
日中同文語彙交流の史的研究 (3)

—厳復の訳語について一一

芝 田 稔

（承前）

原語 厳復繹語 羅•井上字典

J
 受凜之工 自食之工蓋蔵漸盛， 遊工

則降而為～。『原』 92

司李至其治獄検校命其～， 審司

而～又以枚命其官。 『法』 11

~41 

行部之理官遣～専司訟獄刺 （周遊）

畢之事。『社』 101

judgement 比擬 ～者，排比二意者也。 審判，審断

『名』甲82

. 
Journeyman 

judge 

itinernant ~ 

英漢詞典

雇工

Jurisdiction 櫂，櫂柄

territorial ~ 郷官聴鞠吾英～之制為佛特 （地，地方的）

律之一端者。『原』 406

jury 陪審官，乗公

~man 司李～〔即法官〕『櫂』 33

justice 

~ of the Pease 理官又司理牧師郷有司以告 稽査官員

其他～。『原』 159

court of~ 司理法之幕府諸郡～居之。

『原』 335

優底 『原』 133jute 

K• 

kelp 葛羅卜 ～〔海草〕『原』 169 海草灰名

（巡廻的）

判断，審判

司法櫂，審判為

（領土的）

陪審委員'(會）

陪審員

法官，推事

治安官

法庭，裁判所

黄麻

海藻
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knight 有爵壮士 ～〔西國武人有功， 巴圏魯 騎士，爵士

其王命之為壮士〕『原』 813

奈徳～（中古時代之武士）『社』

92 

kinship 宗法 ～何，彼謂其民皆同種 親属開係，血族

也。『社』3 開係

L 

labour 功力百産之値，皆可以～第 倣，努，作工， 努動

高下突。『原』 25 工作

カ役 ～亦有真値市債之分。

『原』 28

division of ~ 分功欲明～之有益力作，則 （分開，分） 分工

莫若明以小工作之業。『原』5

通功易事 ～之俗雖至今不興

可也。『原』 277

forced~ 賦力 ～乃践土食毛而以力役 （強過， 逼過， 強制努動

為之報。『社』 43 勉強）

improductive ~ 不生之功（参看能生之功） 不生産努動

money price of ~ カ役傭銭 ～，常法不随当仔糧

食之貴賤為高下。『原』 30

power to command 取力之櫂其易物典～，或大於

在倫之一翁斯

productive ~ 生利之功百工製造之家…故日

～也，『原』 664

能生之功挙世皆努而収放各 （豊，生得多） 生産努動

異。有致力於物而物値以増，

有用力雖勤而無後放。前日～，

後日不生之功。『原』 329

land 田 地之所以益母財者三，曰～＇ 地 土地

日破，日澤。『原』 285

landlord 封君三櫂操政，日國王，日～， 地主

日齊民。『原』 385

landlordism 地主之制考其為政，成～一也。

『社』 89



sewile ~ 

steelbow ~ 

lastage 

law 

bye-~ 

case~ 

．． 
c1v1l ~ 

common~ 

criminal ~ 

folk~ 

poor~ 

．． 
positive ~ 

sprit of~ 

~ of association 

~ of gravitation 

~ of motion 

of the~of nature 
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塞爾懐勒最下則～， 繹言

奴隷之地。『社』 48

斯底勒保三日～，繹言鉄弓

之地，廣約両坪。『社』 48

落地税吾英謂之～也。『原』

393 C在市集或市場中封於商

賣所課之税〕

法，律，律法

約規 既有業聯， 斯有～。 例，規例

『原』 149

拝羅又拝努言～者所以別於

國律也。『原』 735

開事律益之以～〔繹言事例〕 案，案件

『群』 139

錫域爾律『群』 139 吏律，民例

司城爾律各國私律（即～〕

『法』 6-1

通行律『社』 111 常例，律例

孤理密律 各国公律〔即～〕 刑律，典律

『法』 6-4

民律『社』 109 (民，人民）

養貧之政 『原』 158

〔今繹救貧律〕

人為之法典『法』 1-7

（今繹成法〕

法意 『法』列偲ー2

意相守例 （此例於心學為～〕

『名』乙85

通掘力説此如言治天學，於

奈端～。『群』 345

動物例事有異此者，則奈端

～是也。『名』丙115

形氣自然之法 （今繹自然法〕

『法』 1-5

（定，一定）

（気，神，理）

（會合，相投）

（偏向者，汲引

者）

（動，行動）

（性，天性）

法律，法規

章程，細則

訟案，案件

民法

習慣法

刑法

（親廊，家厠）

23 

（確定的，明確的）

（精神，心震）

（聯想）

引力定律

（運動）

（自然）
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the ~ of definite 合質定例 『名』丙85
proportion 

~ of settlement 籍法 〔規定人民遷徒之法律〕 （埠，埠頭） （新建麗， 新住宅

『原』 163 福）

lawyer 努葉爾 ～此言知律者。『原』 状師，法師 法律家，律師

716 

lease 限田 有～之事而真租徴焉。 租批 租約，租契

『原』 410

long~ 長｛就耕他人之田而～之〔即

期限極長之租地櫂〕『原』 410

leasehold 約佃 約若干年耕而納租者謂 （租之業） 租賃螢業

之～。『原』 883

legislation 法典即謂國之～可也。『社』 設法之事，定 立法，法規

119 例之事

議制 ～之櫂『社』 107

factory~ 廠令名～，傭者操作。『原』 （行，舗） （エ廠）

90 

liability 服者 責任，義務

J．Oin． t ~ 連坐 ～之法『社』 113 （同，共，合） （接合）

liberty 放任其為主義者無突。日～， 自主，自由 自由

『櫂』 55

socia． l~ 群理之自絲有心理之自絲， （五倫的，交友 （社會的）

有～。『櫂』 l 的）

political ~ 自絲國典 ～，國典亦稲民直。 （政的，公的） （政治的）

『櫂』 2

~ of conscience 意念自篠 以～而得言論自絲。 （良心，天良） （良知，本心）

『権』 12

~ of expressing 言論自縣（参看前条） （顕出，顕明） （表現，表達）
opm.10. n （意見，意思） （意見，看法）

~ of taste and 行己自絲 『櫂』 12

pursuite 

~ of the press 輿誦自由 『櫂』 16 任人印，随人 出版自由，言論

印 自由
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~ of publishing 刊布自絲 『櫂』 12

opm1on 

~ of thought 

~ of the will 

logic 

logos 

looking 

. . 
1magmary ~ 

lottery 

luxuary 

loan 

M 

magistrate 

magnitude 

market 

． 
marqu1sses 

（意見） （輿論）

理想自篠 『櫂』 12

心理之自篠 『櫂』 l

（念頭，心思） （思考，思惟）

（意，志，心意） （意志）

名學〔ー名遁輯學，ー名論理

祟〕『天』上，『名』序 l

理學，明理之 週輯，論理學

名理之學 『原』 772

洛集克 ～〔即論理學） 『原』

81 

週輯 〔按即名學〕『名』序 2

熙

遁各斯吾生最貴之ー物，亦 道

名～。 〔天演論下巻十三筒所

謂有物渾成字日清浄之理即此

物也〕 『名』序 2

邸，見，看

心観元知者～也。『名』乙 （空，虚）

81 

占閾或閻博 『原』 121

豊亨 『植』 55

除貸設版克造～民大便之。

『原』 101

票，閾

奢華，繁華

所借之銀

馬芝斯脱特邑長（英名～不 官長，知縣

繹令宰者以非國王所命也）

『原』 395

令手 『法』 5-11

度世間之煕必有～而幾何之 廣大，闘大

煕則無～突 『名』乙73

市場故～狭者其交易寡 市，市頭

『原』 16

馬裸英語謂市日～『社』 54

馬基 ～（二等爵）『原』 894 侯

観察

（幻想的）

打彩票

奢1多

存款

縣長

碩大，大小

市，市場

侯爵

25 
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martyrs 

mass 

master 

material 

matter 

maturity 

mayor 

meditation 

medium 

~ of exchange 

memory 

mendicant 

mental 

metaphysics 

摩爾底斯～〔殉道者之意〕 為道受死者 殉道者，烈士

『法』 25-21

質量物動如力所指，其速率 塊，圏 質量

典力量正比例，爽～作反比例。

『名』丙159

藝師～〔其品第視中國拳人〕 夫子，老師 碩士

『原』 136

生貨『原』7 物，材料 材料，原料

材凡エ之所資者『原』 283

馬特爾〔物質西名～〕『名』 質，物質 物質

丙60

質 〔西言馬太〕 『名』甲48

成丁〔～年格各國不同，続 成丁，熟者 成熟，全面発展

法二十五歳） 『櫂』 10 的人

美阿～〔猶古令手〕『原』 749 府手，城穂憲 市長

容『名』甲65 黙思，黙念 沈思，沈想

患遷易中 （即交易之媒介〕

『原』 23

中庸

識（～去巽，訓記，西名孟 記心，記性

摩利〕 『名』序9

長行教徒 …則匪所得食故～

業『原』 800

學術 『柚』 13

神理之學神理物理二學相対

待（～西名密達斐輯格斯，密

達漠言出也〕『原』 776

心學徳人重汗徳～。

『原』序 3

美台斐輯 ～者猶云超夫形氣．

之學也。『名』甲34

密逹斐輯格斯 『原』 776

理學 ～其西文謂之出形氣

學典格物諸形氣學為劉•

『名』序14

心的，才知

理學，理知，

可有理之學

中庸，中間

記性，記憶

心理的，精神的

形而上學，玄學
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metayer 変太耶 ～者受子種性畜田具

於田主人而為之耕。『原』 386

method 法，法子・ 方法

the ~ a.priori 順推之術 外描術執因求果以 （最先， 窮理 演繹法

或名～。『名』 161 之至）

the aposterrori ~ 逆濶之術 ～者従果求因 蹄納法

『名』丙161

the~of agreement 統合術 『名』丙97 （合同，合約） （同意，一致）

the~of difference 別異術 『名』丙97 （分別，不同） （差異，差別）

the joint~of agree一 同異合術『名』丙105

ment and difference 

the indirect ~ 間接之別異術 『名』丙152

of difference 

empirial ~ 歴験術 『名』丙164 （練習的） （経験的）

the ~ of residue 蹄餘術 『名』丙107 （餘，剰） （剰餘）

the ~ of concomi- 消息術 『名』丙108

tant vari.ati. on 

methodist 美拓特 『櫂』 103 某正教之稲 美以美會教徒

metre 邁達 『名』乙102 量者，度者 米，長度輩位

middleman 中伯ー以省～之費二以交相 中人，経紀 中介人

保険。『原』 6

mile 迷慮『天』 英里，里 哩，英里

邁『原』 163

militia 民兵 『原』 692 郷勇，屯兵 民兵

密里沙都邑所起郷甲銃～。

『原』 397,780 

mill 磨房 磨坊，銑刀

fulling ~ 硝機（今繹窮布機〕『原』 277 漉布虞源布

磨

mind 神 ～，意之内主『名』甲68 思，理 神，心，内心

mm． t 泉局 『原』 234 錯錢局 造幣廠

molasse 摩勒斯 〔即紅糖〕 『原』 968 糖水 糖密
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庶錫『原』 571

庶飴 〔即糖密〕 『原』 184

monarchical 君主 治國政府其形質有三， （一主的）

曰公治日～日専制。『法』2-1

money 泉幣『原』 9,283 錢，銀子

coined ~ 制幣『原』 21 (錢）

hearth~ 煽捐 ～，毎墟税二先令 （火墟底），墟壷

『原』 873

paper~ 鈴票西人質剤粗分四種，ー 銀紙，紗錢

交易輩二～三支條四借券。

『原』 309

~ raised by antici — 探支之税 『原』 939 (征，賦）

pation 

~ raised by per— 永息之債 『原』 939

petual funding 

standard~ 

monopoly 

本位法錢 『原』 33

翠櫂不受公司之～，収利微

距。『原』 443,61 

（旗，準，度）

獨市生意，包買

賣，獨操権

mortar 田雛磁 『原』 705

N 

name 

absolute ~ 

abstract ~ 

collective ~ 

concrete ~ 

connotative ~ 

獨立之名 名之匿分日野待典

～『名』 27

乎名 ～， 所以名物之徳也

〔糸者懸也， 意離於物， 若孤

懸然，故以取繹） 『名』甲13

総名公名典～異。『名』 12

察名〔按亦稲具證之名〕『名』

甲13

有涵之名 『名』甲15

non-connotative ~ 不涵之名 『名』甲15

d 
. 

enommative ~ 定稲有涵之名亦～之名。

『名』甲16

臼砲

（齊全，完全）

（要略，撮要）

（練，共）

（包陸）

（君主的， 君主

政橙的）

金錢，貨幣

硬幣

（櫨）

紗票

（徴収）

（貨幣制度本位）

獨占，墾断

迫撃抱

（獨立，絶封）

（抽象）

集脆名詞

（具臆的）

（内涵，涵義）

（命名）



general~ 

individual ~ 

(singular~) 

negative~ 

.. 
positive~ 

privative ~ 

relative ~ 

non-relative~ 
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公名 ～有専名 『名』甲11

専名 （参看前条）

負名 負者如非人，如非木，

如不善。『名』甲25

正名正者如人，如木，如善。

『名』甲25

鉄憾之名 『名』甲27

封待之名如父子，如君臣，

凡此皆～ 『名』甲27

無封待之名 『名』甲27

（非，無，不是

不有）

（宵係）

（私，己）

（相闘，相｝爵）

nature 性『天』上

~ of employment 業品

性，天性

（職事，工夫）

~ of the social 
． 

science 

nebula 

negotiable 

negroe 

nerve 

~ -trunk 

nominalism 

note 

exchequer~ 

喩術 『群』 40

涅菩刺斯『天』上 星雲，星林

通轄 『原』 309 可賣

黒奴 『権』 6 黒人

涅伏 『天』 覚動之筋

涅伏 ～者（俗名脳気筋〕所 （幹）

以主知運動 『群』 54

名宗 ～（按亦稲唯名論〕 惟名而已

『名』甲106

銃，文書

司農紗 ～（即國庫券） 『原』 （戸部）

433 

29 

（否定，負，反

面的）

（正，正面的）

（私有，私人的）

（相聯的，闘聯）

自然

（職業）

星雲

可流通的

黒人

神経

（艦幹）

名稲的

票腺，紙幣

（國庫）

promisory ~ 借券 ～（今繹期票） 『原』 應交銀輩，限輩 票腺， J月票

notion 

abstract~ 

309 

諾券 『原』 324

懸意 物賓物也，ヵ～也。

『原』 27

意思，意見 概念，観念
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noumenon 自在 （按即本橙）『名』甲94

紐芙諾 c按即本麓〕『名』甲

49 

奴優爛那 『名』乙118

noun 名物字 『名』甲 9 名，名字，賀字 名詞

゜object 
touching the ~ 接盛 ～為感覺之因，而感覺

腐～果。『名』 180

observation 観察『名』丙87 観，看 観察

OillO． il 蒜雑『原』 84 葱，椒頭 洋葱

ontology 元様（即安托洛芝）『原』 776 物性學 本髄論

物性之學 c按亦稲本證論〕 12 

operation 倣，工作 操作，運用

three~ 三候外縮之術有～焉。『名』

丙168

opm．1． on 意見，意思 意見

public~ 清議 受侵於政府之公櫂無異 興論

其被劫持於～ 『櫂』 8

optics 光學（＇郡布的思） 『名』乙65 視學，光學 光學

order 憑押 距今若干年月日親取或 銀箪 濯票

～付某人銀若干 『原』 309

on.gm . 原本，元始 起源

~ of species 物種原来 『天』上 （種，類） 物種起源

ounce 翁斯二十便士為～『原』 22 晏子，英雨 益司，英雨

outlawry 出律之令 『社』 98 剥奪公櫂

overproduction 過富以ー國之計而論之，～ 生産過多

亦憂。『原』 114

OX 健牛『原』 251 牛 牛

p 

parliament 巴烈朽 『社』 116 議士會，國大公 議會，國會

會

passage 界税 C即通行税）『原』 393 路，道 通過，経過
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passio 巴思委 ～此言應言受 『名』

甲33

順『名』甲42

所『名』丙46

衛観商質行唱～『社』 54

砒爾〔按～字有二義一日平等

同類一日有爵貴人）『社』 101,

『法』 11-17

朋密樫曝乾之肉也。『社』 20

科罰 『原』 149

便尼『群』 57

歳供勧學之資，既成學則有

~C奨學金） 『原』 151

覺『名』序9

別見〔西名波塞布知阿）『名』

甲42

永業〔即永遠租地之櫂）『原』

412 

鎖請所謂真賓之法典則必一 稟，呈上

ヽ

率
円ヽ

pass1v 

patient 

pedlar 

peer 

被，受

耐忍

販子

同伴，大英國

諸侯

pemmican 肉膏

penalty 

penny 
． 

pens10n 

刑罰

邊尼

恩賞，太平糧

percept 

perception 

覺，覺得

perpetuity 永遠，恒常

petition 

phenomena 

philology 

philosopher 

philosophy 

moral~ 

情熱

被動的

有耐心的

小阪，行販

同等，英貴族

干肉餅

刑罰

便士

年金，撫憔金

知覺

知覺

永久所有櫂

申請，請願

王之制作典國民之～者合。

『社』 119

斐諾弥那 〔按即現象〕 『名』 象

乙118

字學（斐洛週支〕『名』序 2 話學，字語経知 語言翠，語文學

Newtonian ~ 

physics 

徳行學明年改主～『原』序 l

徳行之翠 『原』 776

人道之學 ～凡脩身治人経國

善俗之事是。（今繹倫理熙〕

『原』 772

奈端之公例

斐輯格斯， 物理之學 『原』 格物

776 

現象

名理家『原富』 45 窮理家，博理家 哲學家

（善，良，正親）

道徳哲粗，倫理

t
・

啜
守

（牛頓）

物理卑
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斐輯其學有形氣名～。『名』

甲34

physiology 内景之學 『群』 47 性學 生理學

pimento 楓椒『原』 571 椒種名 西班牙辣椒

planter 美洲田主 『櫂』 6 種者，栽者 種植園主

platinum 柏拉丁難新出之～可謂少突。 白金 白金

『原』 215

policy 政約『原』 115 治國之法 政策

political 政的 政治的

~ nature 群性 『天』上 （性，天性） 政治性

politics 治制論 『法』 4-17 政，政事 政治學，政綱，

治制 ～者民生有群，群而有 政治

約束刑政。『社』 1

波里秋思民主又日～（繹日

國衆即此為本科學術之名〕

『社』 135

治術論 『社』 135

polytheism 多神教夫～無神突。『名』 多帝之教，多神 多神教

甲 115 之教

pontage 橋税（代替造橋努役之税或通

過梁之税） 『原』 393

pope 撲柏欧洲教宗有共主日～ 天主教王 教皇

c繹言教皇） 『原』 812,『社』

116 

portability 易挟金品之泉幣有四徳，一 易搬的，搬得的 轄便的，手提的

日～『原』 23

porter 波打『原』 898 黒呻酒 黒時酒

possible 儲能『名』乙73 敗得去，可能 可能的

postulate 求作 ～乃告詞也。 『名』甲 討求，討要 要求

146 

potato 薯預『原富』 187 薯 馬鈴薯，土豆

pound 蓄欄，看守者 家蓄欄

~ -keeper 里圏 『社』 45



power 

civil ~ 
.. 

military~ 

practical 

predicament 

predicate 

． 
premiss 

. 
maJor ~ 

．． 
preposition 

preserver 

president 

price 

average~ 

contract ~ 

grower's~ 

. 
conversion ~ 

日中同文語粟交流の史的研究 (3)(芝田）

櫂財者乃～，雖然～，亦多 能，ヵ，櫂

物突。『原』 25

使衆之櫂 『原』 25 C民，民的）

威衆之櫂 『原』 25 C武，兵，軍）

形下凡此無論所加之物為形 倣得，可習

上為～。『権』 12

布理的加門希脹文名加特可 類

理， 於拉餞諾文稲～。 『名』

甲33

所謂 ～者所離所合之物若徳

也。『名』甲 3

原詞 『名』乙II

大原 原詞為大端所居者謂之

～。『名』乙II

綴名字綴名如之如典如及。

『名』甲 9

維持者 『法』 1-2

伯里璽天徳其制猶今日之～。

原『719』

伯理璽 『原』 830

民主之國則有～，君主之國則

有帝王。『社』 137

定債以之入市則有～（物典

物相易為値，興泉幣相易為債。

『原』 24

物債凡物皆名錢是為～。

『原』 27

平債 『原』 30

承約債 『原』 222

由田承耀 ～者蓋無異今之承

約債。『原』 222

愛徴之債一日以～為市債。

『原』 210

講出之詞

首論

定倫字

保主，保者

管総，理長

債，債錢，債銀

（拉祉計， 大約

計）

（合同，合約）

（種者）

（感化，愛化者）

能力，櫂力

（市民的）

33 

（軍人的， 軍事

的）

宣際的，賓用的

範疇

叙述，表達述

前提

大前提

前置詞，介詞

保護人，守護者

線統

債格，債錢

（平均）

（契約）

（種植者）

（換算）
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market~ 時債 『原』 54 （市，市頭） 市債

mint~ 局債〔即在造幣廠之債格） （錆錢局） （造幣廠）

『原』 39

natural~ 平債 『原』 54 （原，本，天然） （通常的， 自然

的）

経債論～時債之不同…『原』

54 

nominal~ 市債夫物既有真債突。入市 （惟名而已） （掛名的， 名義

之頃何不準此以相易，乃更云 上的）

興～異者何也。『原』 26

ordinary~ 経債 …於是寧減於～而普之。 （照常例， 常時 （通常，普通）

『原』 43 的）

real~ 真値有～以之入市則有定債。 （賓，真） （真，真賓）

『原』 24

prince 伯林思 『社』 62 君，太子 親王，王子

proctor 普洛特爾 ～之分趨皆有以啓 代理事者 代理人

人思力。『群』 199

product 正産凡論物債嘗先知其物之 物，産物 生産品

為～副産。『原』 253

by-~ 副産 （参看上条）

production 所生産者 ～（按此則産字之 生者 生産

義）『社』 87

productivity 殖量田之～，視其壊之沃痔 ・豊，生得多 産量，生産率

一也。『原』 112

profit 本息 『原』 47 利，利銀，利益 益虞，得益

巖利為其事而無～則工賢之

業皆不行。『原』 47

clear ~ 賓巌 『原』 108 （清，明） 純利潤

gross ~ s 総嶽其ー役之所嵐，或多或 （統計，線算） 総利潤

少皆為～。『原』 108

rate of~ 巌率『原』 108 （定債） 利潤率

reasonable ~ 平蔵英賣常法以倍息之巖為 （入理，合理） （合理的， 公道

～。『原』 IOI 的）



projectile 

pronoun 

property 

accidential ~ 

日中同文語粟交流の史的研究 (3)(芝田）

切線 奈端立砒心～ニカ之説。 疲去之物，放出

『名』丙18 之物

代名字代名者我爾汝彼是已。 替名字

『名』甲 9

異産 其為主義者衆突。日～ 家産，屈己之物

9・・ 『櫂』 55 

普羅勃諦西文産業日～。

『社』 82

徳…故必盛其物所具之～而 性，質，本性

喩於心。『名』序2

寓徳其論物徳也有常應～之 （偶然之事）

分。『名』甲107

essential ~ 常徳 （参看上条） （精，最要約）

sensible~ 相其物所具諸相之原因日物 （覺，覺得）

有自性。『名』甲lll

proposition 詞解字第一析～第二。『名』 （提出之意）

序5

首『名』乙62

accidential ~ 寓徳之詞 『名』甲108

categorical ~ 痙達之詞 『名』甲76 C定然）

contradictory ~ 互駁之詞 ～必一是ー非不能皆

非皆是。『名』乙6

conversion of ~ 轄詞〔按亦稲詞之換位〕『名』

essential ~ 

general~ 

乙4

常徳之詞

公詞 ～所謂之物為然為否。

『名』乙18

通謂之詞 必公名之立而後有

～。『名』甲II

35 

射弾

代詞，代名詞，

人稲代詞

財産，所有櫂

性質，性能

（偶然的）

（本質的）

（可感覺的）

（命題！主題）

（絶封的）

（矛盾）

（換位，轄菱）

hypothetical ~ 未定之詞 『名』甲76 C設若的， 設想 （俵設的）

的）

identical ~ , 複詞 ～者申詞之尤顕者也。

『名』乙99
（同一的）
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indefinite ~ 暉謂之詞〔亦稲不定稲命題） （不定的）

『名』甲78

particular ~ 偏謂之詞〔亦稲特稲命題〕 （特殊，特別）

『名』甲78

particular affirma- 循謂正詞此如由～有甲為乙，

t1. ve ~ 可轄之以為～有乙為甲。『名』

乙4

particular negative 編攀負詞如由～有甲非乙，

不得轄而為有乙非甲。『名』

乙5

real~ 真詞蓋～之謂物也。『名』

甲112

singular~ 獨謂之詞（按亦稲単稲命題〕

『名』甲78

sub-alternate ~ 兼容之詞 ～正者普及通攀之 （輪流的）

詞是者則偏攀之詞亦是。『名』

乙6

universal~ 全謂之詞（按亦稲全稲命題） （全般的）

『名』甲78

universal negative 普及負詞

verbal ~ 申詞 『名』甲106 （動詞的）

proprietor 執券主人合股公司其純螢措 本主，業主 業主，続螢者

注之眉目琥大童，而斥本得股

者名～。（今繹股東〕『原』740

small ~ 小町諸農之中～自耕之農。

〔即小田主） 『原』 413

protection 保商之政争進出差之正負斯 保護 保護貿易制

～。『原』 3

protect10．m． st 主護商者 （今繹保護主義者） 保護貿易政策

『原』 79

protest 磐明負約 『原』 310 告，賓告 異議書，抗議

protestant 波羅、ー芯斯檜 加多力宗之謂～ 背天主教者，新 新教，耶蘇教

宗也。『群』 261 教



protestantism 

psychology 

punch 

purchase 

purchasing 

puritans 

puritant 

Q 

qualitas 

quality 

quantitas 

quantity 

quarter 

question 

begging the ~ 

qumine 

R 

radical 

radii 

日中同文語棠交流の史的研究 (3)(芝田）

修教 ～之民如吾英不可用也。

『櫂』 44

心学什司羅支之為～。『名』 魂學，震魂之學 心理學

序 2

噴矢識誹之報『群』 231 談報，戯笑報 周刊

買賣〔～謂以財為易者〕『原』 買，買来 購買

13 

致物〔即購物） 『原』 26

清浄黛 『群』 264

清浄教黛 『群』 99

買

従清教者

瓜力塔思 ～此言徳言品。 性，本質

『名』甲33

品詞以～言，則有正負之殊。 性，本質

『名』乙12, 應以ー幹而分三

支。曰品也，倫也，量也。

『名』甲67

観特塔思 ～此言敷言量。

『名』甲33

論多少

購買

清教徒

質，質量

質，質量

敷量，量

37 

量以～言，則有全曲之異。

『名』乙12

額，額敷 敷量，分簸，量

括打 『原』 207

巧詞〔按即稲窟取論煕又稲要

求先決〕 『名』序 l

一唱 四分之ー，季

（度）、

問題，疑問

桂咄～之治離『名』丙166 桂那，金雛納霜 奎宇，金雉納砿

本源窯（以其言愛法常云宜従 要盛菱政者

本源入手故有是稲）『群』 179

公憲 ～之所建白則保鴬鄭之。

『群』 228

輻線 由其中所謂心黙者作～至

周。『名』甲149

急進黛

半痙
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railway 汽車於科學報章電信～盛行 火輪車路 鉄路，鉄道

之時代…『櫂』 107

rate 比率，率

legal ~ 通行息率國家之制～也，宜 （法定的）

略過於市中最軽者。『原』 356

〔即法定通行之利息率〕

paying parish ~ 出貧算 c即付本土救貧之税〕

『原』 160

poor~ 貧算 （貧，窮） （窮）

rational 聾 ～者物之獨具良知者也。 合理，合道理 合理的，有理性

『名』甲135 的

realism 浄宗 C按即唯賀主義）『名』 宵在，真賀 現賓主義，賓在

甲115 至ollll 

reason 良知 ～之名先己不容不界。 道，理，道理 理性，理智

『名』甲135

pure~ 清浄之理有物渾成字日～。 （清浄） （純）

『天』上

reasonm． g 思縮通論推証～。『名』乙 l 辮理 推論，推理

the art of~ 思議之術 『名』序 2

recompense 報，賞，努 酬報，報酬

real~ 真債物有～，努力者之優

純貧富典～有比例。『原』 83

rectangular 帯従 ～者諸方之臆。『名』 正角的 長方形的，矩形

甲117

reformation 宗教雙形 『社』 144 復立正教 改革，革新

regiment 校 〔英以千人為ー校， 今鐸 ー旗兵 （軍）園

園〕『原』 607

regrating 屯積〔購進大宗貨物以圏螢利 買従野而復賣之

之行為）『原』 391

relation 倫理 C按亦稲闘係）『名』甲 閥，有闘渉 （抽象）闘係

28 

religion 魯黎礼整今西國所謂教者 教，教門 宗教

其文日～。『原』 827
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the ~ of amity 為人之教 『群』 153 （和睦，親睦） （友好）

rent 租如有人買田而約歳牧～若 租銀，租債 租費，租金

干石…〔即地租〕『原』 29

租賦『原』 49

net~ 賓租租有継租，有～。『原』 （賓，浄） （純浄）

288 

gross~ 線租 （参看上條〕 （大半） （綿）

natural ~ 経租 『原』 169 （原，本，性的） （通常的）

building ~ 間架之租 ～者具母造屋之豪

利也。『原』 865

ground~ 甚址之租 『原』 866

theory of~ 田租升降例 C地租學説〕『原』 （學説，理論）

111 

repayment 還母〔即師還本金）『原』 353 賠還，賠補 付還，償遼

reprisal 執抵櫂利 『社』 98 反捕，反捉 強制手段

republic 1 慮抜布力 『名』甲159 衆政之邦 共和國

公治篇〔柏拉圏所著～〕『法』

4-15 

ideal ~ 民主主客論〔即理想之民主

國）『原』 386

republican 公治 ～者國中無上主櫂，主 衆政的，公共政 共和政髄

於全骰或一部分之國民者也。 的

『法』 2-1

reputation 理標得顕 〔名春西語曰～〕 名，名墜 名墜，名臀

『法』 3-13

resemblance 相似 『名』甲98 像，似 類似

result 果，果賓 結果

proximate~ 近果見～而不見遠果。『群』 （近，貼，至今） （最近的）

2 

remote~ 遠果 （参看上條） （遠，遥） （逝遠）

retailer 買披整管零周給民用 C此賣 賣零砕貨者 零筈商

之事） 『原』 359

revolution 理弗留顕 ～者言轄輪也。 稜，醐，叛 革命

『社』 136
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French~ 

rhetoric 

rigidity 

road 

cross~ 

post~ 

turnpike~ 

royal 

rum 

s 
salt 

alkaline ~ 

slave 

scholarship 

school 

. 
science 

abstract ~ 

．． 
apnon ~ 

concrete ~ 

法民革命『櫂』 3

言語科所援之～又為時人之 善論之理，善言 涼説術，修辟界

所最璽者。『原』 155 之法

桔 ～者稿老而不可以雙進也。 硬

『群』 204

道，路

穿道 ～謂両道之間相通之道。 （十字，・横）

『原』 729

幹道『原』 729

棺路～（謂造路既成設閥以牧

其費〕 『原』 729

荷頼耶昭 『社』 29

庶酒 （即甜酒〕『原』 184

鎌灰 c鹸塩〕『原』 199

僅奴 ～者身属主人分同牛馬

不自由者也。『・原』 87

勘奨之資於是設為飲助之費，

～。『原』 151

斯古勒泰西卑校向分三等，

其高等日優尼維質地次曰爵里

支又次日～。『原』 762

卑術『権』 12

玄學 ～者設事以求理而無典

夫自然之賀物也。『群』 45

玄科 日～日聞科日著科三者

既治而所以治群躯之始基立。

『群』 288

心成之學形慰設意為因，本

因求果，特～耳。『名』 73

著科 （参看玄科条〕

柱，棟

王，王的

糖水酒，蕪糖

鍼，塩

（載沙之質）

奴，奴僕

博學

書房，象館，學

堂

學，智，理

（要略，抽出）

橿直，剛性

路，道路

十字路口

（大道，公路）

柵道，税道，取

税路

王的，女王的

糖酒，蜜酒

塩

（馘的）

奴隷

奨卑金

學校

科學

（抽象）

（先天的， 演繹

的）

（具髄的， 有形

的）



organic~ 

scientific 

~man 

. 
security 

．． 
se1gmorage 

seizure 

selection 

artificial ~ 

selector 

selenium 

self 

~ government 

~ protection 

sensation 

septier 

sequence 

series 

arithmetic ~ 

geometric~ 

日中同文語槃交流の史的研究 (3)(芝田）

聞科 （参看玄科條〕

格致之家『群』 5

穂質『原』 356

制幣之費 〔即國家錆之嘉餘）

『原』 41

櫨費 C~即錆造費） 愈大盗

錨愈多。『原』 540

所虜獲者 『社』 87

天揮 『天』上

人揮 『天』上

智慧的

火耗，錨頭

拿獲者

選揮，棟揮

（人手所作的）

客農『社』 89 揮者，選者

塞利尼亜〔化學字作絶）『名』

丙 140

（有機的）

科學的

科學家

抵押品

奪取，拍押

選揮，陶汰

人為陶汰

41 

自治 ～者非日以己治己也。

『植』 4

治己者，克己者 自治

吾以保吾之生人類所可以己

干人者無也，日～云耳。『櫂』， 
感 ～奥物億本非同事。『名』 覺者，見者

甲40

塞台爾 ～者劣英之半括打也。

『原』 225

相承世間一切自然見象有両 従者，次序

劉待法，一日並著一日～。

『名』丙35

次第，次序，

等次

逓加級敷 （如ーニ三四五是） （算法，数学）

『原』 76

逓乗級敷 （如二四八十六是〕

『原』 76

（量地的， 方田

法的）

感覺，知覺

接綾，序列

級敷

等差級敷

幾何級敷，等比

級敷
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. 
service 

servant 

sheep 

sheriff 

shire 

simple 

． ．  
s1multane1ty 

situation 

social 

~ control 

. 
society 

commercial ~ 

patriarchal ~ 

.. 
totem1st1c ~ 

types of~ 

sociology 

sovereignty 

space 

speciality 

． 
species 

spectroscope 

揺役佃農之於田主，納租突， 作工

尚有無名之～。『原』 390

債傭『原』 87 役卒，待子，僕

詳羊 『原』 257 羊，綿羊

協力夫 『原』 101 成法官

沙爾『原』 395 府，郡

簡詞有繁～之分，～者句主 輩，純

典所謂各ー名也。『名』甲72

並著世間一切自然見象，有 （同，一斉）

雨封待法，一日～，一日相承。

『名』丙35

所居之便左〔意謂所居地位近 地位，情形

便興否〕 『原』 173

五倫的，五常的

社會之節制 『櫂』 5 C管理，掌理）

會，結社

商群専螢ー業自享有餘以興 （生意的， 貿易

其群為易，如是之群命日～。 的）

『原』 19

宗法社會其邦族群皆～也。 （族長的）

『社』 3

圏騰社會 『社』 3

社會形式 『社』 1 C印，印跡）

群學唆休羅支之為～。『名』

序2

無上主櫂 『社』 136 主櫂 ， 

宇～者空虚，空虚之證可以 間，有界之形

思乎。『名』乙87

毛署 ～者不可前知者也。 特

『群』 46

別（斯畢稀） 『名』 117 種，属

折光陸離圏 『群』6

服務，服役

僕人，工友

羊，綿羊

（英）郡長

郡

箪，簡輩

（同時的， 一斉

的）

境遇，情景

． 
社會的

（控制， 支配，

管制）

社會

（商業上的）

家長制社會

（圏騰的）

（型，類型）

社會學

主櫂，統治植

空間

特性，特質

（生物分類）種

分光鏡，験景器



speculation 

speculative 

spinning-wheel 

spiritual 

squatter 

stallage 

stamp 

public~ 

state 

composite~ 

stock 

capital ~ 

~ of provisions 

structure 

struggle 

~ for existence 

subject 

subordinate 

subsidy 

new~ 

old~ 

substance 

general~ 

日中同文語槃交流の史的研究 (3)(芝田）

屯待～者牢籠百貨屯唐待時 暗想

買賤賣貴， 以規大利。 『原』

130 

形上 『権』 12

紡機 『原』 264

宗教 『権』 13

羊牧 『社』 89

擁税 〔在市場中設挺筈物之

税〕『原』 393

官印（貨幣法定之印証，所以

保証其成色重量也〕 『原』 22

合衆國家 ～猶合従也。『社』

141 

好思的

紡機，紡車

神，震，真

寄居的

市中搭握之櫂

母財 〔即資本也〕 『原』 47 蔵埋

母財生財三物，日地日力日

～，地或日業場。『原』2

食 〔即糧食也） 『原』 283

幹局有生之形，莫不有～。 造起，建造

『群』 52

苦努，争者

物競 『天』上 （在者，有者）

詞主『名』引論3 束百捷 厩，服，麗人

c降人之義） 『社』 64

蜀従 『名』甲142 廊者

新助鮪 『原』 491,907 

藷助飽 『原』 490,907 

公性凡物皆有～頭綸一切之

中。『名』甲109

思索，投機

思索的

紡車

精神上的

43 

〔澳）公地農民

印模

（公共的）

國家

（併合的， 組合

的）

備料，貯積

（資本，資金）

.(糧食，口糧）

結構

闘争

生存競争

主語，被試験者

従厩的

従厩的
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substantia 

substratum 

． 
succession 

superstitious 

surety 

syllogism 

syncategorematic 

system 

agricultural ~ 

T 

mercantile ~ 

party~ 

~ of synthetic 

philosophy 

taboo 

taille 

tallage or tenant 

tallow 

tangibleness 

薩布斯坦思阿 『名』 33 臆，質髄

薩布斯他丹昔之學者謂日～ 基，底

〔此言底質，梵語日浄〕 『名』

甲48

、相承（参看 simultaneity条） 緻，相接

不並有法推極言之，帯於二

倫・・・ニ日並有興～。 『名』甲

68 

賓質的，基本上

的

基礎，底層

接綾

鬼吾今謂一心日敬又一心日 邪教的，荒唐的 迷信的

～。『名』甲65

保誡貸者子母不如紺還，則 担保人

責償於～。『原』 300

連珠『名』序 5 推論之辟 三段論法

合謂（泌加特歌勒馬的）『名』 不能自用之字

甲10

法，法式

農宗計學者有二宗焉，日～

日商宗。『原』 419

商宗 〔参看上條〕

政黛一日代表二日従衆三日

～。『社』 124

天人會通論

答布 『社』

泰理税 ～者臣虜之税也。

『原』 390

佃農 ～之於田主納租突。

『原』 390

脂管 『原』 250

可獨之徳如可見之態～，如

乎如方此皆不正。『名』 14

禁，禁作

上脂油

重農制度

重商制度

綜合哲學提網

禁忌，避謡

佃戸

脂，牛脂
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tanist 佗匿思特 『社』 29 主，地主

tanner 人『原』 376 皮匠 鞣革エ人

tatooing 文身諒刻 『社』 10 刺，胡 刺花，文身

tax 征求係役之外有～，其無定 税，租，厘金 税，税款

程而繁重。『原』 390

annual land ~ 地税 『原』 872 （毎年度） （年度的）

capitation ~ 丁口税 『原』 893 丁税，按口算 人頭税，人口税

poll~ 頭會〔即丁口税）『原』 394,

國有～，乃民為奴虜之標識。

『原』 885

property~ 業産税〔今繹財産税〕美國～ （家業，家財） （財産）

一切聴民自占不設法令以待逃

隠。『原』 877

window~ 窟捐 『原』 873

incidence of 税極〔今繹租税之蹄着〕『原』 （偶然的）（征税 （影響範園）（課

~ ation 871 之事） 税）

tendency 聴等塞〔此繹為孟子雖有智惹 向，蹄向 趨勢，傾向

不如乗勢之勢〕『名』丙159

tender 

legal ~ 法償『原』 34 （合法的， 依法 法幣，法償

的）

unlimited legal ~ 無限法償〔貨幣之可用以自由

授受而無敷額之限制者〕『原』

476 

term 端『名』甲 l 限，界 期限

maJ． or ~ 大端原詞為～所居者謂之大 （這，更大） （論理學）名辟，

原。『名』乙II 名詞

middle~ 中端委詞雨端之紹介蓋必有 （中，中心） （中間，営中）

～。『名』乙11

mi. nor~ 小端委詞之所謂是為大端， （更小，重細） （雨者之中，小）

其詞主為～。『名』乙11

mixed~ 雑端棗二類之字而成ー名者 （雑，混雑） （混合的， 混維

有時謂之～。『名』甲10 的）
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thanes 成帷所謂選士者稲～。言臣 某貴人之稲 豪紳

僕也。『社』 63

theory 

~ of moral senti- 徳性論原富最善，～次之。

ments 『原』 1

~ of population 戸口藩息例 人口學説

thing 丁格（此言物） 物件，東西 物件，事

thought 思用不精之文字，以求達至 意思，想頭 思考，思維

精之～。『名』甲39

time 宙 ～者時也。時之終極可以 時，光陰 時間

思乎。『名』乙87

tithes 太徳『社』 94 十分之一

toll 権錢若大道…則過而用之者 通行税

有～。『原』 723

turnpike ~s 未税設閥梁以権之，如吾英

則有～。『原』 833

tory 保鴬公鴬之所建白則～翻之。 在大英國助言者 托利黛黛員，保

『群』 228
ヽ

守黛黛員

town 拓温如中土之鎮集日～。 城，邑，鎮 城市，市鎮

『原』 395,842 

~ concil 議曹〔蓋猶中國之郷約所）

『原』 395

trade 

earri． ng~ 捐商用其母財以致甲地之穀 運輸業

麦於乙地・・・謂～之業也。『原』

448 

foreign~ 境外貿易（今繹國外貿易） （外國的） （外國的）

『原』 367

free~ 無遮通商『原』 142 （自由，自主） 自由貿易

大通商法『原』 456

home~ 國中貿易『原』 367 （本家，本國） 國内貿易

treason 叛逆『社』 100 謀叛 謀反

treaty 質剤〔謂相易以約者）『原』 13 商量，商議 条約，商議



~ of commerce 

tribal 

tribe 

u 
undistribute 

. 
union 

personal ~ 

real~ 

trade~ 

unit 

universe 

. . 
umvers1ty 

Oxford~ 

univocal 

unlikeness 

use 

user 

utilitarianism 

utility 

utopia 

日中同文語彙交流の史的研究 (3)(芝田）

立専約〔即議訂商約〕『原』

444 

種人宗法 ～謂之族人宗法

『社』 15

族

不普及普及～之分則諸詞之

界説。 （按亦稲不周延〕『名』

甲80

族的

族，漏派

47 

家族的，部落的

部族，宗族

合，相合，合會 組合，聯盟

國主私合『社』 142

共主之合『社』 142

工聯『社』 124

仏匿凡度量衡之～（此言単

位本量）『名』乙102,群者謂

之拓都 C繹言継合）一者謂之

~(繹言箪個）『群』 40

世界『名』 49

優尼維賓地此名専属文業國

學者。『原』 136,762 

郡斯福國學『社』原序 l

（本身的）

（賀，真）

（生意，交易）

ー，奇，輩，箪

位

宇宙，天地

翰林院

一義名家甑名恒云名有～岐 同意的

義之異。『名』甲30

不相似 『名』甲68

利用『原』 24

所習用者『社』 87

功利之説為純於～者以謂如

計祟家言。『原』例言 6

利害所謂～者，必観之於至

廣之域。『櫂』 II

烏託邦『原』3

烏托邦『群』 105

不似的，不同的

用，使用

償相

益，利益

豊業之地，安業

國，蓬莱

（個人的， 私人

的）

（真，真賓）

工會

箪位，基数

宇宙，全世界

綜合大學

牛津大學

不同，不相似

用，利用

用戸，使用者

効用，賓利

烏托邦，理想國
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V 

value 値物相為易之真～也，而百 債，債値 債値

産之～。『原』 25

stability of ~ 値不棗愛『原』 23 （堅固，安穏）

standard of ~ 物値通量（即債値之標準〕

『原』 23

the ~ of 方維術

quaternions 

valve 汽鞠之函『原』9 穿，舌門 閥，鱒

velocity 遂 C按即速度）『名』丙115 快，速率 速度

verb 動作字『名』甲 9 活字，動字 動詞

verification 印證『名』丙168 證瞼，有真擦者 證宜，検験，検

證

vi． ew 観看，光景 観察，思量

dissolving~ 融景社會天演之～。『社』 69 （消融） （溶解）

viscount 懐康 ～四等爵。『原』 894 子爵 子爵

visibleness 可見之徳『名』甲14 見得出，可見的 可見的

volition 志 ～者有所欲為之意也。 主意，心意 土思、士、し、

『名』甲43

vote 出占『社』 29 投名，保學 選畢，表決

福脱『社』 121

w 
wages 力傭『原』 47 工錢，工食 工資

庸其～固時有高下之差。

『原』 28

~ of labour 凜條傭錢『原』 46

warehouse 屯棧税闘～者公司之利也。

『原』例言 4

warrant 票，櫂書 令状

general~ 連坐之令

water 

territorial ~ 界水公法之所謂～者…瀕國 （境界） 領海

之海定其距敷。『社』 84
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wealth 財吊，財貨

natural~ 國財 c即全國之財富）

the ~ of Nations 原富『群』 61

woolen-coat 闊『原』 10 （絨） （羊毛的）

workman 傭エ『原』8 エ人，倣工的 エ人，工作者

賃工身為～之傭，亦貧且賤

突。『原』 10

independent ~ 自食之エ『原』 92 （自理） （獨立，自主）

world 

intelligent ~ 心璽世界有～有形氣之世界。 精神界

『法』 1-3

physical ~ 形氣世界（参看上條） 物質界

writ 

~ of right or 田主主地〔保護田主之律）

~ of entry 『原』 387

wrong 

bootless~ 不賀之罪『社』 97 （錯，錯誤） （過失， 不正常

行為）

civil ~ 司域爾 ～私犯也。『社』 97 （市民的， 公民

的）

Y 

yams 躇鴎若玉米～皆為欧洲所前 大薯 薯預

無者（植物塊根含澱粉〕『原』

551 

yeoman 篠壌有～ー等之民勢力甚大 田舎翁 自耕農，小地主

〔按～猶言中戸下於貴族而主

田業）『社』 94

z 
zebra 芝不拉『天』下 花馳，斑馬 斑馬
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I 厳復の・訳語

厳復の訳語と『羅布存徳原著•井上哲次郎訂増英華字典』の訳語および『簡明英漠詞典』の

訳語，この三者を比較対照する作業は以上を以て終了したのであるが，この語彙総数は単語が

527語，熟語が384語，計911語を数える。

ここに抽出された厳復の欧文訳語は，彼が1898年から1909年までの19世紀末・ 20世紀初頭に

おける11年間に翻訳公刊した『天演論』をはじめとする八種類の翻訳書について， 『萬有文庫

苔要』が特に『西名表』の欄を設けて，その訳語に注釈をつけねばならなかったもののうち，

人名・地名等の固有名詞を除いた普通名詞の単語および熟語である。これらの訳語は当時中国

の学術思想界に，系統的に現われた最初の欧文訳語であって，明治初期から大量につくり出さ

れた日本の欧文訳語とは，まだそれほど接触・ 交流していなかったころの，いわば中国独自の

欧文訳語であったといえる。

中国の学術思想界が，西欧の近代科学思想と多面的に接触し，これを吸収していく過程にお

いて，その重要な媒介者となったのは，中国の日本留学生であり，日本の西欧近代文化・科学

思想および諸制度を紹介する各種の出版物であったことは周知のところである。したがってコ

ミュニケーツョンの担手である言語，ここでいう欧文漠訳語の日中交流が，中国の西欧近代思

想文化吸収の上で，大きく作用したことは否定できない。しかし，この時期が最も顕著に現わ

れるのは，厳復の翻訳書が公刊された時期よりも，さらに20年ほど後のことになる。ただ厳密

にいうならば，厳復が翻訳書を公刊したその時期に，欧文漢訳語の日中交流が全くなかったか
① 

というと，そうとはいい切れないのである。ちょうどその時期には梁啓超が横浜で『清議報』

c 
『新民叢報』を刊行して，明治初期からつくられた日本の欧文訳語を用いて西欧の近代思想や

社会制度等を紹介していたし，また魯迅が日本に留学したのは (1902~1909)年であったこと

などが想起される。したがって当時の中国で厳復の欧文漠訳語だけが，学術用語として専用さ

れていたとは断言するわけにはいかないかもしれない。事実，厳復が翻訳作業をすすめている

過程で， 或程度日本の欧文訳語を参照していた事もうかがえるのである。 例えば1903年出版

の『群己権界論』では「倫理学」という日本の訳語を知っているのである。
R 

斯賓塞倫理学，説公 (Justicein Principle of Ethics)一篇，言人道以必得自絲者。

また， 「哲学」という日本の訳語について， 1905年出版『穆勒名学』のなかで次のように意見

を述べている。

理学其西文本名謂之出形気学。典格物諸形気学為酎。故亦播神学，智学，愛智学。日本人
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謂之哲学。顕晩近科学獨有愛智以名其全。而一切性霊之学則帰於心学，哲学之名似尚未安

盈。
このように，厳復は「倫理学」 「哲学」という日本訳語を知っているのであるが，彼にとって

は適切な訳語ではなかったようであり， あくまで自己の訳語（「倫理学」を「理学」と訳し，

「哲学」を「徳行之学」と訳した）で終始しているのである。このように厳復の訳語は，いわ

ば中国伝統の文化土壌のなかから生れ出たものであって，前述のように学術用語がまだ定着し
⑤ 

ていなかった啓蒙時期の中国学術界にあっては，当然その主流をなしていたことは否定できな

いところである。とすれば，ここに抽出された厳復の訳語は，日中欧文訳語交流以前に現われ

た中国独自の訳語である，と見倣しても差支えないのではないか。われわれはこの観点から，

これらの訳語を中国における欧文訳語の基調語彙と認め，それ以後に中国で起った訳語の変遷

を，日中訳語交流の歴史過程のなかに追究していこうとするものである。

語彙の変遷という言語現象を調査研究する場合，通常ある時期で一線を画し，この線上に現

われる語彙を適宜抽出し，その個々の語彙について，別の一時期においてそれと対応して通用

する語彙を調べ，この双方を比較対照することが，最も便利な方法である。そこで，われわれ

はまず，厳復の訳語と解放後の中国の訳語とを比較対照する作業から着手したのである。この

ことは，第一に中国の欧文訳語の変遷を究明する上で，最も身近かにあって，日常活用されて

いる今日の中国語彙を重視すること，第二にわれわれの研究目標を最初から設定しておくこと，

この二点を明らかにしておくことの必要性から採った措置であった。上記訳語の比較対照につ

いていえば，厳復の訳語と『簡明英漢詞典』の訳語とは，時間的にはほぼ半世紀を隔てており，

中国の欧文訳語という観点から見れば，この間に，中国の訳語自身が大きな変化を起している

ことを，明瞭にしておくためであった。したがって，われわれはこの稿ではこのような言語現

象に注目することを当面の研究課題としたのである。なお，以上の両訳語のほかに『羅布存徳

•井上哲次郎訂増英華字典』の訳語をも加えたのは，この訳語が厳復の訳語よりも，さらに20

年ほど以前の訳語であり，厳復がこれを参照していないはずがないと思われたこと，しかし，

それにもかかわらず厳復がその影響を余り受けていないことを示すためでもある。

Il 訳語の分類

訳語を分類整理する場合に，訳語の方式によって分類することが最も普遍的な方法である。

われわれもこの方法によって，厳復の訳語を分類していくのであるが，諸家の分類方法が必ら

⑥ 

ずしも一致していない。そこでわれわれの分類方法を簡単に述べておく必要があろうと思う。
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外国の事物・事象等の概念を自国語の造語規律に則して訳語がつくられる場合，まず考えら

れることは，音訳語と意訳語の二種類である。ところが，音訳語の場合をみると，その訳語が

ー音一義をもつ漠字で表記されるため，音節字母のカタカナで外国語音を写し取る日本語訳の

ように単純ではない。そこで，われわれは外国語音をそのまま，またはそれに近い漠字音で写

し取っている音訳語，例えば：

catholic 加多力，

campany康邦宜，

commune恭牟尼，

knight 奈徳，

logics 洛集克および遁輯……

bank 版克，

biology拝詞遁支，

これらの訳語を，ここでは「全音訳語」と名付けておく。

また外国語音を漠字で写し取りながらも，その漠字がもっている字義によって，外国語の意

味をある程度表わしている訳語，例えば：

utopia 烏托邦， yeoman 絲唄……

このような訳語は，厳復の訳語にはごく少数であるが，これを「音義兼用訳語」とする。

次に外国語音を漠字で写し取った上に，さらにその外国の事物を表わすために中国本来から

あることば（漢字）を加えてある訳語，例えば：

brandy 菩蘭提酒， aides 愛底税，

lastage 落地税， feudalism彿特封建……

これらの訳語を，ここでは「半音半義訳語」と名付けることにする。

意訳語については，その訳出方法からみて，音訳語のように形態上からこれを分類すること

はせず，その訳語が厳復の創造語であるか否か，または他の辞書等，特に日本の欧文訳語と関

連があるかどうか，この二点に絞って分類することにする。この場合，厳復が創造した訳語，

例えば：

. 
economics 計学， deduction外箱， induction内箸

philosopher名理家， capital 母財， selection 天揮など

を「厳復訳語」とする。

一方，厳復の訳語のうち，彼自身が創造したものであると断定できないもの，例えば：

competition競争， democracy民主

exchange 交易， market 市場……

これらの訳語は「厳復訳語」に対して，厳復が既成訳語を借用したものとして取扱い，これを

ここでは「引用語」または「借用語」として検討することにする。
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1 音訳語

厳復の訳語のうち音訳語と見倣せる訳語数は152語にすぎず， これは全体の訳語数の 16.7%

に当る。さらにこれを前述のように訳語の方式によって分類すると，以下のとおりである。

全音訳語：例えば ammonia亜摩尼亜， beer呻児， captain甲必丹， doctor達格特爾，

essence額生思， gentleman真特爾門， mayor美阿， ounce翁斯， platinum柏拉丁

難， taboo答布， tendency聴等塞， town拓湿， unit仏匿， university優尼維賓地な

ど136語。

音義兼用訳語：これは極めて少なく， utopia烏托邦と yeoman絲峨の 2語。

半音半義訳語：例えばacademy亜克特美園， aides愛底税， civillaw司域爾律， criminal

law孤理密律， stampduty斯旦税， totemisticsociety図騰社会など14語である。

以上，音訳語の形式によって分類した数字を示したのであるが，厳復が翻訳した時期のちが

ぃ，したがって翻訳書のちがいによって，また同一翻訳書であっても巻・ 章前後のちがいによ

って，欧文の一語に対して音訳語を用いている場合と意訳語を用いている場合との両方がみら

れる。これら音訳・意訳併用の訳語を摘出してみると，以下の27語である。

原語 音訳語 意訳語

acti. on 阿格知倭『名』 為『名』

bank 版克『原』 紗商『原』

bill 砒勒『原』 拷契『原』

biology 拝詞遁支『名』 生学『天』

caste 喀斯徳『社』 種『権』

colonia 班倫尼亜『原』 外属『原』

company 康邦宜『社』 公司『社』

corporation 歌頗魯勒憲『原』 咲『原』

data 棟達，弟佗『名』 原『名』

democracy 徳誤括拉寺『社』 民主『社』『権』，庶建『法』

stamp duty 斯旦税『原』 印税『原』

dynamics 代納密斯『名』 力学『名』

exi． stence 額悉思定斯『名』 自在『名』

ethics 伊迪格思『原』 徳行之学『原』，義理之学『名』

logic 洛集克『原』，遁輯『名』 名学『天』『名』，名理之学『原』
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magistrate 馬芝斯脱特『原』 令手『法』，邑長『原』

market 馬礫『社』 市場『原』

matter 馬特爾，馬太『名』 質『名』

metaphysics 密達斐輯格斯『原』 心学，神

美台斐輯『名』 理之学『原』理学『名』

militia 密里沙『原』 民兵『原』

noumenon 紐美諾，奴優弥那『名』 自在『名』

physics 斐輯格斯『原』 物理之学『原』

斐輯『名』 学有形気『名』

politics 波里秋思『社』 治制『法』

religion 魯黎礼整『原』 教『原』

property 普羅勃諦『社』 異産『権』

republic 慮抜布力『名』 公治篇『法』

vote 福脱『社』 出占『社』

以上の27語は厳復の訳語という立場からみると，音訳意訳併用の訳語であって，訳語方式に

よる分類の立前からいえば，音訳語にも属するし，また意訳語にも属するものであるが，ここ

では音訳語として取扱うことにした。 したがって， この27語は音訳語総数152語のうちに含ま

れている。

次にこれらの音訳語が「厳復訳語」であるか，または他の辞書から引用したものであるかを

調べてみると，引用語として認められる訳語は次の二語である。

beer呻児，呻酒：厳復は『原富』のなかで「英語謂呻酒為呻児」 （同書_p.968)と述べ

ていることから見ても判るように， 「呻酒」という音訳語は，それ以前から通用していたら

しく，この訳語はすでに『羅• 井上字典』にも「麦酒」とともに併記されている。したがっ

て「呻酒」は厳復の創造語ではないことが分る。なお「呻酒」は現在では固定訳語となって

いる。

coffee加非：これは「珈琲」と表記の仕方が異るだけで，音訳語として厳復が引用したこ

とは上述と同様に明らかである。

一方「厳復訳語」と認められ，それが現在の固定訳語になっているものをあげると次の二語

がある。

logic遁輯：厳復はこのほかに音訳語として「洛集克」意訳語として「名学」「名理之学」
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などを使用しており， 『羅•井上字典』の訳語「理学，明理之学」とは明らかに異っている。

現在の固定訳語は「論理学，遁輯」となっているが， 「遁輯」の方が有勢であり，これに統

⑦ 

ーすべきだとする意見さえ出ている。

utopia烏托邦：この訳語は「理想国」とともに現在の固定訳語になっている。 この訳語

が厳復の創造訳語であると断言することができないとしても『遁• 井上字典』では「豊楽之

地」「安楽園」「蓬莱」の意訳語をつけているのみであること，また厳復の初期の翻訳書『原

富』 (1901年）『群学騨言』 (1903年）に見られることなどから，「烏託邦，烏托邦」を厳復訳

語と見倣すことにした。

このように見てくると厳復の音訳語のうち，なお今日にまで活きつづけているものは，ごく

わずかであって，その他のものはほとんど意訳語に変っている。ただ西洋の事物の名称等につ

いては，今日も音訳語のみを使用しているのであるが，その漠字音の当て方が異っているのが

目立っている。

（厳復） （遁•井上） （英漠詞典）

academy 阿加特美園 阿加的米

ammoni． a 亜摩尼亜 阿摩泥阿 安摩尼亜

brandy 菩蘭提酒 呻蘭地酒 白蘭地酒

champagne 郷賓 三鞭酒 香横酒

glass 頗黎 破璃 破璃

ether 以泰 以太

ounce 翁斯 晏子（英両） 益司（英両）

penny 便尼 辺尼 便士

これは漢字が一音に多数の字があることおよび漠字音が訳者によって一致していないために

起る現象であって，中国人にとってはそれほど不便には感じないのであるが，しかし漠字とい

⑧ 

う視覚に訴える率の高い文字で書き表わされた場合，その混乱は免れ難い。

2 意訳語

厳復の訳語でその大部分を占めているのが意訳語である。 その語数は 759語（総訳語数の

83.3%)であるが，適当な訳語を見出し得ず，事物の説明に終っている場合もある。厳密にい

えば，それは「概念の説明」に止まり，まだ「訳語」の領域に入っていないといって差支えな

い。このことは外国文化・文明を吸収し始める当初にあっては避けられないことであって，明
⑨ 

治初年の英和辞書にも見られる傾向である。厳復の意訳語のうち，このような「概念の説明」
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に止まっている訳語を抽出すると，わずか13語に過ぎない。その主なる例をあげて，現在の訳

語と比較してみると次のとおりである。 （なお括孤内は『羅•井上字典』の訳語）

acceptor 受期付款之家一承兌人一（接納者）

analogical 引喩之義一類推，類似ー（像似，相似）

cannm. g 抽気装笛一罐装

production 所生産者一生産ー（生者）

proprietor 執券主人一経営者一（本主，原人）

protection 保商之政一保護貿易制一（保祐，庇護）

. sei． zure 所虜獲者---:-奪取，拍押ー（捕者，拿獲者）

s1．tuat10． n 所居之便左ー情景，境遇ー（位，形勢）

chemical combination 変化之合ー化合

free co:rnpetition 任物之競ー自由競争

private copartnery 連財共賣一合股企業

いまこれらの訳語を『遁•井上字典』と照合してみると，同字典では複合語を収録しておら

ず， canning以外には訳語がついているが，厳復はその訳語を使用していない。これは訳文の

文脈のなかでその訳語が適切でないと判断したためであろうと思われる。例えば acceptorの

訳語は「接納者」となっているが，これを「受期付款之家」と解説した方が訳文中では理解し

やすかったためであろうし，また productionの訳語「生者」についても，さらにことばを加

えて「所生産者」と解説的にした方が判り易いし， 特に註をつけて「所生産者， 按此則産字

之義」として『羅•井上字典』の訳語「生者」をそのまま使用することには抵抗を示している

のである。

厳復の意訳語のなかから以上のように概念の説明だけに終っている13の訳語を除き，いわゆ

る訳語の範疇に入るものだけを数えてみると，その数は746語となる。このうち， まずわれわ

れは厳復が創造した訳語であって，それが現在ではすでに用いられ・ていないものを抽出するこ

とにする。これらの厳復訳語は，厳復が翻訳した当時の既成英漢字典の訳語とも異っているの

で，厳復がたとえそれを参照していたとしても，厳復独自の創造訳語であると見倣しても差支

えないと思われる。またこの厳復の創造訳語が，今日の『英漢詞典』には訳語として入ってお

らず，別の訳語がそれに代っている事実から見て，厳復の訳語は今日ではすでに死語になって

いることが明らかである。 この語数は680語（『厳復訳語分類表』でこの語数を686語としてあ

るのは，後に述べる日本訳語借用の6語を加えてあるためである）に達しており，意訳語746
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語の91%を占めている。いまそのいくつかの例をあげておこう。

厳復訳語 羅•井上字典 英漠詞典

atom 莫破臨 極微之物 原子

average 通率 大約計 平均数

capital 母財 本銭 資本，資金

coin． age 園法 鋳銭 造幣

commendation 伯費 用銭 手綾費

deduction 外描 拍者 演繹法

economics 計学 斉家的 経済学

political~ 計学 政治経済学

ethics 義理之学 五常 倫理学

freeman 自由斉民 自由民

geometry 形学 量地法，幾何学 幾何（学）

induction 内縮 引進者 帰納法

m．tm．t10． n 元知 一見而知之 直覚，直観

labour 功力，力役 労，作工 労動

mint 泉局 鋳銭局 造幣廠

pension 歳供 太平糧 年金

physiology 内景之学 性学 生理学

policy 政約 治国之法 政策

service 稲役 作工 服務

このわずかな例によっても判るように，厳復が創造したとみられる訳語は，今日ではほとん

ど日本訳語によって置きかえられているのである。つまり厳復が創造した意訳語の91%を占め

るこの大量の訳語が今日ではすでに死語になっているのであるが，その原因はどこにあるのだ

ろうか？

第ーは，訳文・訳語のむずかしいことである。厳復はその翻訳に当ってとった態度は『達惜』

⑩ 

を旨としたことであり，具体的には「用漢以前字法句法，則為達易』として，桐城派を継承す

る人物らしく，先秦古文に適応するような訳語をつけ，文体も当然のことながら士大夫階級を

⑪ 

対象としたものであった。 『新民叢報』第 1号は厳復の訳書『原富』を紹介しているが，その

なかで「厳氏於西学中学，皆為我国第一流人物。此書復径数年之心力，厘易其稿＇-然後出世。
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其精善更何待言。」と厳復の訳業に絶賛を寄せながらも「吾輩所猶有憾者，其文筆太務淵雅，刻

意華佑先秦文体，非多讀古書之人，一維殆難索解。」とその文章の難解を批判し， 最後に「欧

美日本諸国文体之変化，常典其文明程度成比例。況此等学理遼蹟之書，非以流暢鋭達之筆行之，

安能体学億受其益乎。」と述べて，平明な文体への改革は世界の趨勢であり， このような学術

書は当然そのような文体で書かれなければ青少年学徒を益することにはならないと結んでいる。

この一篇の新刊紹介だけで全般を判断することは不当かも知れないが，その当時においてさえ

厳復の訳文はむずかし過ぎて一般知識人にはそれほど歓迎されなかったことが理解できる。ま

して，その後に起った中国の白話運動の高まりと普遍化の下で， 「五•四」以後，彼の訳文も

文章の面からは：：：打倒古文：：：の対象におかれ，次第に青年読者層から遠ざけられていき，遂に

はその訳語も継承されるに至らなかったものとみられるのである。

第二は厳復が訳文を公刊しはじめたころ，ちょうど時を同じくして，日本の欧文訳語が大量

に，しかも継続的に中国へ紹介されていったことである。このため同じ欧文原語に対していく

つもの訳語が通用するという術語の混乱現象が生じたことである。例えば前記『新民叢報』を

見ても訳語の不一致に対する意見が可成り散見されるのである。

政術理財学，英文 PoliticalEconomy, 中国未有此名。日本人訳為経済学，責為不安。厳
⑫ 

氏欲繹為計学，然亦未該括。

このように梁啓超は厳復の訳語「計学」にもまた日本訳語の「経済学」にも賛成できないとし

て，後には「生計学」と呼称するのであるが，このように厳復の訳語は，その出版当初から中

国知識人を十分に引きつけることができなかったといえるのである。それに反して梁啓超の文

章は乎易流暢，俗語をも引用しながら彼の『新民説』を『新民叢報』に連載していくのである

が，この論文には日本訳語，特に学術用語が多く用いられているのが特徴である。

第三には明治30年代から昭和12年までの約半世紀の間に，中国の日本留学生が日本で覚えた

学術用語を含む欧文日本訳語を中国の学術界に反映させ，それが中国での欧文訳語の主流とな
⑱ 

って行った事実である。

厳復の訳語は以上のように直接的または間接的な原因によって，中国学術界に術語として定

着するに至らなかったことがほぽ理解できるのであるが，では厳復の訳語に代って，日本訳語

を含むどのような訳語がどのような過程を経て今日の訳語として定着したのか。このことは本

題の『厳復の訳語』を中心に考えると，時間的にス・レがあること，したがってその後中国学術

界に及ぽした多方面の資料が必要となることから，ここではそれに触れないことにする。

さて，厳復が翻訳するに当ってロプツャイド英華字典の訳語を引用したものを調べてみよう。
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つまり厳復の訳語と『羅•井上字典』の訳語とが一致しており，それらの訳語が『英漠詞典』

の訳語と異っているものを抽出するのであるが，これは厳復が既成訳語をそのまま利用しても

差支えないと判断したものとみられる。この訳語は17語であるが，何れもその後自国で改変さ

れるか，或は日本訳語を借用することとなり，現在では死語となっているか，または他の訳語

に転化してしまったものである。その主なるものをあげるつぎのとおりである。

厳・羅共通訳語 英漢詞典

barter 交易 換貨，易貨

belief 信 信念，信心

contract 約書 合同，契約

emotion 情 情緒，情感

metaphysics 理学 形而上学

nature 性 自然

percept 覚 知覚

religion 教 宗教

tribe 族 宗族

さらに厳復の訳語と『羅•井上字典』，『英漠詞典』三者の訳語が一致しているものを抽出す

ると 13語ある。例えば

bread 麺飽，麺包，面包

company 公司

creat10． n 創造

exchange 交易

freedam 自由，自絲

liberty 自絲，自由

optics 光学

polytheism 多神教，多神之教

これらの訳語のなかには，明らかに中国語本来の訳語とみられる「面包」「公司」「交易」な
⑭ 

どと日本訳語の借用語であると思われる「自由」などが混じっていることが注目される。この

点から見ると，厳復がその翻訳に当って，日本の訳語を全然参考にしていなかったとはいい切

れないことになる。

そこで，再度注意して訳語を点検してみると，以下に示す 6語は， 『英漠詞典』の訳語とは
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異っているのみならず『羅•井上字典』にも収録されておらず， 収録されていても (price,

railwayだけ）厳復はその訳語を使用していない。したがって一見厳復の創造訳語のように見

えるのであるが，実は日本訳語を借用した可能性が強い。というのは，これら 6語の厳復訳は，

むしろ日本語彙に属するものであって，今日の中国語彙としては不適当だからである。

原語 厳復訳語 羅•井上字典 英漠詞典

custom house 税関 — 海関

stamp duty 印税

pnce 物債

market price 時債

nominal price 市債

railway 汽車

債銭

火輪車路

印花税

債銭，債格

市債

鉄路

次に厳復の訳語と『英漢詞典』の訳語とが一致しているものを調べてみることにしよう。こ

れらの訳語は『羅•井上字典』の訳語とは異っているところからみて日本訳語の借用語もあれ

ば，厳復自作の訳語もあることが推測できる。この訳語は30語あるがいまその主なるものを例

挙してみると：

厳・英漢共通の訳語 羅•井上字典

competition 競争 争先者

co-operation 合作 協力倣

democracy 民主 民政・百姓弄権

despotic 専制 覇道的

division of labour 分功，分工

dynamics 力学 動重学

experiment 試験 試・試練

force 力量 カ・努力

introduction 導言 引見・帯領進去

mass 質量 塊・団

militia 民兵 郷勇・屯兵

paper money 紗票 銀紙・紗銭

observation 観察 観，看

quantity 皿旱 額，額数

self government 自治 治己的
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これらの訳語を検討してみると「分功，分エ」「導言」「紗票」「質量」「合作」などのうち，

厳復が創造したことが明白なのは「導言」だけであるが，他の訳語も中国語彙であって，日本
⑮ 

の訳語ではない。ところが「競争」「民主」「専制」「試験」「観察」「量」「自治」などの訳語は，
⑯ • 

日本訳語を借用したものではないか，という疑問をもつのである。だが，この詮索は前述厳復・

訳語の死語化過程の調査と同様に，他日の稿に譲ることにする。

以上厳復の訳語が何らかの形で，他の訳語と関連を有しているものを抽出し，検討してきた

のであるが，その訳語数は66語，意訳語総数746語の9%に過ぎないのである。 もっともこの

なかには厳復が創造した訳語も含まれているのであるが，厳復訳語と『羅•井上字典』の訳語

とが一致するもの30語，また厳復訳語が『英漢詞典』の訳語と一致するものが30語あり，残る

6語はその何れとも異っていて，完全に日本訳語を借用しているのである。またこの各30語の

うちにも，すでに触れておいたように日本訳語を借用したと思われるものが数語含まれてい

る。とすれば，われわれが本課題と取組むに当って，当初に立てた想定＿厳復の訳語は「明
⑰ 

治初期の日本の訳語とは無関係の場に位置していた」ー~と抵触することになる。このことは，

当初われわれが予想していた厳復訳語の範疇から逸脱していることを証明するものであって，

このようなわれわれの想定と作業結果とのちがいは，われわれにとって，ひとつの新しい発見

であったといえないこともないのである。

ま と め

厳復の訳語として抽出した総数911語を訳語の方式によって大別すると， 「音訳語」が152語

「意訳語」が759語となる。

音訳語をさらに分類すると「全音訳語」がその大部分を占めており， 136語に上る。しかし•.

これらの全音訳語も今日ではわずか8語を除き，その他はすべて意訳語に変っている。 「音義

兼用訳語」は 2語に過ぎず，このうち「烏托邦」ー語が今日も訳語として活きている。 「半音

半義訳語」は14語で，このうち今日にも通用している訳語は「呻酒」をはじめ漢字は異ってい

るが音訳法が一致するもの 2語に過ぎない。

意訳語759語のうち13語は「概念の説明語」であって，これを除くと，意訳語は746語であり，

「厳復訳語」，『羅•井上字典』，『英漠詞典』三者の訳語が不同であるものが 686 語である。意

訳語の約92%に当る 686の「厳復訳語」は今日ではすでに死語になっていることが判る。なお

このうちの 6 語は厳復が日本訳語を借用したものと思われる。また「厳復訳語」と『羅•井上

字典』の訳語とが一致し，『英漠詞典』の訳語と一致しないものが17語であるが， これらも今
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日では死語となっているものであるから，前述の686語と合計すると703語が死語である。

次に「厳復訳語」のうち今日もなお訳語として活きているものは計43語あるが，その内訳を

見るとつぎのようになる。

「厳復訳語」と『羅•井上字典』『英漢詞典』三者の訳語が一致しているもの13語， 「厳復訳

語」が『羅•井上字典』の訳語とは異っているが『英漢詞典』の訳語と一致しているものが30

語ある。これら43語は厳復の創造訳語のほかに彼がロブツャイド英漢字典から引用したり，日

本訳語を借用したりしているものがあるが，この調査はわれわれ今後の課題となる。

以上を要約すると，われわれが当初想定していたように，厳復がその訳文を草するに当って，

それまでに出版されていた英漠字典や日本訳語を引用または借用したものは極めて少数である。

彼自身が創造した訳語をも含めて，彼の訳語のうち今日に定着しているものは音訳語11,意訳

語43の計54語であって，これはここに抽出された総訳語911語のわずか5.8%に過ぎないのであ

る。 重要なことは残る857語 (94,2%に当る）が，すべて今日では死語となり，それぞれ他の

訳語によって代替されていることである。これらの訳語が，その後中国学術界における欧文訳

語変遷の基調語彙の部分をなすものであることは言を待たない。われわれは本作業によって，

この訳語群を日中同文語彙交流の出発点として確認することができたのである。 （分類表にし

て示すとつぎのとおりである）

厳復訳語分類表

I 語数 定着語 死語

全音訳語 136 (8) (128) 

音訳語
音義兼用訳語 2 (1) (I) 

152 (16.7%) 
半音半義訳語 14 (2) (12) 

音訳・意訳併用語 (27) 

壁・星・現不同 686 (686) 

壁二墨同，毬不同 17 (17) 

意訳語 厳・羅・現同 13 (13) 

759 (83.3%) 厳・現同，墨不同 30 (30) 

概念説明語 13 (13) 

ムロ 計 911 (54) (857) 

説明：厳は「厳復訳語」，羅は『羅•井上字典』，現は『英漢詞典』の略称とする。
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註

① 梁啓超が戌戊政変後日本に渡り，最初に発行したのが『清議報』である。

② 『清議報』につづいて梁啓超らが横浜で発行した半月刊誌が『新民叢報』であり，期間は1902年（明

治35,光緒28)2月から発行し， 1907年11月まで計96号を刊行している。途中で月刊となり，また

数力月休刊したこともある。日本および中国をとりまく世界情勢や西欧の近代資本主義制度を紹介

し，日本の欧文訳語を中国に伝えた有力誌である。

④ 厳復訳『群己権界論』の『訳凡例』 p.2。

④ 厳復訳『穆勒名学』の『引論』第七節 p.14~15。

⑤ 梁啓超は『清代学術概論』 (1963年中華書局・香港版 p.71)のなかで「西洋留学生として中国思想

界と関係をもったのは厳復がはじめてである」と述べていること。また禁元培が『五十年来之中国

哲学』のなかで「五十年来，西洋哲学を紹介したものをあげれば，厳復を第一にあげねばならな

い」と評価していることからみて，厳復の翻訳書が清末における西欧近代思想の吸収に大きな作用

を及ぽしたことが理解される。したがって，訳語の面からいえば，当時厳復の訳語のほかに，梁啓

超が紹介した日本の訳語等も混入してはいたが，中国の学術界に与えた影響の大きさでは厳復の訳

語が最も強大であったと思われる。厳復の訳語が当時の中国学術界では訳語の主流となっていたと

いうのは，以上の観点から判断したものである。

⑥ 鄭莫はく現代漢語詞彙規範問題＞のなかで「中国語が外国語の語菓を吸収する湯合の方法は極めて

多様化している。しかし主たるものは①音訳，‘運輯,'雌＇など②意訳， ‘馬力''蜜月’など③音義

兼訳，噂酒''布爾什維克主義''烏托邦＇など④借用語， ‘手続''場合’など⑤描写語， ‘火車''番

茄’などの五種に外ならない」と述べて， これらをすべて「外来語」の範疇に入れているのに対し，

呂叔湘はく中国文法要略;:>(1953年，商務印書館，上巻 p.19)で，「意訳語は厳格な意味で外来語

とはいえないようである」と疑問をもっている。また高名凱，劉正瑛のく現代漢語外来詞研究;:>(1958

年，文字改革出版社）では，意訳語は‘外来義’をもつ自国語彙であって外来語ではない。外来語

は外国語の音義を備える自国語の語彙であって音訳語，半音訳語がこれに当り，借用語は本来外国

の語彙であるが，やがて外来語に転ずるという考えである。華中師範学院編＜現代漢語詞雁知識＞

(1973年，湖北人民出版社）では①音訳‘坦克''馬達''沙発＇など②音訳兼義訳， これを二種類に

分けて，‘倶楽部''幽黙＇など音義を関連させた音訳と‘呻酒''摩托車＇などのように音訳語に‘酒'

‘車’など意味を表わす成分を加えたものとに分ける。③日本語彙から漢字形式によって借用したも

の，‘積極''場合''景気''道具＇などの三種類に分類し， 中国で意訳した訳語を一切外来語と見倣

していない。

⑦ 「外来語使用の規範化についての原則」をどうするかについて， 音訳と意訳語が井存している場合

は意訳語を採用すべきであるとしている。例えば，音訳語「賽因斯」よりも意訳語「科学」を採用

すべきである。ただ例外として，音訳語の方が普遍性をもっている場合または意訳語が不適切であ

る湯合は，音訳語を採用すべきだとして logicを例にあげ，「邁輯」を採用し「論理学」を採用す

ペきではないとしている。 （華中師範学院中文系現代漠語教研究室編『現代漢語詞彙知識』湖北人

民出版社1973年5月）。

⑧ 外国の事物に音訳語をつける場合，中国語では日本語のカナを音節字母として表記するように単純

にはいかない。漠字がもっている特徴と訳者出身地の語音によって，その表記が異なる場合が多い。

日本語でも例えばアイゼンハワー，アイゼンハウワー，アイゼンハウ＝ルなどと新聞によって人名

の表記がちがっていた一時期があったが，それほど問題にはならなかった。ところが，中国語では

漢字によって表記されるから，同一人物について，その表記がちがうと問題になることがしばしば
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ある。たとえば，オランダを「和蘭」から「荷蘭」に，アトリー元英首相を「阿特里」から「交徳

礼」に変えたことがあるし，朝鮮停戦協定の際の国連代表ハリソンを「海立勝」と報道した (1953

年 7月28日・人民日報）ために，それまでの「唸利遜」とは別の人物であるのかという読者の質問

があったほどで（『中国語文』 1953年8月号 p.13), 外国語音を中国語音（つまり漢字音）で表記

する場合の統一を要求する声が高くなった。この研究と討論はその後も行なわれていたが，筆者が

1966年5月中国科学院語言研究所を訪問した際，音訳語の統一について質したところ，国務院に音

訳語を制定する専門機関があり，そこで定められた音訳語が新華社を通じて各新聞社に伝達される

ということであった。したがって，現在では台湾での報道関係を除き中国では統一した音訳語がつ

くられているのである。

⑨ 森岡健二著『近代語の成立一一明治期語媒編』（昭和44年9月，明治書院）を参照。

⑩ 厳復訳『天演論』の『訳例言』 p.2。

⑪⑫ 『新民叢報』第 1号 (1902年明治35年2月28日，光緒28年 1月1日刊）の『紹介新著』欄 p.1~3。

⑬ さねとう・けいしゅう『増補中国人日本留学史』 (1970年10月くろしお出版）を参照。

⑭ 現在の段階では，高明凱．劉正壊『現代漠語外来詞研究』 (1958年2月，北京文字改革出版社）の

『日語来源的現代漢語外来詞』 (p.79~98)を参照して，「自由」を借用語とする。 厳復は liberty

の訳語を最初「公道」と訳していたのであるが，『群己権界論』 (1903年）を公にするに当って，こ

れを「自絲」と訂正した。 同書『訳凡例』のなかで「由」と「縣」は古代において相通じていた

ものであること，また libertyも古語（自由の神の名）から出たものであるから「自篠」と訳す旨

のことを述べている。 なお『原富』 (1901年）での freedamにこ「自由」という訳語を用いてい

る。

⑮ 厳復は『導言』の訳語をつくったことについて， 『天演論』の『訳例言』のなかで詳細にその経過

を述べている。最初は「危言」と訳し，さらに「懸談」と訳したが先叢の意見を容れて最後に「導

言」と訳した。この訳語は今日もなお用いられているが，解放後は「前言」「開端話」などが「序文」

「序言」などとともに使用されている。その他の「分功・分工」「紗票」は明らかに中国語媒の造語

法から生れたものであって日本語彙ではない。 また明治仕年発行の『英和新辞林』（新潮社）を見

ると「質最」を「本質」と訳しており，「合作」を「共力，合力」などと訳していることなどから

みて，これらの訳語は，日本の訳語と関係のないことが判る。

⑯ 「民主」「自治」「試験」の訳語は，日本訳語の借用語であることを高名凱らも認めている（前記『現

代漠語外来詞研究』 p.92~94)。また「競争」「専制」「観察」「量」などの訳語は，明治初期の『羅

• 井上字典』の訳語とは異っているのに対して，明治後期の訳語とは一致しているのである。この

点からこれらの訳語も，日本訳語ではないかと思われるのである。

⑰ 『日中同文語粟交流の史的研究 (2)』本紀要第五輯 p.23。

（本稿は昭和43年度文部省科学研究補助金を交付された「日中学術用語交流の史的研究」の継続報

告の一部として発表したものである）


