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観光英語 (2)：国宝天守をもつ、松本城案内板の英語と比較した
姫路城、彦根城、犬山城の案内板の英語
福島

一人

Tourism English (2) : The English on Signs Found in the Himeji ,
Hikone , Inuyama Castles, Also Containing Castle Keeps Designated
National Treasures, Compared with That in the Matsumoto Castle,
Kazundo Fukushima
Abstract
The purpose of this paper is to examine the English on signs found in the Himeji, Hikone and
Inuyama Castles, compared with that in the Matsumoto Castle, each one of them containing a castle
keep designated as a National Treasure.
Fukushima (2011.1) shows that some English expressions on signs in the Matsumoto Castle are
different in meaning from those in Japanese. It stresses these differences in meaning cause especially
serious problems in the case of historically famous constructions designated as National Treasures,
considering the present time when the Japanese government stresses the importance of luring
foreign tourists to Japan, and the importance of English as a global language. They especially cause
serious problems for foreign learners of Japanese language, because the English signs on the same
objects are normally thought to be parallel in meaning to the Japanese.
This paper, following Fukushima (2011.1), setting limits to the Himeji, Hikone and Inuyama
Castles, compared with the Matsumoto Castle, examines whether differences in meaning or
grammatical errors, etc. on signs exist or not. It will be shown that some contradictions in meaning or
grammatical errors are also found on the signs in the three castles.
It also seems to be desirable (as mentioned in Fukusima (2011.1) for the authorities concerned
to choose their own Japanese writer and native speaking English writer and have them closely
cooperate with each other in creating the signs.

１．はじめに
福島
（2011.1）において、松本城の英語案内板
（signs）の英語の中には、英米人には日本語の案内板
と矛盾した内容であったり、文法的に誤った表現が見られる、そして、このような表現が国宝等に
指定された事物の案内板に存在する場合、日本政府が外国からの観光客誘致を重視しており、また、
英語が「国際語」となっている今日においては重大な問題であることを記述した。特に、日本語の
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案内板が併設されている場合、内容その他の相違は、常識的に、英語案内板と日本語案内板の表記
が平行すると考えられることから、特に、米 [ 英 ] 国人の日本語学習者に混乱を起こさせる可能性
がある、とした。
本稿は、事例報告として、まず、一般的な Wikipedia における、松本城と同じく国宝天守を含む
姫路城、彦根城、犬山城の記述を概観し、そして、各城の英語案内板について検討を加える。
福島
（2011.1）
「観光英語
（1）
：国宝天守をもつ松本城の案内板の英語」
（以後、
「松本城」）と比較し、
一般的な案内板、一般的な城郭の案内板、特有な事物の案内板について比較し検討を加える。
尚、本稿で使用している写真は、Wikipedia からの引用に挿入したものも含めすべて、本稿執筆
者が撮影したものである。
本稿の画像で判読が困難と思われるものがある。興味をもたれた案内板については、読者ご自身
が現地でご確認いただきたい。

２．Wi ki ped ia における、各城の記述
一般的な Wikipedia における、それぞれの城郭の位置、及び、城郭特有な英語について記述の有
無を確認する。
２．
１

姫路城

?
Himeji Castle
（as opposed to a flatland or mountaintop）Japanese castle
（ 姫路城 Himeji-jō ）is a hilltop
complex located in Himeji in Hyōgo Prefecture and comprising

83 wooden buildings. It is occasionally known as Hakuro jō or
Shirasagi jō（“White Heron Castle”）because of its brilliant
white exterior.
It was registered as one of the first Japanese World Heritage
Sites by UNESCO World Heritage Site and five structures of
the castle have been designated as National Treasure in
December, 1993. Along with Nagoya Castle and Kumamoto
Castle, it is one of Japan᾽s “Three Famous Castles”, and is the
[

]

most visited castle in Japan. citation needed

...The tall stone foundations, whitewashed walls, and layout
of the buildings within the complex are standard elements of
any Japanese castle, and the site also features many other
examples of typical castle design, including gun emplacements
and stone-dropping holes.
One of Himeji᾽s most important defensive elements, and perhaps its most famous, is the confusing maze of
paths leading to the main keep....
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概略、姫路城は平城や山城と異なり、平山城で、兵庫県姫路市に位置し、83 の木造建造物から
なり、日本で、最初に世界遺産に登録され、5 つの建造物が 1993 年 12 月に国宝とされ、名古屋城、
熊本城と共に、日本で最も集客数の多い 3 城の一つとしている。
そして、「大天守」
・
「鉄砲狭間
（てっぽうざま、あるいは、てっぽうさま）
」・
「石落」の記述も存
“the
“gun
“stone
main
keep”、
emplacements”、
dropping
holes”
在する。それぞれ、
としている。ただし、
壁の四角の穴は “gun emplacements” と一括されているが、一般的に「矢狭間
（やざま、あるいは、
Wikipedia
“gun
or bow emplacements” とすべきと思われる。尚、
やさま）
」も存在するので、
の記述は、
「石落」を「松本城」では、“stone dropping shelves” とすることを提案した。
大天守までの道が防御的理由から迷路状になっていることは、非常に有名である。
松本城以上に、一般的な城郭の細部にまで及ぶ記述と言えよう。
２．
２

彦根城

?
Hikone Castle
（ 彦 根 城 Hikone-jō ）is the most famous historical site
in Hikone, Shiga Prefecture, Japan. This Edo period castle traces its origin

to 1603 when Ii Naokatsu, son of the former daimyo Ii Naomasa, ordered
its construction. The keep was originally built in 1575, as part of Ōtsu
Castle, and was moved to
Hikone by the Ii clan.
Other parts of the castle
were moved from Nagahama Castle....

[1]

When the Meiji era

began in 1868, many castles were scheduled to be dismantled,
and only a request from the emperor himself, touring the area,
kept Hikone Castle intact. Today it remains one of the oldest
original-construction castles in Japan. Hikone Castle was
designated a National Treasure by the Ministry of Education,
Science, Sports and Culture in 1952.
概略、彦根城が滋賀県彦根市に位置する日本で最も有名な史跡であること、また、天守その他の
部分が大津城や長浜城などから集められた、いわば、「リサイクル」的な城という特徴が述べられ
ている。
「平山城」という記述は存在しない。
明治時代に入り、多くの城が取り壊されているにも拘わらず、天皇の要望によりそれを免れ、現
存する最古の城の一つであり、1952 年に文部科学省により国宝に指定されたことが述べられてい
る。松本城と異なり、「天守」など一般的な城郭特有な用語は “the keep”
（天守）
しか存在しない。
２．
３

犬山城

Inuyama Castle（ 犬 山 城 Inuyama-jō?）is located in the city of Inuyama, Aichi Prefecture, Japan. The
castle overlooks the Kiso River, which serves as the border between Aichi and Gifu prefectures. Inuyama
Castle is one of the 12 castles still in existence in Japan that were built before the Edo period.
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Inuyama Castle is often claimed as the oldest castle in
Japan, with original construction being done in 1440.
, Harigane
According to Engishiki（a Heian Period-book）
Shrine（a Shinto shrine）was moved to make way for the
castle....

...Construction on the main tenshu（donjon）at Inuyama
[1]
began in 1601, and continued through 1620 .
The castle was the center of power for the Naruse clan,
retainers of the Matsudaira clan. Inuyama Castle was unique
in Japan in that it was privately owned. The donjon
（tenshu）
has been designated as national treasure....
It was long believed that the donjon of Inuyama Castle
was moved to the castle from Kanayama Castle in 1599,
until such theory was disapproved as a result of examination
through a large scale restoration work, involving the
dismantling of the donjon, carried out between 1961 and
[2]

1965 .
概略、犬山城は愛知県犬山市に位置し、岐阜県との境界である木曽川に面し、江戸時代以前に建
造された現存 12 城の一つであること、また、最近まで成瀬一族の個人所有であったことが記述さ
れている。さらに、平安時代の書物によると「はりがね」神社を移し犬山城の元が築かれたとし、
大天守の建造は 1601 年からとし、天守 [ 大天守 ] が国宝に指定されているとされている。左の画
像を参照いただきたい。何らかの理由で、Wikipedia の筆者が
「綱」を「鋼」と読み違えたのであろうか。「針綱
（はりつな）」
神社を「針鋼（はりがね）
」神社と誤っていたことが興味深い。
天守 [ 大天守 ] を “the donjon” としている。
しかし、同じ国宝天守を有しながら、松本城と比較し、城郭
特有な事物の記述は少ないように思われる。
以上、Wikipedia の記述では、各城のうち、姫路城以外、彦
根城、犬山城共に城郭特有の事物についての英語の記述が少な
いことが理解されよう。
次に、各城の現地の英語案内板を、松本城のものと比較し、検
討を加える。
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３．各城の案内板の英語
本章では、姫路城・彦根城・犬山城の案内板を、「一般的な案内板」、「一般的な城郭の事物の案
内板」
、「当該城郭特有な事物の案内板」に分類し、検討を加える。
３．
１

姫路城の案内板の英語

16、18 の案内板を除き、天守大改修中の 2010 年に撮影した画像である。松本城より規模が大き
いため、案内板の数は多いと予測される。
３．
１．
１

一般的な案内板
1 は「 播 州 姫 路 城 図 」 を “Map of Banshu Himeji
Castle” としている。松本城について、
福島（2011.1）
（以

1

後、
「松本城」）でも述べたが、地図が示されている
ので、“Banshu Himeji Castle” のみで足りよう。英語
and Sakuramon Bridge of
表 題 の “Otemon
（Main Gate）
Himeji Castle” について、
「大手門」
「桜門」は日本語
名詞であるので、その部分をイタリック体にし、
“Ōtemon” のような “ ̶ ” を用いず、平仮名にしたも
のをローマ字綴りにして “Ootemon（Main Gate）and
Sakuramon Bridge of Himeji Castle” とすることを提案
“ called“Otemon”）”
する。従って、
英語説明文 2 行目の （
“ called Ootemon）
” とするべきであろう。
も（
英語説明文 4 行目、5 行目の “...different from the original one in the Edo period”、“the wooden bridge
in the Edo period” は “...of the Edo period” とするべきであろう。「江戸時代のもの」の意味を強調す
るべきと思われるからである。「元の江戸時代のものと異なる」
、
「江戸時代の木造の橋」という内
容が日本語説明に存在するからである。
英語説明は日本語説明とほぼ平行していると言える。
2
2 は「入城時間」を “Opening Hours” としている。
これは「開場時間」
、つまり、1 日の中で何回か開場
される時間があるように解釈される可能性がある。
9：00 から 17：00 までの間なら何時でも入城可能な
の で、“Business Hours” や “Operating Hours” と す る
べきであろう。
英語と日本語の意味が異なると思われる例である。
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3 は「
（閉門 Closed Gate 17：00）」
、
「（閉門 Closed Gate
18：00）
」としている。これでは、
「閉じられた門」の意味で、日

3

本語の意味とは異なる。“Gate Closes 17：00”、“Gate Closes
18：00” とするべきであろう。
「天守閣・西の丸は 17 時 30 分に閉まります。
」の英語説明が
存在しない。これは重要な情報であるので、“Main Tower and
West Bailey：Gate Closes 17：00” を加えるべきであろう。
英語と日本語の意味が異なると思われる例と日本語の重要な
情報が英語説明に存在しない例である。
4 は、姫路城案

4

内図の右上に貼ら
れた “Notice” をご
覧 い た だ き た い。
これに平行する日本語説明は存在しない。
“You can’t enter the Main Castle Keep” と し て い る。
文法的には全く問題はないにせよ、“can’t” は話し言葉
であるので、案内板では “can not” を使用するべきで
あろう。また、“ ※ You can enter other area except Main
Castle Keep” について、“other area” は文法的な誤りで
ある。さらに、少々丁寧な表現にし、“You may enter any other area but the Main Castle Keep” とする
Tower” ではなく “Main Castle Keep” を使用
ほうが良いであろう。4 では「大天守」を “Main
（Castle）
している。統一をもたせるべきである。
英語説明に平行する日本語説明が存在せず、文法的誤りが存在する例である。
また、姫路城案内図の英語説明文が存在しない。
5

5 は西の丸、長局（ながつぼね）の廊下に存在した
一般的な案内板である。
「建物内全域」を “In Buildings” としている。しかし、
長 局 も 化 粧 櫓 も 一 つ の 建 物 内 に 存 在 す る。“In the
Building” とするべきであろう。意味が異なってしまう。
「禁煙」
、
「落書き厳禁」
、飲食禁止」を “No Smoking”、
“No Scribbles”、“No Eating and Drinking” と し て い る。
“No Scribbles” は、「 松 本 城 」 で 提 案 し た よ う に “No
Scribbling” とするべきであろう。
「飲食禁止」は松本

城の案内板に合わせて “No Foods or Drinks”、あるいは、
前の 2 例に “–ing” を使用しているので、“No Eating or Drinking” とするべきであろう。“and” は文法
的な誤りと言える。
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6 は 5 と同様、
「建物内全域」を “In Buildings” としている。“In the

6

Building” とするべきであろう。「土足厳禁」、「履物はビニール袋に
入れてお持ちください。」
、「階段転倒注意」、
「子供は危険防止のた
めスリッパを履かないでください。
」を “No Shoes Allowed”、“Carry
Your Shoes in Plastic Bag”、“High Steps !”、“No Slippers for Children”
としている。
「厳禁」の意味を強調するならば、“Shoes Strictly Prohibited” とし
た方が良いであろう。別の案内板では、「土足お断り」を “Do not
enter the building with your shoes on.” としていたが、その案内板でも
長い文の代わりに “No Shoes Allowed” とするべきであろう。この別
“...in
の案内板においては “in the building” としていたことは興味深い。
Plastic Bag” は文法的な誤りである。“...in Plastic Bags ” とするべきで
ある。別の案内板でも同じ誤りが存在した。階段について注意を喚起するため別の案内板では、
“WATCH YOUR STEP” を使用していた。6 もこれに準じ、ただし字体を変えて、“Watch Your Step”
とするべきであろう。「子供用のスリッパはない。」の意味に解釈可能である。“For safety please do
not allow children to wear slippers.” とするべきであろう。
7 は「姫路城内全域」
、
「禁煙」
、
「火気厳禁」を “No Smoking”

7

で一括しているように思われる。上の案内板と下の案内板を
一枚にし、“In the Whole Area of Himeji Castle”、“No Flammables”、
“No Smoking”、“No Eating or Drinking” とすることを提案する。
「火気厳禁」を “Flammables” のみとすることは、明らかな文
“and”
法的誤りである。また「飲食禁止」についても 5 と同様、
ではなく、“or” を使用するべきと思われる。
世界遺産に登録されているにも拘わらず、松本城と比較し、
一般的な案内板の英語の日本語との矛盾、文法上の誤りが多
く見られる。

「右側通行」を 8 では “Keep
to the Right”、9 で は “KEEP

8

9

RIGHT” としている。字体も
どちらも容認可能である。し
かし、あえて言えば、
「松本城」
で 提 案 し た よ う に、“Keep
Right” と統一させた方が良い
ように思える。
8 の「〜入り口」は “Entrance
to ...” という英語と平行する
１）

コロケーションである。
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10

姫路城では、実際、厳しく無料入城への対策を講じているように思える。
10 は日本語を「出口専用」と書き換える必要があると思える。日本語と英
語が一致しない例と言える。
姫路城は、世界遺産に登録されているにも拘わらず、一般的な英語案内
板において、松本城と比較し、問題点が多いように思える。

11

11 は「順序よく並べて置いて下さい」、

12

「ここのベビーカーは私物です」を
“PLEASE SET OUT IN GOOD ORDER.”、
“Personal Belongings Don’t use” としてい
る。“set out” は「陳列する」という意味
で使用されることが多い。“place” を使
用し、“Please place carriages in good order.”
とするべきであろう。
また、後者も文法的な誤りは存在し
ないにせよ、日本語にスタイルを合わ
せ、“These baby carriages are personal
belongings and not for public use” とした

方が良いと思われる。
「盗難・紛失・破損等については、一切責任を負いません。」を “We are not responsible for lost,
stolen or damaged items.” については、
「等」は入っていないが、これで十分と思われる。
12 は「姫路城全域」
、
「飲食禁止」
、
「火気厳禁」
「石垣に触れないで！」を “Whole area in Himeji
Castle”、“Do not eat or drink here”、“No open flame”、“Please do not touch the stone wall” としている。
「危
険物持込禁止」に平行する英語記述は存在しない。
“Anywhere in the Himeji Castle” とし、また統一をもたせ、“No Eating or Drinking” や “No Flammables”
とするべきであろう。「石垣に触れないで！」については問題がない。
「危険物持込禁止」について
“No
Dangerous
Objects”
は
を加えるべきである。
15
13

14
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13 の「順路」について、松本城の “Route” と異なり、すべて “Tour Route” としている。どちらで
も良いのであるが、松本城に準じ、“Route” のみで足りると思われる。
14 の「避難口」“Emergency Exit” は、松本城には存在しなかった案内板である。すべての城郭に
設けるべきと思う。
15 は「ご来城ありがとうございました」を “Thank you for coming” としている。全く問題がない。
他に、“Thank you for visiting”、“Thank you for your visit” も可能である。但し、他の観光名所に見ら
れることがある “Thank you for your coming [visiting]” とするべきではない。
以上、姫路城の一般的な案内板について検討を加えたが、世界遺産に登録されているにも拘わら
ず、松本城のものと比較して、文法的な誤りや日本語説明との矛盾が多く見られた。
３．
１．
２
16

一般的な城郭の事物に見られる案内板
16 の表記は「松本城」で提案した通りのものである。
すべて、この表記に統一させていただきたい。
表題を Bugukake
（Rack of Arms）とし、説明に入って
いる。
日本語名詞をイタリック体で表し、その後の
（

）

内に英語説明の “Rack of Arms” を加えている。
この表記法、日本語学習者のために、すべての日本
の名所旧跡の英語案内板において統一させていただき
たい。
“These projections were used to rack swords, spears and
guns....” の説明の英文については、表題の表記法からも予測されるが全く問題がない。尚、
「武具掛」
は松本城には存在しなかった。16 と 18 は天守内部に存在し、2009 年 3 月に撮影した。
17

17 は、英語の表題を 16 に準じ、字体も変え、“Ishiotshi
[Mushaotoshi（Stone
]
” とすることを提案
Throwing Hole）
する。日本語名称が複数存在する場合、[

] を使

用し、英語説明は（

）を使用するのである。日本
[
語の表題も「石落し 武者落し ]」とする。下から 2 行
目から始まる、“These holes are sometimes called “FukuroHazama” meaning “a narrow place which is like a bag.” ” の
“Fukuiro-Hazama” は Fukuro-Hazama とするべきであろ
う。
日本語説明と英語説明はほぼ平行していると言える。
尚、
「松本城」では、
「石落」としており、“Stone Dropping
Shelves” とすることを提案した。
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18

18 は、姫路城天守の厠 [ 便所 ] の構造を述べたもの
である。日本語説明より英語説明の方が細かい例で
ある。国宝 4 城で厠の説明がされているのは姫路城
だけである。
「厠
（便所）の構造」を “Structure of Toilets” としてい
る。
「
（便所）」は、
「[ 便所 ]」とするべきであろう。「地
階東北隅の厠とその構造
（ 解 体 中 ）を “Structure of
Toilets in the basement” としている。写真から明らか

であるので「
（解体中）」の英語は不要と思われるが、
「東北隅」は必要であろう。“Structure of Toilets in the
north-east corner of the basement” とするべきであろう。「発掘された便壺の備前焼」を “Bizen Pottery
Soil Reservoir” としている。写真から明らかであるので、
「発掘された」の英語は不要と思われる。
但し、“Soil” より具体的意味を有する “Sewage” を使用した方が良いと思われる。説明文中の “...they
have quite large Bizen under each of them to be used as a reservoir for night soil.” も単に “a reservoir for
sewage” とするべきであろう。日本語説明の「これらの厠」は「この厠」とするべきである。
19

20

19、20 は Wikipedia の記述と異なり、（大）

21

天守を “Main Tower” としている。但し、21 は
1 行目で “the
英語説明の中で、Wikipidea と同様、
main Himeji Castle keep”、 最 終 行 で “the main
keep” を使用している。記述を統一させるべき
２）

であろう。

尚、19 は「天守」の下を、日本語学習者の
た め に も、 表 記 を 統 一 さ せ、“Tenshu（Main
Tower）”、「西の丸」の下を “Nishinomaru（West
Bailey）” とするべきであろう。
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姫路城特有の事物の案内板
22 は 2009 年 3 月に撮影した、天守内部に存在し
た主な歴代藩主についての記述である。日本語説明
は「羽柴秀吉が播磨国を与えられると小寺管兵衛の
姫路城に入り ...」で始まっているが、英語説明は
“Himeji Castle in the medieval days belonged to the
Kodera Clan....” で始まっている。日本語と英語はス
タイルは違うがほぼ内容が一致していると言える。
英語説明 6 行目の “He was followed Terumasa Ikeda....”
は文法的な誤りである。“He was followed by Terumasa
Ikeda....” とするべきである。

23

23 は、24 の日本語説明の左に記述されていた。案
内板が金属製であるため、光が反射し、判読が困難
であった。
24 で記述されている、熊本城と名古屋城が原形を
とどめていない理由が西南戦争と太平洋戦争である
ということを除いては、23 は 24 とほとんど記述内
容が異ならないと言える。
23 の英語については、誤りとは言えないが問題点
が存在する。第 1 段落 1 行目から 2 行目の “On the
hill called Himeyama, the center of the Harima Plains

24

Himeji Castle rises high in the sky.” は “...Himeyama in
the center of Harima Plains, Himeji Castle....” とするべき
“ According
であろう。第 1 段落下から 3 行目からの （
to History of Himeji City（Volume No.14）published in
” は、
“ According
1988, some researcher dinies this theory.）
（
to the History of Himeji City... in 1988, a researcher
denies....” とするべきであろうか。“dinies” は明らか
な綴りの誤りである。第 2 段落 3 行目からの “After
the called Sekigahara Battle in 1600, Terumasa Ikeda, sonin-law of the Shogun, Ieyasu Tokugawa in the Edo Period

（1603-1858）was sent to the Harima Province and built
Himeji Castle in the present form.” は “...called the Sekigahara Battle...Terumasa Ikeda, the son-in-law...built
Himeji Castle in its present form.” とするべきであろう。第 3 段落の “Ieyasu Tokugawa had Terumasa Ikeda
build such a magnificent castle to show his power and dignity to the opponent family, the Toyotomis and
their retainers in western Japan.” は “...build this magnificent castle...and dignity to the Toyotomis, an
opposing family, and their retainers....” とするべきであろう。第 4 段落の “West Bailey and Cosmetic Tower
were built by Lord Honda with the dowry brought by her. Himeji Castle in the present form was completely
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finished in 1618.” は “The West Bailey and the Cosmetic Tower.... Himeji Castle in its present form....” とす
るべきであろう。第 5 段落の “The Sakais were posted here by succession from 1749 to 1868, when the
Meiji Period started.” は “...by succession from 1749 until the beginning of the Meiji Period in 1868.” とし
た方が良いであろう。最後の文 “The castle also escaped being bombed during World War 2.” は “...during
World War Ⅱ .” とするべきであろう。最終段落の “In 1931 the Main Tower, East Small Tower, West
Small Tower, Northwest Small Tower, and four corridors connecting these towers were designated as national
treasures , and other 74 buildings were designated as important cultural assets.” の “four corridors” は “the
four corridors”、“and other 74 buildings” は “and the other 74 buildings” とするべきであろう。“In 1956
the hectares within the middle moat was designated as special place of historical interest.” は “In 1956 space
within the middle moat was designated as a special place....” とするべきである。冠詞の欠落は文法的誤
りである。最後の文 “In December, 1993 Himeji Castle was registered by UNESCO as the World Cultural
Heritage....” は “... as a World Cultural Heritage....” とするべきであろう。
25

25 は天守全体の部位の説明であるが、
「大天守」や「乾
小天守」などを “Daitenshu” や “Inui-Kotenshu” のようにロ
ーマ字表記している。
「松本城」で提案したように、表記
は、“Daitenshu
（Main Tower）” や “Inui-Kotenshu
（Northwest
” とするべきであろう。
Small Tower）
26 は 25 の右上に記述されている。複数の天守から天

26

守が構成されていることを強調するのであろうか、“The
Main Tower Complex” としている。日本語説明の「様々な
破風、夢の乱舞ともいうべき音楽的な構成美です。
」は冗
長に感じられる。英語説明 “The Main Tower Complex has a
beautiful combination of curved and straight lines. Two
different factors-elegance and vigor make the complex more
beautiful and this is indeed Japanese.” の 2 番目の文は “Two
different factors, elegance and vigor, make the complex more
appealing to the eye and this is indeed a Japanese sense of
beauty.” とした方が良いように思える。そしてこれら英文
の日本語訳を日本語説明とすることを提案する。

27
27 は表題の「天守の特徴」を “Features
（Characteristics）
” という
of the Main Tower” としている。“
（Characteristics）
説明は不要であろう。“Features of Main Tower” で足りる
と思われる。また、表題であるので、“Main Tower” のみ
でも足りよう。
27 は金属製であるため、光が反射し、撮影した説明文
は判読不能であった。
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28 は西の丸の長局
（ながつぼね）の中の案内板の説

28

明であるが、理解しにくい点がある。「曲輪（くるわ）
が狭い場合は、渡櫓などの内部を御殿の一部として、
長局などに利用することがありました。
」という点で
ある。この部分は英語説明に準じ、「西の丸の狭くな
っていた所では、渡櫓などの内部を ....」とするべき
であろう。また、英語説明 “Where this bailey was too
tight, the interior of the tower was used as part of palace.”
の “the tower” は、松本城の案内板のように “the roofed
passage” とした方が良いと思われる。
英語説明中の “Nagatsubone” は “Nagatsubone” とイ

29

タリック体にすべきであろう。
日本語説明と英語説明はほぼ内容が一致してい
る。
29 は「長局」を「長い廊下」と定義しているが、28
と明らかに矛盾する。28 に合わせるべきであろう。
“Entrance to Nishinomaru-Nagatsubone
（Palace Containing
” とするべきと思われ
Connected Rooms in West Bailey）
る。
30 は日本語説明に “seem out of place on this building”
に相当するものが存在しないことを除いて、日本語説
明と英語説明はほぼ一致していると言える。
表記はこれまで提案してきたことに加え、“Rouka
no Ooto
（Doors of the Corridor）” とするべきであろう。
「廊下（ろうか）」、「大戸
（おおと）」であるから、“h”
“u”
“o”
を
や
とした。また “No” を “no” としたのは、
「〜の」が英語の前置詞に平行するからである。
31

32
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31、32 は、「長局」と一体をなし「西の丸御殿」を形成するであろう、「化粧櫓」の説明である。
一般的に「櫓」は “turret” とされるが、姫路城内で “turret” とされているものに比べ、大きさや歴
史的重要度が優ることなどから、“tower” としたと思われる。
「武蔵野御殿など桃山時代の居館様式の ....」
、の「武蔵野御殿」に相当するものが英語説明に存
在しないこと以外、説明内容はほぼ一致していると言える。
“vanity” の有する意味の豊富さのため、
“Cosmetic
23 の案内板のように、
英語表題 “Vanity Tower” は、
Tower” とした方が良いように思える。
尚、“...few of the many valuable old buildings constructed during the Momo-yama Period
（ca.1600）still
survive.” の “survive” は、姫路城が戦火その他に遭遇したことがないことからも、“remain” とした
方が良いと思われる。
33

33 は天守に通じる門の礎石を説明している。
表題「灯籠の台石」を “Stone Lantern Base” とし
ている。30 に合わせて、英語表題を “Tourou no
Daiishi
” とするべきであろう。
（Stone Lantern Base）
“A lot of Buddhism-oriented stones once existing on
the hill called Himeyama were used to build stone
walls as the substitute.” としている。日本語説明に
は、“Buddhism-oriented” に相当するものが存在し
ない。英語説明の方が詳しい。「（檀家が寄進した
寺院の灯籠など）仏教にまつわる」という内容と
思われるが、“Buddhist religious” の方がわかりや

34

すいと思われる。“the substitute” 数に関する文法
的誤りである。“substitutes” とすべきであろう。
34 は 30、33 に合わせて、英語表題は、“Jujimon
no Onigawara（A Tile of the Cross）” と す る こ と を
提案する。尚、“The” より “the” の方が良いと思
われる。説明文の内容はほぼ一致している。
しかし英語説明文にはいくつかの問題が存在す
る。“A bulky atop the Chinese gabled roofs of the Ni
No Gate at the right hand has the Cross on it. Which
was believed as the remain of Christian glory of their
times or ward off any mis fortune. It is rare for most of

Japanese Castles have such a roof tile, though the tiles（called devil’s tiles）on the both south-side and eastside of the Ni No Gate bear the designs of Ocean waves. Those patterns meant to avoid disasters particularly
fire.” が英語説明文である。最初の文の “the Ni No Gate”、は “the Ni no Mon
（the Fourth Gate）” と、“has
the Cross” は “has a cross” とするべきであろう。20 の案内板では、“Ni Gate” としており、33 のよう
に、“Ni No Gate” としておらず、記述が矛盾する。20 も、“Ni no Mon
（Fourth Gate）” とするべきで
“Which”
あろう。2 番目の文は、関係代名詞
で始まっており、案内板などでは不適切と思われる。
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人称代名詞の “It” で始めるべきである。また、それに続く部分は、“was believed to be the remains of
the Christian and able to ward off any misfortune.” とするべきであろう。“mis fortune” は明らかな綴り
の誤りである。3 番目の文に明らかな文法的誤りが存在する。その修正も含め、“It is rare for most
Japanese castles to have such a roof, though the tiles
on both the south-side
（called Onigawara（devil’s tiles））
and east-side....” とするべきであろう。最後の文は “disasters” と “particularly” の間にコンマが必要で
ある。
35

「油壁」という表題を “Oil Wall Aburakabe”
” とするべ
としている。“Aburakabe
（Oil Wall）
きであろう。“In addition it is bulletproof.” に相
当するものが日本語説明には存在しないが、
35 の案内板は内容、スタイル共、ほぼ平行し
ていると言える。
36

36 は「塩櫓」、「米櫓」を “Salt Turret”、“Rice
”、
Turret” としているが、“Shio Yagura
（Salt Turret）
“Kome Yagura
” とするべきであろう。
（Rice Turret）
37

37 は表題の「塩櫓」を “Salt Turret Shio-Yagura” とし
” とするべきであろう。
ている。“Shio Yagura（Salt Turret）
日本語説明は、
「ここに続く他門は」で始められてい
るが、
この日本語は冗長に感じられる。英語に合わせて、
「この長い建造物は」でよいと思われる。また、日本語
説明の「塩は、「ハ」「ニ」の渡櫓に貯蔵され」は英語
説明には存在しない。
但し、内容はほぼ一致していると言えよう。文法面
では誤りは存在しない。

38
38 の表題は「腰曲輪」を “Waist Quarter Koshi-Kuruwa”
としている。これまで提案してきた通り、“Koshi Kuruwa
（Waist Quarter）” とするべきであろう。
38 は英語説明に問題が存在する。“This is on the north
side of the Main Tower. It is called Waist Quarter, because it
is the waist of the castle grounds.” は、“...because it looks like
the waist of the castle.” とするべきであろう。“The building
on the edge of the hill.” に続く “For this reason the eaves of
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the building are gently curved. This is a weak point and so the building is built to prevent the attack from the
north side.” という 2 文は意味不明である。“The gentle curve of the hill is a weak point on the north side
of the castle. Please notice the eaves of the building are gently curved following the curve of the hill.” とする
方が良いと思われる。要するに、38 の日本語説明と英語説明はあまり一致していない。尚、表題
については、“Waist Bailey” としても良さそうであるが、
「備前丸」や［西の丸］に比べて狭いので、
38 は “Waist Quarter” としたと思われる。
３．
１．
４

その他の案内板
「奥女中のくらし」という表題を “Ladies in
Waiting” としている。説明内容の量からして、

39

日本語表題は、単に「奥女中」で足りると思
わ れ る。 平 行 す る 英 語 表 現 は 説 明 文 中 の
“Innermost Maids” とするべきであろう。
“The women who worked in the palace were
called innermost maids’ or palace maids’. They
lived in the rooms of the baileys,” と し て い る
が、シングルクウォーテーションはダブルク
ウォーテーションにするべきであろう。また、
「長局」は「化粧櫓」を含め一つの建物であ
るため、“in the rooms of the bailey” とするべ
きであろう。39 の日本語説明と英語説明は、
内容、スタイル共ほぼ一致している。
３．
２

彦根城の案内板の英語

同じ国宝天守を有しながら、松本城や姫路城より規模が小さいせいか、案内板の数は少なかった。
３．
２．
１
1

一般的な事物の案内板

1 は表題の「特別史跡名勝指定地 彦根城城域平面略図」を “special
historic and beautiful relice. Hikone-jo castle and it’s area plane epitome.” と
している。
2 つの句にピリオドを加えているが、不要である。“beautiful relice”
について “relice” は “relic” の綴りの誤りである。“scenic spot” とする方
が良いであろう。また、“and it’s area plane epitome” は “its surrounding
plane” とするべきである。
「城域平面略図」は、案内板を見れば明白な
ことなので、英語訳する必要がないであろう。“it’s” は明らかな文法
的誤りである。“its” である。また、“Hikone-jo castle” は、単に、“Hikone
Castle” で足りると思われる。
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表記上も “Hikone Castle and Its Surrounding Plane
（Special Historic and Scenic Spot）とすることを提
案する。
2 は「彦根城図」を “GUIDE MAP IN THE CASTLE” としている。
1 と同様、2 も “Hikone Castle” のみで足りると思われる。強い

2

て 英 語 訳 す れ ば、“Guide Map in The Castle” で は な く、“Guide
Map of Hikone Castle” である。“in” では、
「彦根城の中にある地図」
という意味になってしまう。
「天守閣
（国宝）
」を “Main Castle Tower
” としている。8 に合わせて （
“ National Treasure）
”
（A National Treasure）
で足りるであろう。
表記については、文や句の表題の先頭に来ない限り冠詞や前
置詞や “and” は小文字で始め、その他は大文字で始めることを
提案する。
3

5

4

3 は「たばこ・飲食物 禁止」を “NO SMOKING” のみとしている。“NO EATING OR DRINKING”
３）

も加えるべきである。英語の表示が不足している例であると言える。
4 は「土足厳禁」を “SHOES STRICTLY PROHIBITED” とし、日本語と英語が一致している。
5 は「お手洗い」を “TOILET” としている。“TOILETS” と複数にした方が良いであろう。また、
“RESTROOMS” や “WASHROOMS” としてもよいと思われる。４）
6

7

6 は「彦根城入口」を “The Entrance to Hikone Castle” としている。
「〜入り口」は “Entrance to 〜 ”
はとするのが一般的である。
このような説明文が付加されない短い表示では定冠詞は不要と思える。
7 は「この水は飲めません」を “This water is not suitable for drinking” としている。それぞれ、内
容とスタイルが一致していると言える。
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３．
２．
２

一般的な城郭の事物に見られる案内板

松本城、姫路城のような「石落し」、のようなほとんど全ての城に見られる物の記述は存在しな
かった。
8

8 は 2 と似ているが、異なる。「天守
（国宝）
」
を “Main Tower
（National Treasure）” とし、
「太鼓
門櫓（重要文化財）
」
を “Taiko-mon yagura
（Turret）
” とし、
（Important Cultural Asset）
「西の丸三重櫓
（重要文化財）
を“Nishi-no-maru Sanju-yagura
（Turret）
” としている。
（Important Cultural Asset）
「国宝」
、
「重要文化財」などの付加説明が存在する場
合、1 の案内板でも提案した通りのものに準
じるべきであろう。但し、8 についての英語
は、“Tenshu（Main Tower）
（National Treasure）”、

“Taikomon Yagura（Drum Turret）”、“Nishinomaru
Sanjuu Yagura（Three-storied Turret in West Bailey）
（Important Cultural Asset）” とすることを提案する。
“Three-storied” は “Three-story” としても構わない。この記述法も複数の案内板に存在した。統一さ
せるべきである。
３．
２．３

彦根城特有の事物の案内板

9

9 は「彦根城の歴史」についての記述である。
双方の表題が、「彦根城の歴史」や “History of
Hikone Castle” としていないことは興味深い。
記述内容が歴史であるので、
「歴史」“History”
は不要であろう。説明文について、日本語では
井伊直政が「病死」とあるが、英語では “...died
of battle wounds” と な っ て い る。3 行 目 か ら 4
行目にかけての “Naomasa was transferred to that
castle, which had been destroyed at the time of war
in 1601.” は、日本語説明に合わせて、“Naomasa
was transferred from Takasaki Castle to Sawayama

Castle in 1601.” とするべである。最後の文の “Hikone Castle has been chosen one of the 100 Best Sightseeing
Places in Japan.” は “...chosen as one of the 100....” とするべきである。文法的な誤りである。また、
10 を含めて他の案内板では、化粧櫓以外、“Turret” を使用していたが、9 では “...Tenbin Tower,
Taikomon Tower, Sanju Tower, Sawaguchi Tamon Tower....” と “Tower” 使用していた。日本語名詞を
イタリック体にし、“Turret” に統一させるべきである。
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10 は「本丸跡」を “The“ Building of the Main

10

Tower Area ”Sites” としている。天守の周りに
存在していた、
「御広間
（おんひろま）
」、「宝蔵
（ほうぞう）
」、
「矢櫓」
、
「着見櫓
（つきみやぐら）
」
“There
were
について記述されている。1 行目の
Ohiroma-hall, Hozo-libraries, Yagura-turrets,
Tsukimi Yagura-turret and so on around the
Tenshu-main tower.” について、ローマ字表記
の誤りが見られる。“Onhiroma-hall”、“Houzoulibraries”、“Yayagura-turrets” と日本語の部分を
イタリック体に変え、修正するべきである。
“and so on” は “and others” とした方が良いと思
われる。下から 2 行目からの “...the government building were relocated at the foot of the mountain early
Edo period.” は “...the mountain in the early Edo period.” とするべきである。文法的な誤りである。
” としていた。
11 は「天守閣」を “Tenshu
（Donjon）

11

2 の案内板では、“Main Tower” としていた。記述
”
を統一させるべきであろう。“Tenshu
（Main Tower）
とすることを提案する。
12 は 11 と異なり、
表題の「天守」
を “Tenshu
（Main
castle tower）” としている。表記上、“Tenshu（Main
” とするべきであろう。“Three-story
Castle Tower）
main castle tower. Though comparatively small in
scale, the structure demonstrates the superior design
required of a castle during period of war.” について、
最初の句でピリオドの使用は誤りである。“Though
comparatively small in scale, the structure of the three-

12

story main castle tower....” と修正するべきである。
また 2 行目からの “With its artistic arrangement of
different roof styles, “Kirizuma-Hafu” , “IrimoyaHafu”, “Kara-Hafu” , elaborately designed windows,
“Katomado” on the second or the third floors, and the
balustrades or railings that surround the verandas on
third floor of the external appearance is spectacular.”
に つ い て は、“...on third floor of the external....” の
“of ” の存在は文法的な誤りである。“of ” を削除
し、“Its artistic arrangement of ...the balustrades or
railings surrounding the verandas on the third floor makes the external appearance spectacular.” とすること
を提案する。そして、“Kirizuma Hafu”、“Irimoya-Hafu”、“Kara-Hafu” と表記することを提案する。
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それに続く「この天守は大津城
（滋賀県大津市）の天守を移築したものと伝えられている。
」に対応
する英語説明を “It is said to have originally the main tower of Otsu Castle
（Otsu City, Shiga）which was
moved and reconstructed.” としている。この文も文法的な誤りが見られる。“been” が脱落している。
その点も含め、“It is said to have originally been the main tower of Ootsu Castle
（Ootsu City, Shiga）, and
to have been moved and reconstructed.” とすることを提案する。
13

13 は「太鼓門櫓及び続櫓
（重要文化財） 桃山時代」
を “[Taikomon-yagura and Tsuzuki-yagura（Important
National Cultural Property）] Momoyama Period” として
いる。表記上、“Taikomon-yagura
（Taikomon Turret）and
Tsuzuki-yagura（Tsuzuki Turret）Momoyama Period” と
することを提案したい。スタイルはかなり異なるが、
内容はほぼ一致している。
1 行目の文 “The yaguramon-gate was to fortify the turret
and served as the front entrance of the main enclosure”
“...was to fortify....” は文法的な誤りである。
について、
“...was used to fortify....” と す る べ き で あ る。 ま た、

“...the front entrance of the main enclosure.” について、“...entrance to the main enclosure.” とした方が良
いであろう。“The yaguramon-gate” は “The Yaguramon-gate” とするべきであろう。2 行目からの文
“During the time when Hikone Castle was built, this original building was removed and reconstructed back from
another castle.” について、“when” は不要であり、“this original building” は “the original building” とす
るべきであり、“... reconstructed back from....” の “back” は削除するべきである。最後の文、“The
yaguramon-gate was unusually unique as the back of the building was an open corridor with banister.” は、“The
Yaguramon-gate was unique...an open corridor with banisters.” とするべきである。
枚数に制限があるため、以後、出来る限り簡略に記述する。彦根城の案内板の説明文には問題点
が目立つ。
14

14 は「西の丸三重櫓
（重要文化財）
」を “Nishinomaru
Sanju yagura
– Important
（Nishinomaru Three-Storied Turret）
National Cultural Asset” としている。“Nishinomaru Sanjuuyagura（Nishinomaru Three-storied Turret）
（Important
National Cultural Asset）” とすることを提案する。日
本語説明と英語説明の内容はほぼ一致するが、14
の英語説明でも、文法的な誤りを含め、いくつかの
問題点が存在した。“Nishinomaru Three-storied Turret
is on the north west corner of Nishinomaru which is next
to the Honmaru quarter. It has these turrets in an obtuse

angle on both the east side and the north side. The whole building is plastered in simple grace.” とすること
を提案する。

− 34 −

文教大学情報学部『情報研究』第 45 号

15

2011 年 7 月

15 は「二の丸佐和口多聞櫓
（重要文化財）
江戸時代」
を “[Ninomaru Sawaguchitamon-yagura Turret
（Important
National Cultural Property）] Edo Period” と し て い る。
“ N i n o m a r u S a w a g u c h i t a m o n - y a g u r a（ N i n o m a r u
Sawaguchitamon Turret）
（Important National Cultural
Property）Edo Period” とすることを提案する。どちら
で も よ い の で あ る が、14 で は “Important National
Cultural Asset” を、15 では “Important National Cultural
Property” を使用していた。どちらかに統一させるべ

きであろう。英語説明文 1 行目は日本語説明と内容
が矛盾する。“The Sawaguchi entrance was one of four entrances....” とするべきである。2 行目から始
まる文中の “...and another right -angled Yaguramon-gate....” は “...and the right-angled Yaguramon-gate...”
とするべきである。最後の文の “This square-grid formation poise to be solid
（known as Masugata）” は
“...formation built to be solid
（known as Masugata）” とするべきであろう。
16

16 は「時報鐘及び聴鐘庵」を “Jihosho（Time Signal
Bell）and Choshoan
（Bell House）” としている。
“Jihoushou”、“Choushouan” とすることを提案する。
最後の文は日本語説明には存在しない。英語説明
の方が多い例である。2 番目の文 “It was moved to the
present position....” は、“It was moved to its present
position....” と、最後の文 “Please enjoy tea ceremony at
the tea house “Choshuan”, and experience Ii Naosuke’s
thoughts.” は、“...at the tea house Choushuuan, and
experience Ii Naosuke’s state of mind.” とすることを提
案する。

17

17 は「着見台
（着見櫓跡）
」を “Tsukimidai or Tsukimi
” としている。
yagura-ato
site
of
Tsukimi
Turret）
（
「着見
台 [ 着見櫓跡 ]」とし、“Tsukimidai [Tsukimi-yagura Ato]
” とすることを提案する。日
（Site of Tsukimi Turret）
本語説明と英語説明はほぼ内容が平行している。
17 も 英 語 説 明 に 問 題 点 が 見 ら れ る。 第 1 文 の
“...there was a two-storied tower called Tsukimi-yagura....”
は “...there was a two-storied turret called Tsukimiyagura....” とするべきである。少なくとも同じ案内

板においては統一をもたせるべきである。第 2 文 “It
was used to watch the gates of the castle, such as Sawaguchi gate and Kyobashiguchi gate stretch below, for
any visitors beside that it has a distant view of Kiritoshido
（Hikonedo）which is the way , branch awayfrom
Nakasendo way and over Mt. Sawa, and the entrance to the castle.” は文法的誤りも複数見られ、Martin
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氏によると、ネイティブにも読みにくい文のようである。表記の点も含め、“It was used to watch for
any visitors to the gates of the castle... Sawaguchi gate and Kyoubashiguchi gate which could be seen below.
It had a distant view of Kiritoushidou
（Hikonedou）which is a branching road of Nakasendou way, over Mt.
Sawa, and to the entrance to the castle.” とすることを提案する。最後の文 “Now it is the observatory,
people enjoy beautiful views from here” は “Now the site is an observatory, and people enjoy beautiful views
from here.” とすることを提案する。
18

18 は［登り石垣］を “Nobori-Ishigaki Stone Wall”
としている。“Nobori-Ishigaki
（Uphill Stone Wall）” と
することを提案する。日本語説明のほうが多い例で
ある。「石垣の向かって左側が ...「竪堀（たてほり）
で ...」の部分や最後の豊臣秀吉の朝鮮出兵の折のこ
とは、英語説明に存在しない。
「彦根城には、全国
的にも珍しい「登り石垣」が 5 箇所に築かれていま
す。
」を “The unusual “Nobori-Ishigaki” stone walls were
built in five places nationwide and Hikone Castle being
one place.” としている。双方の意味は矛盾している。

日本語説明が正しいとすれば、“The unusual NoboriIshigaki stone walls were built in five places of Hikone Castle.” とするべきである。また、その次の文
‟ ‟Nobori- Ishigaki” – uphill stone walls – was built....” は “Nobori-Ishigaki, Uphill Stone Wall, was built....”
とするべきであろう。
19

19 は「馬屋」を “Umaya
（the stable）” としている。
“Umaya（Stable）
” とすることを提案する。双方の説明
文は内容面ではほぼ平行している。しかし、英語説
明文には文法的な誤りも見られ、問題点が存在する。
1 行 目 の “This was an L-shaped plan stable for keeping
21 horses of the lord constantly.” は “...permanently
keeping 21 horses of the lord.” とするべきであろう。そ
れに続く、“Most of the the space of this building is for
keeping the horses standing by and hitching, except the
east side of the stable with a tatami-floored small room
which borders on Sawaguchimon Yagura turret and the

gate, near the west side of it.” は “...for keeping the horses standing by or for hitching...which borders on
Sawaguchimon Yagura [Turret] and the gate.” とするべきであろう。その後の “Originally this stable was
considered that expanded toward the south, but it has not rebuilt yet.” は文法的な誤りが存在する。“...this
stable is considered to have expanded toward the south, but it has not been rebuilt.” とするべきである。
最後の文中の “is designated as a cultural asset of national importance” は他の案内板に合わせて、“is
designated as an important national cultural asset” とすることを提案する。
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犬山城の案内板の英語

同じ国宝天守を有しながら、彦根城よりさらに規模が小さいせいか、案内板の数はさらに少なか
った。
３．
３．
１
1

一般的な事物の案内板
1 は「国宝

犬山城
（別名「白帝城（はくていじょう）
」
を “National Treasure Inuyama Castle known as Hakutei
Castle” としている。これまで提案してきたものに合わ
]
Treasure）”
せ、“Inuyama Castle [Hakutei Castle（National
とすることを提案する。英語説明については、3．3．
3 で述べる。

2
2 は「入城時間」を “Business hours” と
している。表記上 “Business Hours” とす
ることを提案する。やや奇異に感じるが、
“Operating Hours” と共に普通に使用され
る。
「閉門時間」の下に “Leaving the castle
until 5pm” を加えている。これは、“Please
leave the castle by 5pm” と す る べ き で あ
る。
3

3 は、英語と日本語の記述内容が異なる。
「入城時間」については、単に “Hours” とするのではな
く、2 に合わせ “Business Hours” とするべきであろう。
「1. 清掃準備していますが準備でき次第（8 時 45 分頃）
入場していただけます。
」これに平行するものは英語
で表示されていない。尚、2 に合わせ、
「入城」とする
べきである。また、
「3. 学生割引はありません。
」や「4．
入場は 4 時半まで、5 時には閉門します。天守閣から
先にご観覧ください。
」に平行する英語が存在しない。
一方、“Group discounts available
（30 or more：10% off, 100
or more：20% off ）” に平行する日本語は存在しない。
日本語説明と英語説明が平行していない。
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4 は犬山城天守の

4(2)

4

入り口に見られた案
内板である。「「くつ」
はビニール袋に入れ
てお持ちください。」
と「
「くつ」を置いて
行かれた際に紛失等
があっても責任は負
いません。」に対して、
英語説明は、“Please take off your shoes before entering. Thanks for your cooperation.” である。双方が
平行しない例である。“Please carry your shoes in plastic bags.”、“We are not responsible for shoes left
here.” とするべきであろう。
日本語の表示は見

5(2)

5

られないが、「ご注意
くつを履いたまま
スノコに上がらない
で下さい。」とするつ
もりであったのだろ
うが、“Notice To step
on the drainboard with
shoes is forbidden.
Please take them off.” としている。この英語は問題である。“with shoes on” とするべきである。5（2）
のようなものが「スノコ」であるから、“duckboard” とした方が良いだろう。
３．
３．
２

一般的な城郭の事物に見られる案内板
6 は大掛かりな、一般的な城郭の防衛装備

6

の「石落し」にあたる案内板である。他の城
と異なり、犬山城では、一部屋独立させ , 専
用としている。
「石落しの間」を “PLACE FOR
STONE-DROPPING” としている。“ISHIOTOSHI
no MA
” とする
（PLACE for STONE-DROPPING）
ことを提案する。
日本語説明と英語説明はほぼ完全に平行し
ている。但し、“They dropped stones from here
to avoid invaders scaling the walls....” の “They”
は漠然としている。“Defenders” とすることを
提案する。
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犬山城特有の事物の案内板

7

7 は表題の「犬山城の歴史」を “The
Inuyama Castle” としていた。定冠詞
は不要と思われる。
説明文の記述内容が犬山城の歴史で
あることが明らかなので、彦根城の
9 に準じ、日本語表題も、「犬山城」
で足りるであろう。
日本語説明の方が多い例である。
日本語説明第 5 段落の、
「明治 24 年
の濃尾震災で天守閣の ...」
、第 6 段落
の、伊勢湾台風により被害をうけた
こと、第 7 段落の、犬山城が国宝 4
城の中で最も古いこと、最後の段落
の、平成 16 年に犬山城の所有が個人

から財団法人に移ったことの記述が英語説明には存在しない。
英語についての問題点はほとんど見られなかった。強いて挙げれば、たとえば、“Oda Nobunaga”
を他の城のように “Nobunaga Oda” とすること、第 3 段落の “In 1584, during the Battle of Komaki Nagakute,
Toyotomi Hideyoshi and his army of 120,000 strong from Osaka entered the castle....” を “...Hideyoshi
Toyotomi and his 120,000-strong army from Osaka entered
8
the castle....” とすることであろう。第 5 段落で
「天守閣」
を “the central keep” としていた。
8 は 表 題 の「 天 守 閣 の 規 模 と 構 造 」 を “SCALE &
STRUCTURE OF DONJON” としている。天守閣の規模
を表す英語の用例集的なものである。英語に問題点は
一切存在しない。「天守閣」を “Donjon” としている。7
では “the central keep” としていた。どちらかに統一さ
せるべきであろう。
9 は「上段の間」を “LORD’S ROOM” としている。
“JOUDAN no MA（LORD’S ROOM）” とすることを提案
する。内容的には双方ほぼ平行しているが、英語説明
に問題点が存在する。“This is the room inhabited by the
lord Naruse, called “Jodan no ma”. “Jodan” はローマ字綴
りで、“o” の上に “ − ” が引かれている。“...called Joudan
no Ma” とすることを提案する。その次の文は日本語
説明の「サルホホテンジョウ」を加え、“This room is
richly built, higher, with a special designed ceiling, called
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Saruhoho Tenjou.” とすることを提案する。「この奥に武者隠しの間があり殿様を守る武士が待機し
ています。
」に平行する “In back of thic is the room where the warriors were hiding themselves in preparation
for the worst of the lord.” は “Behind this room is the room where warriors hid themselves in preparation for
defending their lord.” とするべきであろう。原文中の “thie” は “this” であろう。
10

10 は「唐破風の間」を “KARAHAFU ROOM” としてい
”
る。“KARAHAFU no MA
（ROOMS of KARAHAFU GABLES）
とすることを提案する。尚、
『ジーニアス』
、
『レクシス』
は gable の訳語の一つを破風
（はふ）
としている。
双方の説明文はスタイルは異なるが、内容はほぼ平
行する。“It is reported that the rooms were constructed by
the lord Naruse long after the first construction of the castle,
that he extended them just as decoration....” は “It is
reported that the rooms were ordered to be constructed by
the lord Naruse long after the first construction of the castle,

11

and that they were extended just as a decoration....” とする
べきであろう。
11 は「付櫓
（つけやぐら）
」を “ATTACHED TURRET”
”
としている。“TSUKE-YAGURA
（ATTACHED TURRET）
とすることを提案する。
双方の説明文はほぼ平行している。英語について
は問題点が一切存在しない。しかし、“It commands a
good view of the far scenery through the two wooden-frame
windows....” は日本語説明に合わせて、“... through the

three wooden-frame windows....” とするべきである。

４．まとめ
姫路城、彦根城、犬山城の案内板の日本語説明と英語説明について、「松本城」で挙げたものを
一部修正し、次のように分類を行う。（1）日本語説明と英語説明が、（ほぼ）平行すると思われるも
の、
（2）日本語説明の方が明らかに多いもの」
、
（3）
「英語説明の方が明らかに多いもの」
、
（4）
「日本
語説明と英語説明との内容に矛盾箇所が存在するもの」
。但し、
「英語説明に文法的誤りが存在する
もの」は、それぞれにわたり得るので、別個に挙げる。
「松本城」との比較を行う。「松本城」をご
参照いただきたい。数字は案内板の画像のものである。
（1）
日本語説明と英語説明が、
（ほぼ）平行すると思われるもの
姫路城：1、5、6、8、9、13、14、15、17、19、20、21、22、23、24、25、26、28、29、30、31、
32、34、35、36、37、39
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彦根城：1、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、17、19
犬山城：2、6、8、9、10、11
松本城：1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、18、19、20、23、26、28、29、31
（2）
日本語説明の方が明らかに多いもの
姫路城：3、12、16、18、31
彦根城：3、18
犬山城：3､ 4、7
松本城 12、13、14、15、16、21、24、27、30、32
（3）
英語説明の方が明らかに多いもの
姫路城：18、33
彦根城：16
犬山城：3
松本城：存在せず
（4）
日本語説明と英語説明との内容に矛盾箇所が存在するもの
姫路城：2、4、5、6、7、10、11、18、38
彦根城：2、3、9、15、18
犬山城：3、4、4
（2）
、11
松本城：6、17、19、18、22、32
英語説明に文法的な誤りが存在するもの
姫路城：3、5、6、7、22、23、34
彦根城：1､ 9、10、12、13、14、15、17、19
犬山城：2、5
松本城：5、10、13、14、16、17、19、20、21、23、25 ａ
松本城と比較し、それぞれの全体の用例数から考察すれば、
（1）については、3 城はほぼ同じ使
用頻度であり、（2）
については、やや少なく、
（3）
については、差異を感じられず、（4）については、
ほぼ同じと言える。しかし、案内板の数からして、彦根城の案内板の英語に文法的誤りが多く見ら
れるようである。

５．おわりに
松本城と同様、国宝天守を有するが、姫路城、彦根城、犬山城の日本語案内板と平行する英語案
内板の内容面での矛盾や文法面での誤りが、それぞれの城郭において見られた。内容面でも、松本
城と同様、日本語案内板の説明の方が英語案内板より多い例が多く見られた。英語案内板の説明の
方が多い例は、やはり少なかった。これらの矛盾は、福島
（2011.1）でも記述したように、米 [ 英 ]
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国人の日本語学習者にとっては問題である。日本語案内板と英語案内板が、記述内容において平行
すると常識的に考えられるからである。さらに、スタイル
（文体）
面でも出来得る限りの統一が望ま
れる。また、松本城と同様、3 城共、城郭内の同一事物の名称を表す英語が複数存在する例もあ
った。少なくとも同一城郭内では統一させるべきである。今後、それぞれの城郭の英語案内板作成
に際しては、当局が独自に日本語案内板作成者と英語案内板作成者を、それぞれ 1 名のみ選定すべ
きである。そして、案内板作成の過程で、当局の責任で、両者を緊密に連携させるべきである。そ
れにより、ある程度のスタイル面での統一も図ることが可能となるであろう。
本稿は、「松本城」をもとに、姫路城、彦根城、犬山城の英語案内板に検討を加えた。
次稿では、一般的な城郭に見られる物に限定し、例えば、
「天守
（閣）
」
、
「本丸」
、
「石落し」
、
「狭
間（さま [ ざま ] などが文献でどのように表記され、また、現地の案内板などではどうかについて、
国宝 4 城以外の城の例も含めて、報告したい。その際案内板の画像をより鮮明にし、文字を拡大す
ることにも努める。
本稿執筆にあたり、執筆者が提案した案内板の英語についてネイティブチェックをお願いした宝
５）
塚大学非常勤講師の David Martin 氏 に深く感謝したい。

註
１）

左の案内板は、表記上の統一までもたせ、“Entrance to
Nishinomaru（West Bailey）”、“Entrance to Hyakkenrouka
” とするべきであろう。
（Long Corridor）
また、この案内板は、
「足元に注意してください」を
“Please take care about the foot” としているが、この場合
“Watch Your Step” が常套句であろう。あるいは、日本
語のスタイルにあわせ、“Please watch your step.” とする

べきであろう。
２）「松本城」でも記述したが、和英辞典の市川他（1989）では、天守を “a castle tower [keep]”、“a
donjon” としている。渡邉他編（2003）では、“a castle tower”、“a donjon”、“a keep” としている。一
般書の植田一三他（2009）では、“a castle tower”、インターナショナル・インターンシップ（2008）
では、“a main tower”、石井（2009）
では、“a donjon”、キノシタ他（2004）では、“a donjon”、ライシ
ャワー他監修（1993）では、“a donjon” としている。「松本城」でも述べたが、日本の事物に精通
したネイティブスピーカーからも全く等価
（どれでも良い。
）
、という評価を得た。
３）説明文が付加されない、警告などの案内板の場合、すべて大文字でも構わないと思われる。
「松
本城」では、字体について一律の提案をしたが、本稿ではこのように修正を加える。
４）
「松本城」p.45 で “There Are No Restrooms” の可能性について言及しなかったのは、天守内の案
内板であり、急勾配の階段で疲れた観光客に「休憩所なし」の意味に解釈される可能性が存在す
るからである。
５）氏は日本語に堪能であり、
『サラ川グリッシュ』
（講談社、2008）
、
『英語で味わう日本の文学』
（東
京堂、2010）
などの執筆に関わっている。
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