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日中同文語彙交流の史的研究 (2)

—厳復の訳語について一一

芝 田 稔

はじめに

日中欧文訳語の交流過程を通じて，それらが相互に影響しあいながら，訳語の同文化がはじ

まるのは， 20世紀初頭から後のことである。したがって日中両国における欧文訳語の交流が盛

んに行なわれ，その比較対照がかなり正確にできるようになるのは，それよりも数年乃至10年

以後のことになる。それより以前，つまり明治初期の日本と阿片戦争 (1840年）以後における中

国での欧文翻訳事業は，いずれも‘洋務’の急に迫られての隆盛さであって，それぞれの国内

外の情勢や政治体制のちがいによって，西欧文化・文明の吸収の仕方にも，それぞれの独自性

があり，殊に欧文訳語に至っては，同じ漠字を使用していながらも，それぞれの言語がもつ内

的規律のちがいや翻訳者の文章素養のちがいによって，必らずしも｀同文、ではなかった。

さて，われわれが日中欧文訳語の比較作業をすすめるに当って，その甚点をいずれの時期の

いかなる著作品において設定するか，ということを明確にしておかねばなるまい。すでに本紀

要第二輯において述べたとおり，われわれの研究主題は，それぞれ独自に創り出された日中欧

文訳語が，相互交流の過程を経て同文化され，同文訳語がさらに政治・社会体制の変化に即応

して，意味の上に変化を起すに至った近半世紀来の言語現象等，これらを追求し，それらの言

語現象を歴史の流れ，社会の発展とのかかわりあいにおいて究明しようとするものである。ま

た訳語の比較対照という作業の側面からいえば， 日中両国における欧文訳語が交流しはじめる

以前，いいかえれば，明治初期日本の訳語が，まだ中国へ紹介・滴入されていなかったころの，

独自性の強い中国での訳語，これを訳語交流の比較対照をする訳語の基点とすることが，一層

比較対照の効果をあげることになろう，と思われる。われわれはこうした考えから，本作業の

基点を1898-1909年間に出版された厳復 (1853-1921)の翻訳書に求めることにした。

周知のとおり，中国において欧文翻訳が盛んに行なわれるようになったのは，阿片戦争以後，

海外列強との交渉が頻繁になってからのことであり，それはまた宣国強兵を希う国民感情の発
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露からでもあった。したがって，その翻訳対象は，主として洋務に役立つ実務・実用に関する

種類のものであった。むろん，それらも広義的には新事物・新思想の輸入であったことはいう

までもないが，梁啓超にいわすれば，当時の翻訳による新知識の輸入は「無組織」 「無選択」
① 

の吸収に過ぎず，彼自身もこれを「梁啓超式」の輸入であったと評している。これに対して，

西欧資本主義啓蒙時代の名著を，系統的に翻訳紹介し，中国で「西洋留学生としてはじめて中
⑨ 

国思想界と関係をもった」のは厳復であった。日清戦争 (1894年）は，清国政府が領土を割譲し，

賠償を支払って日本と講和を結ぶことによって終焉したのであるが，国内外の情勢は日々危機
@ 

感をつのらせているころであった。厳復はこうした情勢のなかで「腐心切歯」， 西欧列強の富
c 

強と中国の衰弱の根源は「中之人好古而忽今，西之人力今以勝古」 （中国の人は古を好み今を

忽にするが，西洋の人は古に勝ろうとして今に努める）ということにあると断じ，これまでの

‘洋務.tこ振り回されてきた翻訳界の風潮を鋭く批判し，世間，とりわけ中国学術界に警鐘を

鳴らした。そして彼は1898年から190吟芍での11年間に，矢つぎ早やに次の翻訳書を公にした

のである。

T. H. Huxley: Evolution and Ethics『天演論』（『進化と倫理』） 1898年出版

Adam Smith: Wealth of Nation『原富』（『諸国民の富』） 1901年出版

Herbert Spenser : Study of Sociology『群学難言』（『社会学』） 1903年出版

J. S. Mill: On Liberty『群己権界論』（『自由論』） 1903年出版

Edward Jenks: A History of Politics『社会通詮』（『政治学史』） 1904年出版

Montesquieu: Spirit of Laws『孟徳斯鳩法意』（『法の精神』） 1904-9年出版

J. S. Mill: System of Logics『穆勒名学』（『論理学』） 1905年出版

W. S. Jevons: Primer of Logic『名学浅説』（『論理学入門』） 190~ 出版
@ 

厳復は訳文について「用漢以前字法句法，則為達易，用近世利俗文字，則求達難」 （漢代以

前の語彙や文法を用いると意訳するのにやりやすく，近ごろ流行の通俗語彙を用いると意訳す

るにはむずかしい。）と述べているように， 彼の訳文は先秦の擬古文体で書かれており， 直訳
⑥ 

ではなく意訳によって文オを揮い，四六調のリズミカルな文章で綴られている。したがって，
⑦ 

その訳語にも彼独特の工夫をこらした新造語が多い。「一名之立，旬月蜘臨」（一つの訳名を定

めるのに十日以上もためらった）というのは過言ではないと思われる。厳復が西欧近代の名著

を翻訳しようと決意したのは，すでに43オの時であり，彼の文章上の修養は円熟の域に達して
@ 

いたといえるし，また彼のそれまでの経歴が示しているように，英語および英国に対する豊富
⑨ 

な知識と認識を十分に兼ね備えていたものと信じられる。この点からみても，厳復は梁啓超と
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ちがって，翻訳家というにふさわしく，彼の訳語は彼自身の古典に対する造詣の深さと語学力

の確実さから創造されたものであり，それは明治初期の日本の訳語と無関係の場に位置してい

た， といえるのである。

訳語の比較対照作業をすすめるに当って， その方法を簡単に述べておかねばならない。ここ

で比較対照の基点となる訳語は，すべて厳復の翻訳書中の『西名集』から摘出したものである
⑩ 

この訳語に対し，現在の英嘆詞典では，が，個有名詞は除外されている。 どのような訳語がつ

いているかを対照して，厳復の訳語と現行訳語との異同を確かめる。またそれと同時に，
⑪ 

布存徳原著•井上哲次郎訂増英華字典』の訳語を，比較対照作業のなかに組入れる。このこと

『羅

は， この字典の原著が1866~69年に香港で出版されたものであり，明治初期の英和字典の多く
⑫ 

が恩恵を受けていた， といわれている。とすれば厳復も翻訳当時に， この字典を利用しなかっ

たはずがないと思われるからである。ただ原著がないために，原著の「訂増」版を使用するこ

とにした。

註

①

③

③

④

⑤

R

⑦

R

 

⑨ 

⑩ 

(10 

梁啓超『猜代学術概論』 p.71,1963年中華書局（香港）

同上 p.72

『厳幾道年譜』 p.14,光緒21年乙未43歳の項。

同上 p.15『論世変之亜』より。

『天演論』の『訳例言』 p.2

例えば『天演論』の『導言』 1の胃頭をみると「赫晋黎独処ー室之中，在英倫之南， 背山而面野，...... 
檻外諸境，歴歴如在几下，乃懸想二千年前。」という雷含出しに始まり「夏典畏日争， 冬興厳霜争，. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
四時之内，視風怒吹，或西発西袢，或束起北悔，労午交扇，無時而息，……」の如く（傍点筆者）四

六澗のリズミカルな文章である。魯迅が南京の路縦学堂在学中に，はじめて『天梱論』を読み，新鮮

な知識に感動し， 数篇を賠誦したといわれるのも， こうした文体の魅力も見落せない。呉汝綸は

『天禎論』『呉序』のなかで「その書は駁々として晩周諸子と相上下す」と評している。

『天油論』『訳例言』 p.2

厳復，福建侯官人， 11歳私塾にて古文を学び， 14歳馬江船政学党に入学， 英語と初歩的科学知識を

おさめ，卒業後洵軍に入り， 1872年錬習艦に搭乗して日木に寄港。 1876~79年英国留学。この期間

に西欧近代思想の影響を受ける。

『新民叢報』一期，梁啓超の言によると

が国第一流の人物である」とある。

『簡明英陀詞典』張其春，察文索合編，北京印務印書館65年版1180頁附録72頁。

原著は『英華字典』 Englishand Chinese Dictionary, with Punti and Mandarin Pronunciation, 

by the Rev. W. Lobscheid. Hongkong 1866-69これを井上哲次郎が訂増したもので，明治16~

17年に出版された藤本蔵版木。この版木の英文タイトルは AnEnglish and Chinese Dictionary, 

by the Rev. W. Lobscheid. as Revised and Enlarged by Tetsujiro Inouye. となっている。本

編1210頁，附録127頁。

「厳復は西洋の学問， 中国の学問のいずれにおいても， わ
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⑪ 森岡健二編著『近代語の成立一一明治期語粟編』第三章「英和辞害に与えた英華字典の影響」 p.55

~114参照。

凡例

1 欧文原語はa, b, c 順の縦に配列し，原語に対する訳語は「厳復訳語」「羅布存徳原著•井上哲次

郎訂増英華字典」（「羅・井上字典」と略称する）および「簡明英漢詞典」（「英撲詞典」と略称する）

の順に横に配列する。

2 厳復の翻訳書の略称および篇，巻，頁を次の要領にて示す。

『天演論』一『天』上・下；『原富』ー『原』 10(頁）；『群学則言』一『群』 3 (頁）； 『群己

権界論』ー『権』 20(頁）；『社会通詮』ー『社』 50(頁）；『孟徳斯鳩法意』ー『法』 1 (巻）ー2

（頁）； m良勒名学』ー『名』甲，乙，丙（篇） 70 (頁）；『名学浅説』ー『浅』 15(頁）

3 厳復の訳語には訳書中のタイトルに用いられた術語を除き， 可能な限り例文をあげる。例文に対す

る厳復の按語（注釈）は（ ）印，「西名表」の注釈は〔 〕印にてそれぞれを包み，その区別を示

す。なお例文中の見出し訳語に相当する箇所は～印を以て代替する。例えば：

abbot阿勃教寺之長老，号～。 〔僧寺之主持者〕『原』 811

atom莫破塵（～云阿屯．阿訳言莫，屯訳言破也） 〔按即原子〕 『名』丙141

4 原語が熟語の場合は，その中心語となる単語を見出し語として別に立て，熟語はその後に配列する。

この場合も見出し語に相当する語は～印とす。

5 「羅•井上字典」と「英漢詞典」の訳語は， 原語の単語および熟語と直接対照できるものに限り記

入する。熟語で直接対照のできない場合は，該当箪語の訳語のみ（ ）印にて包む。例えば：

capital 図財『原』 280 本銭 賓本，資金

fixed~ 常住母財『原』 280 (定着．定妥，安定） 固定資本

cause 原由，因，故 原因

original~ 遠因『群』 2 元由，根由，本原 （原来的）

原語

A 

abbot 

厳復諄語

阿勃数寺之長老，琥～。

羅•井上字典 英漢詞典

方丈，寺首 僧長，男修道院

abstinence 

accept 

~ed 

~or 

accident 

〔僧寺之主持者］『原』 811

亜博其中尊宿為畢協，為～。

〔郎倫院長〕『社』 115

節倹『櫂』 55

照験〔今評承兌〕以時付款之

乙命～。 『原』 309

受吃曰某人～。『原』 309

受期付款之家〔今評承諾人〕

乙従此為～。 『原』 309

寓（西名亜錫登斯）『原』 117

長

戒，節用 節制

領，牧，受納 領受接受，承

兌

牧到，牧納 領受，接受，承兌

接納者 承兌人

偶然，不期然 偶然，偶性



． 
convers10n 

per accidents 

inseparable 

accidents 

separable 

accidents 

academy 

acre 

． 
action 

active 

acts of the 

mind 

actual 

adjective 

adverb 

advocate 

devil's~ 

aequivocal 

age 

dark~s 

agent 

aggregate 

ag10 

agriculture 
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取寓之韓 『名』乙 4

不可離之寓 『名』甲132

可離之寓 『名』甲132

亜克特美園 『天』下

（褻化者）

（不可分開）

（分得開）

書館，學値，殴

宮

（轄愛，轄化）

（不分開的）

（分開的）

阿加的米，學會，

研究院

闘克 『原』 61,186 畝 英畝

阿格知倭 ～此言感言施。『名』 動行，行作 行動，主動，原

動33 

為『名』甲43

健心有～順二徳『名』甲421 活動，手急限快 自動的，主動的

心功，心能心之能事可謂～

者。『名』甲43

効囲 『名』乙73

腐別字 『名』乙73

形況字 『名』甲 9

外魔敷其短外魔者歴敷其所

短『椛』 23

岐義名學霰名，恒云名有一

義～之異。『名』甲30

黒閻時代 『祉』 63

能以～所分因縁者乃為妄見。

『名』丙46

拓都群者謂之～。 （繹言穂

會）『群』 40

亜騎 〔今評升耗，亦日貼水J
『原』 326

質在的，院質的 現賓的，賓際上

的

勢字 形容詞

勢字，語助詞 晶I]詞

中保，朕師 擁護，提唱

世，代，壽，年紀 世代，時代

（黒，賠，黙賠）

替理者

集會，漿會

銀憫之高低

黒賠時代

代理人；能因，

動因

集會，集結

農事，農家，田家 農業
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organization of 田野制度 『社』 42 （倣法，造法， （組織，編制．

～ 製法） 機構）

aides 愛底税法之國産税『原』 922

air 氣，天氣元氣 空氣：風度

courtly~ 朝人之風朝人：人主之左右 （朝廷的） （彬彬有轄的）

侍従通日～。 『法』 4-3

ale 貰勒変酒之一種『原』 968 大変酒，呻酒 （淡色）呻酒

allegiance 忠誠

military~ 軍政今祉會以係厠其民者曰 （武兵，軍） （軍人，陸軍的，

~。『nU:』2 軍事的）

ammom． a 亜摩尼亜 『天』 阿摩廃阿（薬名） 気，安摩尼亜

analogical 引喩之義論名有一義有岐義 相似，好似，｛方 類似；類推，比

有引喩之義。『名』甲30 彿；比論，比喩 拇

analysis 詳解，透解 分析，解析

mental~ 心之析観 『名』丙87 （心的） （心理的，糀紳

的）

anatomy. 脈瞼之科夫言人身之天油者 剖屍之法，外科 解剖學

有～（西名安那托美）『群』 47 破肢之法

angle 角，稜， 角，角度

~of incidence 回光角 『名』乙60 末角，原角 入射角

anti-corn-law 護商律氣象大似～初羅時。 （反：谷物；法

『群』 1 律）

anthropogenie (the 人天油 『天』上 論身之理者 （人類痰生論，

evolution of man) 人類根）

ape 猥，猿 猿

an old~ 老沐換呼白人為～『群』 182

apple 頻婆 『原』 84 平菓 芋菓

appropriation 支蹄某用 撥用

~of land 占田（使用土地）民始合群無

～亦無積漿。『原』 46

argument 憑撮，賓操 論捩

to seek stronger~ 更送一難『名』乙78



aristocracy 

arithmetic 

army 

standing~ 

．．  
arsemous acid 

(arsenic acid) 

artful 

~manipulation 

of language 

． 
ars artlum 

(The science of 
．．  

science itself) 

astromony 

atom 

日中同文訳語交流の史的研究 (2) (芝田）

賢政公治之制，更分二別，

日庶建，日～。 『法』 2-1

貴族 『櫂』 55

諸侯，世家
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貴族政治，貴族

布算（按郎算術）始於～緻而 算法，藪學，九 算術

代敷。『名』乙96 鑓九九，學算

法

軍，師，三軍 軍，軍隊

額兵如後一術謂之～［今諄 常額之兵，額設 常備軍

常備兵〕『原』 692 之兵

錦酸諸金之毒，若～（俗呼 信石，信石酪 紳

砒霜）『名』丙118 砒石，砒霜

狡猾，機巧

嵌言 『名』乙97 (手倣的，手エ） （操作，應付）

（話，語） （語言，言詞）

學學名學者學學也。 『名』 （學，智，理， （科學）

首11 學文，知學）

天學如奈端之於～是已〔按 天文，天文學 天文學

帥天文學〕『名』乙67

葵破塵（～云阿屯，阿訣言梃， 極微之物，小莫 原子

屯訣言破也）〔按郎原子〕『名』 能破之物

丙141

attorney 阿推尼 『原』 715 代器者，管事者 僻護人，律師，

訟師

attribute 那卜捷 『名』甲36

augmentation 升名 ～者取下幣而名為上幣

也。『原』 964

authority 節制 興自縣反射者為～（亦

云干渉）『櫂』 1

average 通率 『原』 98

~wages of labour 功力庸錢之通率

以為，師於

至長之事，至大

者

櫂柄，威櫂，管

轄

大略，拉祉計，

大約計

（エ銀，エ錢，

工食）

把・・・蹄於

増長，増加

椛力，櫂威，授

櫂

平均敷，平均

（エ資） （労動）
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axi． om 大例 ～者所前言全曲公例是 自然之理，公論 公理

已。〔按亦稲公理）『名』乙18 自明之理

B 

bailiff 伶長為～者（郎中土所謂牙 営家，把街 扶逹員，地主代

行練菫）則市集之監。『原富』 理人

394 

balance 衡平， 平衡，均衡，差

額

~of trade 進出之差 ～者，縮進出口之 出入口貨之別 貿易差額

貨，相抵之餘敷也。 『原富』

423 

balk 抜克日～者，以為彊界或種 寅地末油手之物 阻碍，障碍

樹為行貼，標起屹焉。『祉』 43

ballot 探丸嘗此之時，后世出占～ 投毬子，投票 投票用小球，投

之事。『社』 29 票

bank 版克荷京～，以輿今制不同， 銀行，銀琥，銀 銀行

〔即今之銀行〕『原』例言7 舗

紗商 〔今諄銀行〕『原』 294

savm． gs~ 積累版克 ～者，其受人寄賄 屯貯銀庫，牧欽 儲蓄銀行

而輿之息也。『原』 303 銀庫

banker 紗店 （郎銀行〕『原』 40 銀行公司，銀行 銀行家，銀行業

東家 者

~'s note 紗商拷幣 『原』 36 銀紙 紙幣，紗票

bankrupt 倒帳 『原』 310 行倒，生意倒盤， 破産者

折本，倒姓的

bar 鋸 （郎金銀條〕『原』甲36~ 横木，條 根，杵，條

者各闊之公幣也。『原』 435

gold~, a bar of 金誕 『原』 39 金條 金條

gold 

silver~, a bar of 銀誕 『原』 40 銀條 銀條

silver 

baron 巴倫 ～（五等爵）『原』 894 男爵之稲 男爵

barter 交易 日中為市，～而退。～ 交易，貿易，換 換貨，易貨，物
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者無一定之貨，民各所有以易 貨 物交換

所無也。『社』 53

~or exchange 交易論分功～相因為用 交易，貿易，交 交換，兌換，交

『原』 11 換，兌換 易所

beer 呻兒英語謂呻酒為～『原』 呻酒，変酒 呻酒

968 

being 庇音『名』甲36 在，有， 自然之 存在，生存

有・

belief 信 （比粟甫）（誼如篤信之信。 信，信徳，篤信 信念，確信，信

西名比粟甫）皆求誠肘心知之 心

用。『名』序9

benefice 恩供『社』 68 牧師戦業 数士奉緑有俸

聖職

bestman 良士欧俗嫁要，為夫脊債相 男債相

者，稲～，此古助人奪婦者也。

『祉』 23

bias 偏愛，偏執 偏見

the ~ of patriot- 國拘 ～第九，以下言愛國人 蔑汽，忠心，忠 愛國心，愛國梢

i． sm 同此心，故～人同此蔽惟能愛 於國 紳

國。『群』 179

the class-~ 流桔 『群』 207

the educational~ 學波 ～第八『群』 152 （数養的，赦育 （赦育的，数育

的） 上的）

the theological~ 赦辟 ～第十二『群』 251 （上帝道的） （紳學的，紳學

上的）

the political~ 政惑 ～第十一『群』 228 （政的，公的） （政治的，政治

上的）

bill 椿契 『原』 292 銀箪，銀票，脹 票撒，泄単

輩，漏票

咄勒 （此名交易箪亦日期票）

『原』 299;435 

~of exchange 交易輩則中國商賣所用之期 擢箪，櫃票，銀 謹票

票也。『原』 309 票，錢票，會輩

navy~s 海軍紗若吾英之～，英倫版 （船） （海軍）
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克紗，大抵皆起於此時。『原』

433 

circulating ~ of 方便軋勒 『原』 311 （運行，環続， （流通，通用）

exchange 旋轄）

biology 生學 『天』 生活之理 生物學

拝詞邁支 ～之為生學是已。

『名』序2

bishop 畢協赦寺長老～『原』 765, 卑沙，監牧師 主赦

152『祉』 115

body 形骰 ～者吾心覺感之外因也。 身，観身骰 身骰，主骰，物

『名』甲46 骰

形三日～意之外因。『名』甲

68 

boomerang 文摩蘭 以踊著長木之末，遥 飛去来標

榔撃之，日～『社』 7

borough 柏拉如中士之鎮集日拓温， 城，邑，螢棄 自治市

有咲約制度者曰～。『原』 395

bounty 予奨 〔郎給予奨励金〕『原』 恩施者，賞銀 奨動金，補助金

445 

奨外輸 『原』 495

brandy 菩蘭提酒 『原』 189 呻蘭地酒 白蘭地酒

bread 麺腿麺飽『原』， 79『群』 麺包，麺頭 面包

13 

assize of~ 餅均之命

bribe 肱以努而得酬，其於民謂之 賄賂，受賊，食 賄賂，行賄

掟。此可言者也，有時或以～， 錢

此不可言者也。『祉』 102

bridesmaid 扶嬢為新婦保介者，日～。 送嫁婿，陪嫁人， 女娯相

『祉』 23 陪嫁婆

brome 浪韻～二原，興塞利尼亜 衡紅，衡質 浪，浪化物

（化學字作絶）諸金，従之乃 (Br) 

見也。『名』丙140

bullion 誕 〔即生金銀〕『原』 435 金銀條，元賓 金條，銀條
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standard~ 法金英國制幣官定制，毎謗 （以為法，以為 （貨幣制度；本

～。『原』 39 軌） 位）

bureau 部 辮公署，局，司，

虞

immigration~ 裸民之部是故近今各國，皆 入國住 移民局

有～。『社』 17

burgh 城，縣 城市

free~ 復邑居～者，皆自由民自由 （自由城市， 自

工質也。『原』 394 治城邑）

bursary 飲助之費於是設為～，勘奨 大學校學生特待

之資。『原』 151 金，或捐集之基

金。

bushel 布欧落録闘克地所牧者自三 一籠，半削 蒲式耳，覗

十～至六十～不等。『原』 186

butter 繭『原』 247 乳油，麻，麻油 妨油，黄油

C 

caches 加赤斯 『社』 20 窟 貯蔵〔食物等〕

cabbage 芥松 黄椰菜 甘藍，包心菜，

洋白菜

cadis 喀辿思土耳其之～，謂土皇

帝雖輿人為盟誓要約。 『法』

14 

calves 黄禎 ～之皮十六債二先令。 牛子，小牛．禎 小牛，禎

『原』 252

canm． ng 抽氣装笛 『原』 249 罐装

cannon 長腟敲『原』 705 大砲，大門砲 大砲，火砲

cantons 小國民社 『祉』 141 縣 州，縣

capital 母財 『原』 280 本錢， 資本，資金

circulating~ 循環母財 『原』 280 （旋轄，環続， 流通資本

周旋）

cheap~ 軽息母本 『群』 3 （賤債，低債， （便宜，債廉）

便宜）

fixed~ 常住母財 『原』 280 （定着，安妥， 固定資本
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安定）

capitation 葛必逹法閾西國賦之所由来 丁税 人口税，人頭税

者八。日～。〔諄言丁口之賦〕

『原』 926

captain 甲必丹海之～，雖例得陸之 船主，甲備旦 船長，艦長

喀納架比肩。『原』 125

caste 喀斯徳 『社』 56 天竺國四等人之 種性

通稲

種『樅』 2

categorematic 有謂，加特歌勒馬的 『名』 10

ten categories 十倫按即亜里斯大徳之—1-·範 （類序，歴序） （範瞬）

闊『名』甲32

catholic 加多力 『樅』 44,『群』 261 天主赦的，羅馬 天主赦徒，公数

数的 徒

causat10. n 因果 『名』 132,94 

cause 原由，因，因縁 原因，理由

~s of wealth 富財之源 『原』 32 （財吊，財，財 （財富，財産）

貨）

counteracting~ 破果之因 『名』丙116 （抵営，阻碍） （抵消，打僑し）

efficient~ 造業之因 『名』丙39 （能，力，成事 （有効的，有本

的） 領的）

proximate~ 近因 『群』 2 （近，貼近，至 近因

近的）

apparent~ 近因『群』 2 （顕然，明顕， （明顕，表面上

現出） 的）

composition of~ 並因 『名』丙79 （合理者，合成 （組成，結構）

者）

material~ 本質因 『名』 34 （物質，物鶴） （寅質的，質骰

的；材料，原料；

物質的，具髄的）

,riginal~ 遠因 『群』 2 元由，根由，本 （原来的）

源

permanent~ 恒住因 『名』 108 （恒，常，恒久） （持久的，固定



physical~ 

centaur 

centripetal 

centurion 

century 

certificate 

chaff 

chalk 

champagne 

champion 

channel 

character 

check 

(cheque) 

cheerful 

cheese 

chemistry 

chimpanzee 

chocolate 

christianity 

churchwarden 

日中1目」文訳語交流の史的研究 (2) (芝田）

跡象之因 『名』 39

紳蛇按係一種半人半馬之怪

物『名』甲72

咄心奈端立～切線ニカ之説。

『名』丙18

百夫長 『法』 6-14

棋十七～中葉『原』憾 1

手憑 『原』 161

桔莞『原』 184

蜃灰 『天』上

郷賓 『社』 139

脆術 『,RI:』30

海袖法興英之隔，僅—-~。

『原』 225

人品 『名』甲65

支條 『原』 309

支條 『原』 309

位悌 『名』 65

大錐 （俗稲牛妨餅）『原』

247 

質學 （俗稲化學）『名』序 2

背明子 『天』

勺古力 『原』 898

景数 『櫂』 29

牧師 『原』 159

（性質，質骰）

向中的，由外求

中，向心的

百夫長，百纏

百把

ー百年

憑書，憑披紙

糠，穀之皮賣

白灰，白土

三鞭酒，三髪酒

勇腺猛賂

水路，海腰，水

逍，海峡

品性，性格，品

格

管束，約束，銀

箪，銀票

銀皐，梱箪

快活，得意，爽

快，快架

牛妨餅，乳餅，

乾酪

煉法，煉物之學

狐

掛古率，甘豆餅

耶蘇赦，基督之

数

聖會保長

33 

的）

（物質的，身形

的）

向心的，向心力

百人長

世紀，百年

證明書，證書

穀賣

白墜

香横酒

戦士

海峡

人格，性格，品

質

支票

支票

快榮，快活，高

興

千酪，乳酪

化學

黒狸狸

巧克力

基督赦

数厖委員
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circle 周園 圃，環境

extensive~ 環幕謂耕種所及之地。『原』 （廣，脳，廣大， （廣大，廣廷）

173 瀾大）

c1. rcumc. 1s. 1on 洗割之膿 『社』 9 周割之膿 行割義

citizenship 邑籍 〔帥公民資格〕『原』 為赤子，為土人， 公民権，公民身

615 為邑人，入籍者 分，國籍

city 錫特 〔今諄城〕『原』 395 城，邑，城邑 城市，都市，市

civil 司域爾 〔今諄民事〕『原』 民，民的， 市民的，民用的，

717 民事的

clan 克郎『社』 48 族，族類 氏族，宗振，閥

clannish 族人宗法 『祉』 15 偏鴬的 氏族的，宗脈的

clipping 奨蒻『原』 221 剪去，剪断 剪

coexi． stence 並著『名』甲94 同在者，共在者 共存，共嵐

並有『名』甲68

coffee 加非 『原』 571 珈琲 卿琲

com． age 園法 『原』 9 錨錢 造幣，貨幣

process of~ 苑治 『原』 36 錨錢法 （製法，方法）

colchicum 覺羅支 『名』 116 薬名

collateral 齊等 『名』 142 並行的，並邊的 附腸的，次要的，

労係的

college 班理支 『原』 762 會院，儒會，博 學院

士院

colligation 

~of facts 縮紫事寅 『名』 12 （事骰，賓事） （事寅）

colonel 喀納架 参賂 陸軍上校

colonia 班倫尼亜 『原』 548 薦地 殖民地，殖民

colonies 外厩 『原』 545 開新彊，開新地 殖民，拓殖

establishment of 開藩賜 『原』 444 （設立者） 設立殖民地

～ 

combination 咲合者，合埋， 結合，咲合，化

咲會 ,A ロ



chemical~ 

mechanical~ 

commendation 

．． 
comm1ss1on 

commune 

community 

village~ 

．．  
compamonsh1p 

company 

joint-stock~ 

regulated 

conpames 

．． 
compet1t1on 

free~ 

complex 

composition 

the~of forces 

compound 

concept 
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髪化之合 『名』丙79 (煉法的，物質

理的）

協和之合 『名』丙79 (機，泊動）

鷹附 『I社』 68 稲讃者，讃美者

僧費（今諄牙費或側錢）『厭』 用錢， JTJ銀

311 

恭牟尼至 ~I 耳曼既去法京之 司，殷

後，近之民設立政府，腺之日

～。『群』 130

35 

化合

（機械的）

稲讃，表揚，推

薦委托，付托

手績費，紐紀費，

代理費，側錢

公祉 (apeople 

～人民公社）

共用者，均用者 共同盟圏罷

郷社 『社』 42

火限 ［為幣計之期限〕『原』 為i火計者，為友 友好

137 者

康邦宜乃別立章程而所謂～ 公司，商會 公司，面琥

公司者立。『祉』 129

合股 〔今諄股扮公司〕『原』

733 

議業 『原』 733

競争 『樅』 55

任物之競 『原』 61

物競 〔今諄自由競争］『原』

141 

繁『名』甲72

井力例 『名』 80

雑質 『群』 40

意（恭什布脱）『名』序9

合本會，合本公 股扮公司

司

（依法的，依規 （正規的）

的）

争先者，相争， 競争，比賽

相賽

（自主， 自由， 自由競争

自為主）

灰維，混雑，不

純一

合成者，井カ

調合，和句

意，意思

複雑，情結，自

卑

組成，合成

混合，配合，調

和

概念



36 

conception 

general~ 

conceptualism 

公意 『名』 11

意宗 ～者，以詞非以謂物，

而所謂皆人意是已。 『名』甲

106 

意，意思

（縮，統，公，

通）

概念，想法

（一般的，普遍

的，兌的）

conclusion 委 由所撼而得所求，謂之～。 牧尾，終，末， 結束，終結

condition 

conelusion 

conjunction 

． 
connotation 

． 
consc10usness 

inward~ 

constitution 

unwritten~ 

written~ 

consul 

consumer 

『名』序11

委詞 〔按亦稲断案〕『名』乙

11 

縁『名』 14

成章 『群』 345

綴句字 『名』甲 9

内硼 『名』 16

党性 『名』序6

覺『名』甲39

内主「名」甲94

不載府法典 『ffrt』138

載府法典 『社』 138

康蘇勒 （羅馬為民主時常歳

畢二～，以主國事） 〔羅馬為

共和國時之執行官〕『原』 719

用貨者購貨而用之者『原』

323 

that which suppー 支費～者，郎用帥享。『原』

lieshis immediate 280 

consumption 

contract 約書今之～猶古盟誓也。

『社』 141

social~ 民約 『群』 104

尾

境地，田地，形 状況，條件

連字，織字 連詞，連接詞

内涵，涵義

自知者，心内知 意識，覺悟

者

會典，律例

領事官

食者，用者，花

費者

合同，約書，合

約

（五倫的，交友

的）

（向内的，内心

的）

憲法

不成文憲法

成文憲法

領事

消費者，用戸

合同，契約，訂

約

（祉會的，祉會

性）
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． 
conversion 轄 改化者，心化者 轄化，轄換

髪化者

~by contraposiー 更端之轄此轄謂之～。蓋其

tion 篇鵬不僅雨端易位，且其一

copartnery 

private~ 

co-operation 

co-ordinate 

rectilineal ~s 

copula 

corporate 

town~ 

corporation 

~of trade 

exclusive privi-

leges of~ 

cotton 

． 
council 

county 

course 

the ~of nature 

is uniform 

court 

county ~s 

端，由正更負。『名』乙 5

連財共買 『原』 739

合作 『櫂』 55

距敷 『名』乙70

綴系 『名』 3

郷咲

歌頗魯勒憲咲『原』 137

工咲 『原』 733

業咲 〔卯設立公司之特樅〕

『原』 62

合股者 合股，合伏

（私，己，私家） （私人的）合股

企業

協力倣，助力， 合作，協作

合力倣

織字，迎字

合憫，合會

會，泄理公司

同等的，到等的

座標

（直錢的）

系詞，判断詞

計圃的，法人的

法人，有限公司，

祉圃

古貝 『原』 551 棉花，木綿，古 棉花

貝

庶長 ～者後世國會之濫腸也。 公會，民委員會 理事會，委員會

政務會其始棗種人之豪架長老而為之。

『祉』 30

閣渦提 『原』 395 府，郡，州，邑郡，州

自然常然 『名』丙19

孤爾徳 『祉』 115 朝廷，公堂，而 法廷，法院

門

郷邑洞訟局 『群』 207
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supreme~ 大司理 〔今諄大理院〕『原』 大理寺 最高法院

749 

coventry 考文特理 考文特里

~weaver 考文特理績 『群』 208

cow 拌牛 『原』 257 牝牛，牛母 母牛，妨牛

craft 手藝，手作，技 （エ藝，手藝，

藝 行業）

village craftsman 郷祉工業 『祉』 53

creation 創造 『天』 創逍 創造，創作

creator 創造者 『法』 1~2 創造之主，原造 創造者，創作家

者

credit 信 信任，信用

best~ 信旺 （懲質貌）〔郎信用穏固〕

『原』 105

crime 孤理密即公犯『祖：』 97 罪，罪過，行罪， 罪，罪行

犯罪

cn．mm． al 孤理密涅 『原』 717 犯人，罪人 罪犯，犯罪的，

刑事

croft 喝羅弗特 『社』 88 舎芳小田地，小

農場

cultivation 耕農 中耕

extensive~ 暢耕 『祉』 39 （廣，闊，闊大） （廣乏的，廣大

的，多方面的）

curfew 火令 『祉』 127 暮鐘，晩間八貼 晩鐘今宵禁

鐘打鐘叫人燒灯

去睡之鐘

custom 例故居今Fl文明之時代而櫂 習慣，習熟 風俗，習慣，慣

力足以劫制上下者，其惟～乎。 例；闘税

『櫂』 83

~duty 闊権 『原』 903 洋餡，税愉，税 開税

~house 税闘 『原』 4 海閥

~house book 税闊簿録 （郎悔閥之貿易肌）

『原』 473



copyhold ~s 

cynmg 

D 

dairy 

data 

dealer 

death 

black~ 

debt 

unfunded~ 

decemir 

deduction 

definition 

~of name 

~of things 

demesne 

日中同文訳語交流の史的研究 (2) (芝田）

契執例 『社』 109

開寧種酋者何，種人之長也。

……條頓之種謂之日～。『社』

29 

涌酪 『原』 247 乳房，貯乳房

棟逹 （～此言所狽， 算術謂

之今有）〔按亦稲論披］『名』

乙96

弟佗 『名』丙4

原凡學必有所据，謂之～。

（西名棟逹，此言輿常俗日案）

〔按亦稲論料〕『名』序11

行貨者〔且II商人〕『原』 322

黒死 『jjiJ:』 128

不指之債 （帥無甚金之公債）

『原』 938

十法司 『法』 6~14

貨客，商人

黙樅

債，鋏債，負債

外節格物内箭之事，輿幾何 拍者，除者

～之功，其在名學，禁然雨物，

而在常俗之意，無厖別也。

〔按帥梱繹〕『名』序4, 計學

於科學為内節之屈。……然至

近世……則漸入～，為微積曲

線之可推，而其理乃盆密。

『原』例言2

定者，定解

名界説 『名』 144

物界説 『名』 144

39 

牛助場，牛妨房，

製酪業，乳酪

資料，論捜

商人，販子

黒死病

債，借歎，鉄帳

浪繹，演繹法

解説，定義

占有地，領地
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~of the crown 

democracy 

demonstration 

denotation 

deposit 

deputy 

despotic 

development 

the ~of heat by 
． 

compress10n 

devout 

diagonal 

冠田 （郎皇室所有之土地〕

『原』 714

徳膜括拉寺，民主分世界國

制，統為三科。日専制•……曰

賢政……曰民主，徳誤括拉寺

（徳誤猶言齊民）『社』 135

夫為政之家，其為主義者衆突。

曰民主……『植』 55

庶建公治之制，更分二別，曰

～，日賢政。～乃慎民主，以通

國全鶴之民，操其無上主櫂者也。

『法』 2-1

符瞼為其～因果者，寓徳常

分為二。有可離之寓有不離之

寓。『名』甲132

外織命物而涵徳，所命者見

其徳名之廣狭，所函者見其名

之浅深。廣狭者謂之～，深洩

者謂之内硼。『名』甲16

長流圃 『原』 101

代議員 『原』 397

専制 『法』 2-1

逼拶生熱音行空間，其偲也

既以中塵之浪，而中塵之浪自

近及遠。乃排擦嘘沓而為博。

夫有擁遭是生逼拶，既有逼

拶，則中塵生熱。『名』丙139

敬吾今謂～心日～。『名』

甲65

隅線〔按郎到角線〕 『名』丙

158 

民政，百姓弄櫂，

推民自主之國政

顕出，顕明，明

披

意為，指示，作

為

貯下之銀，寄貯

之銀

委員，吏員，代

辮者

覇逍的，暴虐的

表明者，顕出者，

猥開者

敬虔，虔心，誠

心

斜線，到角線

民主，民主主義，

民主政治

論證，證明；示

範，表示

表示

存款，存儲，存

放，寄存

代表

専制，暴虐

獲展，猥逹，獲

育

（艇縮）

虔誠誠懇，懇

切

劉角錢
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dialectic 主客圏希臓～者，生民至精 敏雛的，理論的 揺證法的

diamond 

difference 

~between the 

nature and prin-

ciple of gover-

ment 

~of Obedience 

in Moderate 

and Despotic 

Goverment 

differentia 

difficulty 

objective diffi-

cul ties 

之思想…・・『櫂』

代額勒迪克 『原』 81

冶猛：『名』 87

形質精紳之異 『法』 3-1

雨君主治制貴下服従之異

『法』 3-15

差（的甫連希亜） 『名』甲117

物蔽『群』 65

difficulties of the 知難 『群』 61

social science 

direction 指應『原』 47

director 大董 『原』 740

discipline 繕性 『群』 276

干渉 『櫂』 55

金剛石，金剛鑽

分別，不同，有

異

難，不易，瞼

（心外的）

（五倫的，交友

的：學知，理，

知學）

主事者，指向者

主事，主司，司

理者，督理者

規矩，教養数

習，普方

discount 豫息 〔郎貼現息〕 『原』 299 拍頭，折頭，銀

水

dissenters 第生脱爾斯〔不服従國赦者〕 異見者，不従國

『原』 799 数者

金剛石，金剛鑽

差異

難

（客観的）

（祉會的：科學）

指導導演

指導者，理事，

董事

紀律，錬煉

折，拍（銀行）

貼現

反劉者（不奉英

國國数）

distributed 普及〔按亦稲周延〕『名』甲 分過，脈過，頒 分配，分猥，分

79 . 過布
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di visibility 可析 〔便於分析〕『原』 23 可分者 可分的

division 分者，分開者 粛分，駈分

~of labour 分功 『群』 61 分工

doctor 逹格特爾 『原』 136 學士，科甲，薔 博士

生

drawback 製還之税 （進口貨重行出ロ 賠還税銀 腿税

時所退還之進口税）『原』 3

還税『原』 444

鼎還税 『原』 489

drawee 照輩付款者 『原』 309 代支銀者 受票人，支付雁

票人

drawer 出鞘者 『原』 309 柁者，祉者 出稟人，開顎梱

票人

drawing 提存

~and redrawing 買空賣空 『原』 310

duke 獨克 『原』 198,894 公，公爺 公爵

紹克 『凧J:』62

durability 不腐 耐久，恒久 耐久性，耐用性

duty 税餡 税

additional~ 績税 『原』 491

stamp~ 斯旦税 『原』 718 印花税

印税 『原』 886

tonnage~ 噸錢 『原』 906 範税

duties of passage 過境錢 『原』 915 通過税

~of registration 肌捐 『原』 886 （登記，注冊）

dynamics 代訥密斯，力學 『名』乙65 動重學 力學

E 

earl 爾勒 『原』 208 伯，伯爵 伯爵

侯爵 『原』 404

earth 泥土

fuller's~ 緑碕泥 『原』 653 標布泥



． 
economics 

economist 

economy 

political~ 

effect 

heteropathic~ 

egoism 

elasticity 

election 

elective 

element 

elimation 

(elimination) 

ellipsis 

grammatical~ 

emotion 

emotional 

emperor 

日中同文訳語交流の史的研究 (2) (芝田） 43 

計學，葉科諾密 〔理財明富，

名日計學〕『原』諄例 1

計學専家 『原』 678

計學家 『天』上

計學 『群』 299

錯行之果 『名』丙156

為己愛國之情，亦不可以過

不及。蓋～過，則二害興。

『群』 181

靱率 『名』丙117

皐部 （其民自畢理賦治民諸

官，故曰～。）『原』 893

選主『祉』 29

原行 『名』乙91,『群』 40,

然此猶人為者也，更観天設，

有～焉有雑質槌。

汰冗『名』 102

文焉～者，如槌員然，形削

而意在也。 （中文～最多，故

分類析義，非通人不能）『名』

甲10

齊家的

通齊家之逍者，

通倹道者

罷清學

紐済學家，経清

學者

齊家之道，治家 紐清

者

（政的，公的） 政治純清學

果，果賓，結果 結果，効果

自愛自私，獨

知自己

軟縮之力，跳返

之力

選者，選揮者，

挑選者

選的

本，元質本質

妊出者

省文之句

利己主義， 自我

主義

弾性，伸縮性，

憲活性

選摯

選任的，有選摯

櫂的

元素，要素，成

分

排除，陶汰

省略法，短語

省略法

情乃有時専言思慮之理，而 情，動心，感動 情緒，情感

不兼感奮之～。『名』甲39

情啓 『群』 124 情緒的，情感性

的

英拝勒爾『原』 615 皇帝，皇上，天 皇帝

子
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empire 

enactment 

endorsement 

endorser 

engrossing 

entail 

entity 

real~ 

英拝爾 『原』 696

制作所謂員賓之法典，則必

ー王之～。『祉』 119

通署 『原』 310

筑保 『原』 310

統牧或禁～，或禁屯積

『原』 391

断分律 （限定財産嗣績年限

之制）『原』 380

嬰別諦 『名』甲37

員物 『名』甲109

國，皇之園

立為法者，設為

例者

背策，輩背策名

聾断，封打，攪

取

定逮業

有者，物，餌物

帝園

制定

背書〔票披背面

的策章〕

背書人，保證人

（以堕断債格為

目的）大量牧購

遺累

存在，質罷

enumerate 逐一敷，敷，計 列畢，計黙

~d commodilies 冊貨 『原』 568 C商品）

non-~ 非冊貨 『原』 568

equal 均句，均平，平 同等者，相等者

things which 凡物相掩者等形學〔幾何學〕

being applied to 言等之公例五，～也。物物等，

each other coi正 他則ti相等也。『名』乙61

cide are~ 

equality 

． 
esqmre 

essence 

estate 

great~ 

ether 

ethics 

均富 『櫂』 55

挨士科爾 『原』 894

額生思 （如丹家煉液名～，

至今薬陣酒家，凡取ー物之精，

則名～）『名』甲37

額斯逹 （按～此無到繹之字，

可云梢幹或云甚業， 然皆不

切）『祉』 116

大封〔郎大地産〕『原』 413

以泰 『名』乙86

義理之根如～，法律之學，

齊

均平者，平等，

同等

紳士，大人

質，本質，糀

糀質

位，地位，産業，

甚業，家資

平等

先生，郷紳

本質，本暢，糀

華，要素

地産財産

梢氣糀酒 以太，乙酪

五常，五倫，五 倫理學
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凡為書者，界説之紛，典此正 倫之逍

同。『名』序 1

伊辿格思，徳行之學今夫古

所謂徳行之學（西名伊辿格思）

之所欲明者，則以挺而為人，

獨尊庶物。『原』 776

evolution 展開者 進化論，装展，

展開，

~and ethics 天被論 『天』上 進化論典倫理學

evidence 預證 『櫂』 115 證，捩，愚腺， 證捩

證捩

exchange 交易言物之貨，有二義焉。 交易，貿易 交易，交換

有以利用言者，有以～言者。

『原』 24

所易得者 『祉』 87

course of~ 兌費嵐細 『原』 473 泄兌行情

discounting bill 牧買期約 『原』 298

of~ 

powar of~ 易樅 〔帥交易能力〕『原』 24

exchequer 椎使 『祉』 101 戸部， 國庫，財政部

the court of~ 主蔵『原』 718

exci． se 抽調 『原』 903 土産税 國内消費税

existence 額悉思定斯（諄言在，言住， 在者，有者 存在，生存

言存，言有）『名』甲35

自在其於物t青所得言者，五

事而已。自在也，位次也，相

承也，因果輿相似也。 『名』

乙2

expenser 歳費 費，費用 開銅，費用，紐

費

annual ~s 歳費『原』 662

ground ~s 坪費農宗謂修田之費日～。

『原』 662
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.. 
origmal ~s 

necessary ~s 

experiment 

experimental 

本費力田之厩，其生財而進

國殖也，則有～興歳費二者。

『原』 662

正費『原』 3

試瞼 『名』 87

the four methed 内描四術 『名』丙97

of ~ in--quiry 

explaining 

~ a thing by 

somethi~g which 

presupposee it 

explanation 

因果例置 『名』甲89

~ of a Paradox 古人以榮輔治之説 『法』 17

of the Ancients 

in respect to 

Manners 

the~of the laws 解例 『名』丙178

of nature 

export 

~bounties 

extent 

of equal~ 

． 
extortion 

~of usury 

F 

fact 

physical~ 

外輸之奨 〔政府奨動輸出之

金〕『原』 3

積幕相等 『名』丙123

剥利名過重之息為～。犯～

者有刑。『原』 356

形氣之事 『名』乙99

試，試練 寅瞼，試瞼

試練的，習練的 賞瞼的，紐瞼的

解，註，解明，

註明

註解，註繹

出口，帯出口

闊大，廣大

勤索，刻薄

所行之事，所作

之事

（性的，性質，

質骰）

説明，解繹

説明，解繹

輸出，出口

範園

勤索，敲詐

事寅，賓情，現

寅

（身鶴的，物質

的，有形的，物

理的）
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fame 伏嬰蒙名啓西語曰～。『法』 名魯，磐聞 名魯，名槃

3-13 

family 費密理吾英謂家曰～。『祉』 家脊，家室，家 家庭，家族

25 ロ

farmers 牙檜國於～西外，不置問也。

『原』 923

farming 農業，耕作

champaign~ 通耕 『祉』 25 （平原，平地） （平原，原野）

several~ 各耕 『祉』 25 （敷，几：各自） （敷介，若干；

各自）

federal 合従合衆猶～也。『祉』 141 盟政者 咲邦的，咲盟的，

朕合的

fee 掟以傍而得酬，其於民謂之 規銀 酬金，酬榜

～。『祉』 102

feeling 意 ～典覺雖二名，而在義言， 情，人惜，胸懐 感覺，知覺， t肖

賞為同物。『名』甲39 惑

liberty of~ 俯感自絲 由此而有理想自縣， （自主， 自由， （自由）

～，典其所好悪敬怠之自縣。 自主之理）

『櫂』 12

felony 匪倫尼以～律論殺之（～籍 刑犯，大犯，流 重罪

没資産，有死有不死者，如謀 罪

侵奪國主樅利為～）『原』 647

feud 争事，閻事，争 不和，世仇

斗

blood~ 血門 ～者何。種人所以報復

賊殺之國俗也。『祉』 35

feudalism 彿特方吾獣三古之時，乃至 食業之事，食邑 封建制度

～之世。『櫂』 78 之事，食國之事

彿特之制 『群』 130

彿特封建 『社』 60

彿特之俗 『原』 406

:fibre 絲，絡 織維

~s of the body 肪系 『法』 14-1
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fiction 

:6. eld 

open~ 

fine 

blood~ 

fisheries 

flaith 

fleece 

focus 

force 

粉飾 『nU:.』 111 荒麿，無根之語 虚構

田， 田畝，疇 原野，田地

平閾 『社』 42

罰項，罰銀 罰金，罰欺

血緩 『祉』 35 C血） （血，血液）

澤地之所以益母財者三。曰 打魚，漁 漁業

田日破日～。『原』 285

伏来色 『祉』 46

謡一羊之値，什四在～。 羊毛 羊毛

〔細羊毛〕『原』 250

脂貼腑貼『名』乙60 光射緊之慮，燃 焦貼

心

力量言力加物骰，則物動如 力，勢力，強力 力氣，力，力量

カ所指，其速率輿～作正比例。

『名』丙159

centripetal~ 力心 『名』乙67 向心力 向心力

composition of~ 井力例 『名』 80

offensive~ 

forestall 

forge 

formula 

general~ 

foster 

freedom 

攻兵 『法』 10-1

遇耀 『原』 391

豫屯『原』 521

辟瀧之砥推 『原』 281

公詞 （～統公式公例而言）

『名』乙46

寄養 『社』 48

崇信自縣 『櫂』 7

先取，先｛占，型

断，居奇

打鐵，冶鐵，銹

鐵

格法，式文

（総，統，通）

養，隈

（攻勢，進，攻

攻撃）

占先，塑断，屯

積

鍛鐵櫨，鍛造

公式，程式，套

語

（一般的，普遍

的）

養育

自由，自主，自 自由

己作主

religious~ 

~of trade 自由生業任物之競，是謂～。 （生意，貿易） 貿易自由

『原』 61
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freeholder 齊民 〔即自由保有不動産之

農民〕『原』 339

freeman 自由齊民 『原』 735 自由民

free-stone 白石 〔易於裁切而不崩裂之

砂石〕『原』 205

fund 本錢，本銀，貨 資金，基金，紐

本 費

aggregat~ 測集公努 （堆曼，疑起） （合計）

general~ 網努『原』 941

sinking~ 沈債努項歳征有除，則禎之 還債本 （沈下，陥没，

以徐償債母之用，所謂～是已。 萎縮）

〔今諄減債基金〕『原』 945

funding 息借之債亦曰永息之債。

『原』 939

furnace 陶均之櫨拗 ⑫ ll鎧鐵之櫨］ 姓，火辿 櫨子

『原』 281

G 

gabbelle (gabel) 甲挿 （本義為貨物之賦，降乃 餡，税餡

専名堕税云）『原』 926

general 認通，総統 〔用子職位〕絡

……長

attorney~ 繰！阿唾尼園主亦有律師，名 （代塀者，代理 （揺護人，師律）

～。『原』 716 者）

governor~ 都護 『原』 749 絡督，制盗 総督

generality 大紐 ～者，可以削知者也。 統係，船！始，大 普遍性，通則

［猶言常規〕『群』 46 半

generalization 會通非聯珠則所～者之誠妄 一般化，普遍化，

不可以明。『名』乙42 概括

unwarranted~ 妄概脆成～之詞而得談謬之罰 （不能承認的，

也。『名』丙22 不正嘗的）

gentleman 倶特爾門 『原』 894 先生，紳士，君 紳士，先生

子

genus 類 （西名甑譜斯）『名』甲117 類濁，類，種類
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geometry 形學 『名』乙70 量地法，幾何學 幾何（學）

mechanical~ 機器幾何 『名』乙75 （エ，手，機） （機械的，用機

械的）

gild 工質行祉，行社 『社』 50 （鍍金，鎮金）

gin 糖燒 哩燒酒，荷蘭燒 杜松燒酒，荷蘭

酒 酒

glass 頗黎 『原』 169 破璃，琉璃，水 破璃

玉

gold 金，黄金 金，黄金

,pure~ 浮金 『原』 45 （清浮，淳） 純金

goods 貨品

manufactured~ 熟貨『原』 7 （製，製造，造 製造品，製品

作）

goverment 政，管轄 政府，政餞

autocratic~ 獨断政府 『社』 137 （自然行動的）

constitutional~ 立憲政府 『祉』 137 （氣質的，性鶴

的）

local~ 地方自治 『祉』 139

republican~ 民主之制 『法』 2 共和國政府

popular~ 民主治制 （百姓的，平常 人民的政府〔比

的） 較：人民政府

people's~〕

gra. m 黍 （今諄哩）『原』 45 一粒，一顆

ground 基，基址 基礎，根攘

the~of induction 内緬基礎 『名』丙19 （引進者，引入 （蹄納，蹄納法）

者）

guintal 鉤 〔今諄公石〕『原』 184

g~m 膠『原』 655 樹膠 樹膠

gunny 公尼 印度民常織樹皮為粗布， 粗布 粗布

樹名優底，布名～。『原』.133 

H 

heir・apprent 儲酋 （嗣，承業者： （嗣子：明白）



hermeneutics 

history 

a~of politics 

holder 

copy-~ 

holding 

equality of~ 

holy land 

honour 

hop 

houyhnhnms 

husbandry 

convertible~ 

hydraulics 

hypothesis 

日中同文訳語交流の史的研究 (2) (芝田）

拾門紐底斯以紬法意，尋究

古醤之旨，為専科之學，名日

～。 〔按帥解紐學，専指聖紐

而言〕『名』乙40

祉會通詮『祉』

紗佃 （佃之受田於田主有籍，

易佃則紗籍典之以為捩，故曰

～）『原』 882-3

均晦 〔晦，古畝字）『祉』 43

聖塚

翁那爾 （按中國無典～相営

之字。顧其字本有岐義，有時

可繹節操，有時可諄脆面，有

時可諄動業，有時可繹貴顕，

有時可諄各位，有時且可諄櫂

勢，獨輿名磐無渉）『法』 3-

13 

苦菰 『原』 180

暉寧母『名』甲128

彙寧牡 『名』甲16

易種増糞 『祉』 42

水學按斯密氏以所得於～者

通之理財。『原』 62, C西名海

闘魯岱納密斯）『名』乙65

懸擬方其求解，非不先為～。

（西言海卜機思乃科哲諸學習

用名義此云覆置）『群』 7

世子）

解義的，聖紐註

解

史，史記，志

（政，政事）

（守者）

止，歌

（平等，同等）

聖地

尊貴，榮光，罷

面，動業，名位，

櫂勢

寄生草名

農政，農務

（可改，可午）

水力之道，引水

之理

設想的話，替方

的話

51 

歴史

占有者

（所有物，家嘗）

（同等，平等）

魯榮， 自尊心，

尊敬，光榮，閣

下

蛇麻花，呻酒花

農業耕作

（可改愛的，可

交換的）

水力學

椴説，椴設
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I 

idea 意，意思，心思， 想法，概念，念

オヽ"'日ヽ 頭，観念

abstract~ 懸意試観洛克～之談，『名』 （抽出，分別， 抽象概念

乙21 除滅）

idealism 意宗 ……故自～之説行，而 意想之数幻数 唯心論，唯心主

名學進境， 〔按即唯心主義， 義

亦稲理想主義〕『名』甲84

impact 激盪紳力 如求天行原因，或 逼近 衝突，衝撃（作

謂星鶴自動，或謂有～。『名』 用）

丙18

impost 擁税征 ～錨錢新税『原』491 税，入口税，進 捐税，進口税

ロ税

improvement 治地凡以償主者～之笏費云 進善，修善者

爾。 〔謂一切開墾改良之事J
『原』 169

~of land 積功所可指為常住母財者，

有四励焉。……三曰～。 〔今

諄土地改良〕『原』 283

m.c1. sor 戟幽『名』 129 門牙，板歳 門倣

incoherence 潅 ～者淡散而不可以立形也。 狂，不符理 散漫，不咲貫

『群』 204

independent 自主， 自理，治 自主的，獨立的，

己，不依禅的 自力的

~workman 無待之工按：～者乃自行具 （エ，エ人） （工作者，エ人，

本者， 自指鐵木諸作而言。 専業工人）

〔即自備資本之房エ〕『原』 69

~s 自由数宗 〔帥信仰組合教會

主義之人〕『原』 804

individual 輩，獨 個別的，箪獨的

~cases 瞑孤之事於咲孤散著者，見

其會通，而知順潮既往，逆策

未然，有無窮之事賓焉。『名』

乙30~31
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induction 内摘『原』博3 〔今諄蹄納〕 引進者，引入者 蹄納法，蹄納

論内摘外摘到待之情『名』乙

50 

inference 

inspection 

public ~s 

institution 

推證名學者思誠之學也。則

其所言，嘗主於～。 『名』乙

1, 序6

督閲之勤 『原』 47 〔即監察

之意〕

國功公局 〔按國公為一群之

公利〕『原』 724

定制 『祉』 30

. 
msurance 

intellectual 

保険 ～者，其事輿闘博（俗

呼彩票）相反。『原』 123

智核『群』 97

interest 

compound~ 

simple~ 

interjection 

introduction 

intuition 

intutive 

息 『原』 351, 息利『原』 47

繁息 〔今諄複利〕『原』 111

筒息 〔今繹輩利〕『原』 111

嘆嵯字 『名』引 9

獲凡『原』 7

引論 『名』序 1

元知『名』 6,乙81

明骰抑言道徳者明骰逹用

酌奪裁奪

査，看，監察，

閲

立，設立

買保瞼之事，撞

保會

哲，霊，聰明，

明白的

利，息，利息

利上利，會的利

（輩，純）

情呼字，嘆美字

引見，帯領進去

一見而知之

容智，天聰，生

推理，推論

椋査，調査，参

観

公共機関

設立，制定，制

度

保険

理智的，智力的

利息．利益

複利

（輩）

感嘆詞，驚嘆詞

引進，引導．導

言

直覺，直観

直覧的，直観的

（西國言道徳原本性分者謂之 而知之

----)『群』 315


