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burning auxiliary chemicals 助燃剤【剤】
burning rate 燃焼速度
burning resistance 耐熱性
burning temperature 燃焼温度
burnt amber バーントアンバー【色名】
burnt-out printing 抜食捺染
burnt sienna バーントシェンナ色【色名】
burr beater バービーター【設】
burr crusher バー粉砕機
burry wool バーつき羊毛
bursting 破裂
bursting pressure 破裂圧
bursting strength 破裂強度【試】
bursting test 破裂試験
business wear 事務服
bust バスト（胸まわり）
【消】
bust line 胸囲線【消】
butadiene ブタジエン
butadiene diepoxide ブタジエンジエポキシド
butane tetracarboxylic acid（BTCA）
ブタンテトラカルボン酸〈多価カルボン酸
橋かけ剤〉
【仕】
butcher ブッチャー〈太番手の斜子織〉
【織】
butted seam 合せ縫目【消】
button breaker ボタン柔布機
button breaking ボタン柔布【仕】
button hole ボタン穴【消】
button sewing ボタンつけ【消】
butyl acetate 酢酸ブチル
butyl acrylate アクリル酸ブチル
butylnaphtalene sulfonate ブチルナフタレン
スルホン酸塩
by-law 細則，内規
by-product 副生物

calorimeter 熱量計
calorimetry 熱測定
calory カロリー〈熱量の単位〉
（calorie）

C.c

CAM〔computer aided manufacturing〕
コンピュータによる生産設計処理
camayeux 同系異色染め
cambric キャンブリック〈上質金巾〉
【織】
camel hair ラクダ毛【繊】
camlet 呉呂【織】
camouflage combat clothes 迷彩戦闘服
【衣】
can ¡乾燥用シリンダー【設】 ™ スライバ
ー容器〈紡績〉
canary カナリア色【色名】
cancer がん
cane sugar しょ糖
cantilever method カンチレバー法〈剛軟度
測定法〉
【試】
canvas 帆布（duck）
caoutchouc ゴム【剤】
cap 帽子
capacity ¡能力 ™ 容量
cape ケープ〈肩マント〉
【衣】
capillarity ¡毛管現象 ™ 吸収性
capillary action 毛管作用
capillary analysis 毛管分析
capillary characteristic 毛管特性
capillary condensation 毛管凝縮
capillary effect 毛管効果
capillary pressure 毛管圧
capillary transport 毛管移動
capillary tube 毛細管
capillary water 毛管水
caproic acid カプロン酸
caprolactam カプロラクタム〈ナイロン６の
原料〉
captive use 自家消費【管】
carbide カーバイド
carbohydrate 炭水化物
carbon 炭素
carbon arc-lamp カーボンアーク灯【試】
carbon black カーボンブラック

C / N ratio 炭素・窒素比【環】
CAD〔computer aided design〕 コンピュ
ータによる設計図形処理
cadmium カドミウム
cadmium yellow カドミウム黄【色材】
Cadoxen〔cadmium ethylenediamine
hydroxide〕 カドクセン
cake ケーク〈レーヨン糸の巻き状態〉
cake dyeing ケーク染色
cake dyeing machine ケーク染色機
caking ¡粘結 ™ 固化
calamine blue 新橋色【色名】
calcium chloride 塩化カルシウム
calcium compound カルシウム化合物
calcium hardness カルシウム硬度
calcium hydroxide 水酸化カルシウム
calcium soap カルシウムセッケン
calcium stearate ステアリン酸カルシウム
calculator 計算機
calender カレンダー〈加圧仕上機〉
【仕】
calender bowl カレンダーボール【設】
calender coating カレンダーコーティング
【仕】
calender roll カレンダーロール【設】
calender spreading カレンダー塗布【仕】
calendering カレンダー掛け【仕】
calfskin 小牛皮
calibration 目盛補正【分】
calibration curve ¡検量線【分】 ™ 較正
曲線〈測定器具目盛の〉
【分】
calibration dyeing 試験染め
calico キャラコ（金巾）
【織】
calomel electrode カロメル電極【分】
calorie カロリー〈熱量の単位〉
（calory）
calorific power 発熱量（calorific value）
calorific value 発熱量（calorific power）
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hair 毛
head 頭

forehead ひたい
nose 鼻
thumb 親指
finger 指
palm 手のひら

eyebrow まゆ
eyelash まつげ
ear 耳
cheek ほほ
neck 首

mouth 口
jaw あご

leg 脚

shoulder 肩
nipple 乳首
arm 腕
armpit わきの下
back 背中
elbow ひじ
side わき腹
waist 腰のくびれ
hip 腰
wrist 手首
bottom しり
hand 手
nail つめ
thigh また（もも）
buttock でん部

knee ひざがしら

lap ひざ

mascle 筋肉
chest 胸

joint 関節
belly 腹
pit みぞおち
navel へそ

calf ふくらはぎ
shin むこうずね
ankle 足首
instep 足の甲
foot 足
toe 足指

heel かかと
arch 土ふまず
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old rose オールドローズ色
bordeaux ボルドー色
coral さんご色
pink ピンク（桃色）
corinth pink 紅梅色
carmine カーミン色（紅色）
baby pink ベビーピンク
madder red あかね色
ruby えんじ色（臙脂色）
maroon マルーン
vermilion 朱色
scarlet スカーレット（紅赤）
russet brown あずき色
salmon pink サーモンピンク
red ocher（ocher red） ベンガラ
port wine えび茶
dark rose taupe とび色
flame scarlet 金赤
copper rust（garnet brown） 赤さび色
copper tan さび色
chocolate チョコレート色
burnt sienna バーントシェンナ色
cocoa ココア色
chestnut brown（mahogany brown）
くり色
ebony brown 黒茶
tile red たいしゃ色

peach ピーチ
pastel peach はだ色（肌色）
burnt amber バーントアンバー
brown 茶色
umber（dark brown） 焦茶
apricot（apricot buff） あんず色
Persian orange みかん色
orange オレンジ色
rose beige 茶ねずみ
tan タン
cork コルク色
almond アーモンド
buff バフ
amber こはく色（アンバー）
egg yellow 卵色
marigold 山吹色
yellow ocher 黄土色（おうどいろ）
olive brown オリーブブラウン
sepia セピア
beige ベージュ
khaki カーキ色
ivory ぞうげ色（アイボリー）
leghorn レグホーン色
naples yellow ネープルスイエロー
golden yellow ゴールデンイエロー
chrom yellow クロムイエロー
mustard からし色
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