二〇一三年第十二⺼三十一日
@kzhr（Twitter 自由言語大学文学部）

此レヨリ英軍、力ヲ失テ遂ニ和睦ヲ議シ千

七百八十三年第一⺼二十日仮条約ヲ結ヒ翌

年第九⺼三日本条約ヲ取リ替シ合衆国ノ不

羈独立ヲ周ク布吿シタリ（福沢諭吉『西洋

事情』初編、一八六六）




が 生命を たもったはじめと をはりは だいたい こ

用例、これに つくはずもないけれど、このことば
であるけれど、それはそれ、いまとて まんねふの

んなところであらうと かんがへてよい。

やかな発見においては、このふたつは むすびつい

の字を 附すものであったかのやうであるが、さう

ことばは つかひうるのと おなじこと）
。この さゝ

じっさいには こんないひまはしに でくはすこと

てゐる。つまり、そのもちゐられしとしつきの み

この例を みて 一見 このころには つきには 第

は さう あることではないけれど、幕末から 朙治

ではない。

誌（福沢諭吉

例示としては これで じふぶんであらう。たま〳〵

『西洋事情』初編、一八六六）

慶応二年㆛寅七⺼福澤諭吉

ぢかさは そのいひまはしに おこると、いな、い
がはりによるのである。

にかけての ある種の文献を ながめてゐると、題に

視野のせまい 小論など ひまつぶしにも なるまい

第の字の おちたとするには この例は おほすぎる。

そも〳〵 第の字を 附すといふ 慣例など なかった

とはれるべきことがら

そのほかの 例として じっさいに あらはれたもの

を汚る等なり、
（ヒスセル著、杉田成卿ほか

は本⺼之を行ふ事たり、大抵屋を浄くし竃

と 書いてしまふと、これは みづからの暦（すな

であらうか。もったいぶるまでもないので さっさ

さうであってみれば 第の字の〝意味〟とは なん

はち 日本の著者にあっては 和暦）に あらざる暦

における つきを 朙示するためのものと かんがへ

一千八百三十九年

帝より広東湊において調役兼奉行を申付て、

一八四八）

三⺼朔日、洋暦一千八百七十年第四⺼一日

られる。つぎのごときは その顕著な例であらう。
今の西洋の四⺼なりと記せ
この歲の第二⺼十七日 り
。按にこれ太古。「ヘブレ
ウス」の
（ 山 村 才 助『 西 洋 雑 記 』
暦法なりに 洪 水 出 づ。

話三編』七十八、一八四一ごろ）

阿片商売停止の命あり。
（松浦静山『甲子夜

天保十
亥年 第一⺼一日に、大淸

訳『日本風俗備考』十五、一八三三）

家屋を埽除する礼加例の如く、彼地に於て

第の字の つたへるもの

もあったので、いさゝか かみを つひやして こゝ

第七⺼、我和蘭にて四⺼五⺼の間に方て、

のであるから。

ただ、めうなところに つく。
女王の政府は此報吿を熟考し下に記したる
0

取極を以て千八百五十八年第八⺼廿六日大
不列顚と日本と取結たる条約の第三ケ条中
0

之事を施行するを千八百六十三年第一⺼一
日より算し五年之間延すことを承諾せんと

三

が ゆく。（二）は 唯一の和暦に 第を つける例で

そのやうに みると いままでの例も すべて說朙

（『外務省日誌』朙治三年、一八七〇）

（
（
（

預定せり（
「英国倫敦覚書」一八六二）
この第は きまって ⺼の字のまへに あらはれるの
であるが、これは いったい いかなるしろものな
のか。なぜ このみぢかい あひだにだけ もちゐら
れたのか（たゞしくは このあひだだけではないの

（
（
（

（
（
（

（
（
（

こゝに あつかふは なんでもない 第の字である。

は つぎのごとくである。

が、わたくしには すこしく 発見を ともなふもので

（
（
（

に しるしてみたい。

二

筆者の めざすところの あきらかなむきには この

ひまはしを うみいだしたきもち そのものの さま

はじめに

（
（
（

かゝげたやうな表現を みいだすことがある。一読

一
（
（
（

この第の字が どこから きたのか、いまのとこ

すべて 西暦ないし 猶太暦のはなしであるから、和

さかさまに 翻訳したのであらうか。その他の例は

あるけれど、著者は 和蘭人であるから かれこれ

で あれこれ さぐってみると 第何⺼と かれが い

よって 検索も しうる本文が 供されてゐる。そこ

洋暦とを 差異化する —différencier—
必要が な
くなったからであらう。かれの著作は 慶応義塾に

る。これは 太陽太陰暦たる和暦と 太陽暦たる西

といふ いひまはしは すっかり かげを ひそめてゐ

たの ためしも あつめをへざれば、をぶみだに も

りの まゝ ありしことに はべりき。いまだ おほか

おくには ひとまきを つひやすべき ふることがた

る さしも みぢかき ときあかしの ひとつ〴〵にも、

この みじかき ふみに こめたるは、いくまきに

点で、にかよった存在である。

ろ そのみなもとを みいだしえては ゐない。たと

はなくなったのは やはり 朙治改暦の歬後に 属す

のすも をこがましく はべれど、さるべき ためし

うと おもはれる（さきの例は その点 まれのまれ

ひまはしを みいだすことは まづ ないことであら

かでも 太陽暦について 論じた書物に かやうのい

てきたものの やうである。かといって 蘭学のな

あきらかなやうに、これは 蘭学のなかに そだっ

しながら いままで ひいてきた例や その意味から

たなかでも 大正のころまでは 第何⺼といふ 例を

暦で まはりはじめたころであった。めに はいっ

と うや〳〵しく かゝげたのは すでに よが 太陽

学日本文典

文典』
（一八七四）のみかへしに 「田中義廉著／小

ほろびはしない。洋学者の田中義廉が『小学日本

とはいへ そののちも 第何⺼といふ いひかたは

「時」の文明開化』
（大修館、一九九四）を 参看した。

この小文を ものすについては 岡田芳朗『明治改暦

あへて おのが ことあげを のべんと せしには は

す あれば、おろかなる みにも 功徳 はべりつべし。

にも、かしこき かたの たゞさばやとて ふで そま

も ある いにしへぶみなる ことばに そへられた

へば 中国で そのやうな もちゐかたを よくしたか、
のである。

であったわけだ）
。蘭和辞書のたぐひにも そのや

みいだせなくはない。しかし それは すでに とく

暦でないことは 朙白である。

みおよんだなかでは いなまざるを えない。しか

うな例は みいだしがたく、すくなくとも このい

べつな意味の ないものと なってゐたのではない

そんないひまはしであるから 一八七三年 太陽暦

とば そのものの おもしろさでは かならずしも な

この現象 そのものは むしろ 文化的なもので、こ

べらざるなり。

ひまはしは 蘭学者ならば だれかれ かまはず もち

かと おもふのである。

巻一二／朙治七年第一⺼貒窠書屋」

ゐるやうなものではなかったものと おもはれる。

をはりに

を 採用した朙治改暦によって ちからを うしなふ

いと うつるむきも あらうが、こゝには 訳語とい

朙治改暦

ことは 決定的であった。つぎのものは その㝡後

る：訳語には 原語といふものが あり、その原語
を 訳語に よく移さうと ほっしたならば、あたか
ふ さういふ特質が。第何⺼は そのやうな訳語で

日ト被定例年御祭典被執行候事（朙治五年
さきに いく例かを ひいた福沢諭吉の『改暦辨』

はないけれども、輸入槪念を のべたことばといふ

も こはれた衜具のやうに 捨てられてしまふとい

（一八七三）といふ朙治改暦の 解說書では 第何⺼

太政官布吿第三百四十四号）

第一⺼廿九日 神武天皇御即位相当ニ付祝

ふものが しば〳〵 かうむる特質が あらはれてゐ

五

に ちかいものであらう。
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