイは干した鮭と穀物、魚の皮製
の覆いあるいは敷物を運んでいるという。後景の魚をもっ
た男・揺り板に子供を乗せた婦人・獲物をもった漁師など
はスメレンクル人であり、樺太のアイヌが建てるような夏の
住居を遠景に描いているという。
　『北夷分界余話』全10巻を見ると、7･8巻にあるいくつ
かの挿絵を合体させていることがわかる。川原慶賀が描
き直した画があったと思われるが、未だライデンでは見
出していない。ただし、シーボルトが長崎奉行に提出した

『樺太風俗図』のなかに、慶賀が描いた原画と見られる
ものが数点あるが、トナカイが描かれていなかったりして
おり、シーボルトは別の画を入手していたと考えられる。彩
色についてはどの『NIPPON』もほぼ均質である。
　以上、13回配本の彩色図版は4分冊の合併号であるに
もかかわらず、４枚のみであり、初期の配本のように丁寧に
彩色されており、差違はほとんどなかった。13回配本までに
配られていない「京都の全景」・「江戸の全景」の図版を含
むクォリッチ版『NIPPON』があるが、それらは白黒の石版
画であり、彩色のある図版は今回が最後であった。

〔注〕
（１）『シーボルト「日本」』6巻、13-14頁、雄山閣、1979年。
（２）秦　新二『文政十一年のスパイ合戦』171-178頁、文藝春秋、1996年。
（３）佐々木利和『アイヌ絵誌の研究』125-128頁、草風館、2004年。本書

によると、慶賀が見たのは献上本でなく、高橋景保の手許にあった類本で
あったらしく、現在国立公文書館にある『北夷紀行』などがそれに類する
という。

（４）佐々木利和『アイヌ絵誌の研究』34-37頁。
（５）『シーボルト「日本」』6巻、57頁、雄山閣、1979年。
（６）『シーボルト「日本」』6巻、62頁、雄山閣、1979年。

472007 The Kyushu University Museum47



2007 The Kyushu University Museum

シーボルト『NIPPON』の色つき図版
The Study of Comparing Color Prints in Siebold‘NIPPON’

48

［352］ NIPPON Ⅶ 第16図　蝦夷（宗谷岬）アイヌとその住居

九大本

『蝦夷風俗図巻』，ライデン国立民族学博物館蔵

アイヌ人物図（男），川原慶賀，
ライデン国立民族学博物館蔵

アイヌ人物図（男女），川原慶賀，
ライデン国立民族学博物館蔵
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［353］ NIPPON Ⅶ 第17図　蝦夷（松前）アイヌのオムシャ祭り

九大本

アイヌ熊送りの図，川原慶賀，ライデン国立民族学博物館蔵

熊送りの図，千嶋春里，ライデン国立民族学博物館蔵
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シーボルト『NIPPON』の色つき図版
The Study of Comparing Color Prints in Siebold‘NIPPON’
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［354］ NIPPON Ⅶ 第18図　蝦夷（松前）　アイヌが貢物や商品を運ぶ

九大本

『蝦夷風俗図巻』，ライデン国立民族学博物館蔵
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［356］ NIPPON Ⅶ 第20図　樺太　オロッコとスメレンクル

九大本

『北夷分界余話』７･８巻，国立公文書館蔵

『樺太風俗図』，東京国立博物館蔵
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