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公定尺度の単位「キロ」について

陳 静 静

要 旨

1896年から1898年までの間，漢文学者である古城貞吉は中国語の新聞で

ある『時務報』，『昌言報』，『農学報』などのために多くの新聞や本などを翻

訳した。1898年に出版された『昌言報』の「東文訳編」欄には「啓羅」とい

う訳語が現れた。日本語原文記事では「キロ」であるが，この訳語は古城氏

が翻訳した際の発想か当時中国語に既にあったことばなのかはっきりしな

い。

公定尺度単位の国字について日中両方の先行研究は多くあるが，「啓羅」に

ついての研究はあまりないように見受けられる。「粁」，「瓩」は『漢語外来詞

詞典』（1984．上海辞書出版社）で日本語借用語と明記されているが，音訳語

「啓羅」についてはフランス語の音訳語とされている。本稿は主に「啓羅」に

ついて，それがどういう位置づけを持つか日中両方の辞書類とコーパスを利

用し，辞書記述と現実使用の両方から調査を行った。

１．はじめに

明治維新の成功で日本が近隣諸国に先駆けて近代化を実現したことより，中国清朝末期には，

近代世界知識の獲得には西洋から直接中国に取り入れるルートより，「同文」の日本から取り入

れるほうが比較的効率的であるという認識が生まれた。1896年には清政府が６名の中国人学生

を日本に留学させた。留学生は日本語を学び，書籍の翻訳，教材や辞書の編集に従事したが，

これ以前は一時期，漢学に優れている日本人がその役割を果たした。漢学者の古城貞吉はその

中の一人である。1896年から1898年までの間，古城は中国語の新聞である『時務報』，『昌言報』，

『農学報』などのために多くの新聞や本などを翻訳した。筆者はそれらの近代中国語に翻訳され

た新聞記事を手掛かりにして，日本と中国の語彙交渉について研究を進めたい。その第一歩と

して，比較的分量の少ない『昌言報』の「東文訳編」欄から取り掛かった。
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1898年９月１日（光緒二十四年八月十六日）の『昌言報』第五冊には古城の中国語訳による

イタリアの危機に関する記事があり，その中に次のような一文がある（引用文中の下線は筆者

による加筆）。

意國危機>意國某君來稿云．意國立法至今五十年．而人民不堪其弊．今春匪徒蜂起．國勢

．按其所自．罪在議院．蓋上年洪水 行．被災地方．麵包一啓羅．價至五十錢的母（即

當日本十九錢三厘）為從來未有之漲貴．窮民乞食道塗者．充溢國中．

中華書局編輯部編（1991：307)

パンの重さの単位として「啓羅」という語が用いられているが，現代中国語では伝統的な「斤」

（500グラム）という単位や公定の「公斤」，「千克」（1,000グラム）などが用いられており，「啓

羅」という語は用いられない。

この記事は，1898年８月13日の『国民新聞』に掲載された「伊太利の危機」という記事を古

城が中国語に訳したものである（引用文中の下線は筆者による加筆）。

伊太利の危機>伊太利は憲法を立てしより茲に五十年而して人民其の弊に堪へず，今春暴

動全国に蜂起し，一時国家を危殆の状に陥らしめたり。其の因て来る所以を察すれば，尽

議院政治の濫用に在り。乞ふ諸君の為め伊国の危機を説かむ。

伊太利にては昨冬より今年に及び穀価非常に騰貴し，殊に昨年洪水に罹りたる地方に在

りては，麵包一「キロ」に付五十「チエンテシミ」（凡日本の十九銭三厘に当る）と云ふ未

曾有の高価に上り，窮民途に横はり，麵包を與へよの声全国に充満せり。

『国民新聞』マイクロ資料（A02-405)

日本語原文で該当する箇所では「啓羅」でなく，カタカナ語の「キロ」を用いている。発音

上「啓羅」と「キロ」は似ており，いずれも英語の kilogramの発音に由来する可能性が高い。

日本人の訳した中国語に現れた「啓羅」は，日本語の漢字語であるのか，当時の中国語にあっ

た語なのか，それとも古城が独自に考案した漢訳語なのかは明らかではない。また同時代に他

にどのような形の音訳語があったのかも明らかではない。

本稿では，「キロ」と対応する「啓羅」を中心に，日本語の国字の「粁（キロメートル）」と

「瓩（キログラム）」や対応する中国語音訳 ， などにも触れて調査を行い，

「啓羅」が中国語にとってどのような存在かを考察した。
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２．先行研究

笹原（1994：43）は主にメートル法単位を表す国字について，その製作と定着の過程及び日

本国内外への展開について述べる中で，音訳表記として中国では「結羅米特
キロメートル

」，「喀羅格郎
キログラム

」，

「合搭児
ヘクタール

」，朝鮮・韓国では「美利米突
ミリメートル

」，「岐路久覧
キログラム

」，「基路米突
キロメートル

」，「岐露米突
キロメートル

」などが用いら

れていたと述べているが，「啓羅」については言及していない。また，度量衡単位やメートル法

などの歴史や成り立ちについて触れる望月（1971），小泉（1977），高田（1993），西條（2009）

においても「啓羅」については言及が見られない。

李・王（2014）は『近現代漢語新詞詞源詞典』に収録されたフランス語出自の音訳語である

，「密理」， に関して，以下のように述べている（中略と日本語訳は筆者

による）。

;

(中略)

度量衡の言葉は主にフランス語から借用され，ある程度当時のフランス科学技術の発展

が中国に与えた影響が見られる。(中略）欧米の政治，軍事，経済力の強さと先進性が窺え

る一方，民国時期の国際関係，民族間の交流の緊密さと頻繁さも窺える。

李・王（2014：80)

度量衡単位の音訳語はフランス語から直接中国語に取り入れられた可能性があることが分か

る。ただし，「啓羅」については言及されていない。

呉（1993），呉（2006）は清朝末期の度量衡単位の混乱には触れているが，ここでも「啓羅」

については言及されていない。

以上，度量衡単位に関する先行研究は数多くあるが，その中には「啓羅」についての記述が

管見の限りでは見当たらなかった。

３．辞書調査

3.1 英華，英和字典類の調査

近代語を調べるために，まず19世紀に編纂された英華，英和の辞書を調べてみる。

英華字典類：

kilo，kilogram，kilometre(er)のキーワードで，モリソン『英華字典』（1815-1823），W.ロプ

陳：公定尺度の単位「キロ」について
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シャイト『英華字典』（1866-1869），W.ロプシャイト原著 F.キングセル増訂『新増英華字典』

（1897）を調べた。

kilogram,kilogramme,n.In the new system of French weights and measures,a thousand
 

grammes,or about 2 1/4lbs.in English,英二磅零一刮

kilometer,kilometre,n.In the French system of measures,a thousand meters,or about 5/8
 

of an English mile,英里（ ）八分之五

W.ロプシャイト（1999：571)

モリソンの『英華字典』にはキーワードの見出しがなかった。W.ロプシャイト（1897）には

上記の通り記述が見られるが，語素 kiloの部分に当たる中国語音訳は示されておらず，「啓羅」

の記載も見られない。

英和字典類：

1884年の尺振八訳『明治英和字典』と1887年の島田豊纂訳『附音挿図 和訳英字彙』で kilo，

kilogram，kilometre(er)をキーワードとして調べた結果，語素 kiloの項目を立てず，kilogramと

kilometerで以下のような記述が見られた（以下は同書の復刻版より引用）。

Kilogram：佛蘭西重量ノ名。千「グラム」（我二百六十匁二分餘二當ル）

Kilometer：佛蘭西尺度ノ名。千「メートル」（我九町十間二當ル）

尺（1995：531)

Kilogram：佛國量目ノ名。（凡ソ我二百六十匁二分餘二當ル）

Kilometer：佛國尺度ノ距離ノ名。（凡我九町十間二當ル）

島田（1995：436-437)

以上のように，いずれもフランス語由来の単位であるという記述のみで，「啓羅」及び「キロ」

のような kiloの部分に当たる単位の日本語は示されていない。

3.2 日本語の辞書の調査

以下では日本語の辞典に見られる kilo，kilogram，kilometre(er)に関する記述を見ていく。

『日本国語大辞典』第二版：

キロ：

(｛フランス｝kilo ギリシア語の chilioi（千の意）から）
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【一】〔語素〕メートル法で基本単位の千倍を単位とする時に基本単位の上に付けることば。

＊米欧回覧実記〔1877〕 久米邦武>例言「毎十位に『デカ』 十>『ヘクト』 百>『キロ』

千>の希臘語を加へ」

【二】〔名〕キロメートル，キログラムなどの略。

＊満韓ところどころ〔1909〕 夏目漱石>二八「百キロ位な爆発薬で」

＊生活の探求〔1937-38〕 島木健作>一三「重量にすれば三キロ乃至四キロである」

＊機械のなかの青春〔1955〕 佐多稲子>七「もうすでに何キロ歩いたことになるのだろう」

日本国語大辞典第二版編集委員会（2001：625)

掲出語「キロ」の解釈・用例によると，「キロ」はフランス語から日本語に取り入れられた語

であることが分かる。以下に「キロメートル」，「キログラム」についての記述も示す。

キロ－メートル【―米】：

〔名〕（｛フランス｝kilometre）

メートル法の長さの単位。一メートルの千倍。記号 km

＊米欧回覧実記〔1877〕 久米邦武>例言「仏の『キロメートル』は我九町八間に当る」

＊物理学術語和英仏独対訳字書〔1888〕 山口鋭之助>「Kirometor.Kilometer 略>キロメー

トル」

日本国語大辞典第二版編集委員会（2001：627)

キロ－グラム：

〔名〕（｛フランス｝kilogramme｛英｝kilogram,kilogramme）

メートル法の重さの単位。一グラムの千倍。記号 kg

＊米欧回覧実記〔1877〕 久米邦武>例言「仏の『ガラム』は，『サンチメートル』立方 即

一『リットル』の千分の一，荷蘭（ホルランド）の『ドイム』立方>の蒸溜水量にて，

其一千を『キロガラム』 一リットルの水とす，即『バルム』立方>，又一磅とも呼ぶ」

＊先生への通信〔1910-11〕 寺田寅彦>巴里から・一「目方が幾キログラムある」

＊鳴海仙吉〔1946-48〕 伊藤整>六「正味十二貫四百匁，つまり四十五キログラムしかな

い仙吉は」

日本国語大辞典第二版編集委員会（2001：627)

「キロメートル」と「キログラム」の解釈・用例を見ると，1877年の久米邦武の『米欧回覧実

記』には既に用例があったことが分かる。「キロ」の二番目の解釈には，キロメートル，キログ

ラムなどの略語として使われた早い時期の用例として，夏目漱石の1909年の作品『満韓ところ

どころ』での用例が挙げられている。先に引用した1898年８月13日の『国民新聞』の記事に
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もパンの重さの単位としての「キロ」の用法が見られたことから，少なくとも1900年前後には

日本語に「キロ」という語が確立していたと考えられる。

なお，「啓羅」についての記述は『日本国語大辞典』に見られない。

国字の「粁」，「瓩」について笹原（1994：38）は1890年代に中央気象台の必要によって製作

されたことを示している。これらの国字は『日本国語大辞典』には見られないが，『大辞泉』や

『広辞苑』のような国語辞典に記載されている。実際の使用については後節でコーパスを用いて

確認する。

『大漢和辞典』：

啓羅：キロ。基。Kiloの音訳。

啓羅華特：電気用語。Kilowattの音訳。

啓羅米突：kilometreの音訳。

啓羅邁当：啓羅米突に同じ。

啓羅克蘭姆：kilogrammeの音訳。

啓羅立脱爾：kilolitreの音訳。

諸橋（1990：2146)

『大漢和辞典』によると，「啓羅」が「キロ」の音訳語として「啓羅華特」，「啓羅米突」，「啓

羅邁当」，「啓羅克蘭姆」などにも応用されている。そして，「粁」と「瓩」は国字として記載さ

れていた。

『明治のことば辞典』，『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』：

これらの辞書は幕末・明治期のことば，特に漢語についての語源や成り立ちが詳しく記され

ている専門辞書である。両辞書とも「啓羅」や国字の「粁」と「瓩」，「キロ」について一切触

れていなかった。

以上のように，日本語には公定尺度単位としてカタカナ語，国字，漢字音訳語の三種類が見

られるが，漢字使用制限の「常用漢字表」などの要因もあり，漢字より書きやすい「キロ」が

現代日本語では主に使われているのが現実である。日本語の辞書類において，略字としての国

字が残っているのに比べ，音訳漢字語の「啓羅」は『大漢和辞典』以外には収録されていない。

3.3 中国語の辞書の調査

以下では中国語の辞典に見られる kilo，kilogram，kilometre(er)に関する記述を見ていく。
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『漢語大辞典』：

1986年から1993年にかけて羅竹風らによって編纂された中国の『漢語大辞典』は，12冊の

本文と１冊の索引からなっている大型漢語辞書である。収録項目はおよそ37.5万件であるが，

公定単位以外，国字も音訳語の「啓羅」も収録されていない。

『辞海』：

時代的にはより古い辞書『辞海』（1948）を調べた結果， （啓羅）」や「公斤」，「千克」

のいずれも掲出語として挙げられていなかった。付録の「中外度量衡幣制表」の「重量表」で

は「公斤」が使われていた。時代の流れによって何度も修正・増補されるにつれ，『辞海』（1978）

と『辞海』（1989）には「公斤」，「千克」が現れてきたが， （啓羅）」は見られない。

『辞源』：

方毅・傅運森編『辞源』は古語と新語の両方を扱い，特に清朝末，民国初期における近代語

彙の発生，伝播，借用などの記録が特徴的である。1915年に商務印書館によって出版された後，

再版，続編，正続編合訂本など版を重ねた。本編は「甲大本」，「乙大本」，「丙大本」，「丁中本」，

「戊小本」の５種の版本があり，編集目的により，続編と正続編合訂本では近代新語の収録が少

なくなるため，筆者は比較的早い時期に編纂された1920年の丁種第16版『辞源』を使って，

「啓」，「米部」，「瓦部」で関連項目を調べてみた。その結果，以下のように記されていた。

：Kilometre

： 。

：Kilocalorie

。

：Kilolitre

・

：Kilogramme

・

方・傅（1920：丑部77)

このように，『辞源』には「啓羅」が記載されている。また「粁」と「瓩」に関して「瓦部」

と「米部」を確認すると，「粁」と「瓩」が記載されている。ただし，「瓩」を含めた単位を表
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す漢字（ ， ，瓱， ， ）は日本製字として明記されているが，「粁」を含めた単位を表す

漢字（ ，粍， ， ， ）は日本製字として明記されておらず，例えば，「 」は「 」の古

字と記されている。また，笹原（1994：38）は「粍」は中国語の「 」の異体字であろうと分

析している。『辞源』では「粁」の字の成り立ちについては明記されておらず，笹原（1994：38）

が示す通り日本製字（国字）と考えられる。

『漢語外来詞詞典』：

： 。 kilo-【 chilioi， >

gheslo- 】

： kilogramme【 kilo-＋

gramme>】

： 。 kilometre【 kilo-＋metre>】

劉（1984：284)

近代語を対象とした専門辞書である『漢語外来詞詞典』を調べると，「啓羅」の見出しが現れ

る。語源記述は日本語の辞書と同じく，フランス語 kilo-からである。「啓羅」以外に「基 」と

いう音訳語も収録されている。

『近現代漢語新詞詞源詞典』：

： kilogramme  kilo。 ：

。」（1893 Chushi meiribiguo riji，101

： kilogramme  kilo。 ： ，

， 」（1887 Guiguo riji，８

： kilogramme。 ：

， 」（1903 ，Xin erya，130）

： kilometre。 ：

（ ， ，

。」（1891 Chushi siguo riji，

75

： kilometre。 ： 」（1894

Falanxiguo zhilue，5

： kilometre。 ：「 ，

」（1907 Lieguo youji，511）

近現代漢語新詞詞源詞典編輯委員会（2001：201-202)
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『近現代漢語新詞詞源詞典』にも「啓羅」が記載されており，19世紀末の用例が挙げられてい

る。また， （奇羅）」という音訳語も収録されている。

上に引用した「啓羅」の項目で挙げられている1887年の『Guiguo riji（帰国日記）』の用例

を見ると， （ただ三十六から四十五キロの重さの硬い鉄で）」と

ある。これは重さの単位として，古城の1898年の使用より十年ほど早い用例である。この音訳

語は偶然の一致によるものなのか，それとも古城が翻訳する際に直接か間接にその訳し方を知

り，既に中国語にあった音訳語「啓羅」を用いたものなのかははっきりしない。

４．『大漢和辞典』の限界

『大漢和辞典』は漢字・漢語を収録する辞典であるが，日本語のみとは限らない。その凡例か

ら採録範囲を見よう（引用文中の下線は筆者による加筆）。

一 語彙は普通の成語，故事熟語，格言俚言，詩文の成句，及び人名・地 名・書名・官

職名・年号・動植物名等を主としたが，外に法律・経済その他の学術語，及び普通の現代

時文・中国語をも載せ，仏教語・邦語はその普通のものだけを採録した。

上記の語彙を採択した資料は，経史子集に亘る古典を中心とし，外に古今図書集成・淵

鑑類函・佩文韻府・ 字類編，その他辞源・続辞源・辞通・辞海・国語辞典等，一般著名

の各種辞書類をも大方参考し，かたはら公文書・研究書・新聞・雑誌の類からも選択した。

（略）

一 語彙には出典もしくは引用例を附載した。但し，現代の中国語と新造邦語とは，特別

の場合の外は引例を省いた。

諸橋（1990：1)

上の条件に従って，①『大漢和辞典』に収録された「啓羅～」は出典も引用例も附載してお

らず，現代中国語か新造日本語であると考えられる。結局どちらかは判断し難いだろう。②『大

漢和辞典』に収録された「啓羅～」は５項目中４項目が『辞源』の見出し語と同じであるため，

日本で作られ，実際に使われた日本語漢語ではなく，中国語の音訳語として『辞源』を参考に

して立てたという可能性もなくはない。

さらに，中国語を扱う『支那語辞典』で確認すると，「啓羅」の項目下「啓羅米突」，「啓羅邁

当」，「啓羅立脱爾」，「啓羅克蘭姆」（井上1928：132）という中国語が挙げられている。『最新支

那語大辞典』（石山1938：266）では，以上の四つのほかに，「啓羅加路里」も収録され，『辞源』

と同じ見出し項目がある。故に，その後出版された『大漢和辞典』に収録された「啓羅～」は

中国語の可能性がある。次節では，実際の使用状況を確認するために，日本語と中国語のコー

― ―123

陳：公定尺度の単位「キロ」について



パスを調査した。

５．コーパスによる実用状況調査

5.1 日本語のコーパス

国立国語研究所の「近代語のコーパス」には，明治後期から大正期の総合雑誌『太陽』から

５年分を抽出した全文コーパス『太陽コーパス』，明治初期の学術啓蒙雑誌『明六雑誌』

（1874～1875年，明六社刊）全文の形態論情報（単語情報）付きコーパス『明六雑誌コーパス』，

明治後期から大正期の女性雑誌３種から40冊を抽出した全文コーパス『近代女性雑誌コーパ

ス』，明治中期の雑誌『国民之友』（民友社刊）の１～36号（1887～1888年刊）全文の形態論情

報（単語情報）付きコーパス『国民之友コーパス』が公開されている。 それに『現代日本語書

き言葉均衡コーパス』（2009年度版）も入れて，「キロ」，「啓羅」，「粁」，「瓩」をキーワードと

して調べ，ヒットした用例数を表１にまとめた。

近代，現代のコーパスでも「キロ」が主な表記であるのに対して，「啓羅」の用例は一例もな

く，国字「粁」，「瓩」は『太陽コーパス』と『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に数は少な

いが用例が見られる。『太陽コーパス』の用例を更に詳しく分析して発行年別の「キロ～」，「粁」，

「瓩」の分布を表２にまとめた（「キロス」，「オンキロン」など10例を除外した）。

『太陽コーパス』において省略形としての「キロ」は1917年と1925年に見られた。このコー

国立国語研究所「近代語のコーパス」を参照 http://pj.ninjal.ac.jp/corpus center/cmj/。

表2：『太陽コーパス』における用例の発行年別分布

発行年
キーワード

1895 1901 1909 1917 1925 合計

キロ（電力) 1 1

表1：近現代日本語コーパスによる用例数の分布

キロ 啓羅 瓩 粁

太陽 89 × 4 20

明六 × × × ×

女性 × × × ×

国民 4 × × ×

均衡 3999 × 1 9

― ―124

北海道大学大学院文学研究科 研究論集 第16号



パスは網羅的ではないため，省略形の「キロ」の初出は現時点でははっきりしない。国字の使

用も1909年と1925年に見られ，「キロメートル」，「キログラム」よりやや遅く出たが，1909年

以降は国字の使用頻度は圧倒的に増えている。片仮名音訳語の語形も安定していなかったよう

で，「キロメートル」，「キロメータ」，「キロ米突」，「キロメーテル」や「キロワツト」，「キロウ

オツト」などが現れた。「啓羅」はそもそも日本語コーパスにはなく，「米突」だけ中国語と同

じ音訳語が使われている。「米突」は中国語から日本語に借用されたのか，日本語から中国語に

借用されたのかは現時点ではっきりしない。今後の課題にしたい。

5.2 中国語のコーパス

中国語では「啓羅」が使われていたか，北京大学中国言語学研究センターが開発した古代中

国語コーパスと現代中国語コーパス で調べた。古代中国語コーパスでヒットした３例のうち

１例のみが当てはまる。趙爾巽らが編纂した『清史稿』巻百五十二の志百二十七「交通四 郵

政」にある「啓羅」のみである。意味は重量の「キログラム」である。以下に引用して示す（引

用文中の下線と中略は筆者による加筆）。

……

趙（1976：4479)

キロ（長さ) 4 4

キロ（重さ) 2 3 5

キログラム 10 1 1 12

キロメータ 7 1 8

キロメートル 8 5 1 1 15

キロ米突 3 3

キロウオツト 2 2

キロワツト 2 3 22 27

キロメーテル 2 2

粁 8 12 20

瓩 4 4

合計 17 19 13 6 48 103

「北京大学中国語言学研究中心」http://ccl.pku.edu.cn/corpus.asp
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更に漢籍を網羅するデータベース「中国哲学書電子化計画」と「中央研究院漢籍電子文献―

漢籍全文資料庫」で同じキーワードで検索しても，後者のデータベースで示したのと同じ『清

史稿』の用例がヒットするのみであった。

以上日本語と中国語のコーパスで検索した結果からわかるように，「啓羅」はどちらにおいて

も用例が皆無か極めて少ない音訳語であると言える。

『清史稿』は清朝の歴史を書いているが，中華民国時期の1914年から1927年の間に編纂され

たため，古城の翻訳より30年ほど後のものである。先述の通り，1887年には『帰国日記』に現

れる「啓羅」の一例が見られるが，これよりも二年早い1885年に日本は「メートル条約」に調

印しており，日本語の「キロ」が国字「粁」，「瓩」と共にある段階で中国に輸出され，その際

に日本人による音訳語の「啓羅」の使用が中国で広がった可能性もある。

「啓羅」が古城の考案した音訳語かは現時点では言えず，彼のすべての翻訳を網羅的に調査し，

更に多くの資料を通して，古城の近代語彙翻訳の全貌を見る必要がある。「啓羅」は『帰国日記』，

古城の訳文と『清史稿』に現れるが，いずれも重さの単位（キログラム）の意味で使われてい

る。現時点では用例数が極めて少ないため，今後も用例調査が必要であるが，19世紀末におけ

る中国語の「啓羅」という音訳略語は現代日本語の略語「キロ」と違って，「キログラム」の意

味だけを表していた可能性も考えられる。従って，「キロメートル」を表す場合，「啓羅」だけ

で翻訳できたのか，或いは「啓羅米突」，「啓羅邁當」と翻訳しなければならなかったか，今後

調査したい。

６．まとめ

本稿では『昌言報』に現れた公定尺度単位「キロ」の音訳語「啓羅」を中心に調査した結果，

以下のことが分かった。

① 日本語辞書では「キロ」のほか，国字の「粁」，「瓩」，「啓羅」の形が辞書で確認された

が，現実での使用は「キロ」が最も多く，また近代においては国字も使われていたが，漢

字表記の「啓羅」は用例がなかった。

② 中国語辞書には多くの kiloの音訳語が見られ，『辞源』の「啓羅～」が『大漢和辞典』の

収録手本の可能性が高い。

③ 古城の使用より古い中国語での用例が確認されたが，「啓羅」が古城の音訳によって中国

に広がった可能性がある。

「中国哲学書電子化計画」http://ctext.org/zhs/

「中央研究院漢籍電子文献― 漢籍全文資料庫」http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihp/hanji.htm
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④ 中国語で初出とされる1887年の『Guiguo riji（帰国日記）』に関しては，更に原典がど

うなっているか，今後確認する必要があると思う。つまり，「啓羅」の成り立ちに日本の文

献や日本語が関与したかは深く研究する必要がある。

⑤ 近代中国語の「啓羅」の意味が重さの単位に限られていた可能性を指摘した。

以上のことを踏まえて，今後さらに多くの資料を探し，深く研究していきたい。

（ちん せいせい・言語文学専攻)
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