
学術ラテン語最小限マニュアル

ITO Kei, 1990 April

【ラテン語の文法】　格、活用型だけで以下のように非常にたくさんある

　　　　　　　　　　不規則変化はほとんどない（文法・発音とも例外はまれ）

名詞　：男性・女性・中性　単数・複数　主格・属格・与格・対格・奪格・呼格

　　　　第１変化、第２変化、第３変化

　　　　　　冠詞は存在しない。定冠詞は関係代名詞で表現。

代名詞：男性・女性・中性　単数・複数　主格・属格・与格・対格・奪格・呼格

形容詞：男性・女性・中性　単数・複数　主格・属格・与格・対格・奪格

　　　　第１・第２変化、第３変化　原級・比級（比較級）・優級（最上級）

　　　　　　名詞の後から修飾する

副詞　：形容詞に同じ

動詞　：能相（原形）・所相 (受動態) 　単数・複数　１人称・２人称・３人称

　　　　直説法：現在・不完了過去・完了過去・全分過去（過去完了）・未来・未来完了

　　　　接続法：現在・不完了過去・完了過去・全分過去（過去完了）・未来完了

　　　　命令法：現在・未来

　　　　不定法：現在・完了・未来

　　　　分詞　：現在・未来・完了

　　　　目的分詞

　　　　第１変化・第２変化・第３変化・第４変化・形式所相動詞・不規則動詞

　　　　　　不規則動詞は６つだけ

　　　　　　　sum (be動詞) ､possum (can) ､prosum (役立つ) ､fero (運ぶ) ､eo (行く) 

　　　　　　　volo, nolo, malo (欲する､欲しない､もっと欲する) ､

前置詞：

接続詞：

※学術用語の理解には、名詞と形容詞の主格、属格（所有格）のみで十分

【名詞】
　　 語尾 主格　　　 属格　　　 例

　　　　　単数 複数　単数 複数　

【第１変化】　-aで終わるもの

　　女性　a　　ae　　ae　 arum　larva (幼虫) pupa (蛹) retina (網膜) lamina (薄膜) 

　　　　　　　　　　　　　　　medulla (随質) lobula (小葉) trachea (気管) 

　　　　　　　　　　　　　　　vertebra (脊椎) lamella (薄板) fossa (窩) 

　　　　　　　　　　　　　　　formula (処方) papilla (乳頭) zona (帯) 

【第２変化】　-us, -umで終わるもの

　　男性　us　 i　　 i　　orum　-usで終わる

　　　　　　　　　　　　　　　ocellus (単眼) ventriculus (胃) focus (焦点､中枢) 
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　　　　　　　　　　　　　　　locus (場所) oeshophagus (食道) nucleus (核) 

　　　　　　　　　　　　　　　uterus (子宮) isthmus (峡) coccus (球菌) 

　　　　　　　　　　　　　　　radius (半径) pedunculus (小脚､柄) 

　　中性　um　 a　　 i　　orum　-umで終わる　

　　　　　　　　　　　　　　　cerebrum (脳) datum (データ) atrium (房, 腔) 

　　　　　　　　　　　　　　　caecum (盲腸､盲嚢) insectum (虫) serum (血清) 

　　　　　　　　　　　　　　　medium (媒体) septum (中隔) opeculum (蓋) 

【第３変化】 (語幹の末尾に変化があることが多い：単数・複数を示す) 

●語尾がない or -s, -xで終わる男性、女性名詞

　　男性　--　 es　　is　 um　　embryo embryones (胚) tumor tumores (腫れ物) 

　　　　　　　　　　　　　　　thorax thoraces (胸郭) pharynx pharynges (咽頭) 

　　　　　　　　　　　　　　　calyx calyces (杯) cortex cortices (皮質) 

　　　　　　　　　　　　　　　index indeces (指標) homo homines (ヒト) 

　　女性　--　 es　　is　 um　　imago imagines (成体､像､写し) iris irides (虹彩) 

　　　　　　　　　　　　　　　cervix cervices (頸) helix helices (ラセン) 

　　　　　　　　　　　　　　　lens lentes (レンズ) pons pontes (橋) 

　　　　　　　　　　　　　　　incus incudes (キヌタ骨) 

●-e, -al, -ar以外で終わる中性名詞

　　中性　--　 a　　 is　 um　　corpus corpora (体) chiasma chiasmata (交叉) 

　　　　　　　　　　　　　　　abdomen abdomina (腹) foramen foramina (孔) 

　　　　　　　　　　　　　　　tegmen tegmina (蓋) tuber tubera (隆起､結節) 

　　　　　　　　　　　　　　　os ora (口) os ossa (骨) 

【第３変化�】

●es, isで終わる男性、女性名詞

　　男性　is　 es　　is　 ium　 axis axes (軸) penis penes (陰茎) 

　　　　　　　　　　　　　　　testis testes (こう丸) 

　　女性　is　 es　　is　 ium　 auris aures (耳) hypophysis hypophyses (下垂体) 

●-e, -al, -arで終わる中性名詞

　　中性　--　 ia　　is　 ium　 animal animalia (動物) 

【第４変化】　主な母音がＵの名詞

　　女性　us　 us　　us　 uum　 fetus (胎児) sinus (洞) manus (手) ductus (管) 

　　中性　u　　ua　　us　 uum　 genu (膝) cornu (角) 

【第５変化】　主な母音がＥの名詞　

　　女性　es　 es　　ei　 erum　facies (顔) dies (日) species (種類) 

【ギリシャ語風】

　　　　　e　　ae　　es　 arum　 anatome (解剖) raphe (縫線) 

　　　　　on　 a　　 i　　orum　 ganglion (神経節) skeleton (骨格) cephalon (頭) 

　　　　　　　　　　　　　　　 phenomenon (現象) 

　　　　　os　 i　　 i　　orum　 topos (場所) 

　　　　　a　　ata　 atis atorum carsinoma carsinomata (癌腫) soma somata (体) 
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【形容詞】
名詞の後から修飾する。名詞の格、性によって変化。

　　　　　　　　主格　　　 属格　　　

第１・２変化　　単数 複数　単数 複数

　es語尾　男性　us　 i　　 i　　orum　　　

　　　　　女性　a　　ae　　ae　 arum

　　　　　中性　um　 a　　 i　　orum

　　　　　　　albus (白い) bonus (良い) bifurcatus (分岐) latus (広い) longus (長い) 

　　　　　　　obliquus (斜め) magnus (大きい) parvus (小さい) sensorius (知覚の) 

　　　　　　　striatus (線条) vorticosus (渦状) 

　er語尾　男性　er　 eri　 eri　erorum

　　　　　女性　era　erae　erae erarum

　　　　　中性　erum era　 eri　erorum

　　　　　　　liber (自由) ruber (赤い) 

　er語尾　男性　er　 ri　　ri　 rorum

　　　　　女性　ra　 rae　 rae　rarum

　　　　　中性　rum　ra　　ri　 rorum

　　　　　　　dexter (右の) niger (黒い) ruber (赤い) sacer (神聖な) 

第３変化　　　　単数 複数　単数 複数

　is語尾　男性　is　 es　　is　 ium　　　

　　　　　女性　is　 es　　is　 ium

　　　　　中性　e　　ia　　is　 ium

　　　　　　　sagittalis (矢状) alaris (翼状) brevis (短い) genitalis (陰部) 

　　　　　　　ovalis (卵円の) tenuis (細い､小さい) ～formis (～状の) 

　ns語尾　男性　ns　 ntes　ntis ntium　　

　　　　　女性　ns　 ntes　ntis ntium

　　　　　中性　ns　 ntia　ntis ntium

 　　　　　　 afferens (輸入) efferens (輸出) albicans (白) prominens (隆起) 

　　　　　　　recurrens (反回) 

比較　　　　　　　　　比級（比較級）・優級（最上級）

　　　　　男性・女性　原級＋ior　　　 原級＋issimus

　　　　　中性　　　　原級＋ius　　　 原級＋issimus

例　　　　原級　　 比較級　　　　　　　最上級

　　　　　　　　 　男・女　 , 中性　

　　　　　magnus　major　　, majus　　 maximus 　大きい

　　　　　parvus　 minor　　, minus　　 minimus 　小さい

　　　　　bonus　　melior　 , melius　　optimus　 良い

　　　　　--　　　 anterior 　, anterius　--　　　　前の
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　　　　　posterus posterior, posterius postremus 後の

　　　　　superus　euperior , superius　supremus　上の

　　　　　inferus　inferior , inferius　imus　　　下の

　　　　　--　　　 interior , interius　intimus 　内の

　　　　　exterus　exterior , exterius　extremus　外の

【数詞】
　 ﾗﾃﾝ 　ﾗﾃﾝ接頭語　ｷﾞﾘｼｬ接頭語　　　　ﾗﾃﾝ　　 ｷﾞﾘｼｬ

1　unus　　 un-　　 mono-　　　　第１　prim-　 prot-

2　duo　　　bi-　　 di-　　　　　第２　secund- deuter-

3　tres　　 ter-　　tri-　　　　 第３　tert-　 trit-

4　quattuor quadr-　tetr-　　　　第４　quart-

5　quinque　quinqu- pent-　　　　第５　quint-

6　sex　　　sex-　　hex-　　　　 第６　sext-

7　septem　 sept-　 hapt-　　　　第７　septim-

8　octo　　 oct-　　oct-　　　　 第８　octav-

9　novem　　novem-　ennea-　　　 第９　non-

10 decem　　decem-　dec-　　　　 第10　decim

11 undecim 

12 duodecim

100 centum　cent-　 hect-

1000 mille　milli-　kilo-

10000 decem milia

100000 centum milia

1000000 decies centum milia
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米語でのラテン語単語の発音の注意

語頭のp、phは読まない

【pt】　tと同じ　　　　　 pterygote テｨーラｲゴートｩ (有翅昆虫) 

【ps】　sと同じ　　　　　 pseudo- スﾕード (偽-) 

【pn】　nと同じ　　　　　 pneumonia ニューモｳニｱ (肺炎) 

【phth】thと同じ　　　　　phthalin　タリﾝ (フタリン) 

　　　　語中ではそのまま　naphthalin　ナﾌタリﾝ (ナフタリン) 

【x】　 zと同じ　　　　　 xanthin ザﾝチﾝ (キサンチン) 

英語→米語の綴りの変化

ae → e、oe → e、re → er、tre →ter、pf → f、c → k、e → i

【おまけ】ラテン語本来の発音
【母音】　発音は１種類、英語のように単語によって変化しない。日本語とほぼ同じ発音。

【長短】　長短で、発音は変わらない

【ａ】　ア、アー　　　　　【ｉ】　イ、イー

【ｕ】　ウ、ウー (英語のようにユにならない ： lu=ル, ×リュ) 

【ｅ】　エ、エー　　　　　【ｏ】　オ、オー

【ｙ】　イ (【ｉ】と同じ) 

【母音の続くとき (二重母音) 】　

【ei】　エイ (別々に発音) 　【eu】　エウ (別々に発音) 

【ui】　ゥイ　　　　　　　【ue】　ゥエ　　　　　　　 【uo】　ゥオ

【oe】　エ (eと同じ) 　　　 【ae】　エ (eと同じ) 

【子音】

【ｈ】　発音しない　　　　【ｓ】　濁らない (ｻｼｽｾｿ) 

【ｇ】　ジャ, ジ, ジュ, ジェ, ジョ

【ci】　チ　　　　　　　　【ce】　チェ (cheの発音) 　　【coe】 チェ (ceと同じ発音) 

【sci】 シ　 (shiの発音) 　 【xce】 シェ (sheの発音) 

【gn】　ニャ, ニ, ニュ, ニェ, ニョ

【ch】　ｸハ, ｸヒ, ｸフ, ｸヘ, ｸホ　　　

【ph】　ﾌﾟハ, ﾌﾟヒ, ﾌﾟフ, ﾌﾟヘ, ﾌﾟホ

【ｊ】　ヤ, イ, ユ, イェ, ヨ　 (×ジャ, ジ, ジュ, ジェ, ジョ) 

【ｃ】　ci, ce以外は、ｋと同じ発音　 (caカ, cuク, coコ) 

【th】　ﾄｩハ, ﾄｩヒ, ﾄｩフ, ﾄｩヘ, ﾄｩホ (tとhは別々に発音、英語のように舌をかまない) 

【ｘ】　ｸサ, ｸシ, ｸス, ｸセ, ｸソ 　　 (英語のように濁らない) 　

【ｂ】　語尾や、ｓやｔの前では、プに近い発音

【ti】　ふつうは　　　　　　　　　　　　ティ

　　　　　後に母音がくるとき　　　　　　　ツィ (tio＝ツィオ、tia＝ツィア) 

　　　　　但し、その前にｓやｘが来るとき　ティ (stia＝ｽティア) 

【同じ子音の続くとき (ll, mm, ssなど) 】　

　　　　　　　　ひとつひとつ分けて発音
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知ってて便利なラテン語造語要素

ラテン語 日本語 ギリシャ系接頭語

【色】

albicans 白 leuco-

albugineus 白

albus 白

griseus 灰白 polio-

cinereus 灰白

浅黒 pheo-

niger 黒 melano-

flavus 黄色 xantho-

luteus 黄色 ictero-

黄褐色 cirro-

橙 eosino-

紅 rhodo-

ruber 赤 erythro-

緑 chloro-

灰緑 glauco-

fuscus 褐色

pallidus 淡蒼

青 cyano-

ceruleus 暗青

lividus 暗青

purpureus 紫 porph-,purp-

aureus 金色

argenteus 銀色 argyro-

chryseus 黄金色

ferrugineus 鉄色

pellucidus 透明

lucidus 淡明

暗い amauro-

scotom- 鈍い ambly-

ambiguus ぼんやりした

flammeus 火炎状

色 chromo

*【数】

dip 複､二重

gemini 双子

hemi 半分

mono 単

multi 多い

null 未､無

oligo 過小､不足

omni 全て

pan 凡て

pol,poly 多い

proto 第１､原始の

semi 半分

*【接頭語】

a ～的に

a,an 無､失

ab 去る､離れる

ad に向かって

allo 異なる

iso 同じ

anti 抗

append 付属の

con,com ともに

de 脱､減､変､消失､除

dia 通して

dis 解､離､脱､不

dys 異､不全､障害

ec 生息

eu 正､良

ex ～から

flex 曲､屈

flu,flux 流

fus,fun 注入､熔かす

in 不､不全

rect 直

secund 従って

syn,sym 共､合併

*【接尾語】

-bum,-crum,-culum,-lum,ｰmentum，

　　　　道具､手段､囲まれた場所

-ter,-tor,-sor,-trix 行為者

-itis 炎症

-ismus 病的状態､中毒

-formis 状の

-oid 状の

-oma 腫瘍

-osis 症

-penia 減少

-tomia 切除

*【方向､位置】

ante 前

poste 後

auto 自己

cata 下へ

caudo 尾側

circum 周り

contra 反対の

cyclo 周期､円い

dextro 右の

levo 左の

sinistro 左の

dorso 背の

ventro 腹､胃､部屋

ecto 外､異所

endo 内の

eso 内

ectasia 拡張

epi 上､外､表

ex ～から出る
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exo 外で

extra 外

infer 下

infra 下､下方

inter 間､相互

intra 中､内部

latero 側方

medio 正中､中央

para 近く､副

per 貫通､経由

peri 周囲

post 後

postero 後方

pre,pro 前

retro 後

sub 下

super 上､過

supra 上

tele 遠､末

trans 転､移

*【体の部位､臓器】

abdomen 腹

actin 放線

aorta 大動脈

arteri 動脈

phleb 静脈

blast 芽

brachi 腕

broncho 気管支

cardi 心､心臓

cephalo 頭

enchephalo 脳

cerebello 小脳

cerebro 大脳､脳

cervic 頸

cheilo,chilo 唇

cheiro,chiro 手

cholo 肝

chondro 軟骨

chorio 絨毛､脈絡

corne 角

crani 頭蓋､脳

cysto 嚢､膀胱

cyto 細胞

denti 歯

dermo 皮膚

desmo 結合

emia 血

esophago 食道

gal,galact 乳

ganglio 神経節､腫れ物

gastro 胃

gland 腺

glio 膠

hemo,hemato 血液

hepato 肝

histo 組織

iatro 医学､医

kerato 角､角化

labio 唇

lacto 乳

lipo 脂肪

lymph リンパ

muco 粘液

myo 筋肉､目を閉じる

myelo 骨髄､髄

nas 鼻

nephro 腎

neuro 神経

nuc,nux 核

oculo 眼

odonto 歯

onco 腫瘍

oo 卵

opto,optico 視

or,os 口

os 骨

osteo 骨

oto 耳

ovo 卵､卵巣

palm 掌､拍動

papillo 乳頭

patho 病

ped 足

pod 足

pelvi 骨盤

pepso 消化

phago 食

pharmac 薬

pharyngo のど

phyllo 葉

phyto 植物

pilo 毛

pleuro 胸､脇

pneo 呼吸

pneumo 気､肺

pneumono 肺

procto 直腸､体尾

ptero,pterygo 翼､翅

sanguino 血液

sarco 肉､筋

sero 血清

soma,somato 体

spiro 呼吸

splanchno 内臓

stom,stomat 口

therapo 治療

thrombo 血栓

thym 胸

thyr 甲状

tox 毒

tracheo 気管

uro 尿

utero 子宮

vert,vort 脊椎､感覚

*【その他名詞】

axo 軸

carbo 炭

carcino 癌

chrono 時

cocco 球

glo,glob,glomer球

coron 冠

disco 板

duct 管

dyn 力

ergo 仕事､作業

esthesio 感覚､知覚

febri 熱

fibro 線維､細動

glyco 糖

gnos 認知

gram 図

graph 書く､記録

helic ラセン

hippo 馬

hydro 水

insul 島

kinesi 運動
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lamella,lamina 薄板

lalo 言語

logo 言葉

mat 母､基

men 月

mne,mnes 記憶

molec,moli 分子

morpho 形

musc ハエ､ネズミ

myco 真菌､カビ

necro 死

nocti 夜

nom 慣習､名前

ortho 正､整､直

osmo,oz,od 臭い､浸透

ped 子供

phaso 言葉

phono 音

photo 光

phys 本性､自然

plasia 形成

plasm 形成されたもの

plasto 形成

por 孔

psycho 精神

psychro 冷たい

pyle 門

retino 網

sacc 嚢

sept 中隔

sinu,sinuo 洞

sito 食物

stasis 停留､静止､配置

atereo 立体

tax 走性

thermo 熱

tome 切る道具

tomy 切る手術

tropho 栄養

tympano 鼓

vacc 牛

varico こぶ､静脈瘤

vaso 血管

veno 静脈

zo 動物

*【動詞】

audio 聴く

bol 投げる

cid,cis,ces,caes 切除

cri,crin 分泌

cub 横になる

fer,fert 輸送

gen,genesis 発生､形成､遺伝

hap,ap 結合

jac,jec 注射､駆ける

jung,jug 結合､結ぶ

liga 結合

lyso 解､溶かす､分離

metro,meter 計測

philo 好む

phoro 担う､運ぶ

plegia 麻痺

poie,poiesys 造る

ptosis 下垂

punc,punct 穿刺

rupt 裂

schizo 分裂

scopo 視､検鏡

sect 解剖

stig,stigmat 印

tact 触

thesis 置く

ton,ten,tend 緊張

tort,tors 曲げる､ねじる

trop 向く

*【形容詞】

brachy 短い

dolicho 長い

brady ゆっくり

cac 悪い､異常

capill 毛細

cryo 冷たい

hetero 異なる

homo 同じ

hyper 高い､越えて

hypo 低い､不足､過小

idio 特異な

iso 同じ､等しい

macro 大､肉眼的

micro 小

mio,meio より小さい

mal 悪い

mega,megalo 巨大

meso 中間

meta 中､変性

neo 新しい

ox,oxy 急､鋭､速

pachy 厚い､肥厚

pseudo 偽の

sclero 強い

scoto 暗

seni,sene 老いた

steno 狭い

strepto 曲がった､連鎖状の

tacho,tachy 速

terato 奇形

visco 粘
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