
  Session 001 

　「ペダル(pedal)」というのは外来語として日本語の中でも十分なじみのある言葉だと思います。すぐ思い

浮かぶのは、自転車のペダル、自動車のアクセルやブレーキ、クラッチなどのペダル、あるいはピアノのペ

ダルなどでしょう。それら「ペダル」と呼ばれるものすべてに共通しているのは、「足」で踏んで使うということ

ですね。

　主に女性が手のつめに塗っておしゃれするのが「マニキュア(manicure)」ですが、それを「足」に塗ると

「ペディキュア(pedicure)」と呼ばれます。

　「マニキュア(manicure)」は「手」を意味する「manu」というラテン語に由来する部品が「mani-」とスペ

ルを変えて現れたものに「care（手入れ）」を意味する語幹「cure」が接辞され「manicure /mǽnɪkjʊɚ/」

となったもの。つまり語源的には「手のおていれ」ということになります。

　だから同じものを「足」に塗ると「pedicure /pédɪkjʊɚ/」となります。「pedicure」は「足」を意味する

「ped」というラテン語由来の部品が、「cure」に接辞されたものですね。

　ではここでまず覚えてください。

  ped- ＝foot （足）

このセッションのテーマ

　「足(foot)」を意味するラテン語源の「ped」を覚えましょう。



　「手＝manu」はまた改めて取り上げますので、無理なく少しずつ、ここでは「ped=foot」だけに集中して

いただいて結構です。

　「pedal /péd(ə)l/」は、[ ped + -al（形容詞接尾辞）] が元になっており、「足に関する」という形容詞の意

味が大昔あったのが、「things of the foot（足に関するもの）」という名詞の意味だけが現代まで引き継が

れて残りました。

　日本語で「百足」と書くと「むかで」と読み、あの足がたくさんついた虫のことですね。ぱっとみて「まるで足

が100本あるかに見える」という印象から「百足」という文字が当てられました。実際に数えてみても100本は

ないそうなのですが、大雑把な印象からそう呼ばれたわけです。

　英語では、「むかで」のことを「centipede /séntɪpiːd/」といいますが、面白いことにこの単語は「１００」を

意味する「cent」と、足を意味する「ped」から成り立っており、語源的には日本語で「むかで」を「百足」と

書くのと同じ発想になっています。つまり「centipede = one hundred feet」ということを表しているんで

すね。

　「centipede」の「cent」は「１００」を意味し、「century」は「100年」、「centimeter」は「１００集まると1メ

ートル」というふうに、多くの身近な単語の中にも「１００」を表す部品として見つけることができます。

　「100」が「cent」なら、「1000」はどんな部品でしょう？

　「100集まって1メートル」になる単位を「centimeter」といいますが、「1000集まって1メートル」になるの

は？そう、「millimeter」です。これは「1000」を表す、「mill（Ｌが２つ）」という部品が「centimeter」の

「centi」と差し替えられたものです。

　普通に「1000」を表す単語は「thousand」ですが、その「thousandの1000倍」はなんでしょう？1000の

1000倍、すなわち日本語では「100万」といいますが、英語では「million」です。この「million」は「千の

『1000』倍」という意味を表しているわけです。

　「百足」は「centipede」で語源的に「one hundred feet」を表す単語でした。

　百足に似ていて、もっと足がたくさんある虫もいます。それぞれの足が２つずつに枝分かれているみたい

になっていて、「まるで足が1000本あるかに見える虫」となりますと、日本語では「ヤスデ」と呼ばれていま

す。これを英語では「millipede /mɪ́lɪpiːd/」というんですね。つまり「one thousand feet」という語源的意

味を込めているわけです。



　Session 1 復　習

１、次の語源要素について、英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 英語の意味 正解

1 ped = foot
2 manu = hand
3 cent = one hundred
4 mill = one thousand
5 cure = care

英単語 発音記号

1 pedal péd-əl
2 manicure mǽn-ɪ-kjʊɚ
3 pedicure péd-ɪ-kjʊɚ
4 centipede sén-tɪ-piːd
5 millipede mɪĺ-ɪ-piːd
6 century sén-tʃə-ri
7 centimeter sén-tɪ-mìː-tɚ
8 millimeter mɪĺ-ɪ-mìː-tɚ
9 million mɪĺ-jən

ヒント 英単語

1 a bar which you press with your foot pedal

2 care of a person’s hands and nails manicure

3 care and treamtment of the foot and toenails. pedicure

4 a creature with ‘one hundred’ feet centipede

5 a creature with ‘one thousand’ feet millipede

6 100 years century

7 a 100th meter centimeter

8 a 1000th meter millimeter

9 1000 times 1000 million



  Session 002

　「ped」はラテン語に由来する「足」を意味する語幹です。英単語を構成する接頭辞、接尾辞、語幹は古

い英語（OE=Old English）に由来するものもありますが、かなりの数がラテン語(Lt=Latin)、ギリシャ語

(Gk=Greek)などの外国語から取り込まれたものです。何語に由来するかまでは、初歩的な段階ではあま

り気にする必要はありませんが、慣れるに従って、そういう区別もかなりのところまで自然につくようになりま

す。

　「足」を意味する語幹としては「ped」の他、「pod (Gk)」や「pus (Gk)」といった形のバリエーションが存在

します。例えばカメラを固定する「三脚」のことを「tripod  /tráɪpɑd/」といいますが、これは「triangle」な

どに見られる「３」を表す接頭辞の「tri-」に「pod」が接辞されたもので、「3本の足」という意味です。また「

蛸（たこ）」は英語で「octopus  /ɑ́ktəpəs/」ですが、これは「８」を意味する「octo (Gk: okto)」と「足」を意

味する「pus (Gk)」の組み合わせによるものです。

　また彫刻や銅像などの土台部分となっている柱のことを「pedestal /pédɪstl/」といいます。つまり全体と

しての「足」に相当する部分ということですね。

このセッションのテーマ

　「足(foot)」を意味する「ped」には、「pod」や「pus」といった

形のバリエーションがあります。

　８本足の「蛸（たこ）」は octopus ですが、同じ「octo」を含む「October」は８月ではなく１０月ですね。

　これは本来「８番目の月」だったのですが、「ジュリアス・シーザー（Julius Caesar）」と「アウグストゥス

（Augustus）」という２人のギリシャ皇帝がその名を月の名にしたため、その２つ分だけあとの月が実際の

名前よりもずれこんでしまったためです。ですから「September」は本当は「７番目の月」、「October, 
November, December」もそれぞれ「８月、９月、１０月」だったのです。

　さて「足」を意味する英単語の部品としては、ラテン語に由来する「ped」と、ギリシャ語に由来する「pod, 

pus」がありますが、これらは他のどんな単語の中に見つかるでしょうか。

　「歩行者」にあたる英単語は「pedestrian /pədéstriən/」といい、これは「足で歩く人」の意味から。

　演説をする人が立つ前に置かれる「演壇」を英語では「podium /poʊdiəm/」といいます。「足」というイメ

ージから少しずれる気がするかも知れませんが「土台」というのは「足元」なんですね。

　もう１つ、オーストラリアに生息する、アヒルのようなくちばしを持ち、水かきのある足をしたユニークな卵生

哺乳類（哺乳類のくせに卵を産むんですよ）のことを日本語では「カモノハシ」といいますが、これにあたる

tripod octopus pedestal



英語は「platypus　 /plǽtɪpəs/]です。面白いことに「platypus」は [platy(=flat) + pus(=foot)] から成り立

っており、語源的には「平べったい足」つまり「偏平足」っていう意味なんですね。

横断歩道は英語で

「pedestrian crossing」

です。しましまの模様が

描かれることから

「zebra crosssing」とも呼ばれます。

podium platypus
語源的には「偏平足(flat feet)」の

意味

　今は「足」がテーマですので、何よりも「ped, pod, pus」という部品を覚えておいてください。これらの部

品が含まれる様々な単語の他の語源要素については、ここで触れたものについては覚えられれば覚えて

いただいて結構ですが、改めて別のセッションでスポットを当てますので、気軽に構えていて大丈夫です。

　「ped」は、多くの単語で「足」を意味する部品として使われているのですが、同じ「ped」のスペルが、ギ

リシャ語に由来する「子供（child）」を意味する語幹としても現れます。病院にいくと「小児科」という日本

語表記とあわせて英語で「pediatrics /pìːdiǽtrɪks/」と書かれているかも知れません。そして小児科を専

門とするお医者さんのことを「pediatrician /pìːdiətrɪ́ʃən/」といいます。これらに含まれる「ped」は「foot 
(Lt)」ではなく、「child (Gk)」を語源とするものです。ちょっと紛らわしいですが、「ped」はラテン語源で「足

(foot)」を、ギリシャ語源で「子供(child)」を意味するということを、これまでの知識に１つ追加しましょう。

　じゃあ、「足」に関する病気などを専門とするお医者さんは何と言うでしょう？「足病学」なんて日本語でも

あまり耳慣れない言葉ですが、そういう専門分野があるんですね。これは英語で「podiatry  /pədáɪətri/」

といって、ちゃんとギリシャ語源で「foot」を意味する「pod」が含まれてますね。「podiatry（足病学）」の専

門医は「podiatrist /pədáɪətrɪst/」です。語尾の「-ist」は「artist, dentist, pianist」などにも見つかる

「専門家」を意味する接尾辞です。



　 Session 2 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ped (Lt) pedestrian foot
2 pod (Gk) podium foot
3 pus (Gk) octopus foot
4 tri- tripod three
5 octo October eight
6 platy platypus flat
7 ped (Gk) pediatrician child
8 -ist dentist specialist

英単語 発音記号

1 tripod /tráɪ-pɑd/
2 octopus /ɑ́k-tə-pəs/
3 pedestal /péd-es-t(ə)l/
4 pedestrian /pə-dés-tri-ən/
5 podium /póʊ-di-əm/
6 platypus /plǽt-ɪ-pəs/
7 pediatrics /pìː-di-ǽt-rɪks/
8 pediatrician /pìː-di-ə-trɪʃ́-ən/
9 podiatry /pə-dáɪ-ə-tri/

10 podiatrist /pə-dáɪ-ə-trɪst/

ヒント 英単語

1 three feet tripod

2 eight feet octopus

3 the base that a statue rests on pedestal

4 etymologically the 8th month October

5 person who goes on foot pedestrian

6 a small platform a person stands on podium

7 flat-foot animal platypus

8 child doctor pediatrician

9 specialty of a child doctor pediatrics

10 foot doctor podiatrist

11 specialty of a foot doctor podiatry



  Session 003

　「bicycle」は自転車ですが、これは「２」を意味する接頭辞「bi-」に「車輪（wheel)」を意味するギリシャ

語由来の語幹「kyklos」が「cycle」というスペルで英語に取り込まれたものとの組み合わせです。

　「bi-」は「２」を意味しますが、「triangle」に含まれる接頭辞「tri-」は「three（３）」を意味しますの

で、bicycleの「bi-」を「tri-」に置き換えると「tricycle」となり、これは語源的に「three wheels」の意味。

すなわち三輪車を指します。tricycle は、子供の乗る三輪車だけでなく、かなり大きな三輪バイクも指しま

すし、フィリピンで庶民の足となっているサイドカータクシーも tricycle と呼ばれます。

このセッションのテーマ

　「足(foot)」を意味する「ped」を含む単語をさらに学びましょう。

これら全部「tricycle」です

　さて「bicycle」の「bi-」は「２」、そして「tricycle、triangle」の「tri-」は「３」を意味する接頭辞ですが、

「bi-」に「ped」が接辞された「biped /báɪped/」は、語源的に「two feet」ですから、「二足歩行動物」という

意味になります。

　怪我や障害を負っている場合でなければ、動物に「一本足」や「三本足」は存在しません。だから「tripod 

[ tri- + pod ]」は、生き物ではなくカメラなどの三脚の意味です。生き物場合、やはり足が左右に配置され

る関係からその本数は偶数であり、二本足の次に多いのは四本足となります。犬、猫など多くの動物は四

本足です。bipedの「bi-」を「quad」という「４」を表す語幹の接頭辞形「quadr」に取り替えたのが「quad-
ruped /kwɑ́drʊped/」、すなわち「四足獣」という語です。語源的要素が他の部品に接辞される場合、し

ば しばその「継ぎ目」部分にスペルの変化が現れますので注意してください。

biped の代表は人間ですが、２本足

で歩く動物には、ダチョウや鶏なども

含まれます。

tripod [ tri- + pod ]
　生き物では自然状態で

三本足の種族はありません。

quadruped
　身近な四足動物といえば、

やっぱり犬・猫でしょうね。



　乗り物について言えば「bicycle」は語源的に「two 
wheels」の意味で自転車ですが、英語ではこれを短縮した

「bike」も自転車を指します。日本語で「バイク」というとエ

ンジンのついた「単車（＜これもなぜ「単（＝１）」なんでしょう

ね？）」のことですが、５０ccの小さなエンジンがついたもの

を「原動機つき自転車」、それより大きなエンジンのついた

二輪車を「自動二輪」と呼び分けています。英語では「原動

機つき自転車」を「motorbike」、もっと大きな自動二輪は

「motorcycle」と呼び分けられます。

　ちなみに見かけはほとんど自転車で、こぐためのペダルも

あるのに、同時に小さなエンジンもついている、まさに「原動

機つき自転車」というものがあり、これを特に「モペット（moped /móʊped/)」とも呼んでいます。「エンジン、

原動機」を意味する「motor」の頭の部分と「足」を意味する「ped」の組み合わせによる造語です。語源的

には「モーターつきの足」ということですね。

　健康のために日ごろから歩く習慣をつけるのは大変よいことですが、今

日何歩あるいたのかを体の振動を利用して記録してくれる装置があると、

目標を立てやすいですね。そんな装置を日本語では「万歩計」といいま

すが、これを英語では「pedometer /pɪdɑ́mətɚ/」といいます（発音に注

意）。見てすぐ分かるとおり「足」を意味する「ped」に「meter（メーター）」

が組合わさったものです。この「meter」自体が英単語ですが、部品とし

て「measurement（測定するもの、すること）」を意味するギリシャ語源

(metron)の接尾辞（あるいは語幹）としてもよく現れます。そもそも「メート

ル（meter）」という単語は、この語幹のみから成り立っていますね。

　「meter」を接尾辞とする英単語は、その直前に強勢が置かれるのが特徴です。 　

次の例を通じて発音の基本パターンに慣れてください。

speedometer /spɪdɑ́mɪtɚ/ 速度計

kilometer  /kɪlɑ́mɪtɚ/  (/kɪ́ləmɪtɚ/という読み方もあります） キロメートル

barometer
  

/bərɑ́mɪtɚ/　気圧計、バロメータ　[ baros (Gk.=weight) + -meter (Gk. metron) ]

diameter
  

/daɪǽmɪtɚ/　

 

直径

　ただし

 

centimeter は /séntɪmitɚ/、millimeter は /mɪ́lɪmitɚ/ なので「-meter」の直前の音節に強 勢

があるというのは万能なルールではありません。

speedometer barometer diameter



　 Session 3 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 bi- biped two
2 tri- tripod three
3 cycle tricycle wheel
4 quad, quadr quadruped four
5 ped, pod pedometer, tripod foot
6 meter speedometer measurement

英単語 発音記号

1 tricycle /tráɪ-sɪ-kl/
2 triangle /tráɪ-æ̀ŋ-ɡəl/
3 biped /báɪ-ped/
4 tripod /tráɪ-pɑd/
5 quadruped /kwɑ́d-rʊ-ped/
6 moped /móʊ-ped/
7 pedometer /pɪ-dɑ́m-ə-tɚ/
8 speedometer /spɪ-dɑ́m-ɪ-tɚ/
9 kilometer /kɪ-lɑ́m-ɪ-tɚ/

10 barometer /bə-rɑ́m-ɪ-tɚ/
11 diameter /daɪ-æ ́m-ɪ-tɚ/ 
12 centimeter /sén-tɪ-miː.tɚ/

13 millimeter /m ɪ́ l-ɪ-miː.tɚ/

ヒント 英単語

1 an animal that walks on two feet biped

2 an animal that walks on four feet quadrupet

3 a three-leg stand for camera, etc. tripod

4 a bicycle with a small motor moped

5 a device to measure how far you have 
walked pedometer

6 a device which measures air pressure barometer

7  the distance from one side to the opposite 
side of a circle diameter

8 a shape with three angles triangle

9 shortened form for ‘bicycle’ bike



  Session 004 

　これまで「足」を意味する語源的要素「ped, pod, pus」を含む単語を色々見てきましたが、今回は「手

(hand)」にも注目してみましょう。

　英語の語源要素の多くはラテン語やギリシャ語に由来し、「足(foot)」を意味する語幹としても「ped」 は

ラテン語源、「pod, pus」はギリシャ語源でした。そして「手（hand）」を意味する語幹としてもラテン語源の

「manu」とギリシャ語源の「chiro」という部品があります。

　「manu」は、「mani」と少しスペルが変化した形が「manicure（マニキュア）」の中に見られますが、

「manu」のままで「manual /mǽnjuəl/」という単語に含まれています。

　「manual」とは「手(hand)」を意味する「manu」に形容詞語尾として広く使われている「-al」という接尾

辞がついたものです。つまり「手の、手動の、手で行われる」という広い意味の形容詞としてまずあり、それ

が名詞としては　「手引書、マニュアル」という意味で用いられます。

　書籍などの印刷される前の「原稿」のことを「manuscript /mǽnjuskrɪpt/」といいます。現代ではパソコ

ンのワープロ機能を使って書く人が多いと思いますが、そういう便利な機会がなかった時代に生まれた単

語ですので、語源的意味としては「手で書いたもの」を表します。「manuscript」は [manu- + script]
から成り立ちますが、語幹である「script」は「writing（書かれたもの）」を指す名詞として「原稿、脚本、台

本」などの意味にも用いられます。

　タイプライター（typewriter）が発明され、手書きの労力が大幅に軽減されたとき、特にタイプライターで

書かれた原稿を「typescript /táɪpskrɪpt/」と言い分けることもありました。今日ではコンピュータに接続さ

れたプリンターで印刷した原稿のことも含めて「typescript」と呼ぶこともあるようですが、「manuscript」
のままでも構いません。

　ちなみに「script」は「scratch（掻く、引っかく）」と語源的に同じものであり、筆記用具がまだなかった時

代、人々は地面や木、石に「引っ掻いて傷をつける」ことで「文字を記した」ことから「書く」という意味につな

がっています。

　面白いことに日本語の「書く」も「掻く」と語源は同じで、英語と同様の発想を背景にしており、「文字を書

く」意味と「何かを引っ掻く」の意味で「書、掻」の漢字が使い分けられるようになったものです。

　機械設備を使って大規模に物を作ることを「manufacture  /mǽnjəfǽktʃɚ/」といい、この単語は動詞
に

このセッションのテーマ

　「足(foot)」を意味する語源要素には「ped, pod, pus」がありま

すが、「手(hand)」を意味する語幹として「manu-」というラテン語

源の接頭辞があります。



も名詞にも用いられます。現代では近代的機械設備を使って大規模に大量生産するイメージを伴う単語

になっていますが、もともとは [manu- + fact(=make) + -ure（名詞語尾）] の成り立ちにより「手で作る」

という語源的意味を持った語です。

　「manufacture」の語幹「fact /fækt/」は単独で「事実」という意味の英単語にもなっていますが、これ

は「fact, fect, fict」というスペルのバリエーションがあり、すべて「make（作る）」という意味です。

　「factory /fǽktəri/」は、[fact(=make) + -ory(する場所）] から成り立っており、語源どおり「工

場」とは「物を作る場所」ですね。また「fect」のスペルは「perfect /pɚ́fɪkt/」は、[per-(=through) + 

fect(=make)] という成り立ちで、語源的に直訳すると「貫いて作る、最初から最後まで成し遂げる」という

意味であり、そこから「完璧な」という意味を表しています。

　さらに「fict」のスペルは「fiction /fɪ́kʃən/」すなわち「作り話、創作、虚構」は [fict(=make) + -ion（

名詞語尾）] により「作られたもの」が語源的意味です。「fact」は何かが実際に起こることによって作られた

結果（＝事実）の意味ですが、「fiction」は「意図的に作り上げられた（事実ではない）話」のことです。　

　「手（hand）」を意味するラテン語由来の接頭辞「manu-」は、「manage /mǽnɪdʒ/」の中にも（manu-
がman-となっていますが）見つかります。「manageする」というのは「経営する、管理する、統率する」など

文脈によって様々な訳語が考えられるでしょうが、どんな和訳をするかよりもっと大事なのは「手をかけてな

んとかする」という中心的なニュアンス、イメージなのです。そうやって「手をかけて会社や団体を切り盛りす

る人」が「manager /mǽnɪdʒɚ/」です。（語尾の「-er」は「～する人、する物・機械」の意味としてすでにご

存知でしょう。）

　「manage」を名詞にしたのが「management /mǽnɪdʒmənt/」です。（「-ment」は動詞を名詞化する

語尾）

　さらに「manu」の母音部分のスペル・発音が変化して「maintain /meɪntéɪn/」という動詞にも含ま

れています。日本人にとってなじみのあるのは、これが名詞化した「メンテナンス（maintenance /

méɪntənəns/）」の方でしょうね。これも「維持、保全、整備」などの訳語を覚える前に「そのままの状態を保つ

ように手をかけること」という英単語本来が持つダイレクトな意味をその語源的成り立ちから感じ取るようにし

てください。



　 Session 4 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ped, pod, pus pedicure, podium, octopus foot
2 manu-, man-, main- manual, manage, maintenance hand
3 script manuscript scratch, write

4 fact, fect, fict factory, perfect, fiction make

5 -ory factory place where
6 per- perfect through
7 -ion fiction act of
8 -er manager one who
9 -ment management result of an action

英単語 発音記号

1 manual /mǽn-ju-əl/

2 manuscript /mǽn-ju-skrɪpt/

3 script /skrɪpt/

4 typescript /táɪp-skrɪpt
/5 manufacture /mǽn-jə-fæk-tʃɚ/

6 factory /fǽk-tə-ri/

7 fact /fǽkt/

8 perfect /pɚ́ː-fɪkt/

9 fiction /fɪḱ-ʃən/

10 manage /mǽn-ɪdʒ/
11 manager /mǽn-ɪ-dʒɚ/

12 management /mǽn-ɪdʒ-mənt/

13 maintain /meɪn-téɪn/

14 maintenance /méɪn-tə-nəns/

ヒント 英単語

1 (adj) done by hand manual
2 something written by hand manuscript
3 make a lot of goods in a factory with machines manufacture
4 a place where things are made factory
5 complete; having nothing wrong perfect
6 a story made by someone fiction
7 one who handles manager
8 handling management
9 to handle manage



  Session 005 

　「足（foot）」を意味する接頭辞にもラテン語由来とギリシャ語由来があったように「手（hand）」を意味する

接頭辞にもラテン語由来の「manu-」の他、「chiro-」というギリシャ語由来の形があります。

　手相占いのことは平易な英語で「palm reading」という表現があります

が、「chiromancy /káɪrəmæ̀nsi/」という単語としてもそれを表現できます。

「chiro-」がギリシャ語由来の接頭辞であり、それが「宣託、予言(divination)

」を意味する同じくギリシャ語由来の語幹「mancy」に接辞されたものです。語

源的にはまさに「手による占い」ですね。それを行う人は「chiromancer」とい

います。

　「手（hand）」を意味するギリシャ語幹の「chiro」を含む語で比較的、

外来語として日本語の中に定着しているものとして「カイロプラクティッ

ク（chiropractic /kàɪroʊprǽktik/）」があるのではないでしょうか。これ

は訳語として「脊柱指圧療法」と呼ばれており、体の間接、特に背骨の

ゆがみ等を治すことで病気などの治療をする技術です。それを行う人

は「chiropractor /káɪroʊpræ̀ktɚ/（強勢移動に注意）」といいます。

　「chirography /kaɪrɑ́ɡrəfi, kɪrɑ́ɡrəfi/」という単語は [chiro-
(Gk.=hand) + graphy(Gk.=writing)] から成り立っており、語源的意味は「手で書かれたもの」。古くは

「証文」を指しましたが、今では「文字の書体、書法」そして「書道」の意味でも用いられます。いずれも「手

で書く」という意味が引き継がれたまま「何を書くか」の部分が微妙に変化して今日に至っているわけです。

　なお日本や中国で行われている「書道」は一般に「(Japanese/Chinese) calligraphy /kəlɪ́ɡrəfi/」と

表現されることの方が多く、こちらは [calli-(Gk. beauty) + graphy(Gk. writing)] の組み合わせで「美

しく書くこと。美しく書かれたもの」の意味。技術としての「書道」を指すことも、個人的な「達筆」の意味として

も用いられることもあります。それを行う人（書道家、達筆な人）は「calligrapher/kəlɪ́ ɡrəfɚ/」です。

　逆に「字の下手なこと」は [caco(Gk.=bad, ill) + graphy(Gk.=writing)] で「cacography /

kəkɑ́ɡrəfi/」、「字の下手な人」は、「cacographer /kəkɑ́ɡrəfɚ/」という単語があります。

　ただ、西洋の「calligraphy」という技術は、日本人がイメージする書道とはかなり違っており、一種のレ

タリング（装飾文字を書く技法）を指しています。

このセッションのテーマ

　「手(hand)」を意味するラテン語由来の接頭辞は「manu」です

が、ギリシャ語に由来する接頭辞は「chiro」です。



　ところで「足病学」という意味の「podiatry /pədáɪətri/」を覚えていますか？これはギリシャ語源の「pod」

を含む語でしたが、主にアメリカ英語で用いられます。それがイギリス英語では「chiropody /kɪrɑ́pədi/」と

呼ばれます。面白いことにこの語は [ chiro- (Gk.=hand) + pod (Gk.=foot) + -y（名詞語尾）] という組

み合わせから成り立っており、ずっと昔は「手と足」の両方を診察したようです。それが「足の専門」になり、

名称としては「chiro」を含んでいますが、chiropody という単語が表す職業の意味から「手」は消えてし

まいました。現代英語では「podiatry（米語）＝chiropody（英語）」の違いだけです。

　これまでラテン語やギリシャ語に由来する「手（hand）」を意味する接頭辞を見てきましたが、何もそういう

難しい由来を持つ語ばかりではありません。「hand」という平易な英単語がそのまま他の単語の語幹として

用いられているものも多くあります。「hand」は古英語（OE=Old English）に由来する単語で、ずっと昔

から、「手」を意味する語として用いられてきました。

　日本語の語彙にも、「大和言葉」といって古くから日本語であった言葉もあれば、漢語など中国から伝来

した「外来語」を日本語の語彙に取り込んだものがありますね。「大和言葉」は「訓読み」で用いられる語彙

であり、それに対して「音読み」になっているのが主に漢語、すなわち外来語です。

　日本人であれば「訓読み」の言葉は耳で聞いて即座にその意味を理解します。しかし音読みの語は、文

字を見ないといつくもある同意語のどれなのか判別できないことがあります。また大和言葉と漢語などの外

来語では、その言葉に接したときの「精神的距離感」が違うと言われており、大和言葉は「もともと日本語だ

った言葉」としての親近感によってストレートに意味を感じるのに対して、外来語は「精神的に距離を感じ

る」言葉であり、大和言葉は簡単で日常的、外来語は難しい響きがあったり専門的だったりもします。

　それと非常に似た感覚の違いを英語話者たちは「古英語」由来の単語と「ラテン語、ギリシャ語」などの外

来語由来の単語にも感じています。つまり古英語由来の単語は「身近で簡単」に思え、外来語由来の言葉

は、「ちょっと遠い言葉」に感じているんですね。特にギリシャ語由来は学術用語に多く現れることもあり、専

門的で難しい単語と感じます。

　古英語由来で「身近で簡単」に感じられる「hand」を含む語としては、「handy [ hand + -y（形容詞語

尾）]」があり、「便利（useful）」とか「手軽（convenient）」といった意味に用いられます。いかにも「片手

の上にポンと乗っている」イメージや、「手にしっくり合う」感じ、あるいは「手を伸ばせばすぐそこにある」とい

ったイメージをすんなりと感じられる単語です。由来の説明などされるまでもないと感じられますね。「chi-
rography」というギリシャ語由来の単語は、英語話者でも小さな子供は知りませんし、大人でも「ちょっと

難しい単語」に感じます。しかし「handwriting /hǽndràɪtɪŋ/」と聞けば即座に「手書き文字、肉筆、筆跡」

といった意味を理解します。



　 Session 5 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 manu- manual hand

2 chiro- chiromancer hand

3 mancy chiromancy divination

4 graph chirography writing

5 calli- calligraphy beauty

6 caco- cacography bad, ill

英単語 発音記号

1 chiromancy /káɪ-rə-mæ̀n-si/

2 chiromancer /káɪ-rə-mæ̀n-sɚ/

3 chiropractic /kàɪ-roʊ-prǽk-tik/

4 chiropractor /káɪ-roʊ-præ̀k-tɚ/
5 chirography /kaɪ-rɑ́ɡ-rə-fi, kɪ-rɑ́ɡ-rə-fi/

6 calligrapher /kə-lɪɡ́-rə-fɚ/

7 cacography /kə-kɑ́ɡ-rə-fi/

8 cacographer /kə-kɑ́ɡ-rə-fɚ/

9 podiatry /pə-dáɪ-ə-tri/

10 chiropody /kɪ-rɑ́p-ə-di/
11 handy /hǽn-di/

ヒント 英単語

1 palm reading chiromancy

2 palm-reading specialist chiromancer

3 treating pain and injury by pressing a person’s back. chiropractic(s)

4 specialist of backbone treatment chiropractor

5 beautiful writing calligraphy

6 one who writes beautifully calligrapher

7 bad writing cacography

8 one with bad spelling and/or bad handwriting cacographer

9 treatment of foot problems (Latin origin) podiatry

10 treatment of foot problems (Greek origin) chiropody

11 useful, convenient handy



  Session 006 

　ビジネス英語の文書には時として次のような表現が出てきます。

　Kindly expedite the processing of my car loan application.
　（カーローンの申し込みの処理を急いでください）

　計画や予定、仕事などをてきぱきと片付けたり、スピードを上げてはかどらせたり、促進するという意味の

動詞が「expedite /ékspədàɪt/」です。この単語に含まれる語源要素として「ex-」という接頭辞と語幹とし

て現れている「ped」に着目してください。

　「ex-」は「exit/éɡzɪt/（出口）」という単語にも含まれる語源要素で「out（外へ）」という意味を持ちます。

「ped」はこれまで何度も登場しているように「足（foot）」を意味するラテン語由来の語源要素ですが、これ

らが組合わさってなぜ「促進する」の意味となるかといいますと、「足元にある邪魔なものと取り除く」という発

想がこの単語の中にあるからです。すなわち「expedite」とは「前に進もうと思っても、足元に色々な邪魔

者があるとき、それを取り除いてやることで、前進の速度を上げる」という意味を表します。

　業務の役割の中で、割り当てられた仕事がきちんと期限までに完了するように管理し、遅れそうなときは

担当部署に「もっと急いで！」と催促したりするのが「納期管理者」とか「促進者」と呼ばれる任務ですが、そ

の担当者は「expediter /ékspədàɪtɚ/」です。そしてそういう促進行為は「expedition /èkspədɪ́ʃən/」と

いう名詞形で表現できます。

　ただし「expedition」に関しては、業務の促進というような意味の他に、 [ex-(=out) + ped(=foot)] と
いう語源そのままに「外に足を向ける」の意味から「仕事や任務など特定の目的を持って、比較的長期に

渡りどこかにでかけていくこと」という意味も表しこれは「遠征、探検」などに相当します。「旅行」といってもよ

いのですが、単なる観光目的の旅行（trip, travel）とは違い、学術的目的をもってエジプトのピラミッドを

調べにいくとか、他国の紛争を解決するために軍として派遣されるなどの、より明確な任務・目的を伴い長

期的にその地に滞在することを意味します。

このセッションのテーマ

　「足(foot)」を意味するラテン語由来の接頭辞は「ped-」は意外

な単語の中にも見つかることがあります。



　「足元にある邪魔者を取り除く」ことにより前進スピードをアップさせるのが「expedite」ですが、その逆に

何もなかった足元に邪魔者を置くことでスピードを低下させるのが「impede /ɪmpíːd/」です。

　「impede」は「in-(=in 中へ）」と「ped(=foot)」の組み合わせで、「im-」というスペルは、「in-」が「p」な

ど「上下の唇を閉じなければならない子音」の直前に接辞されるときの形です。具体的には /p, b, m/ の

子音の直前では「in-」は「im-」となります。

　「impede」は「足元に障害物を置く（入れる）」ことにより通常の速度よりも低下させ、作業効率を下げたり

する意味の動詞です。そのようなことをする障害（物）そのものは「impediment /ɪmpédəmənt/」といいま

す。これは、たとえば実際の道路に大きな石があって前に進めないなどの物理的障害物のことも指します

し、その延長として身体の障害や言語障害などの意味にも用いられます。

　「impediment」の語尾「-ment」は動詞に接辞され「その行為（the act of)」や「行為の結果（the re-
sult of an action）」を意味します。日本語の「～すること、～したもの」などに近いと言えるでしょう。

　「impede」や「imepediment」の接頭辞「im-」は、「in-」が次に続く音の関係でスペルが変化したも

のですが、「in-」という接頭辞は「in（中へ）」の意味のほか、否定接頭辞（=not）として非常に多く現れま

す。見掛け上は「in（中へ）」の意味のときと区別がつきませんが、一度意味を押さえればまず紛らわしくは

感じないでしょう。

　否定接頭辞としての「in-」も、あとに続く音を発音しやすくするための準備としていくつかのスペルの変化

があります。（ここではスペル変化の原則を学ぶだけで構いません）

１、原則的に「in-」  ： incorrect, invisible, inaccesible

２、/p, b, m/の前で「im-」 ： impossible, improper, immoral

３、/l/ の前で「il-」  ： illegal, illiterate, illegible

４、/r/ の前で「ir-」  : irregular, irresponsible, irrelevant

　このように次に続く子音の発音準備をしようとして「in-」が「im-, il-, ir-」に一時的に姿を変えることがあり

ますが、それらも意味は「in-(=not)」のままです。

　このようなスペル変化の理由を理解していれば、「illegal」や「irregular」のスペルで「 r 」や「 l 」が１つ

だったか２つだったかで迷うことがなくなります。語源を知ることは単語の意味を深く、実感を伴って理解す

るだけでなく、スペルも間違えにくくなるというメリットがあるのです。



　 Session 6 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

４、否定接頭辞の「in-」を次の単語に接続した形を書いてください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ped-, pod-, pus- expedite foot

2 ex- exit out

3 in- (im-) impede in

4 in- incorrect not

5 -er expediter one who

6 -ment impediment act of; the result of an action

英単語 発音記号

1 expedite /éks-pə-dàɪt/

2 exit /éɡ-zɪt/

3 expediter /éks-pə-dàɪ-tɚ/

4 expedition /èks-pə-dɪʃ́-ən/
5 impede /ɪm-píːd/

6 impediment /ɪm-péd-ə-mənt/

ヒント 英単語

1 make something done more quickly expedite

2 one who makes something done more quickly expediter

3 a long, organized trip for a particular purpose expedition

4 to slow something down impede

5 something that makes the movement slower impediment

6 the way out exit

1 corect incorrect

2 possible impossible

3 visible invisible

4 regular irregular

5 legal illegal

6 accessible inaccessible

7 literate illiterate

8 responsible irresponsible



  Session 007 

　日本語で「海女」と書けば、海にもぐって貝や階層などを採る仕事をする「あま」のことですが、男性を含

めて「海人」という通性の表記をすることもあるのだそうです。特に男性だけを指す場合は「海士」と書き、そ

れを和製漢字１文字で「塰」とも書くとのこと。ちなみに「海女」を「あま」と読むのは「熟字訓」といって、「海

女」２文字を「あま」と読むのであり、「海」を「あ」、「女」を「ま」とそれぞれ読んでいるのではありません。

　英語にはラテン語由来の語幹で「mer, mar, mari」といったスペルで現れる「海」を表す語源要素があ

ります。日本の「海女」の話を最初にしましたが、英語で「海＋女」の組み合わせによる「mermaid [ mer 

(Lt.=sea) + maid (OE.=girl)]」は「人魚」のことです。日本語で「あま」に男女別あるいは通性の文字表記が

あるように、「人魚」にも女性だけを指す「mermaid /mɚ́mèɪd/」の他、性別、年齢などごとに実に多くのバ

リエーションがあります。（どの語も「mer-」に第１強勢が置かれます）

（通性）merperson, merpeople
（女性）mergirl, merlady, mermaid, mermaiden, merwoman
（男性）merboy, merguy, merlad, merman
（両親）merfather, mermother
（子供）merbaby, merchild, merteen

　このように通常の人を表すあらゆる語彙に「mer-」を接辞して、神話上の様々な「人魚」を造語的に表

現できます。「人魚」のように「人」と「魚」が合体するだけでなく、シンガポールの名所である「マーライオン

（Merlion）」はライオンと魚が合体した姿をしており、もし漢字を当てたら「海獅子」となるんでしょうか？

　ところで「海＋ライオン」でも「sea lion」と普通に書くと、それは「アシカ」や「トド」のことです。

　じゃあ、「海＋他の生き物」はどうかというと、日本語で「海猿」という映画が「海難救助を行う潜水士」を指

してこの言葉を使いましたが、これはドラマの中での造語です。でも作品がヒットしたのでかなり一般化して

いるようですね。その「海＋猿」をそのまま英語に置き換えて「seamonkey」とすると、「小型の甲殻類、ア

ルテミアを愛玩用・観賞用に改良した品種の商品名」です。

このセッションのテーマ

　「海女」と書けば日本語では「あま」ですが、英語で「海」と「女」

を表す語源要素を組み合わせると「人魚」の意味です。



　海というのは、時代や国を問わず様々な人々の空想をかきたててきたもので、海という存在それ自体が、

生命の源という大きな母性を感じさせ、それでいて神秘的で、畏れを抱かせる存在でもあったのですね。 　

海を表すラテン語源の語幹「mer」は、英単語の中に「mar, mari」といったスペルで現れることもありま

す。

　「marine /məríːn/」は形容詞として「of the sea; near the sea」の意味。名詞としては「海兵隊員（a 
soldier who serves on land or at sea)」を指します。

　「mariner /mǽrənɚ/」は、「sailor /séɪlɚ/」の古風な言い方で、詩の中などに今でも現れます。

　「marina /məríːnə/」は「マリーナ」と外来語のまま日本語で用いられており、「娯楽用小型船舶を停泊さ

せるための港（a harbour for small boats and yachts）」のことです。

　「mer, mar, mari」は基本的に「sea（海）」を意味しますが、そのほか「pool（水溜り）」という小さな規

模を意味することがあります。「湿地帯」を意味する「marsh /mɑ́ːʃ/」は「swamp /swɑmp/」と同義語で

す。

　marsh の形容詞は語尾に「-y」をつけた「marshy」です。形容詞接

尾辞「-y」は、OE由来で「full of or characterized by　（～に満ちた、

～が特徴的な）」という意味を名詞に添えます。「bloody（血なまぐさい）

、sexy（性的魅力のある）、cloudy（雲が多い）」などの語尾もこれです。

　「潜水艦」は「海の下」を行く船です。英単語の「submarine　/

sʌ́bmərìːn, sʌ̀bməríːn/」はかなり知られた単語かと思いますが、これは

[sub-(=under) + marine(=sea)]の組み合わせによります。

　女性や花の名前で知られる「マーガレット」は、人名としては「Marga-
ret/mɑ́ːrɡərət/」とつづりますが、花の名前では「marguerite/mɑ̀ːrɡəríːt/

」というつづりが用いられ（発音が違います）、どちらにも「mar」が含まれ

ており、これは語源的に「真珠（pearl）」を意味しました。つまり「真珠のよ

うなつぶらで可憐な女性・花」ということですね。

　またテキーラ（tequila）とフルーツジュースを混ぜたカクテルである「マ

ルガリータ（margarita /mɑ̀ːrgəríːtə/）は、「Margaret」のスペイン語で

あり、カクテルの名前としてはそのままスペイン語のスペルと発音が使われます。



　 Session 7 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 mer, mar, mari mermaid sea

2 -y（形容詞語尾） marshy full of or characterized by

3 sub- submarine under

4 ped-, pod-, pus- biped foot

5 manu-, man-, main- manual hand

6 in-, im- impede in

7 in- (im-, ir-, il-) incorrect not

8 cure manicure care

9 cent century one hundred

10 mill million one thousand

11 bi- bicycle two

12 tri- triangle three

13 platy platypus flat

14 ped pediatrics child

15 cycle tricycle wheel

16 quad, quadr quadruped four

17 meter pedometer measurement

18 script manuscript scratch, write

19 fact, fect, fict manufacture make

20 -ory factory the place where

21 -er manager one who, that which

22 -ment management result of an action

23 -ion fiction act of

24 per- perfect through

25 chiro chiromancy hand

26 mancy chiromancy divination

27 calli calligraphy beauty

28 caco cacography bad, ill

29 graph calligraphy writing

30 ex- expedite out



２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

英単語 発音記号

1 mermaid /mɚ́-mèɪd/

2 Merlion /mɚ́ː-laɪ-ən/

3 sea lion /síː -laɪ-ən/
4 marine /mə-ríːn/

5 mariner /mǽr-ə-nɚ/

6 marina /mə-ríː-nə/
7 submarine /sʌb́-mə-rìːn, sʌ̀b-mə-ríːn/

8 marsh /mɑ́ːʃ/

9 swamp /swɑmp/

10 Margaret /mɑ́ːr-ɡə-rət/

11 marguerite /mɑ̀ːr-ɡə-ríːt/
12 margarita /mɑ̀ːr-gə-ríː-tə/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

ヒント 英単語

1 a creature with a woman’s head and body, 
and a fish’s tail mermaid

2 a mythical creature with the head of a lion 
and the body of a fish Merlion

3 a large seal that lives by the Pacific Ocean sea lion

4 a soldier who serves on land or at sea marine

5 old name for ‘sailor’ mariner

6 a harbour for small boats and yachts marina

7 swamp marsh

8 adjective deprived from #7 marshy

9 a ship that goes under the sea submarine

10 a person’s name for ‘pearl’ Margaret

11 a flower’s name for ‘pearl’ marguerite

12 tequila based cocktail, meaning ‘pearl’ margarita



  Session 008 

　すでに「足」を意味するラテン語に由来する語幹として「ped」があり、ギリシャ語源では「pod, pus」という

スペルもあるということを学びました。

　このラテン語源の「ped」と同じスペルではあっても、ギリシャ語源で「子供」を意味する「ped」もあるので

少々紛らわしいかも知れません。ギリシャ語源の「子供」を表す語幹は「pedo」が基本形ですが、接続形と

しては「ped-」という形でも現れます。

　「小児科医」は、ごく簡単な英語で「a children’s doctor」と表現しても構

いませんが、医学用語としては「pediatrician /pìːdiətrɪ́ʃən/」といいます。

　「子供」を意味するギリシャ語幹「pedo」が接続形として「ped-」の形で用い

られ、それに「-iatrics」という「（診療科目（branch of medicine）」を意味

する接尾辞がついたのが「pediatrics /pìːdiǽtrɪks/」（小児科）という名詞で

す。医学や学問分野を表す名詞は、複数形の語尾 -s がついてきますが、文

法的には単数として扱います。（数学の「mathematics」なども同じです）

　診療科目を表す接尾辞には「-iatrics」と「-iatry」の２種類があり、これは

単語によって使い分けられています。自由にどちらの語尾を用いてもよいわけ

ではないのでこれは注意が必要です。

　先に出た「足病学」という医療分野は「podiatry [ pod (Gk.=foot) + -iatry (Gk. healing)]でした。

　「podiatry」の専門家医は「podiatrist」で、語尾に「専門家」を意味する「-ist」がつきます。

　一方、「pediatrics」は、複数語尾を一旦外して「pediatric」の単数形にしてから「人」を表す「-an」

を接辞しますが、「c」で終わる単語に「-an」が接辞されるときは「i」を間に挟むので結果的に「pediatri-
cian」となります。（同じパターンが「musician, beautician, physician」などに見られます。）この造

語のパターンは細かいことを覚えなくても「-ician」という語尾で何かの専門家を表すと理解して構いませ

ん。

　ちなみに「小児科」という診療科目は常に複数形「pediatrics」であり、単数形の名詞として使われること

がありません。しかし、「小児科の」という形容詞として使うときは複数語尾の -s を落とした「pediatric」の

形が使われます。たとえば「pediatric surgery（小児外科）」などという場合ですね。

pediatrics   （診療科目）小児科

pediatrician  （専門医）小児科医

pediatric   （形容詞）小児科の

　さて、これらに含まれる「ped」は、ギリシャ語由来の「pedo(=child)」です。他にも「子供」の意味のギリシ

ャ語幹「pedo」に関係する語を見てみましょう。ギリシャ語由来となると、どうしても学術用語や日常生活に

はあまり現れない専門用語が多くなってしまいますが、身の回りに注意を払っていると案外、そういう言葉も

使われているものです。

　「pedagogy /pédəɡɑːdʒi/」は「the study of teaching methods（教育学）」のこと。これは [pedo 
(Gk.=child) + gogy (Gk. =to lead)] により、「子供を導くこと」に由来します。

このセッションのテーマ

　「足」を意味するラテン語源の「ped」と同じスペルで、ギリシャ

語源の「子供」を意味する語幹があります。



　「学校の先生」は通常「teacher」といいますが、これを古風、あるいは堅い表現で「pedagogue /

pédəɡɑ̀ːɡ/」といいます。ただしこの単語は日常会話の中では「偉そうに先生ぶっている人」というような侮蔑

的な意味合いに用いられます。この単語もまた [pedo (Gk.=child) + gogue (Gk. leader)] により、語

源的には「子供を導く人」です。

　「encyclopedia /ɪnsàɪkləpíːdɪə/」は、日本語で「百科事

典」と言われていますが、これは語源的に見ると [en- (=in) 

+cycle (Gk.=wheel, circle) + pedia (Gk.=child train-
ing)] から成り立っており、「輪になって子供たちを訓練（教

育）すること」というから、「総合教育(general education)

」を表します。つまり「特定の科目だけでなく、あらゆる科目を

網羅した教育のための本」として「百科事典」と日本語では

呼ばれているわけです。「encyclopedia」なんてずいぶん

長い単語で覚えにくいと思うかも知れませんが「子供たちが

輪になっている様子」を「en-(inの変化）＋cycle + pedo 」

という語源要素と絡めると記憶のきっかけになることでしょう。

　ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・ナボコフ (Владимир 

Владимирович     Набоков (Vladimir Vladimirovich 

Nabokov)というロシアに生まれヨーロッパとアメリカで活躍した作家の作品に『ロリータ』(Lolita /loʊlíːtə/)

という小説があります（1955年刊）。パリで初版が発刊され、ポルノまがいとの批判もありながら、1958年にア

メリカで出版されベストセラーとなり、今では「アメリカ文学の古典」として高い認知を受けている作品です。

　その作品のヒロインの愛称が「Lolita」であり、それに由来して特に年齢の割りに性的な魅力のある若い

少女を指す普通名詞に転用されるようになりました。そしてそういう少女にのみ性愛的興味を持つことを    

「ロリータ・コンプレックス（Lolita complex）」というようになりましたが、ほぼ同じ概念を先の「pedo (Gk. 
child)」を含む単語で「pedophile /píːdoʊfaɪl/（小児性愛癖者）」といいます。これは単なる「子供好き」と

は違う、１つの病的傾向性のことです。

　「pedophile」は [pedo (Gk. child) + phil (Gk. love)] の組み合わせによります。

　



　 Session 8 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 pedo pediatrician child

2 -iatrics pediactrics branch of medicine

3 -iatry podiatry branch of medicine

4 ped, pod, pus biped foot

5 -ist podiatrist specialist

6 -ician musician specialist

7 gogy pedagogy to lead

8 gogue pedagogue leader

9 en- encyclopedia in

10 cycle bicycle wheel, circle

11 phil pedophile love

英単語 発音記号

1 pediatrician /pìː-di-ə-trɪ ́ ʃ -ən/

2 pediatrics /pìː-di-ǽt-rɪks/

3

4 pedagogy /péd-ə-ɡɑː-dʒi/

5 pedagogue /péd-ə-ɡɑ̀ːɡ/

6 encyclopedia /ɪn-sàɪ-klə-pí-dɪ-ə/

7 Lolita /loʊ-líː-tə/

8 pedophile /píː-doʊ-faɪl/

ヒント 英単語

1 a children’s doctor pediatrician

2 his specialty pediatrics

3 adjective of #2 pediatric

4 healing of feet podiatry

5 foot doctor podiatrist

6 the study of teaching method pedagogy

7 teacher pedagogue

8 book(s) about all subjects encyclopedia

9 a person who is sexually attracted to children pedophile

pediatric /pìː-di-ǽt-rɪk/



  Session 009 

　小児性愛者という病的な性癖を持つ者を「pedophile [pedo (Gk. child) + phil (Gk. love)]」といい

ますが、その語源的構成要素の「phil」は「love」の意味として多くの英単語の中に見つかります。

　「哲学」という学問分野は、かなり新しいもので、英語圏にすら、その単語がギリシャ語から取り込まれたと

き、それにあたる英単語がなかったため、ギリシャ語源のまま「philosophy /fɪlɑ́səfi/」として英語の語彙に

なりました。

　その単語が日本に入ってきたのは明治時代の初期で、当時の

東京大学の 西 周 （にし あまね）[1829年3月7日-1897年1月31日]

が、「philosophy」という単語の訳語として「希賢学（きけんがく）」

という名称を最初に考え出しました。これは「philosophy」の語源

である「philos (Gk. love) + sophy (Gk. wisdom）」の構成を

踏まえ、「賢きを希（こいねが）う学問」という意味で名づけたもので

す。それをその後「希哲学」という名称に変更し、さらに「希」の文字

を落として「哲学」という今の名称に落ち着いたという経緯がありま

す。今のようにインターネットもなければ、辞書すらほとんどなかっ

た時代において偉大な先人は、ギリシャ語源に遡り、その単語の本

来の意味を汲み取り、それを正しく伝える日本語訳を苦心して考え

出したのです。

　英語の語彙としてはギリシャ語のスペルを英語のアルファベットに

置き換えた「philosophy」がそのまま用いられ、「哲学者」は、語

尾に「人」を表す「-er」をつけた「philosopher」で表します。

　男性だけに発症する血液凝固異常（わずかな傷でも出血が止まらないなど）の病気に「血友病」という

ものがあります。これは英語で「hemophilia /hìːməfɪ́ liə/」といいます。 [hemo (Gk.blood) + philia 

(Gk. love)] で、まるで「血が好き？」なんて組み合わせに見えますが、この場合の「philia」は「love」の

意味の拡大として「tendency of（～の傾向性）」という意味が適用されたもの。つまり「血を流す傾向性の

ある病」という意味を表しています。

　ちなみに「小児性愛者」という「人」は「pedophile」でしたが、そういう傾向性、性癖は「pedophilia /

pìːdəfɪ́liə/」です。語尾が「-phile」なのが「lover（それを愛する人）」、語尾が「-philia」だと「love（それを

愛する傾向性）」の意味です。

　「pedophilia（小児性愛）」は異常性癖の１つとされますが、さらに異常性の強いものとして「necro-
philia /nèkrəfɪ́liə/（死体嗜好症）」です。察しがつくと思いますが、[necro (Gk. death) + philia (Gk. 
love)] の組み合わせによる単語です。そしてこの性癖を持つ人を「necrophile /nékrəfaɪl/」といいます。

　 フィラデルフィア(Philadelphia /fɪ̀lədélfjə/)は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州南東部にある都市の

名ですが、その名は [phil (Gk. love) + adelphos (Gk. brother)] により「兄弟愛の町」という意味を表

します。

このセッションのテーマ

　ギリシャ語源の「phil」は、英語の「love」を表します。



　「交響楽団」にあたる英語は「philharmonic or-
chestra」で、「フィルハーモニック・オーケストラ」と外来

語でも呼ばれていますが、この「philharmonic」の発音

は、 /fɪ̀lɚːmɑ́ːnɪk/ とカタカナ表記とはかなりかけ離れた音

で読まれます。あえてカタカナで英語の発音らしいものを

書こうとすれば「フィラーマニック」という感じになります。た

だし /fɪ̀lhɑːmɑ́ːnɪk/ という読み方でもＯＫなので、こちらは

カタカナ表記の「hが発音されている」分少し近いですね。

それでも強勢の位置に注意してください。（ orchestra 

の発音は /ɔ́ːrkɪstrə/で、やはり強勢の位置に注意してく

ださい）

　「philharmonic」は  [phil (Gk. love) + harmonic (Lt. relating to music)]という「ギリシャ語源

＋ラテン語源」の組み合わせです。語源的に直訳すれば「音楽的であることを愛する」という意味ですね。

　「philanthropy /fɪlǽnθrəpi/」は、[philos (Gk. love) + anthropos (Gk. mankind)] の成り立ち

から「博愛（主義）、慈善」のこと。その形容詞は「philanthropic /fɪ̀lænθrɑ́ːpik/」と強勢の位置や母音の

質が変わりますので、このような派生パターンにもよく口を慣らしてください。

　 「andro」というギリシャ語源で「man, male（男性）」を表す語幹があり、それに「phil」が接辞した

「philander /fɪlǽndɚ/」という動詞があるのですが、これは「多くの女性と関係を持つ」という意味。語源

的には、 [phil (Gk. love) + andro (Gk. man)] で「loving man」つまり「恋する男性」、「恋人」という

特に悪い意味を含まない名詞に由来するのですが、それが今では「（男性が）好色な振る舞いをする」とい

う悪い意味にのみ用いられます。そして「philander」に「～する人」の意味の接尾辞をつけた「philan-
derer」は、「多くの女性と関係を持つ男＝女ったらし」のような非難めいた意味の名詞です。

　観葉植物の１つに「フィルデンドロン（philodendron /fɪ̀lədéndrən/）」と

いうものがあります（右の写真）。

　これは [phil (Gk. love) + dendron (Gk. tree)] により「loving tree」

の意味を表しますが、それはこの植物が「木にからみつくように生える」こと

から「木を愛する植物」と名づけられたものです。



　 Session 9 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ped, pod, pus pedicure foot

2 pedo pedophile child

3 phil philosophy love

4 sophy philosophy wisdom

5 hemo hemophila blood

6 adelphos Philadelphia brother

7 harmonic philharmonic relating to music

8 anthropos philanthropy mankind

9 andro philander man, male

10 dendron phildendron tree

英単語 発音記号

1 philosophy /fɪ-lɑ́s-ə-fi/

2 philosopher /fɪ-lɑ́s-ə-fɚ/

3 hemophilia /hìː-mə-fɪ ́ l-i-ə/

4 pedophilia /pìː-də-fɪ ́ l-i-ə/

5 necrophilia /nèk-rə-fɪ ́ l-i-ə/

6  necrophile /nék-rə-faɪl/

7  Philadelphia /fɪ̀l-ə-dél-fjə/

8  philharmonic /fɪl̀ɚːmɑ́ːnɪk, fɪl̀hɑːmɑ́ːnɪk/

9 orchestra /ɔ́ːr-kɪs-trə/

10 philanthorpy /fɪ-lǽn-θrə-pi/

11  philander /fɪ-l dɚ/

12  philanderer /fɪ-lǽn-dər-ɚ/

13  philodendron /fɪ̀l-ə-dén-drən/

ヒント 英単語

1 love of wisdom philosophy
2 disease to easily lose blood hemophilia
3 love of the dead body necrophilia
4 city of brethren  love Philadelphia
5 music-loving philharmonic
6 love of humankind philanthropy
7 tree-loving plant philodendron

ǽn-



  Session 010 

　「year」を表すラテン語源の語幹「ann, enn」はスペルとして「anni, annu, enni」という形で英単語に

含まれます。 「ann」も「enn」も「Ｎが２個ある」というのがポイント。ラテン語で２個あったＮは、英単語の部

品となったあとも２個のままです。

　「year」を意味する「ann」を含む語として多くの人が知っているのは「anniversary /æ̀nɪvɚ́ːsəri/」でしょ

う。英和辞典には「記念日」という訳語例が真っ先に出ていると思いますが、「日」のことを指しているという

より、「ある日から数えて１年だ」という「年」がその意味の中心です。

　「anniversary」を語源的に分解すると [anni- (Lt. year) + vers (Lt. turn) + -ary（名詞語尾）] とな

っており、語源的直訳は「１年の区切りを折り返すこと」なんです。この語に含まれる「vers」は「vert」という

スペルで現れることもあり、「reverse（裏返す=turn back）」や「revert（復帰させる=turn back)」など多く

の英単語に含まれている語源要素です。

　何かの日から数えて最初の１年目を迎えた日は「the first anniversary」、２年目なら「the second 
anniversary」、その後、the third anniversary,...と序数を添えていくらでも表現できます。

　「１年につき１回」何かが起きるとします。例えば会社や団体が「年次報告書」を書くとそれは「annual 
report」となります。[ ann (Lt. year) + -ial (形容詞語尾）] で「年１回の」という形容詞です。「annual 
income」なら「年収」。「annual plant」は「１年生植物」、年中行事なら「annual event」というふうに

何かが「１年に１度」発生することを指す形容詞が「annual /ǽnjuəl/」です。

　「bicycle」の「bi-」は「２」を表す接頭辞でしたね。それを「annual」につけて「biannual /bàɪǽnjuəl/」

となり、これは「１年につき２回の」という意味。同様に「３」、「４」を表す「tri-」、「quadr-」をつけてれば、

「triannual /tràɪǽnjuəl/（１年に３回の）」や「quadrannual /kwɑdrǽnjuəl/（１年に４回の）」などと言い

表すことも可能です。ただし現実には「annual」や「biannual」くらいはよく見聞きするのですが、それ以

上の回数については「every four months（４ヶ月に１回＝年３回）」とか「every three months（３ヶ

月に１回＝年４回）」のような言い回しの方がよく用いられています。

　「biannual」は「１年につき２回の」という意味です

が、「ann」を「enn」に取り替えた「biennial /bàɪénjəl/

（-ialの語尾にも注意）」は「２年に１回」の意味です。ち

ょっとした違いですが、大きな意味の違いになりますの

で、まずこの２つをしっかり区別してください。

　「biennial」以降、「～年につき１回の」はたくさんの表現

が用いられます。

triennial  /tràɪéniəl/  ３年に１回の

quadrennial　/kwɑ̀dréniəl/ ４年の１回の

centennial /sènténiəl/  １００年に１回の

bicentennial /bàɪsenténiəl/ ２００年に１回の

このセッションのテーマ

 「年」を表すラテン語幹には「ann」と「enn」の２つがあります。



　「centipede [ cent (Lt. 100) + ped (Lt. foot) ]＝百足」で出てきた「cent」がつながれば「cen-
tennial」という語ができ、その前に「bi-, tri-」をつければ「２００周年」、「３００周年」を「bicentennial, 
tricentennial」と表現できます。

　１７７６年に建国したアメリカ合衆国は１９7６年に「bicentennial」を迎えました。そして２０７６年の「tri-
centennial」を今の若い人たちなら実際に迎えることができるでしょう。

　英語には「１０年(ten years)」を１語で表す「decade /dékeɪd, dekéɪd/」という単語があります。「de-
cade」は、それで１０年という意味なので複数の「two decades」とすれば「２０年」の意味ですね。この単

語「deca」は「December」の「dec」と同じ語源要素で、「１０」を意味します。「dec」が「１０」を意味するの

に「December」が１２月である理由はすでにお話しましたね？忘れた人は、Session 2 を復習してくださ

い。

　１０年を１単位とする「decade」があるように、「１００年」を単位とする単語が「century /séntʃəri/」です。

　「century」にもしっかり「cent (=100)」という語源要素が含まれていますね。

　「銀河鉄道９９９」などで知られる松本零士のＳＦアニメに「１０００年女王」

という劇場作品がありました。地球が１０００年ごとに交代する女王によって

支配されており、卑弥呼やクレオパトラも実は１０００年女王の１人であり、

それが現代でもごく普通の女性に身を隠して１０００年女王は存在してい

たというストーリーです。

　その日本語タイトルには英語で「Queen Millennium」と書かれてい

ました。「millimeter（ミリメートル＝１０００分の１メートル」や「millipede（

ヤスデ＝足が１０００本あるように見える虫）」で取り上げた「１０００」を表

す「mill」がここでも出てきます。[mill (Lt. 1000) + enn (Lt. year) + 

-ium ( Lt. period)] で、「１０００年の期間」という意味が「millennium /

mɪléniəm/」です。

　「bi-, tri-, quadr-」は「２，３，４」という数字を表しましたが、英語には面白いことに「1.5」という半端な数

字を表す「sesqui-」という接頭辞があります。「sesquicentennial /sèskwɪsenténɪəl/」とすれば「１５０年

目の記念日、１５０年に１回の」という意味を表せるんですね。

　「ped」は「足」を意味しますが、「foot」は「手足」の「足」という意味以外に「フィート」という長さの単位でも

あります。単数形が「foot」で、複数形が「feet」ですね。そして「sesquipedalian /sèskwɪpedǽːlɪən/」とい

う単語は、[sesqui-(=1.5) + ped (foot) + -al + -ian] という組み合わせで、直訳的には「1.5フィートの」と

いう意味なのですが、これは「短く簡単に言えるものをわざわざ長くて難しい単語を使いたがる」という意味

の形容詞なんです。簡単にいえば「長ったらしい」ということですね。そういう表現を好む人、つい長ったら

しい文章を書いたり、難しい専門用語ばかりつかたがる「人」のこともそう呼びます。

　またそういう「難しくて長ったらしい専門用語などをやたら使いたがること（文章や表現上の習慣）」を

「sesquipedalianism /sèskwɪpedǽːlɪənɪzm/」といいます。まあ、この単語を使って文章を書くこと自体が

「sesquipedalianism」だと言えますけどね、、、。

　



　 Session 10 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ann, enn annual year

2 vers anniversary turn

3 re- reverse back

4 bi- bicycle two

5 tri- triangle three

6 quadr- quadruped four

7 dec, deca decade ten

8 cent century one hundred

9 mill millennium one thousand

10 sesqui sesquicentennial one and a half

英単語 発音記号

1 anniversary /æ̀n-ɪ-vɚ́ː-sə-ri/

2 annual /ǽn-ju-əl/

3 biannual /bàɪ-ǽn-ju-əl/

4 triannual /tràɪ-ǽn-ju-əl/

5 quadrannual /kwɑd-rǽn-ju-əl/

6 biennial /bàɪ-én-jəl/

7 triennial /tràɪ-én-jəl/

8 quadrennial /kwɑ̀d-rén-i-əl/

9 centennial /sèn-tén-i-əl/

10 sesquicentennial /sès-kwɪ-sen-tén-i-əl/

11 bicentennial /bàɪ-sen-tén-i-əl/

12 decade /dék-eɪd, de-kéɪd/

13 century /sén-tʃə-ri/

14 millennium /mɪ-lén-i-əm/

15 sesquipedalian /sès-kwɪ-pe-dǽː-lɪ-ən/

16 sesquipedalianism /sès-kwɪ-pe-dǽː-lɪ-ə-nɪzm/



３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

４、これまでに学んだ単語を使って次の文を完成させてください。

ヒント 英単語

1 one year after a special day anniversary

2 happening once a year annual

3 happening twice a year biannual

4 happening once in two years biennial

5 happening once in three years triennial

6 happening once in four years qadrennial

7 happening once in 100 years centennial

8 happening once in 200 years bicentennial

9 happening once in 300 years tricentennial

10 happening once in 150 years sesquicentennial

11 10 years decade

12 100 years century

13 1000 years millenium

14 practice of using long words sesquipedalianism

15 one who likes to use long words sesquipedalian

1 You press the ______ with your foot. pedal

2 The manicure is for the nails, the _______ for the toenails. pedicure

3 One thousand times one thousand is a ________. million

4 Humans are _____s, and cats and dogs are _______s. biped, quadruped

5 The sea creature with eight feet is an ________. octopus

6 A statue rests on the _______. pedestal

7 A _________ goes on foot. pedestrian

8 A _________ is a foot doctor. podiatrist

9 A _________ reads your palm. chiromancer

10 The distance from one side to the opposite side of a circle is a _______. diameter

11 Your handwriting is so beautiful! You are a ___________. calligrapher

12 I can’t read your bad handwrting! You are a ___________. cacographer



  Session 011 

　「母国語」は英語で、native language と言ってもいいですが、簡単な単語で「mother tongue」とも

いいます。直訳すれば「母の舌」ですね。言語の本質は音声にあり、その音声は舌だけでなく多くの発音

器官によって作り出されますが、イメージとしてその中心にあるのはやはり「舌」なのです。「言語」を意味す

る「language /lǽŋɡwɪdʒ/」という単語自体、「lang」という部分がラテン語源の「舌（tongue)」を意味する

語幹です。

　ラテン語の「lingua」という単語が「舌」を意味しており、その

当時から同時に「話し言葉、言語」という意味を持っていました。

元のラテン語の形により近い「ling」のスペルも英単語に引き継

がれており、「言語学」は英語で「linguistics /lɪ̀ŋɡwɪ́stɪks/」と

いいます。「mathematics（数学）, pediatrics（小児科）」な

どと同様に、学問や医療分野の名称は複数形語尾の-sがつい

た状態で単数扱いです。「-s」が取れた単数形「linguistic/

lɪ̀ŋɡwɪ́stɪk/」は名詞ではなく形容詞としてのみ用いられます。そ

して「linguistic」から副詞が派生するときは「-al」をはさんで

から副詞語尾の「-ly」をつけ「linguistically /lɪ̀ŋɡwɪ́stɪkəli/」

という語形になります。

　「linguistic」に形容詞語尾「-al」をつけただけの「linguis-
tical」という語形も用いられないわけではないようですが、アメ

リカ国内の英語サイトのみを対象にyahooで検索してみましたと

ころ

linguistic 約18,900,000件

linguistical 　　 約45,000件

　という圧倒的なヒット数の差がありましたので、「linguistics」の形容詞は「linguistic」の語形が標準的

と言えると思われます。

　「ling」は「tongue, language」を意味する語

幹です。

　よく聞く言葉で「bilingual /bàɪlɪ́ŋɡwəl/」は２ヶ

国語を同等に使いこなせる人のことを指します。

語源的成り立ちが [bi- (Lt. two) + ling (Lt. 
tongue) + -(u)al] なのはもうお分かりですね？

語源的発想としては「２枚の舌」を持っているとい

う意味であり、それは日本語の「二枚舌」が「１枚

の舌で本当のことを、もう１枚の舌で嘘をつく＝

嘘つき」という意味であるのと大きく違います。た

だし英語でも「double-tongued /dʌ́bl-tʌ̀ŋd/」

という言い方をすると日本語の「二枚舌の」と同じ

「嘘つきの」という意味になるところが面白いですね。

このセッションのテーマ

 「言語」を意味する「language」は語源的に「舌」と関係があります。



　２ヶ国語を同等に操れる人を「bilingual」といいますが、３ヶ国語を同様に使える人は何と言うでしょう？

これまで学んだ接頭辞を使えば、「trilingual /tràɪlɪ́ŋɡwəl/」と表現できますね。４ヶ国語なら「quadri-
lingual /kwɑ̀drəlɪ́ŋɡwəl/」と言えます。それ以上も様々数字を表す接辞を付けて単語を作れますが、大

雑 把に「沢山の言語を話せる」という形容詞なら「multilingual /mʌ̀ltilɪ́ŋɡwəl/[
 
multi- (Lt. many) ]」

と いうことができます。「many」をあらわすラテン語由来の接頭辞「multi-」は外来語の「マルチ」としても

日 本語に入っていますので知っている人も多いでしょう。

　こんなジョークがあります。

　アメリカである人が「二ヶ国語を話せる人は、biligual だね。３ヶ国語なら trilingual だ。じゃあ一ヶ国語

しか話せない人は何と言う？」と尋ねました。

　するとそれに対する友人の答えは、「Amercian!（アメリカ人だ）」というものでした。

　これは単なるジョークですが、本当は「monolingual /m ɑnoʊlɪ́ŋɡwəl/ [mono- (Lt. one)]」 という単

語が あります。

　人と会話していても相手の人が俗語や若者言葉を多く含みすぎる言葉遣いをすると何を言ってるのか分

からなかったりします。あるいは専門用語を多く混ぜられすぎてもやっぱり意味がつかめなかったりします

し、自分の知らない外国語の単語を相手にとっては普通に外来語を使う気持ちで織り交ぜられても何を言

ってるのかつかめません。まして聞いたこともないような外国語で話されたらまったく理解できません。 　そ

のような「俗語、専門用語などを多く含む（ために理解できない）言葉」や「（理解できない）外国語」とい っ

た意味で「lingo /lɪ́ŋɡoʊ/」という単語があります。特定の業界の人同士でないと理解できないような言 葉

、それもlingoです。

　パスタの麺で普通の断面が丸いスパゲティではなく、きしめんのよ

うに平べったいタイプのものがあります。この麺のことを「linguine /

lɪŋɡwɪ́ːni/と呼びます。語源はこれまでと同じく「ling」ですが、まさに

「tongue（舌）」のように平べったい麺という意味から来ています。

　ちなみに英語ではなくフランス語のおかしに「ラングドシャ」というのが

あります。これはフランス語で「langue de chat」と書き、英語に置き

換えると「tongue of a cat（猫の舌）」です。

̀



　 Session 11 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ling linguistics tongue, language

2 bi- bilingual two

3 tri- trilingual three

4 multi- multilingual many

5 mono- monolingual one

英単語 発音記号

1 language /lǽŋ-ɡwɪdʒ/

2 linguistics /lɪŋ̀-ɡwɪś-tɪks/

3 linguistic /lɪŋ̀-ɡwɪś-tɪk/

4 linguistically /lɪŋ̀-ɡwɪś-tɪ-kəl-i/

5 bilingual /bàɪ-lɪŋ́-ɡwəl/

6 trilingual /tràɪ-lɪŋ́-ɡwəl/

7 multilingual /mʌ̀l-ti-lɪŋ́-ɡwəl/

8 monolingual /mɑ́n-oʊ-lɪ ́ ŋ-ɡwəl/

9 lingo /lɪŋ́-ɡoʊ/

10 linguine /lɪŋ-ɡwɪ ́ː -ni/

ヒント 英単語

1 another expression for a native language mother tongue

2 study of language linguistics

3 adjective of #2 lingusitic

4 adverb of #3 linguistically

5 speaking two languages bilingual

6 speaking three languages trilingual

7 speaking four languages quadrilingual

8 speaking many languages multilingual

9 speaking only one language monolingual

10 language of a certain group lingo

11 flat pasta linguine



  Session 012 

　ラテン語由来の数字を表す接頭辞で、非常に身近なものとしては「bicycle」に含まれる「bi-(=2)」と「tri-
angle」に含まれる「tri-(=3)（ギリシャ、ラテン語ともに同形）」がありますが、すでに皆さんは「１」を表すギリ

シャ語由来の「mono-」と「４」を表すラテン語由来の「quadr-」も学びました。

　語源要素を学ぶときはできるだけ「すでに多くの人が知ってい

る」身近な単語を通じて、それに含まれる部品に「気づく」ことから

スタートすると学習が容易になります。

　アメリカ国防総省は、その建物の形状が５角形であることから「ペ

ンタゴン（the Pentagon)」と呼ばれていることはよく知られてい

ます。「pentagon /péntəɡɑn/」は [penta- (Gk. five) + gonia 

(Gk. angle)] の組み合わせにより「５つの角（かく）」という意味を

表します。

　図形としての形が存在するためには、辺または角が最低でも３つ必要です。辺・角が最も少ない図形は

三角形ですね。二角形は描きようがありませんから。三角は「triangle」と [tri- (Lt. three) + angle (Lt. 
angle, corner)] の組み合わせで「角」の数が３つという着眼点による名称です。日本語の「三角」という名

称もそうですね。

　「四角」については「square /skweɚ/（正方形）」、「rectangle /réktæŋɡl/（長方形）」あるいは「par-
allelogram /pæ̀rəléləɡræ̀m/（平行四辺形）」、「diamond /dáɪəmənd/（ひし形）」、「trapezoid /

trǽpəzòɪd/（台形）」と多くの種類がありますが、辺の長さや辺と辺の角度などに無関係で、とにかく「４つの

辺」から成り立つということだけに着目した単語として、「quarilateral /kwɑ̀drɪlǽtərəl/」という語がありま

す。この語は [quadr- (Lt. four) + lateral (Lt. side)] の組み合わせによるもので、「辺」の数が「４」であ

りさえすれば正方形でも台形でも全部含みます。

　よく考えてみると「三角(triangle）」や「五角形（pentagon)」は、語源的構成としても「角」を数えているの

に、四角形の総称である「quadrilateral」だけは語源的に「four sides」を意味しており、唯一「辺」を数

えているという例外的な単語です。しかし「角」を数えた「quadrangle /kwɑ́dræŋɡl/ [quadr- (Lt. four) + 

angle (Lt. angle, corner)]」という単語もちゃんと存在します。これは日本語にも「四辺形」と「四角形」と

いう両方の言い方があるのと同じですね。

　四角形（四辺形）の１つである「rectangle」

は、[rect- (Lt. right) + angle (Lt. angle, 
corner)] の組み合わせによるもので、角がす

べて「直角（right angle)」であることが条件で

す。（だから正方形(square)も長方形の一種

であり、長方形の中でもすべての辺の長さが等

しいものを特に正方形(square)と呼ぶわけで

す。）

　平行四辺形（parallelogram)は、「平行」と

このセッションのテーマ

 「bi-」や「tri-」以外の数字を表す接辞についてもう少し学びましょう。



いう意味の「parallel /pǽrələl/」と「gram(=graph [Gk. to write])」が組合わさったものですが、その

「parallel」は「para-」と「allelois」というギリシャ語から成り立ちます。「para-」は「beside, against」の

意味で、「allelois」は「each other」の意味です。つまり「parallel」は [para- (Gk. beside, against) + 

allelois (Gk. each other) =互いに対して隣り合って] の意味から「平行」を表します。以上をまとめます

と「parallelogram」とは、「２つずつの辺がそれぞれに対して（平行に）並び合って書かれた図形」という

意味を表すものです。

　「parallel」の「para-」は、パラシュート（parachute /pǽrəʃùːt/）ので出しのpara-と同じものです。パ

ラシュートは、 [para- (Gk. against) + chute (Fr. fall)] というふうにフランス語で「落下」を意味する

「chute」との組み合わせにより「落下に対して（の防御）」という発想から作られた単語です。

　平行四辺形を意味する「parallelogram」に含まれる「parallel（平行）」はこれ単独でも英単語です。そ

れに含まれるギリシャ語由来の語幹「allelois」は珍しく原語の語形を示しました。英単語の語彙力をつけ

る目的で、ラテン語やギリシャ語の本来の語形までは覚える必要はありませんが、ときとして原語の語形を

知ることで英単語のミススペリングの防止に効果があります。「parallelogram」なんてただでさえ長い単

語ですし、「r」と「l」が入り混じって現れる上に「l」が２個の箇所と１個の箇所があって、しばらく復習してい

ないとすぐ「あれ？ここは r だったかな？ l だったかな？ l は１個だったかな？２個だったかな？」と確信

が持てなくなるものです。そんなとき「parachute」の「para-」をしっかり覚え、「each other」の意味のギ

リシャ語幹「allelois」を覚えていれば、その組み合わせとして、r/l の区別や、l の個数を確信を持って覚

えることができます。



　 Session 12 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 bi- (Lt.) bilingual two

2 tri- (Lt.) tricycle three

3 quadr- (Lt.) quadruped four

4 penta- (Gk.) pentagon five

5 gonia (Gk.) pentagon angle

6 rect- (Lt.) rectangle right

7 para- (Gk.) parachute against, beside

8 allelois (Gk.) parallelogram each other

9 gram, graph (Gk.) parallelogram write

10 chute (Fr.) parachute fall

英単語 発音記号

1 pentagon  /pén-tə-ɡɑn/
2 square /skweɚ/
3 rectangle /rék-tæŋ-ɡl/
4 parallelogram /pæ̀r-ə-lél-ə-ɡræ̀m/
5 diamond /dáɪ-ə-mənd/
6 trapezoid /trǽp-ə-zòɪd/
7 /kwɑ̀d-rɪ-lǽt-ə-rəl/
8 quadrangle /kwɑ́d-ræŋ-ɡl/
9 parallel /pǽr-ə-ləl/

10 parachute /pǽr-ə-ʃùːt/

ヒント 英単語

1 three angles triangle

2 four angles quadrangle

3 five angles pentagon

4 four sides quadrilateral

5 square

6 rectangle

7 parallelogram

8 diamond

9 trapezoid

10 a device which saves you from falling parachute

11 at the same distance apart at each point parallel

quadrilateral



  Session 013 

　これまで「triangle, quadrilatetal (quadrangle), pentagon」と、三角形、四角形、五角形まで学ん

できました。それよりも角の数が多い図形の名称を学びつつ、重要な語源要素を見ていくことにしましょう。

　個別の名称に入る前に「多角形」全部をまとめて何んと言うかを知っておきましょう。「多角形」は「多い

＋角＋かたち」ですね。英語に置き換えれば「polygon /pɑ́lɪɡɑn/ [poly- (Gk. many) + gon (Gk. 
angle)]」です。語源に沿って英単語に置き換えれば「many angles」ということですね。もうちょっとちゃん

と「polygon」を定義すると「a flat shape with three or more straight sides（３本以上のまっすぐな

辺を持った平面図形）」となります。

　「polygon」の「poly-」は「ポリ袋」、つまり「ポリエチレン」の「ポリ」なのであり、「ポリエチレン（polyeth-
ylene /pɑ̀lɪéθlíːn/」は化学的に「エチレン重合体」というのだそうで、難しい話を飛ばすと「エチレンという

単位が沢山」集まってできた素材です。ちなみに日本語で「ポリ袋」とか「ビニール袋」と素材の種類を化学

的用語で細かく表現しますが、英語ではどちらも「plastic bag」です。日本語で「プラスチック」といいます

と、硬い素材だけを思い浮かべますが、英語の「plastic /plǽstɪk/」は化学的に合成・成型された素材を

広く指します。そしてビニールも plastic の一種です。ビニールは英語で 「vinyl /vaɪ́nəl/」ですから日本

語の「ビニール」の発音ではまったく通じませんし、多くの英語話者にとって「polyethlene」や「vinyl」と

いう特定の化学素材の名称は専門用語であり、日常的にはあまりなじみのある言葉ではありません。

　さて「多角形（polygon）」が分かったら、具体的に六角形以上の名称を見ていきます。

六角形：hexagon  /héksəɡɑn/  [ hexa- (Gk. six) + gon (Gk. angle) ]
七角形：heptagon  /héptəɡɑn/  [ hepta- (Gk. seven) + gon ]

八角形：octagon  /ɑ́ktəɡɑn/  [ octa- (Gk. eight) + gon ]

九角形：nonagon  /nóʊnəɡɑn/  [ nona- (Lt. nine) + gon ]

十角形：decagon  /dékəɡɑn/  [ deca- (Gk. ten) + gon ]

　上記で「九角形」だけ、ラテン語源の「nona-」が現れていますが、実は九角形についてもギリシャ語源

の「enneagon [ennea- (Gk. nine) + gon]」という形がないわけではありません。しかしなぜかこの単

語が使われているのは聞いたことがなく、もっぱら「nonagon」ばかりが目や耳につきます。実際、英和辞

典には「enneagon」も出ていたのに対して、英英辞典には「Oxford Learner’s Dictionary」にも「Cam-
bridge Online Dictioanry」にも収録されていませんでした。特に理由はないようで、単に「習慣上の定

着」の問題だけです。

　また逆に他のギリシャ語源の要素で成り立っている多角形についてラテン語由来の語源要素でその名

称を「作り出す」こともできるのですが、やはり上記の呼び名が一般的なので、使われない名称は紹介する

のを控えます。

　ちなみに「９」を表すラテン語由来の「nona」は、「お昼」の意味の「noon」の語源でもあります。すなわち

「noon」とは語源的に言うと「夜明けから９時間後」という意味なのだそうです。（季節や土地によって当然

違いがあるのですが、この単語の成り立ちとしてはそういう発想なのです。）こんな余談でも「nona=9」を

覚える記憶のきっかけにはなるでしょう。

このセッションのテーマ

 図形で五角形よりも角の数が多いものについてみていきましょう。



　「６」を表す「hexa-」については以前、テレビで「クイズ・ヘキサゴン」という６名の解答者が互いに問題を

出し合うという形式の番組があったので、それをご存知の方にとっては、なじみあるギリシャ語接頭辞では

ないでしょうか。

　その番組を知らない方は、他の記憶のきっかけを差し上げましょう。「昆虫」というのは特に「足が６本」の

虫を狭く指すことがあるのですが、その意味では「hexapod /héksəpɑd/　[hexa- (Gk. six) + pod (Gk. 
foot)]」とも言われます。これは「六脚類」という専門用語的な言葉で、より一般的に「昆虫」を指す言葉は

「insect /ɪ́nsekt/」です。こちらは「 insect [in- (OE. in) + sect (Lt. cut)]」という成り立ちにより、「体の

中に切れ目がある生き物」という意味です。ラテン語幹「sect」が「cut」の意味を持つことについては「sec-
tion /sékʃən/」＝「セクション、全体をいくつかに切った部分の１つ」が記憶のきっかけになるでしょう。

　「７」を表す「hepta-」は、ラテン語で「sept-」です。ちょっと似てますね。「September」が最初は７月だ

ったという話を覚えていますね？

　「８」の「octa-」は、ラテン語で「oct」。ほとんど同じで、「octopus [oct (=8) + pus (Gk. foot)]」は覚え

ていることでしょう。

　ギリシャ語源に混じって唯一ラテン語源なのが「９」の「nona」ですが、さきほど「noon」が「夜明けから９

時間後」の意味に由来することをお話しました。

　「１０」を表すギリシャ語源の「deca」は「decade（１０年）」にも使われていますし、今は「１２月」の意味で

ある「December」がもともとは１０番目の月だったお話を覚えていますね？

　また１リットル（liter）の１０分の１の分量のことを１デシリットル（deciliter /désəlìːtɚ/）といいますが、この

「deciliter」の「dec」も「deca」の「a」が脱落しただけで同じものです。（つまりここでは「１０分の１（one-
tenth)」の意味です。）



　 Session 13 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

語源要素 例 英語の意味 正解

1 bi-(Lt.) bilingual two

2 tri-(Lt.) tricycle three

3 qadr-(Lt.) quadruped four

4 poly-(Gk.) polygon many

5 gon(Gk.) pentagon angle

6 penta-(Gk.) pentagon five

7 hexa-(Gk.) hexagon six

8 sept-(Lt.) septangle seven

9 octa-(Gk.) octagon eight

10 ennea-(Gk.) enneagon nine

11 nona-(Lt.) nonagon nine

12 deca-(Gk.) decagon ten

13 sect(Lt.) insect cut

14 pod(Gk.) hexapod foot

英単語 発音記号

1 polygon /pɑ́l-ɪ-ɡɑn/

2 polyethylene /pɑ̀l-ɪ-éθ-liːn/

3 vinyl /vaɪ-́nəl/

4 plastic /plǽs-tɪk/

5 hexagon /hék-sə-ɡɑn/

6 hexapod /hék-sə-pɑd/

7 heptagon /hép-tə-ɡɑn/ 

8 octagon /ɑ́k-tə-ɡɑn/

9 nonagon /nóʊ-nə-ɡɑn/

10 decagon /dék-ə-ɡɑn/

11 deciliter /dés-ə-lìː-tɚ/

12 insect /ɪń-sekt/



３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。

４、ヒントを見て、これまでのセクションで学んだ英単語を思い出してください。

ヒント 英単語

1 a flat shape with 3 or more angles polygon

2 a flat shape with 6 angles hexagon

3 a flat shape with 7 angles heptagon

4 a flat shape with 8 angles octagon

5 a flat shape with 9 angles nonagon

6 a flat shape with 10 angles decagon

7 9 hours from the daybreak (etymologically) noon

8 a creature with six feet hexapod

9 a creature with a body divided into three parts insect

10 a sea creature with eight feet octopus

11 10 years decade

12 one-tenth liter deciliter

ヒント 英単語

1 a creature with 100 feet centipede

2 a creature with 1000 feet millipede

3 care of foot pedicure

4 a three-foot stand tripod

5 100 years century

6 1000 years millennium

7 100th anniversary centennial

8 200th anniversary bicentennial

9 150th anniversary sesquicentennial

10 an Australian flat-footed animal platypus

11 a children’s doctor pediatrician

12 a foot doctor podiatrist

13 a two-foot animal biped

14 a four-foot animal quadruped

15 a place where things are made factory

16 an invented story fiction



  Session 014 

　基礎的な英単語さえもまだ十分に知らない初歩の段階では、１０個の単語を覚えるのと２０個の単語を覚

えるのとでは単純に２倍の労力差を感じるものですが、語源知識を活用できる段階に入ってきますと、１つ

の接頭辞、接尾辞、語幹を知ることで瞬時に数十、ときには数百の新たな語彙を習得する準備が整ったこ

とになります。

　「角」を意味するギリシャ語幹の「gon」は「pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, 
decagon」といった多角形を表す語に用いられていますが、これらはすべて「-al」という語尾を付けることで

形容詞化されます。ただし元の名詞と派生した形容詞では強勢の位置が移動しますので、注意しましょう。

また強勢の位置の移動に伴い、強勢がなくなった音節の母音が弱形化することもあります。

　「-gon」の語尾を持つ多角形を表す語は、ラテン語由来の接尾辞「-al」をつけることで形容詞化されます

が、「triangle, square, quadrilateral」など「-gon」で終わってない語を形容詞化するにはどうすればよ

いでしょうか？

　「-angle」の語尾は「-angular」という派生パターンを持ちます。語尾が変わると強勢位置も移動します。

　「quadrilateral」は最初から「-al」語尾で終わっているため、そのままの形で形容詞としても用いられま

す。

　上記２つ以外の名詞には形容詞形がなく、名詞のまま「形容詞的」に用いるか「square-shaped」のよう

に「-shaped」と複合語にすることで形容詞化できます。

このセッションのテーマ

これまでに学んだ語源要素だけでも、すでに飛躍的な語彙力増大の準

備が整いつつあることを自覚しましょう。

名詞 形容詞

1 pentagon  /pén-tə-ɡɑn/ → pentagonal /pen-tǽɡ-ə-nl/

2 hexagon /hék-sə-ɡɑn/ → hexagonal /hek-sǽɡ-ə-nl/

3 heptagon /hép-tə-ɡɑn/ → heptagonal /hep-tǽɡ-ə-nl/

4 octagon /ɑ́k-tə-ɡɑn/ → octagonal /ɑk-tǽɡ-ə-nl/

5 nonagon /nóʊ-nə-ɡɑn/ → nonagonal /nə-nǽɡ-ə-nl/

6 decagon /dék-ə-ɡɑn/ → decagonal /de-kǽɡ-ə-nl/

7 polygon /pɑ́l-ɪɡɑn/ → polygonal /pə-lɪɡ́-ə-nl/

名詞 形容詞

1 triangle /táɪ-æŋ-ɡl/ → triangular /tràɪ-ǽŋ-ɡjə-lɚ/

2 square /skweɚ/ → 名詞のまま

3 rectangle /rék-tæŋ-ɡl/ → rectangular /rèkt-ǽŋ-ɡjə-lɚ/

4 parallelogram /pæ̀r-ə-lél-ə-ɡræ̀m/ → 名詞のまま

5 diamond /dáɪ-ə-mənd/ → 名詞のまま

6 trapezoid /trǽp-ə-zòɪd/ → 名詞のまま

7 quadrilateral /kwɑ̀d-rɪ-lǽt-ə-rəl/ → quadrilateral 同形



　「-al」というラテン語由来の語尾は、第１の基本として「動詞を名詞化する」機能を持っています。（もち

ろんすべての動詞に機械的につくわけではありません。）例えば「deny /dɪnáɪ/（否定する）」の名詞形は

「denial /dɪnáɪəl/」となります。つまり「名詞接尾辞」としての「-al」は「act of [verb]-ing」の意味に転換す

る働きを持ちます。

refuse  /rɪfjúːz/ → refusal  /rɪfjúːzəl/ 　

propose /prəpóʊz/ → proposal /prəpóʊzəl/

　「名詞」というのは、すべて例外なく他の名詞の前に置いて「形容詞的」に用いることができます。その名

詞の用途が形容詞的である場合、強勢は後ろの名詞にあり、「意味を添える機能」である形容詞的な名詞

には強勢が置かれません。（詳細は「発音」の巻の「様々な音声学的現象＞複合語」を参照してください。）

　特に名詞から派生した別の「形容詞」としての語形を持つ場合は、それを純粋な形容詞として用いること

ができますが、中には「形容詞」形を必要とする頻度があまり高くない名詞もあり、そういうものは純粋な形

容詞に派生しないまま、「必要があれば名詞のまま形容詞的に用いる」ことで場をしのぎます。それが上記

表の「名詞のまま」となっている語です。

　また「-al」によって名詞化された語は、上記の発想で「形容詞的」に用いられ、そのまま純粋な「形容詞」

としての品詞を確立させてしまいます。その結果「-al」は「形容詞語尾」としての機能も持つことになります。

　だから「quadrilateral」は、同じ「-al」語尾のまま「名詞」であり、なおかつ純粋な「形容詞」にもなれてい

るのです。

　「形容詞的に用いられている名詞」と「名詞と同形のまま形容詞としての品詞を確立させた語」は、どう違う

のかと思うかも知れません。他の名詞の前に置かれている限り、形は同じですし、それが「名詞のまま臨時

に形容詞的に使われている」のか、純粋な形容詞になってしまっているのかの区別はつきません。しかし

次の例を見てください。

[ quadrilateral ]
1, He drew a quadrilateral shape.
2, That shape is a quadrilateral.
3, That shape is quadrilateral.

[ diamond ]
1, He drew a diamond shape.
2, That shape is a diamond.
3, That shape is diamond.* （純粋な形容詞ではなく「名詞」であるため冠詞が必要）

　上記例文で１は「shape」という名詞の前に置かれていますので、「quadrilateral」や「diamond」は形

容詞として機能しています。これらの語は名詞としてその形状の表しますので、２のように「a + 単数名詞」と

して用いることも当然できます。

　しかし、３の例文では「quadrilateral」が純粋な形容詞であるのに対して「diamond」はあくまでも名詞

であるため、単数名詞を冠詞を伴わずに用いることはできません。従って「quadrilateral」は純粋な形容

詞としての品詞が確立されているのに対して、「diamond」は１のように用いられた場合でも「名詞のまま

臨時に形容詞的に用いられている」だけだと分かります。



　 Session 14 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 mono- monolingual one

2 bi- bilingual two

3 tri- tricycle three

4 quadr- quadrilateral four

5 penta- pentagon five

6 gon hexagon angle

7 lateral quadrilateral side

8 rect rectangle right

9 para- parallel against, beside

10 gram, graph parallelogram write

11 sect insect cut

12 dec deciliter ten

名詞 形容詞

1 pentagon  /pén-tə-ɡɑn/ → pentagonal /pen-tǽɡ-ə-nl/

2 hexagon /hék-sə-ɡɑn/ → hexagonal /hek-sǽɡ-ə-nl/

3 heptagon /hép-tə-ɡɑn/ → heptagonal /hep-tǽɡ-ə-nl/

4 octagon /ɑ́k-tə-ɡɑn/ → octagonal /ɑk-tǽɡ-ə-nl/

5 nonagon /nóʊ-nə-ɡɑn/ → nonagonal /nə-nǽɡ-ə-nl/

6 decagon /dék-ə-ɡɑn/ → decagonal /de-kǽɡ-ə-nl/

7 polygon /pɑ́l-ɪ-ɡɑn/ → polygonal /pə-lɪɡ́-ə-nl/

8 triangle /táɪ-æŋ-ɡl/ → triangular /tràɪ-ǽŋ-ɡjə-lɚ/

9 rectangle /rék-tæŋ-ɡl/ → rectangular /rèkt-ǽŋ-ɡjə-lɚ/

ヒント 英単語

1 the act of refusing refusal

2 the acf of denying denial

3 the act of proposing proposal



  Session 15 

　英語に含まれる語源要素は、よく観察してみるとすでに知っている多くの単語に含まれているものです。

そういう既知の単語や身近な例を通じて記憶を定着させ、さらに新たな単語の習得へと拡大していきます。

　 1968年4月6日に公開されたＳＦの名作として名高いアメリカ映画「2001

年宇宙の旅（2001: A Space Odyssey）」の冒頭シーンに、普通の獣に

過ぎなかった猿の1匹が「モノリス」と呼ばれる不思議な石版のような物体

に触れ、人間としての知恵のきっかけを得て、動物の骨を道具・武器とす

ることを覚え、水場争いの戦いに勝利するというシーンがあります。その骨

を空に放り投げると、それが宇宙船の姿にオーバーラップして物語は始ま

ります。

　この「モノリス（monolith /mɑ́nəlɪθ/）」は [mono-(Gk. one) + lith-
os (Gk. stone)] から成り立つ「（大きな）１つの石（石版、石柱）」を意味

します。

　「イースター島（Easter Island）」にある「モアイ像(moai)」も、自然石の

状態でたまたま大きな柱のようになっているものも、現代彫刻や記念碑な

ども、そして今では素材が石に限らず、これらと同様の形状をしているもの

も含めて「monolith」と呼ばれます。

　なおモアイ像などもそうだと考えられていますが、古代遺跡で儀式などに用いられたと考えられている

巨石のことを「megalith /méɡəlɪθ/」と呼びます。これは [mega (Gk. megas=large) + lithos (Gk. 
stone)] から成り立つもので、「mega- (Gk. megas=large)」の「メガ」は、「メガバイト（megabyte/MB)

」や「メガトン（megaton=100万トンのＴＮＴ火薬の爆発力）」、「メガピクセル（megapixel＝100万ピクセル

[デジタルカメラなどの画像を構成する小さな点が100万あること]）」など多くの外来語としてなじみのある言

葉でしょう。

　今は写真も映画もテレビもカラーが常識ですが、昔はすべて「白黒」からスタートしました。「白黒」を英語

で「black and white」（語調の関係で英語では「黒白」の順番）と言ってもよいのですが、それを表す1単

語として「monochrome /mɑ́ːnəkroʊm/」という語があります。厳密にいうと「black and white」は「黒と

白」だけで中間の灰色がありませんが、「monochrome」は、白黒写真のように無段階の灰色（grey）を含

みます。「monochrome」は [mono-(Gk. one) + chrom(Gk. color)] から成り立ち、語源的には「one 
color」の意味です。

このセッションのテーマ

　数字に関連した語源要素を知ると実に多くの英単語がそれと絡んで

記憶できることに気づきます。



　芝居・演劇などで1人だけの登場人物がステージで長い台詞を

語るシーンがあったりします。それを「独白、一人芝居」あるいは外

来語で「モノローグ（monologue /mɑ́ːnəlɔ̀ːg/）といいます。この

語は [mono (Gk. one) + logos (Gk. speech, word) ] から成

り立つ「一人で話すこと」という意味から来ています。

　「mono-」を含む英単語で最も身近なものは「モノレール」かも

知れませんね。これは「monorail /mɑ́ːnoʊreɪl/」で、言うまでもな

く「1本のレール（の上を走る車両、あるいはその路線）」を意味しま

す。

　言葉の話し方にめりはりがなく、「一本調子」であることを「単調」だといいますね。電車に乗っていても外

の景色が同じような風景ばかりなのも「単調」で飽きてしまいます。この「単調」は英語で、「monotone /

mɑ́nətoʊn/ [mono (Gk. one) + tonos (Gk. sound)] といいます。これは可算名詞ですが、「単調さ、

単調であるための退屈さ」という抽象概念を表すと「monotony /mənɑ́təni/」という不可算名詞です。

　「まったく変化がないため退屈である」という形容詞は、[monotonous [mono(Gk. one) + tonos 
(Gk. sound) + -ous (Lt. full of)] で語源的直訳をすると「ただ１つだけの音に満ちた」という語です。

　長いヒットを続けているボードゲームに「モノポリー（Mo-
nopoly)」というのがあります。これはプレイヤーがさいころを

振って盤面のとまったマスの不動産を取得し、商売の利権を

使ってお金を儲けていくゲームですが、「モノポリー」は何もこ

のゲームのために付けられた名前ではありません。

　「monopoly /mənɑ́pəli/」は [mono (Gk. one) + polein 

(Gk. to sell)] から成り立つ「事業などの独占権」のことです。

この「-poly」は「ポリエチレン（polyethylene)」の 「poly-
(Gk. many)」とは違います。

　「シャーロックホームズ（Sherlock Holmes）」など古いイギリ

スを舞台にした映画などを見ていますと、シルクハットをかぶ

ってちょびひげを生やした紳士が時折、ポケットから眼鏡の片

方だけのものを取り出し、それを通して物を見るシーンが出て

きます。今のように常に眼鏡をかけているのではなく、必要な

ときだけ片目にだけ当てて物を見るタイプの「単眼鏡」というの

ですが、これを英語で「monocle /mɑ́nəkl/」といいますが、

この単語は [mono- (Gk. one) + oculus (Gk. eye)] によ

ります。この「目」を表す語幹（oculus）は目に関係する多くの

英単語に見つかりますので是非覚えておきましょう。



　 Session 15 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 mono- (Gk.) monorail one

2 lith (Gk.) monolith stone

3 mega (Gk.) megaton large

4 chrome (Gk.) monochrome color

5 tonos (Gk.) monotone sound

6 -ous (Lt) monotonous full of

7 oculus (Gk.) monocle eye

英単語 発音記号

1 monolith /mɑ́n-ə-lɪθ/

2 megalith /méɡ-ə-lɪθ/

3 monochrome /mɑ́ː-nə-kroʊm/

4 monologue /mɑ́ː-nə-lɔ̀ːg/

5 monorail /mɑ́ː-noʊ-reɪl/

6 monotone /mɑ́n-ə-toʊn/

7 monotony /mə-nɑ́t-ə-ni/

8 monopoly /mə-nɑ́p-ə-li/

9 monocle /mɑ́n-ə-kl/

ヒント 英単語

1 a large single vertical block of stone monolith

2 a very large stone, especially for ancient ceremonies megalith

3 etymologically only one color monochrome

4 a long speech in a play, etc. spoken only by one actor monologue

5 a train which goes on one rail monorail

6 a boring way of speaking with the same tone monotone

7 boring sameness monotony

8 adjective of #6 and #7 monotonous

9 complete business control over goods or services monopoly

10 a single glass lens for one eye monocle



  Session 016 

　スポーツのチームなどではユニフォームを着用することでチームのメンバーが「１つ」の姿になります。

　「uniform /jùːnɪfɔ́ːrm/（強勢位置に注意）」は、 [uni- (Lt. one) + form (Lt.form)] の構成によって、

先ず形容詞として「having only one form or shape」の意味として最初に現れました。第１アクセントが

「form」の位置にあるのは、語源的要素の意味として「１つに『形作る』」を表していますので、その意味の

中心核が「form」だからです。

　その後まったく同形で同じ発音のまま動詞として「to make alike（同様の形にする）」の意味にも用いら

れるようになりました。他動詞の「uniform」は、過去分詞「uniformed /jùːnɪfɔ́ːrmd/」でも「同様の形にさ

れた＝形が統一された」という分詞形容詞として用いられますが、動詞の変化形ですから、強勢の位置は

動詞と同じです。

　もともと形容詞として誕生した「uniform」が動詞としても使われるようになった後、名詞としての「uni-
form /júːnɪfɔːrm/（強勢位置に注意）」が使われるようになりました。名詞としては接頭辞の「uni-」の方に

第１アクセントがありますが、意味や品詞による強勢の移動は「複合語」の考え方と同様です。

　なお形容詞の「uniform（統一性のある）」から派生した抽象名詞「統一性、一律、均一」は「unifor-
mity /jùːnɪfɔ́ːrməti/」で、「-ity (= state of; quality [状態；質])」の語尾を取ります。

　日本語で「ユニーク」というと「風変わりな、珍しい」のような意味合いに用いられることもありますが、英語

の「unique /juːníːk/」は「他に類を見ない＝たった１つ、１種類だけの」という意味です。たとえば

Everyone’s fingerprints are unique.（人の指紋は皆独自のものである）

　のように「風変わりな」という意味はありません。むしろ「特別な」とか「～だけにある」という「他では見られ

ない」というよい意味に使われます。

The koala is unique to Australia.（コアラはオーストラリアに独特の動物だ）

　この「unique」も「uni-(Lt. one)」を含んでいますね。

　「unit /júːnɪt/」は「単位」であり、もっと大きな何かに属していながら、１つのまとまりを持つ人や物のグル

ープを指します。

　「unite /juːnáɪt/」はバラバラになっているものを「１つ」に「まとめる」、つまり「統一する」という意味。アメリ

カ合衆国は「the United States of America」で、「多くの州を１つにまとめた国家」の意味。

このセッションのテーマ

　ギリシャ語源の「１」を表す語源要素として「mono-」がありましたが、

ラテン語では「uni-」となります。



　白馬に１本の角が生えた想像上の動物は「ユニコーン( unicorn /

júːnɪkɔːrn/）」ですが、これは [uni- (Lt. one) + corn (Lt. horn 角)] の成

り立ちによることはご存知の方も多いことでしょう。

　ちなみに「とうもろこし」の「corn」は古英語(OE)の「small seed（小さな

種）」に由来する別語源の単語なので、unicornで「horn（角）」を意味する

語源要素とは無関係です。くれぐれも「『とうもろこし』は角の形状をしている

から corn だ」なんて思い込まないようにしてください。

　特定企業の中の労働者たちを１つにまとめ賃金や労働条件の向上を目指すのが

「union /júːnɪən/」です。「労働組合（labor union)」の意味合いに用いられる以前

は、政治的な意味でアメリカ南北戦争時代に「南軍」と「北軍」というそれぞれのまとま

り を「union」と呼びました。

　「union」に「re-(=back, again)」という接頭辞のついた「reunion /rìːjúːnɪən/」は

「再び１つにまとまる、１つに集まる」という意味から「同窓会」や「地方に散って生活していた家族が再集

結すること」などを意味します。かつて同じグループだった人たちがバラバラになったあとまた集まることが

「reunion」です。

　かつて同じグループでバラバラになった人たちを「再度集めて１つにする」という動詞は「reunite /

rìːjuːnáɪt/ [re- (Lt. again, back) + unite (=joint)]」です。

　図形の名称の中で「quadrilateral [quadr- (Lt. four) + lateral (Lt. side)]＝四辺形」というのがあ

ったのを覚えていますか？それでは「unilateral /jùːnɪlǽtərəl/」とは何でしょう？「辺が１つじゃ図形にな

らない！２つでも無理。最低でも辺は３つないと図形が描けない」と思いますよね？それはまったくその通

りですが、この「unilateral」という単語は図形とは違って「双方の同意のない一方的な」という意味なん

です。つまり [uni- (Lt. one) + lateral (Lt. side)] から「one sideだけの決断・決定による」という発想

です。「a unilateral contract」といえば、法律用語の「片務契約」で、甲乙両者の同意に基づく契約で

はなく力関係の強い側が一方的に提示した条件による契約のことです。「unilateral decision」は、「一

方的な決定」で、話し合いの結果「こうしよう」と決めるのではなく、１人あるいは一方だけの意思によって何

かが決定されることを言います。このような単語は英和辞典で訳語を探すより、語源に基づいた「one side 

の」という意味を踏まえて文脈に応じた自然な日本語を考えるとより適切な意味が把握できます。

　「union」、「unity」のいずれも「uni- (=one)」を語源要素とした名詞でちょっと紛らわしく感じるかも知

れません。「union」は、複数のメンバーなど個別の要素から成り立ちつつ、利害や目的が同じで１つのま

とまったグループになっているもののこと、あるいはそのように集めることです。ですから「union」は普通名

詞です。一方「unity」は１つのグループの構成要素（人や物）が、同じ目的などに向けて「調和」や「強調」

が保たれている状態のこと。だから抽象名詞です。「union」を結成しても、メンバーが一致団結しないで

仲が悪いと、「unity」はないわけなんですね。

　ところで、「union」と「onion」って似てませんか？「union」は「組合、連合、再会」で、「onion」は「たま

ねぎ」ですから、いくらスペルが似通っているからといって単なる偶然で意味的な関連性なんてあるわけな

いと思いますよね？発音だって「union/júːnɪən/」と「onion /ʌ́njən/」は、ずいぶん違います。

　でもね、あるんですよ、関係が。「union」の非常に古いラテン語での意味は「真珠(pearl）、たまねぎ

(onion)」でもあったんです。これまた無関係そうな真珠とたまねぎがどうして同じ単語だったのか不思議

ですね。それは「たまねぎ」って「にんにく（garlic)」と違って剥いても剥いても皮が層になってて、多くの

層が「１つにまとまって」１個のたまねぎになってます。そのたまねぎを数珠つなぎに紐でつなぐと「真珠の

ネックレス」みたいにも見えます。まるでこじつけ見たいな話ですが、語源的には本当にそういう連想から

「union」は「真珠、たまねぎ」も意味したんです。そして多くの層が一個のたまねぎとしてまとまっている姿

が「多くの人が１つにまとまったグループ」の意味に展開されていったという経緯があるんです。

Administrator
Insert Caret




　 Session 16  復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 uni- (Lt.) uniform one

2 -ity (Lt.) uniformity state of; quality

3 corn (Lt.) unicorn horn

4 corn (OE) pop corn small seed

5 re- (Lt.) reunion back, again

6 quadr (Lt.) quadrilateral four

7 lateral (Lt.) quadrilateral side

英単語 発音記号

1 uniform (adj, v) /jùː-nɪ-fɔ́ː rm/

2 uniform (n) /júː-nɪ-fɔːrm/

3 uniformity  /jùː-nɪ-fɔ́ː r-mə-ti/

4 unique /juː-níːk/

5 unit /júː-nɪt/

6 unite /juː-náɪt/

7 unicorn /júː-nɪ-kɔːrn/

8 union /júː-nɪ-ən/

9 onion /ʌń-jən/

10 reunion /rìː-júː-nɪ-ən/

11 reunite /rìː-juː-náɪt/

12 unilateral /jùː-nɪ-lǽt-ə-rəl/

ヒント 英単語

1 not varying unifórm

2 clothes worn by the members of a group úniform

3 the state of not varying uniformity

4 being the only one; special unique

5 a thing or person that is complete but part of something larger unit

6 to join together unite

7 an imaginary horse-like animal with a horn unicorn

8 an organization of workers for improvement of working conditions union

9 a social association where people come together again reunion

10 decided by one member or a group without the agreement unilateral



このセッションのテーマ

　あらゆる動詞の中で最もよく使われるのが「make, do」です。従って

その意味を語源要素に含む単語も非常に多くあります。

  Session 017 

　１９９０年「ベルリンの壁」崩壊により、それまで東西に別れ２つの国家であったドイツが１つの国家として統

一されました。このように別々に存在したものを１つにすることを「unify /júːnɪfaɪ/」といいます。

　「unify」は [uni(Lt. one) + -fy(Lt. make)] の語源を持ちますが、この「fy」は、「fac, fic, fec (Lt. 
make)」のバリエーションの１つです。いずれもラテン語「facere」の活用変化の何らかの語形を元にしたス

ペルから英単語の部品となっています。ラテン語「facere(=make)」は英単語の部品として「fact, fac, fic,
 

fect, -fy」の合計５種類の語形となって現れますが、このいずれであっても語源は同じです。

　「unify」から派生する名詞は「unification /jùːnɪfɪkéɪʃən/」であり、語尾の「-fy」が一旦「-fic」の形にな

り、それに「-ate（動詞語尾）」をつけてから「-ion（Lt. act of /名詞語尾）」が加わり、「-fication」という形

になります。

　この派生パターンは、同じ「-fy」語尾を取る他の動詞でも同様です。いくつか例を通じて、この派生パタ

ーンに慣れましょう。語尾変化に伴う強勢の移動にも注意してください。

identify  /aɪdéntɪfaɪ/  →  identification /aɪdèntɪfɪkéɪʃən/

modify  /mɑ́dɪfaɪ/  →  modification /mɑ̀dɪfɪkéɪʃən/

fortify  /fɔ́ːrtɪfaɪ/  →  fortification /fɔ̀ːrtɪfɪkéɪʃən/

classify  /klǽsɪfaɪ/  →  classification /klæ̀sɪfɪkéɪʃən/

simplify /sɪ́mplɪfaɪ/ →   simplification /sɪ̀mplɪfɪkéɪʃən/

purify /pjúrɪfaɪ/ →   purification /pjùrɪfɪkéɪʃən/

　「unify」は「make one」の語源により「１つにする」という意味ですが、すでに出てきた「unite」とはどう

違うのでしょうか？

　今、「Ａ」と「Ｂ」の２つの個別要素を１つに「unite」するとします。その結果、新たに「Ｃ」という大きな単位

が生まれますが、Ａ、Ｂのいずれもぞれぞれの独立性を保ったままです。つまりＡとＢは「仲間」になりました

が、境目の区別なく交じり合ったわけではありません。「the United States of America」は、多くの州が

１つの「国家」という単位にまとめられていますが、州と州は互いに独立しており、境界線が存在します。

　一方「Ａ」と「Ｂ」を「unify」しますと、新たな「Ｃ」として生まれ変わり、もはやＡ、Ｂという個別単位は存在し

なくなります。東西ドイツが統一されて１つの「ドイツ」になったのはこちらです。

　数箇所に離れて粘土の塊があるとして、それらを一箇所に寄せ集めるだけなら「unite」したのであり、そ

れらの粘土を押し固めて混ぜあわて１つの塊にすれば「unify」したことになります。



　英語を学ぶということによって、より多くの人々とコミュニケーションが取れるようになるとか、職業選択の

オプションが増えるとか、学校の成績が上がったり、入試に合格できるなどの「利益、有益性、ためにな

ること」があるでしょう。それらを「benefit /bénɪfɪ̀t/」といいますが、「benefit [bene- (Lt. good) + fit 
(=fict)]」により語源的には「well-done, good thing(s) made」を表します。

　「利益、利潤」を意味する単語として「profit /prɑ́fɪt/　[pro- (Lt. forward) + fit (=fict)]」もありますが、

こちらは「前向きに作り出されたもの」を語源的に意味します。

　benefitの「fit」が「fact, fac, fec, fic」といった

「make」を意味する語源要素のバリエーションです。

　だから「benefit」から派生した「benefactor /
bénɪfæktɚ/」は、[bene (Lt. good) + fact (Lt. make, 
do) + -or (person who)] により「よいことをする人」を語

源的に表し、「寄付をする人、後援者、恩恵を施す人（恩

人）」などの意味となります。

　その恩恵を受ける側の人は「beneficiary /bènɪfɪ́ʃɪèri/

[bene (Lt. good) + fic (Lt. make, do) + -(i)ary (名詞

語尾)]」といい、この単語はビジネス英語では「福利厚生

制度の対象となる人、社員である世帯主によって同時に

被保険者となる人」などの意味でもよく現れます。どう和訳

するかよりも英語の語源に沿って「利益・恩恵を受ける側

の人」という意味を覚えてください。英単語そのものの意味を正しく理解すれば和訳は文脈に応じて「自ら

の日本語の語彙」の範囲から自在に思い浮かぶものです。

　「benefit」から派生した形容詞として「beneficial /bènɪfɪ́ʃəl/ [bene (Lt. good) + fic (Lt. make, 
do) + -(i)al（形容詞語尾）]」は、語源的に「doing good」ですから、「有益な、ためになる、利益になる」と

いう意味。「harmful（害になる）」の逆だと思ってください。

Smoking is harmful to your health.（喫煙は健康にとって有害だ）

A good diet is beneficial to your health.（正しい食生活は健康にとって有益だ）

　今は Email で瞬時に文章も送れますし、綺麗な画像を添付することもできますから、以前ほど使用頻度

は高くなくなかったかも知れませんが、それでも「ファックス」は使われています。 FAXは「facsimile」とい

う単語の簡略形です。そして「facsimile /fæksɪ́mɪli/」は [fac (Lt. make, do) + simile (Lt. similar)]

で、語源的に「make similar（似せる、似たものを作る）」であり、それが「複写、模写、ファックス」の意味

となるわけです。「factory（工場）」の部品として「fact (=make)」があるのは、いかにもという感じがします

が、「工場」と「ＦＡＸ」が語源的に共通性があるとは意外なものですね。



　 Session 17 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 uni- (Lt.) unique one

2 -fy (Lt.) unify make, do

3 -fication (Lt.) unification act of making/doing

4 bene (Lt.) benefit good

5 pro- (Lt.) profit forward

6 -or (Lt.) benefactor one who

7 simile (Lt.) facsimile similar

英単語 発音記号

1 unify /júː-nɪ-faɪ/

2 unification /jùː-nɪ-fɪ-kéɪ-ʃən/

3 benefit /bén-ɪ-fɪt̀/

4 profit /prɑ́f-ɪt/

5 benefactor /bén-ɪ-fæk-tɚ/

6 beneficiary /bèn-ɪ-fɪ ́ʃ-ɪ-èr-i/

7 beneficial /bèn-ɪ-fɪʃ́-əl/

8 facsimile /fæk-sɪḿ-ɪ-li/

ヒント 英単語

1 to make people or things join together to form a unit unite

2 to joint people or things so that they form a single unit unify

3 the act of unifying unification

4 good things to be done benefit

5 the money you make in business profit

6 one who does good things to others benefactor

7 one who receives good things beneficiary

8 (adj) doing good beneficial

9 make similar facsimile



  Session 018 

　日本を始め多くの国では「一夫一婦」が制度となっています。配偶者を１人し

か持てないという社会上の習慣や制度のことを「monogamy /mənɑ́ɡəmi/」と

いいます。この語は [mono- (Gk. one) + gamos (Gk. marriage)] から成

り立ち、語源的には「one marriage」を意味します。「結婚」を意味するギリシ

ャ語幹の「gamos」は英単語に「gam, gamy」の語形で現れます。

　一夫一婦制度を採用している国において複数の相手と同時に結婚する行

為は「重婚」と呼ばれ、違法とされますが、それは英語で「bigamy /bɪ́ɡəmi/」

と呼ばれます。単語を見てすぐに気づくと思いますが、これは [bi- (Lt. two) 
+ gamy (Gk. marriage] の組み合わせで語源的には「two marriages」で

す。そしてその非合法な重婚を行っている人物のことを「bigamist/bɪ́ɡəmist/

」といいます。

　しかし国によっては１人の男性が複数の妻を持つことが合法であるところもあ

り、そういう国の婚姻制度は「polygamy /pəlɪ́ɡəmi/」といいます。[poly- (Gk. 
many) + gamy (Gk. marriage) ] と語源的に「many marriages」を表す

単語です。

　「monocle [mono-(Gk. one) + oculus (Gk. eye)]」は、語源的に「one eye」の意味から単眼鏡という

レンズ１個の眼鏡を指しますが、「binoculars /bɪnɑ́kjulɚz/」は [bi- (Lt. two) + oculus (Gk. eye)] に
より「双眼鏡」のことです。通常の眼鏡（glasses）と同様、２つのパーツから成り立ちますので、常に複数形

を取ります。

　図形の「quadrilateral」は「４つの辺を持つ平面図形」のことで、「unilateral」は図形ではなく「one 
side」の語源的意味から「一方的な」という形容詞でした。そして今回それに「bilateral /baɪlǽtərəl/」を

追加しましょう。[bi- (Lt. two) + lateral (Lt. side)] で「having two sides; two-sided」を表し、「a 
bilateral contract」ならば「双務契約（甲乙双方の同意に基づく契約）」ということです。

　あさり、はまぐり、牡蠣などは、２枚の貝殻を持つ貝です。これらはすべて「bivalve /báɪvæ̀lv/」といいま

す。「valve」は「バルブ、弁」の意味で外来語化していますが、語源的には「折り戸」の１枚を意味してお

り、そこから英単語として「バルブ、弁、弁膜、貝殻」までを広く指すようになりました。ちなみにアワビのよ

うな１枚だけの殻を持つ貝は「univalve /júːnɪvæ̀lv/ [uni- (Lt. one) + valve (Lt. holding door)]」で

す。

このセッションのテーマ

　日常的に最も使用頻度の高い数字は「１～３」です。だからその意

味の語源要素を含む英単語もそれだけ沢山あります。



　１つの物や図形を「均等に２つに分割する」という動詞を技術用語では「bisect /baɪséct/」といいます。

これは単に２つに切るだけでなく、結果が均等に分割されていなければなりません。平易な英語で言えば

「to cut something into two equal parts」と表現できます。「均等２分割」という行為そのものは名詞

で「bisection /baɪsékʃən/」です。

　これまでの知識があれば、「均等に３分割する」、「均等に４分割する」という動詞や、その派生語である

名詞の「均等３分割」、「均等４分割」が「trisect /traɪsékt/、trisection /traɪsékʃən/」、「quadrisect /
kwɑ̀drəsékt/、quadrisection /kwɑ̀drəsékʃən/」であることはすでに察しがつくことでしょう。

　なおこれらの単語は、その構成要素として「sect (Lt. cut)」が動詞としての「切る」意味を持ちますので、

単語の強勢も「sect」にあるわけです。

　体系立てられた語源学習は、積み重ねるほどに語彙力増強の速度が加速していきます。１つ新しい語

源について学んだ瞬間、すでに多くの関連語を同時に学んでいるのと同じであり、今回の「bisect」を知っ

た瞬間、他の「trisect, trisection, quadrisect, quadrisection」という多くの語をすでに知っているの

と同じ状態になります。類推は常に有効とは限りませんが、少なくとも、類推能力を高めておくことで、やが

て初対面の英単語なのに意味や正しい発音まで分かってしまうという不思議な感覚に満ちてきます。そし

て何よりも退屈で脳に負担のかかる「単語リストの丸暗記」に比べ、「なぜその単語がそういう意味になるの

か」を納得・実感できますので、英語話者がその単語を口にした瞬間心に湧き上がっているのと同じイメー

ジを持ってその単語を理解したり使ったりできるようになるのです。

　語源に関心を持たず、ひたすら努力で膨大な英単語を暗記できる人もいるかも知れません。しかし、

「bisect」という単語を口にするとき、暗記による「bisect＝均等２分割する」という覚え方をしている人は、

その単語を知ったことが他の多くの単語を記憶するドアの鍵を開いてはくれません。また常に「日本語への

置き換え」によって初めてその単語の意味を理解した気になるため、情報のインプットから理解まで常に余

分な時間差が発生しますし、日本語の訳語を通じて意味を理解しようとするため、頭の中では常に日本語

で物を考え続けます。難関国立大学の入試を突破できるほどの語彙力を備えたはずなのに、相変わらず

英語が口をつかない、耳に入ってこないという状態が続きます。

　一方、発音の基礎を固め、体系的な語源知識を積み重ねた人は「bisect」という単語の bi- までに「2」

を感じ、「sect」に「cut」の意味を感じながら、常にリアルタイムで「英語そのものの意味」を汲み取ることが

できます。英文を「後ろから訳す」などということをせず、常に語順に従って情報をインプットするように、「単

語」の内部でさえ、語源要素の順序に沿って、その意味を感じ取り続けられます。また「bisect」という単語

が即座に思い浮かばないときでさえ「cut into two equal parts」などの他の表現に切り替えてその場をしの

ぐといった柔軟な表現力が備わります。

　「語源などを学ぶのは、覚えるべきことを増やすだけ余計な負担だ」と考えている人も実際多くいるので

す。しかし、本書をここまで学ばれた皆さんは、語源知識の地道な積み重ねによって、過去の知識やそれ

までに習得した英単語の力が、そのまま新たな語彙力の増強へ向けての「強力な受け皿」となることを理

解されたことでしょう。初心者が最初に１００個の単語を覚えるのは大変なことです。その１００個の語彙力を

２００に引き上げるには２倍の労力を要することでしょう。

　しかし、高校入試突破の３０００語程度が備わってくると、すでに語源知識として活用できる多くの接頭

辞、接尾辞、語幹を含む単語を覚えています。それに気づかないまま、今までと同じ苦労を続けるか、すで

に知っている知識を最大限に活用して、語彙力の急速な向上を目指すべきか。言うまでもありません。

　新たな英単語を習得しようとするときも、和英辞典の「訳語」だけを手がかりに英語から日本語への言葉

の置き換えで記憶しようとすることがいかに非効率的で非効果的かを理解しましょう。知らない単語に出

会ったら「英和辞典に書かれた訳語例」を調べるより、先に関心を持つべきは「正しい読み方」と「語源」で

す。それらを押さえてから、英和辞典の訳語例に目を通すと、「ばらばらの沢山の意味」ではなく、「１つの

立体像」としての英単語そのものが持つ意味を「覚えこむ」という脳の負担なしに覚えてしまいます。そして

その根拠ある記憶は忘れても取り戻しやすく、多くの場合、一生消えないのです。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 mono-(Gk) monogamy one
2 bi-(Lt) bigamy two
3 gam, gamy(Gk) bigamy marriage
4 poly-(Gk) polygamy many
5 ocul(Gk) monocle eye
6 lateral(Lt) quadrilateral side
7 valve(Lt) bivalve folding door
8 sect(Lt) insect cut

英単語 発音記号

1 monogamy /mə-nɑ́ɡ-ə-mi/
2 bigamy /bɪɡ́-ə-mi/
3 bigamist /bɪɡ́-ə-mist/
4 polygamy /pə-lɪɡ́-ə-mi/
5 binoculars /bɪ-nɑ́k-ju-lɚz/
6 bilateral /baɪ-lǽt-ə-rəl/
7 bivalve /báɪ-væ̀lv/
8 univalve /júː-nɪ-væ̀lv/
9 bisect /baɪ-sékt/

10 bisection /baɪ-sék-ʃən/
11 trisect /traɪ-sékt/
12 trisection /traɪ-sék-ʃən/
13 quadrisect /kwɑ̀d-rə-sékt/
14 quadrisection /kwɑ̀d-rə-sék-ʃən/

ヒント 英単語

1 one marriage monogamy

2 illiagal double-marriage bigamy

3 many marriages polygamy

4 two small telecsopes fixed together binoculars

5 two-sided bilateral

6 a shellfish with a shell in two parts bivalve

7 a shellfish like an abalone（あわび） univalve

8 cut into two equal parts bisect

9 cut into three equal parts trisect

10 cut into four equal parts quadrisect



  Session 019 

　「monocle [mono- (Gk. one) + oculus (Lt. eye)]」は「単眼眼」、「binoculars [bi- (Lt. two) + 
oculus (Lt. eye)]」は「双眼鏡」でした。これらに共通するラテン語源の語幹「oculus」は「目(eye)」を表

します。

　「binoculars」は「glasses（眼鏡）」と同様、２つのパーツから成り立っているので常に複数形ですが、

「binoculars」から接頭辞「bi-」を外し、複数形語尾の「-s」も取り除いた「ocular /ɑ́kjulɚ/ (Lt. eye)」とい

う単語は「目の、視力の」という形容詞になります。眼球を上下左右自在に動かすための筋肉は「眼筋」と

いい、英語では「ocular muscles /mʌ́sl/」で、「ocular proof /prúːf/」といえば「目に見える証拠」という

ことです。この意味では「visual /vɪ́ʒuəl/」と同義語です。

　「oculist /ɑ́kjulɪst/」は語源的に「eye specialist」ですからまさにそのまま「眼科医」のことを言います

。 ただし病院の診療科目などでは「眼科」は「ophthalmology 」、「眼科医」を

「ophthalmologist/ɑ̀fθəlmɑ́lədʒɪst/」とギリシャ語源の単語で書かれている方が普通だと思います。

これらの専門 用語を使わず「eye doctor, eye specialist」といっても眼科医の意味として正しく通じま
す。
　ギリシャ語源の「ophthalmology」は、[ophthalmos (Gk. eye) +

 
-logy (Gk. science, study)]

 
か

ら成り立っており、この語幹である「ophthalmos」はさらに「光(light)」を意味する「optikos」というギリシ

ャ語と関連があるとされています。「光」の意味から展開して「seeing（見ること）」となったと考えれていま

す が、このあたりの語源はまだ完全に解明されていないようです。（本書ではその仮説に沿って進めます
）
　「光」を意味するギリシャ語源の「opti」は、

「optical /ɑ́ptɪkəl/」という単語で知られているの

ではないでしょうか。もともと「光」を意味しました

ので「optical」は技術的な意味での「光学（上）

の」という形容詞として用いられる他、「目の、視

覚（視力）の」という「目」に関する形容詞でもあり

ます。

　前者は、最近のコンピュータデバイスとしては標

準になっている「optical mouse（光学マウス）」

でよく耳にしますし、後者は例えば目の錯覚を利

用したマジックなどを「オプティカルイリュージョン

(optical illusion /ɪlúːʒən/：視覚的錯覚)」と呼

んだりしています。

このセッションのテーマ

　binoculars（双眼鏡）は、[bi- (Lt. two) + oculus (Lt. eye)」から成り立てい

ます。人間にとって重要なパーツである「目」に関する単語も沢山あります。

optical illusion の例

静止画なのに動いて見える

/ɑ̀fθəlmɑ́lədʒi/



　「ocular」から派生した「oculist」は眼科医の意味でした

が、「opti」を語幹とする「optician /ɑ̀ptɪ́ʃən/」は、「視力

を 測定し眼鏡を作る人」のことです。これは「optometrist 
/ ɑ̀ptɑ́metrɪst/」ともいいます。
　「optician」は「視力の専門家」を語源とし、「optomestrist」
は [ opti (Gk. light) + meter (Gk. measure) + -ist(Fr. 
one who)] により「光（視力）を測定する人」の意味を語源とする

違いはありますが、どちらも同じ「検眼医、視力測定医」を指しま

す。そして同時に眼鏡を売っている人でもありますが、目の病気

の治療はしません。（それは「oculist / ophthalmologist」の

専門です。）

　「見る」という意味で思い浮かぶのは「see」だと思いますが、これは古英語（OE）に由来するため英語話

者にとっても最もなじみの深い語です。そしてそれが名詞化したのが「sight /saɪt/」であり、「見ること、

見えるもの」の意味。それが「光景」や「視力」という意味にも用いられます。「see」と「sight」では母音も変

化していますが、ポイントは「-t」の語尾です。これは「warm > warmth」、「long > length」、「deep > 

depth」、「true > truth」、「strong > strength」などの「-th」語尾と同様のもので、「-t」だけで名詞にな

るのは「sight」の他、「high > height」や「weigh > weight」などがあります。

　「視力」は日常的な単語である「sight」の他、もう少し専門的な語として「vision /víʒən/」があります。

これはラテン語の「videre (=to see)」に由来しますが、英単語には「vid, vide, vis」のスペルで現れま

す。

　「video /vídɪòʊ/（ビデオ）」もこれを語源とするほか、「visit /vízɪt/（訪問する）」も語源的には「to go to 
see a person」を意味します。

　「television /téləvɪʒən/（テレビ）」は、[tele- (Gk. far) + vis (Lt. to see) + -ion （名詞語尾）]により

「遠くの物を見る（ための装置）」ということです。同じ「tele-」を含む語として「telescope /téləskòʊp/（望遠

鏡）」がすぐに思い浮かぶことでしょう。これは [tele- (Gk. far) + scope (Gk. watch, see)]により、「遠

くを見るための道具」です。そしてその「scope」は「microscope /máɪkrəskòʊp/ [micro (Gk. small) + 
scope (Gk. watch, see)] で「小さな物を見るための道具」です。



　 Session 19 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 oculus (Lt.) binoculars eye

2 ophthalmos (Gk.) ophthalmology eye

3 opti (Gk.) optical light

4 meter (Gk.) optometrist measure

5 vid, vide, vis (Lt.) vision to see

6 micro (Gk.) microscope small

英単語 発音記号

1 monocle /mɑ́n-ə-kl/

2 binoculars /bɪ-nɑ́k-ju-lɚz/

3 ocular /ɑ́k-ju-lɚ/

4 oculist /ɑ́k-ju-lɪst/

5 ophthalmologist /ɑ́̀f-θəl-mɑ́l-ə-dʒɪst/

6 ophthalmology /ɑ̀f-θəl-mɑ́l-ə-dʒi/

7 optical /ɑ́p-tɪ-kəl/

8 optician /ɑ̀p-tɪ ́ʃ-ən/

9 optometrist /ɑ̀p-tɑ́m-e-trɪst/

10 vision  /víʒ-ən/

11 video /víd-ɪ-òʊ/

12 television /tél-ə-vɪ-ʒən/

13 telescope /tél-ə-skòʊp/

14 microscope /máɪ-krə-skòʊp/

ヒント 英単語

1 eye doctor oculist / ophthalmologist

2 one who examine your sight to prepare glasses optician/optometrist

3 visual; which can be seen ocular

4 a system of recording moving pictures video

5 TV television

6 an instrument with which you can see stars larger telescope

7 an instrument with which you can see small things larger microscope



  Session 020 

　「ビデオ（video）」と対になってよく用いられるのが「オーディオ（audio /ɔ́ːdɪoʊ/）」です。これは名詞とし

ては映像作品の「音声部分」のことを指し、形容詞としては「音声の」という意味を表します。その語源は 

[audire(=hear; listen)] というラテン語に由来します。そしてこのラテン語は英単語の中に「aud, audi」
という語形で現れます。

　「audience /ɔ́ːdɪəns/」は、ラテン語源の「audire(=hear; listen)」からフランス語経由で英語に入って

きた単語ですが、語源的には [aud- (Lt. hear, lsten) + -ence（名詞語尾）] であり、本来「聞く」という行

為そのもの(hearing, listening)を指した語です。その抽象性が、英単語としても「聴衆」という集合体を指

す名詞となった理由です。現実の用法としては「聞く」だけでなく「見る」行為を含めての聴衆を指しますの

で、日本語の「視聴者」という言葉がその両方の意味を含んでいるので、むしろ「audience」に近いと言え

るでしょう。

　「auditorium /ɔ̀ːdɪtɔ́ːrɪəm/」は、[aud- (Lt. hear, listen) + -ory (Lt. place)] による成り立ちで語源

的には「聞く場所」を意味します。具体的には、「講堂、公会堂、観客席、傍聴席」といった何かに耳を傾け

る人たちがいる場所のことです。古くは「auditory」の語形もありましたが、現代英語ではなくなり「audito-
rium」という語形だけが用いられます。「-ory (Lt. place)」は、「寄宿舎・寮」の「dormitory /dɔ́ːrmətɔ̀ːri/」の

語尾などにも見られます。（ [dorm (Lt. sleep) + -tory (Lt. place) = sleeping place]）

　「audition /ɔːdɪ́ʃən/」は、俳優や歌手志望者のために行われる試験ですが、語源的には [aud- (Lt. 
hear, listen) + -ion (Lt. act of; result of)] で「the power of listening（聴力）」という意味もかつて

は表したのですが、現代英語ではいわゆる「オーディション」の意味のみで用いられています。

　会社内の会計が適正に行われているかを検査することを「監査」といいます。あるいは何か問題が起きた

ときには「審査」会が開かれたりもします。これら「監査、審査」を英語で「audit /ɔ́ːdɪt/」といいますが、語源

的には「（事情を）聞き取ること」の意味です。

　「audible /ɔ́ːdəbl/」は [aud- (Lt. hear, lsten) + -ible (Lt. ability) ] で「聞こえる、聞き取れる」という

意味の形容詞です。ちなみにほとんどの人が「-ible, -able」を「able」が接尾辞になったものと思い込んで

いるのですが、実は単語としての「able /eɪbl/」は、「habilis」というラテン語が元であり、フランス語経由で

「h」が脱落して「(h)able」となり英語に入ってきました。同語源の単語に「habit（習慣）」があります。

このセッションのテーマ

　video, visit などの語幹「vid, vide vis」は「see（見る）」を意味しますが、そ

れに対して「聞く」を意味するラテン語幹は「aud, audi」です。



　一方、能力的意味を添える接尾辞「-ible, -able」は、それと無関係な「-ibilis, -abilis」という動詞を形容

詞に派生させるための語尾に由来します。ラテン語では動詞が「-are語尾」で終わるものに「-able」が、そ

れ以外の語尾を取る動詞には「-ible」をつけるという区別がありました。英語ではそのルールが変わり、「ラ

テン語由来（と感じられる）動詞」に「-ible」をつけ、ＯＥや非ラテン語由来の動詞に「-able」をつけるという

傾向性があります（例外もあります）。

　実際には「able」と「-ible, -able」に語源的関連性はないのですが、英語社会においても、これらの語尾

が「able」との関連性があると誤って思い込まれ、その思い込みのおかげで「-ible, -able」が「～できる」の

意味の接尾辞として今日まで英語の中で引き継がれてきたという皮肉な事情があります。もちろん、一般の

学習者はそのような厳密な語源的関連性のあるなしにこだわるよりも、素直に「-ible, -able (=able)」と覚

えてしまって何ら支障はありません。中学・高校生の指導に当たってはあえて「語源的に関連があるのかな

いのか」には触れず、「-ible, -ableは、動詞に『～できる』の意味を添える接尾辞」というだけの情報にとど

めておくとよいでしょう。接続先の動詞がラテン語由来かどうかも、中高生には感覚的に区別のつくもので

はないので、「発音を先にしっかり覚えて、-ible, -ableを間違えないように」という指導をするのがよいと思

います。

　「audible」の名詞は、 「audibility /ɔːdəbɪ́ ləti/」です。

　また否定接頭辞「in-(Lt. not)」を接辞すると「inaudible /ɪnɔ́ːdəbl/」、「inaudibility /ɪnɔːdəbɪ́ləti/」と

なります。

　それに対して [vid, vidi, vis (Lt. see)]を要素とすれば、

visible  /vɪ́zəbl/  (that can be seen)　目に見える

visibility /vɪ̀zəbɪ́ləti/  (how far, how well you can see)　視認性

invisible /ɪnvɪ́zəbl/  (that cannot be seen)　目に見えない

invisibility /ɪnvɪ̀zəbɪ́ləti/  (the state of being invisible)　目に見えないこと

　が得られます。

　「H. G. Wells　（Herbert George Wells/ ハーバート・ジョージ・ウェル

ズ 1866年9月21日 - 1946年8月13日)」というイギリス人のＳＦ作家の作品に

「The Invisible Man」があります。日本語では「透明人間」と呼ばれます

が、英語では「目に見えない人間」といいまわすんですね。これを原作として

これまで多くの映画が製作されてきました。

　



　 Session 20 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 vid, vidi, vis video see

2 aud audio hear, listen

3 -ory auditorium place

4 dorm dormitory sleep

5 -ible, -able audible able

6 in-(Lt.) invisible not

英単語 発音記号

1 audience /ɔ́ː -dɪ-əns/

2 auditorium /ɔ̀ː-dɪ-tɔ́ː -rɪ-əm/

3 audition /ɔː-dɪ ́ ʃ-ən/

4 audit /ɔ́ː -dɪt/

5 audible /ɔ́ː -də-bl/

6 inaudible /ɪn-ɔ́ː -də-bl/

7 audibility /ɔː-də-bɪĺ-ə-ti/

8 inaudibility /ɪn-ɔː-də-bɪ ́ l-ə-ti/

9 visible /vɪź-ə-bl/

10 visibility /vɪz̀-ə-bɪĺ-ə-ti/

11 invisible /ɪn-vɪź-ə-bl/

12 invisibility /ɪn-vɪz̀-ə-bɪĺ-ə-ti/

ヒント 英単語

1 people who listen audience

2 a place where people listen auditorium

3 a building where college students live dormitory

4 hearable audible

5 hearability audibility

6 unhearable inaudible

7 unhearability inaudibility

8 seeable visible

9 unseeable invisible

10 seeability visibility



  Session 021 

　「take, hold, catch」を意味するラテン語の動詞「capere」は、「cap, cep, cept, ceive」といったスペ

ルで英単語に現れます。ラテン語「capere」は他の語と接続して用いられるとき「-cipere」とスペルを変えま

した。その名残として、英単語の前の部分として現れるときは「cap-」というスペルとなり、その前に何か別の

接頭辞があるときは「-ceive, -cep, -cept」というスペルで現れます。要するに「cap, cep, cept, ceive」の

すべてが「take, hold, catch」の意味を表す語幹であるということだけ押さえておけばＯＫです。今回のテ

ーマである「cap-, -ceive, -cep, -cept」は実に様々な他の接辞と組合わさって膨大な数の英単語を生み

出しています。

　動物を捕まえて檻に入れたり、敵兵や犯罪者を

捕まえて身柄を拘束したりすることを「capture /

kǽptʃɚ/」といいますが、これは語源的にラテン語動詞

「captere(=take, hold, catch)」の過去分詞「cap-
tus」に由来します。語尾の「-ure」は、ラテン語から

フランス語を経由した接尾辞で、「act（行為）； state 
of（の状態）」を意味する名詞語尾です。つまり英単

語「capture」とは、「act of taking（捕まえる行為）; 

state of being taken（捕まった状態）」の意味であ

り、最初(1540年代と言われています）に名詞として英

単語に入ってきました。コンピュータ関連としては「画面

キャプチャ」のようにパソコンのモニタの画像を「捕まえ

て」保存する行為、あるいはそのようにして捉えられた

画像のことを指して用いられています。

　その後１８世紀末になって「capture」は、動詞の「捕まえる、捉える」の意味としても用いられるようにな

ります。「caputure」が動詞として用いられるよりずっと早く、ほとんど名詞として入ってきた直後には「cap-
tive /kǽptɪv/（捕らわれの）」という形容詞が生まれています。こちらは [capt (Lt. take, hold, catch) + 
-ive (Fr.< Lt. tending to; related to)] から成り立つ語で語源的直訳は「捕まった状態に関係する」と

いう意味。それがそのまま名詞として「捕虜、監禁されている人」の意味にも使われます。また比喩的に「（

恋の）とりこになった人」のような何かの魅力に取り付かれた人を指して用いることもあります。

　なお「captor /kǽptɚ/」は [capt (Lt. take, catch, hold) + -or (OE. one who)] で「捕まえる人、捕

まえる側の人」のことですから「captive」とは立場が逆です。

　何かをするために必要な能力や技能を備えていることを表す形容詞に「capable /kéɪpəbl/」がありま

す。「able /éɪbl/」とよく似ており、時に互換性のある場合もありますが、基本的に「capable」は [cap- (Lt. 
take, hold, catch) + -able (Lt. having abilities or qualities)] なので、「何かをするための具体的

な素養・能力、資格などを（最低限）持ち備えている」という意味です。例えば「a capable teacher」といえ

ば、教える科目についての知識がしっかりあり、教員資格を取っていて、教員試験にも合格していないと、

公立の学校では教員として教えられませんので、そういう条件をすべて整えている教員ということです。一

このセッションのテーマ

　たった１つの語幹の知識から膨大な数の英単語をまとめて把握することができ

ます。「take, hold, catch」を意味するラテン語源「capere」からどれほどの英単語

が生まれたかを見ると驚くことでしょう。



方「an able teacher」は、「教え方が上手な人」など、その技術にたけている人、能力が高い人のことをい

います。どちらでもほぼ同じ意味を表せることもありますが、発想として「capable」は「take, hold, catch」

を語源としていますので、「『できる』とみなせる条件を一通りちゃんと『持っている』」ことを意味します。

　たとえあなたがどんなに英語ができて教え方が上手であっても、教員免許を持って、教員採用試験に合

格していなければ、公立学校の教員としては「capable」ではありません。逆に、大学で教職課程を修め

免許も取り、採用試験に合格できても、生徒の指導能力が高くなければ「able teacher」ではありません。

英和辞典を見ると「able」も「capable」も「能力がある」という「訳語」が与えられており、使い方も「an able 
teacher」、「a capable teacher」がどちらの例にも「有能な教師」という同じ和訳がされていて、区別がわ

かりません。構文的には「be able to (do)」に対して「be capable of (doing)」と異なる形式になる点に注

意してください。多くの学習者がこの２つの意味の区別が明確になっていません。その根本的ニュアンス・
用途の違いが語源を 知ることで明快に解決するのです。

　「able」の名詞形が「ability」であるのと同じ派生パターンで「capable」の名詞形は「capability /

kèɪpəbɪ́ləti/」です。

　テレビ番組を見ていると、画面に出ている人の言葉をそのまま文字

としても補助的に表示していたり、あるいは補足情報を文字で示した

りして、文字によって画像、映像の説明や描写をしていることがありま

す。このような「画面の内容を捕まえて文字にしたもの」を「caption 
/kǽpʃən/」といいます。洋画の下（あるいは右側）に現れる「字幕

（subtitle /sʌ́btaɪtl/）」も「caption」の一種ですし、書籍の挿絵や写

真に添えられた説明文も「caption [capt (Lt. take, hold, catch) 
+ -ion (Lt. act of, result of)]」です。語源的直訳は「捕える行為、

捕えた結果）」です。

　外来語となっている「カプセル」は英語で「capsule /kǽpsjuːl, kǽpsl/（発音に注意）」ですが、これは語

源的に「small box」を意味しており、すなわち「take, hold, catch」したものを入れておく容器という意味

から来ています。そして「入れ物、ケース」＝「case /kéɪs/」という単語も、ちょっとスペルに「cap」の面影が

薄くなってはいますが、同じ語源を持ちます。

　ちなみに帽子の「cap」は古英語（OE）の「cæppe」とい

う単語（古い英語には「æ」の文字があった）に由来し、

「hood, head-covering, cape」を意味した単語（さら

に古くは「head」を意味した）ですので、今扱っているラ

テン語源の「cap (=take, hold, catch）」は無関係で

す。帽子の「cap」と「cape /keɪp/（ケープ）」は語源的に

つながりがあります。



　 Session 21 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 cap, cep, cept, ceive (Lt) capture take, hold, catch

2 -ure (Lt) capture act; state of

3 -ive (Lt) captive tending to; related to

4 -or (OE) captor one who

5 -able, -ible  (Lt) capable having abilities or qualities

6 -ion (Lt) caption act of, result of

7 cap (OE) cap head

英単語 発音記号

1 capture /kǽp-tʃɚ/

2 captive /kǽp-tɪv/

3 captor /kǽp-tɚ/

4 capable /kéɪ-pə-bl/

5 capability /kèɪ-pə-bɪĺ-ə-ti/

6 caption /kǽp-ʃən/

7 capsule /kǽp-sjuːl, kǽp-sl/

8 case /kéɪs/

ヒント 英単語

1 the act of catching; the state of being caught capture

2 a person or an animal caught in a confined space captive

3 one who captures captor

4 having the ability or qualities for doing something capable

5 the state of being capable capability

6 words shown underneath a picture to explain it caption

7 etymologically a small box to put something taken in capsule

8 a container case

9 a hooded cloak; a sleeveless cloak cape



  Session 022 

　テニスで相手のサービス（service）を返球することを「receive  /rɪsíːv/」といいますが、これは [re- (Lt. 
back, again) + ceive (Lt. take, hold, catch)] から成り立つ動詞で、語源的には「take back」の意 味

構成から「受け取る」の意味を表します。テニスでは飛んできたサービスを相手に「返す」行為を意味しま す

が、この動詞自体は「返す」までの意味はなく、あくまでも「受け取る」ことを指します。かかってきた電話、 届

いた手紙や荷物、贈り物、あるいは請求した代金の支払いなどあらゆるものを「受け取る」意味に用いる こと

ができます。

　「受け取る、受ける」という日本語は、「accept  /əksépt/ [ac- (=ad- Lt. to, toward, at) + cept (Lt. 
take, hold, catch)] の語源で、「～に向かってつかむ」という意味を表し、受け取る側の「精神的な積極

性」が接頭辞「ac- (=ad:～に向かって）」に現れています。ですから、相手からの申し出、招待、依頼など

に対して歓迎や喜びの気持ちを持って「Yes」の返事をするという意味合いです。届いた荷物の中身が何

かわからないままでも、一旦「receive」はできます。しかし、身に覚えのない着払い商品だったりすれば、 「

accept」せずに送り返したり、受け取り拒否をして配達人に持ち帰らせるでしょう。

　結婚式やパーティなどの招待状（invitation）の葉書がポストに入っていれば、あなたはそれを「re-
ceive」したことになります。しかし、その式やパーティに出席するかどうかは別の話ですから、

 I received your invitation of the party, but I can’t accept it. 　

ということはあり得ます。

　会社からの異動通知を受けるのは「accept」です。異動させられる社員の「同意」があって始めて成り立

つからです。学校の卒業証書を受け取るのは、「receive」です。生徒の同意があってはじめて卒業が成り

立つものではありませんから。

　「accept」の接頭辞「ac-」は、基本形が「advance /ədvǽns/ [ ad-(Lt. to, toward) + vance(Lt. go)] 
前進する、進歩する」に含まれる「ad-」と同じもので、この「ad-」は、次につながる子音によって「ac-, af-, 
ag-, al-」と変化したり、ときには「a-」だけになったりもします。

　「accept」の名詞形は「acceptance /əkséptəns/ [ac- (=Lt. ad- forward, to) + cept (Lt. take, 
hold, catch) + -ance (Lt. action)] です。

このセッションのテーマ

　「take, hold, catch」を意味するラテン語源「capere」は、「cap」という語形の他、

何かの接頭辞の後では、「cep, cept, ceieve」の形を取ります。



　「receive」は動詞で、この名詞形は「receipt /rɪsíːt/」で「受け取り（行為）、領収書」を意味します。こ

の単語に発音されない「p」がスペルに混じっている理由は、語源がラテン語の「capere」でそのスペル

が「cep, cept」に引き継がれているためです。ちなみに冒頭で述べた「テニスのサービスに対する返球」

は、「返す」ところまで意味に含めるべきなので、本当は「return /rɪtɚ́ːn/ [Lt. re- (Lt. back, again) + 
turn (OE)]」であり、この語はまさに「turn back」を１語で言い表したもの。こちらは動詞・名詞が同形な

ので、そのまま「いいレシーブだ！（Good return!)」と使えます。

　「receive」から派生したもう１つの名詞形は「reception /rɪsépʃən/ [re- (Lt. back, again) + cept (Lt. 
take, hold, catch) + -ion (Lt. act of)]で、こちらは「受付、玄関ホール、歓迎会、受け入れ」などを表し

ます。荷物の「受け取り（行為）」は、receipt であり、reception ではありません。訪問者の「受け入れ」は 

reception であり、この意味に receipt は使いません。

　フットボールのプレーで、「相手チーム同士のパスの間に割り込んで、ボールを横取りする」という動詞を

「intercept /ɪ̀ntɚsépt/ [inter- (Lt. between) + cept (Lt. take, hold, catch)]」といい、その名詞形

は「internception /ɪ̀ntɚsépʃən/」です。これは「間に入り込んでキャッチする」という意味として納得でき

ますね。なおフットボールではなく軍事的意味に使うと「intercept」は「迎撃する」つまり「こちらに飛んでく

るミサイルや爆撃機などを目的地に到着する前に間に割り込んで捕まえる（撃墜する）」ということで、名詞

形は同じく「interception」です。そして「迎撃機（敵機を intercept する自軍の機）」は「interceptor /
ɪ̀ntɚséptɚ/」で、それが迎撃ミサイルなら「interceptor missile /ɪ̀ntɚséptɚ mɪ́sl/(/mɪ́saɪl/は英発音）」

です。

　「intercept」は、上記の意味では動詞ですが、数学的な意味では「切片」といって、グラフの直線や曲線

が「x軸、y軸」と交差するポイントのことを意味します。

　学習者の悩みの声として、よく「英単語を辞書で引くと沢山の意味が出ていてどれを覚えればいいのか

迷う」というものがあります。例えば今回の「intercept」という単語は、上で述べただけで「横取りする」、「迎

撃する」、「切片」といった色々な「訳語」が可能ですが、別に意味が沢山あるのではないのです。意味はた

った１つ。「間に入ってキャッチする（こと）」なんです。それがフットボールの試合なら「ボールの横取り」のこ

とであり、軍事的な意味なら「迎撃する」であり、数学なら「x, y 軸との交点」のことですが、語源を押さえて

「英単語そのものの意味」を理解すれば訳語を追いかける必要などありません。意味的関連性を見出しに

く、沢山の「和訳例」を暗記するのと、たった１つしかない「英単語の実体」そのものを立体的に把握するの

とでは、どちらが効果的、効率的なのかは言うまでもありません。



　 Session 22 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 cap, cep, cept, ceive (Lt) capture take, hold, catch

2 re- (Lt) receive back, again

3 ac-(=ad) (Lt) accept to, toward

4 vance (Lt) advance go

5 -ance (Lt) acceptance action

6 -ion (Lt) reception act of; result of

7 inter- (Lt) intercept between

8 -or (=-er) (Lt) interceptor one who

英単語 発音記号

1 receive /rɪ-síːv/

2 receipt /rɪ-síːt/

3 reception /rɪ-sép-ʃən/

4 accept /ək-sépt/

5 acceptance /ək-sép-təns/

6 advance /əd-vǽns/

7 intercept /ɪǹ-tɚ-sépt/

8 internception /ɪǹ-tɚ-sép-ʃən/

9 interceptor /ɪǹ-tɚ-sép-tɚ/

ヒント 英単語

1 to take something sent to you receive

2 noun form of the above receipt

3 welcome party reception

4 to take willingly something offered to you accept

5 noun form of the above acceptance

6 go forward advance

7 turn back return

8 catch something in between intercept



  Session 023 

　「２つのものの間に入って捕まえる」のが「intercept」でした。「心理的積極性をもって捕まえる」のが

「accpet」、ただ単に相手から送られたものを受け取るのが「receive」。といった具合に、「様々な接頭辞

＋cept/ceive」で多くの英単語が成り立っています。

　「except /eksépt/ [ex- (Lt. out) + cept (Lt. take, hold, catch)]」は、語源的に「外側で捕まえる」

であり、動詞として「除外する」という意味です。ある法則やパターンに沿ったものを１つのグループにしたと

き、そういう法則やパターンに合っていないものを除外するのが「except」です。語源要素にそって平易な

英語にすると「take out」です。これはファーストフードで食べ物を「持ち帰る」意味ではなく、「今中にある

何かを取って外に出す」ということ。

　「except」は前置詞（～の他は）や接続詞（that以下の点を除いて）としても用いられますが、基本は動

詞の意味です。用法については第３巻「文法」編の「155, 441, 442, 448ページ」などを参照してください。

（PDFファイルを開き、「Ctrl+F」でキーワード検索できます。）

　「except」の名詞形「exception /eksépʃən/ [ -ion (Lt. act of; result of)]」で、「除外、例外」の意味

を表します。

　「除外する」という意味の動詞には「exclude /eksklúːd/」もありますが、こちらは [ex- (Lt. out) + clud 
(Lt. close)] から成り立っており、直訳的には「何かを外に出して扉を閉める」ということから、「締め出す、

除外する」を意味します。多くの場合、except と互換性がありますが、「exclude」には「include [in- (Lt. 
in) + clud (Lt. close)] という反対語があり、こちらは「何かを中に入れてから扉を閉める」ですから「含め

る、含む」の意味となります。-clude 語尾の動詞は、「-clusion /-klúːʒən/」語尾にすることで名詞化でき

ます。すなわち「exclude (v) → exclusion (n)」、「include (v) → inclusion (n)」と派生します。

　「deceive /dɪsíːv/ [de- (Lt. down from) + ceive (Lt. take, hold, catch)]」は、「真実でないことを

真実だと思い込ませることによって、相手の地位、経済力、感情などを引きずり下ろす」という発想から「騙

す」の意味となります。「騙す」という意味の熟語的表現に「take someone in」がありますが、「take in」は

非常に広い意味に用いられますので、一度辞書の用例を確認しておいてください。

　「deceive」から派生した名詞形は「deception /dɪsépʃən/」です。

　「conceive /kənsíːv/ [con- (=com- Lt. with, together) + ceive (Lt. take, hold, catch)]」は、　

　「自らの中へと取り込む」という語源的意味を持ち、（１）意見・考え・計画などを「心に抱く、思いつく」とい

った精神的な意味、（２）「胎児を体の中に抱く＝妊娠する」という身体的な意味があります。

　ただ日本語訳の「思いつく」と「妊娠する」では何の意味的関連性も見出せませんが、語源的にどちらも「

自らの心や体の中に抱く、つかむ」という共通点があることを知れば納得がいくことでしょう。

　「心の中に抱いている考え、発想・構想」という名詞では「concept /kɑ́nsept/」であり、「妊娠」の意味は

「conception /kənsépʃən/」です。ただし、一般によく知られている「pregnancy /préɡnənsi/」とは完全

に同義ではありません。「conception」は、その語源の通り「体内でcatchする。体内にholdする」ですの

で、「受精（fertilization /fɚtəlaɪzeɪʃən/）」から胎児の形になるまでのプロセスを指します。

　「conception」は精神的な意味に用いた場合、「考えや計画が頭の中でしっかりとした形になるまでのプ

ロセス」を指します。その考えや計画そのものは「concept」ですが、そういう考えや計画を頭の中で練って

このセッションのテーマ

　「take, hold, catch」を意味するラテン語源「capere」は、「cap」という語形の他、

何かの接頭辞の後では、「cep, cept, ceieve」の形を取ります。



まとめあげようとする経過は「conception」です。このあたり、妊娠を意味する「conception」が「fertiliza-
tion（受精）」から「pregnancy（胎児の成長が始まっている状態）」になるまでのプロセスを意味しているの

と非常によく似ています。日本語で「妊娠」というと「conception」と「pregnancy」の両方を含みますので、

この２つの英単語を「和訳」で区別することはできないのです。

　精神的意味での「conception」は、「ある概念についてどのように心に（頭に）取り込んでいるかという状

態」として「理解、思い込み」といった意味も表します。

concept of peace　  （「平和」という概念、コンセプト）

conception of peace　 （「平和」というものを[個人的に]どう捉えているか。その理解）

　あるイベントを開催しようとして、そのイベントのテーマを「平和」としたとしましょう。するとそのイベントに参

加する各団体、催し物などは「平和」というコンセプトに沿った内容のものを考えることになります。これがコ

ンセプトです。

　「平和」とはどういう状態のことを指すのか？これは国、社会、民族、個人によって「受け止め方」が違うこと

でしょう。そういう特定個人あるいは特定の民族、社会における「受け止め方、解釈、理解」が「conception」

です。

concept of selling books via the Internet 
（インターネットを通じて書籍販売をするという考え、計画）

conception of selling books via the Internet 
（インターネットを通じて書籍販売をするとは、どういうことだと理解しているか）

　あなたが「書店での店頭販売ではなく、インターネットの普及に応じて、オンラインで書籍を販売してはど

うか」という提案を、出資者たちの前でプレゼンテーションするとしましょう。あなたが出資者たちに理解させ

るべきことは「書籍のネット通販」というコンセプトです。

　今でこそアマゾンなど書籍の通販は常識化していますが、そういうものがまだ何もなかった時代に、あな

たの提案を「書籍ネット通販」という言葉だけですべてを理解することはできなかったでしょう。あなたのプ

レゼンテーションの場に集った出資者たちは、それぞれに「こういうことかな？」と想像的に内容を理解しま

す。その理解が「conception」です。出資者たちが抱いている「conception」が果たしてあなた自身が伝

えたい「concept」と一致しているとは限りません。

　もし誰かがあなたの抱いている「concept」を理解せ

ず、思い違いをしているとしたら、その出資者は「mis-
conception /mɪ̀skənsépʃən/を抱いています。

　「conception」は「understanding」に置き換えて大丈夫

な場合も多くあり、「misconception」は「misunderstand-

ing」に置き換えが利く場合も多くあります。「miscon-

ception」は、「事実や状況を正しく捉えていないことに

由来する間違った理解や思い込み」です。

　「conception」の「-ion」語尾はこれまでも何度か

「act of; result of」の意味で動詞を名詞化する接尾

辞として現れてきましたが、今回もう１つ「state of（～

である状態）」の意味を追加します。「妊娠」とは、「妊娠

しているという状態」を意味しますので、「-ion」の意味

を丁寧に網羅するには「act of（～するという行為）、result of（～という行為の結果）、state of（～してい

るという状態）」の３つを押さえておきたいと思います。



　 Session 23 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ex- (Lt) except out

2 cap, cep, cept, ceive (Lt) receive take, hold, catch

3 -ion (Lt) exception act of; result of; state of

4 clud (Lt) exclude close

5 in- (Lt) include in

6 de- (Lt) deceive down from

7 con- (Lt) concept with, together

英単語 発音記号

1 except /ek-sépt/

2 exception /ek-sép-ʃən/

3 exclude /eks-klúːd/

4 deceive /dɪ-síːv/

5 deception /dɪ-sép-ʃən/

6 conceive /kən-síːv/

7 concept /kɑ́n-sept/

8 conception /kən-sép-ʃən/

9 pregnancy /préɡ-nən-si/

10 misconception /mɪs̀-kən-sép-ʃən/

ヒント 英単語

1 etymologically to take something outside except

2 noun of the above exception

3 etymologically to put something out and close the door exclude

4 noun of the above exclusion

5 to take someone in, who trusts you deceive

6 to imagine; to become pregnant conceive

7 an idea, principle or plan concept

8 an understanding of what something should be conception

9 a misunderstanding based on incorrect information misconception



  Session 024 

　ラテン語源の「cep, cept, ceive」は、「take, hold, catch」を意味して多くの英単語の語源要素になっ

ています。

　「欺く」という意味の「deceive」から派生した名詞に「deception」がありますが、その同義語として「de-
ceit /dɪsíːt/」という語形の名詞もあります（注意：スペルに「p」を含みません。）

　「deception」も「deceit」も共通して [de- (Lt. down from) + cept/ceive (Lt. take, hold, catch)] 
を語源としており、意味としてもほぼ同じく「欺瞞」という抽象概念を表す時は不可算名詞、具体的な「詐欺

行為」を表すときは可算名詞として扱われます。なお、この２つの語は、「人を騙すこと」を広く意味してお

り、必ずしも犯罪行為としての「詐欺」を指すとは限りません。もちろん、そのような犯罪行為も意味に含み

ますが、特に犯罪に問われる詐欺に限っていうときは「fraud /frɔːd/」という語が使われます。これはラテン

語のときからほぼ同形で同じ意味のまま今日の英単語に引き継がれた語です。

　「conceive」から派生した名詞に「concept」や「conception」がありましたが、もう１つ「conceit /
kənsíːt/」という名詞も同じ「coneive」からの派生名詞です。動詞「conceive」は「考えや計画を思いつ

く、心に抱く」という意味で、その意味を素直に名詞化したのが「concept, conception」でした。しかし、

「conceit」は、「deceive→deceit」の派生パタンからの類推による造語として生まれた単語であり、意味的

にも「特に根拠なく、自分が他人より優れていると考える習慣や態度」すなわち「うぬぼれ」を指します。

　「deceit」と「conceit」については「receipt」のように「p」を含んでいない点に注意してください。

　犯罪的詐欺行為の「fraud」から派生した語としては、形容詞の「fraudulent /frɔ́ːdʒələnt/（詐欺的な）」

や、その副詞形「fraudulently/frɔ́ːdʒələntli/（詐欺的に）」がありますが、「詐欺師」という人を表す意味で

は「fraud」がそのまま用いられるか、イギリス英語では「fraudster /frɔ́ːdstɚ/」があります。

　「～する人」という意味を表す接尾辞には「-er, -ar, -or, -ian, -ist」など非常に多くの形がありますが、

実際のところ明確な使い分けがあるわけではないので、単語ごとに個別に覚えるほか確実な手立てはあり

ません。「-or」はその中でラテン語に由来する形で、それが英語としては男性語尾の「-ere（「-er」のもと）」

と女性語尾の「-ster」に古くは分かれていたのですが、現在では性別に関係なく「-er, -ster」が見られま

す。

　「-ster」語尾を取る名詞は「fraudster（詐欺師）, gangster /ɡǽŋstɚ/ （ギャング）, trickster /
trɪ́kstɚ/ （ペテン師）, gamester/ɡéɪmstɚ/（ばくち打ち）」といった、なぜか悪い意味を表すものに多く残

っており、それ以外としては、「spinster /spɪ́nstɚ/ （未婚婦人[本来の「女性名詞語尾」の機能が残って

いる例]）, punster /pʌ́nstɚ/ （だじゃれのうまい人）などがあります。

　有名な「Facebook」によく似たＳＮＳサービスとして２００２年にアメリカで始まり、一時期は特にフィリピン

など東南アジアでかなりの人気を博したものに「Friendster」というものがありしたが、２０１１年以降はソー

シャルゲームプラットフォームに変更されているそうです。

　伏せられたトランプの図柄・数字を言い当てたり、人の心を読んだり、未来の出来事を言い当てたり、手を

触れずに物体を動かしたりといった科学では説明のつかない超常現象を起こす人のことを「エスパー」とい

ったりしますが、これは「ESP = ExtraSensory Perception」に「人」を表す「-er」を接辞した造語です。

「ESPer」と書いたり、人によっては完全な普通名詞として「esper」と書くこともあります。

このセッションのテーマ

　１つの語幹に様々な接頭辞や接尾辞がついて多くの単語を派生させます。そし

てそれらの接辞にはまた別の語幹がついてさらに語彙が広がります。



　「extrasensory perception /èkstrə sènsəri pɚsépʃən/

」とは「感覚外知覚」と直訳されますが、「extrasensory」

は、  [extra- (Lt. outside) + sense (Lt. feeling)] によ

る「感覚の外の」という形容詞。つまり「視覚を用いずものを

見たり、聴覚を用いずに音を聞いたりするような」ことを意味

します。「perception」は、[per- (Lt. through) + cept 
(Lt. take, hold, catch) + -ion (Lt. act of; result of; 
state of)] で、動詞「perceive/pɚsíːv/」の名詞形。動詞

「perceive」は、語源的に「貫いてつかむ」の意味であり、通

常の人間の感覚として「目、耳、鼻、皮膚」などの「感覚器官

（sensory organs)」を「通して(through)」、外界の光、音、

感触などを「取り込む(take）」することを指します。

　「トランシーバー」は、英語で書くと「transceiver /trænsíːvɚ/」で、これ

は「transmitter /trænsmɪ́tɚ/（送信機）」と「receiver /rɪsíːvɚ/ [re- (Lt. 
back, again) + ceive (Lt. take, hold, catch) + -er (OE that which) ]
（受信機）」を合体させた造語です。「transmitter」は、[trans- (Lt. across, 
beyond) + mit (Lt. send) + -er (OE. that which)] により、「（品物、情

報、熱、光、信号などを）向こう側へ送る機械」の意味。つまり「transceiver」と

は、「（声を）送ったり、受け取ったりできる機械」の意味を表します。携帯電話

が普及した今でも、場面によっては活用され続けています。

　トランシーバーのスペルは「trans」と「ceiver」の組み合わせなので、「trans」の「s」を落とさないように注

意してください。

　超能力による予知ではなく、現実に得られる情報などを元にして、将来に起きるであろうことを「予想

する」ことを表す動詞が「anticipate /æntɪ́səpèɪt/ [ante- (Lt. before) + capere (Lt. take, hold, 
catch)]」で、語源的意味は「あらかじめつかむ」です。その名詞が「anticipation /æ̀ntɪsəpéɪʃən/」です

が、この名詞形が１５世紀始めに文献上に現れ、その後１６世紀になってから動詞の「anticipate」が登場

したということで、これは「動詞から名詞が派生」したのではなく、先に名詞があり、そこから「逆生成（back-
formation）」によって動詞が作られた例です。通常、動詞が先ずあって、それを名詞化する接尾辞があと

から付加されて名詞が作られるのですが、そういう一般的なパターンがあるからこそ、「anticipation」とい

う名詞を見ると、「その派生元として anticiapte という動詞があったのだろう」という類推がなされます。そ

れが実際には存在していなくとも、そういう類推によって本来の単語の誕生の順序と逆順に、動詞が生ま

れることがあります。このような逆生成はどんな品詞についてもしばしば発生していますが、単語学習にお

いて、ある単語が通常の順序で派生したのか、あるいは逆生成によって生まれたのかを意識する必要はま

ったくありません。

　例えばテニスで、相手のフォームや足の位置などから、どういう打球がどの方

向に打ち返されてくるかをショット以前に予測することも「anticipation」といい

ます。語源的にラテン語由来なので、英語話者にとってもやや難しい専門的な

響きをともないます。もっと平易な「予測する、予見する」という意味の動詞として

は「foresee /fɔːrsíː/ [fore- (OE before) + see (OE see)]」があります。

　また「forecast /fɔ̀ːrkǽst, fɔ́ːrkæ̀st/ [fore- (OE before) + cast (throw)]」
は、語源的に「事前に投げる（＝準備をしておく）」の意味を表し、現在得られて

いる情報を元に将来を予測するという用途に用いられ、天候、経済、戦況など

を予測・予報するという意味に使われます。「cast」は、スカンジナビアを通じて

入った語というところまでは分かっているそうですが、おおもとの起源は不明だ

そうです。



　 Session 24 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

語源要素 例 英語の意味 正解

1 cep, cept, ceive (Lt) deciept take, hold, catch

2 -ster (OE) fraudster one who

3 extra- (Lt) extrasensory outside

4 sense (Lt) sensory feeling

5 per- (Lt) perceive through

6 re- (Lt) receive back, again

7 trans- (Lt) transceiver across, beyond

8 mit (Lt) transmit send

9 ante- (Lt) anticipate before

10 fore- (OE) foresee before

11 cast forecast throw

英単語 発音記号

1 deceit /dɪ-síːt/

2 fraud /frɔːd/

3 fraudster /frɔ́ː d-stɚ/

4 gangster /ɡǽŋ-stɚ/

5 trickster /trɪḱ-stɚ/

6 gamester /ɡéɪm-stɚ/

7 spinster /spɪń-stɚ/

8 punster /pʌń-stɚ/

9 extrasensory perception /èks-trə sèn-sə-ri pɚ-sép-ʃən/

10 perceive /pɚsíːv/

11 transceiver /træn-síː-vɚ/

12 transmitter /træns-mɪt́-ɚ/

13 receiver /rɪ-síː-vɚ/

14 anticipate /æn-tɪś-ə-pèɪt/

15 anticipation /æ̀n-tɪs-ə-péɪ-ʃən/

16 foresee /fɔːr-síː/

17 forecast /fɔ̀ːr-kǽst, fɔ́ːr-kæ̀ st/



３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

４、これまでのセッションで学んだ語源要素の意味を英語で答えてください。

ヒント 英単語

1 another word for deception deceit

2 thought of yourself being better than others conceit

3 illegal deception for money fraud

4 a person who gets money by deceiving people frauster/fraud

5 seeing without sight, hearing without using ears, etc. extrasensory perception

6 awareness of things with eyes, ears, tongue, etc. perception

7 sending machine transmitter

8 a device you can send/receive voice transceiver

9 to expect something before it happens anticipate

10 etymologically, to see beforehand foresee

11 to prepare for something before it happens forecast

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ann-, enn-  (Lt) annual year

2 aud- (Lt) audience hear, listen

3 bene (Lt) benefit good

4 bi- (Lt) biped two

5 cent (Lt) century one hunderd

6 dec (Lt) decade ten

7 de- (Lt) deceive down from

8 ex- (Lt) expedite out

9 fact, fac, fect, fict, -fy (Lt) factory make

10 gam (Gk) bigamy marriage

11 manu, man (Lt) manicure hand

12 mari, mar, mer (Lt) mermaid see

13 micro- (Lt) microscope small

14 opti (Gk) optician light

15 phil (Gk) philosophy love

16 platy (Gk) platypus flat

17 quad (Gk) quadruped four



  Session 025 

　日本の家電は１００ボルト電源用ですが、海外では２００ボルト以上など国によって様々な電圧が用いら

れており、１００ボルト用の日本製家電を２２０ボルトのコンセントに差し込めば壊れてしまいます。そんな

とき、電圧を変換してくれる「トランス」を経由して電圧調整しますが、この「トランス」は「transformer /
trænsfɔ́ːrmɚ/ [trans- (Lt. across, beyond) + form (Lt. form)] + -er (OE that which)」を外来語と

して短縮した呼び名です。ラテン語源の「trans-」は「２つの場所の間を移動するときに」という意味合いだ

と理解してください。つまり２２０ボルトで壁のコンセント（英語ではoutlet）まで流れてきている電圧を家電製

品に届くまでに１００ボルトに「形（form）」を変える装置が、transformer なのです。

　「トランスフォーマー」といえば、日本の玩具をベ

ースにした、自動車が巨大なロボットに返信するＳ

Ｆ映画を思い浮かべる人も多いことでしょう。この

「transform /trænsfɔ́ːrm/」は、自動車からロボ

ットに「形を変えるもの」という意味そのままです。

「transform」という同時自体は、ある形から別のある

形にさせるという意味で、「姿形、見かけ、性格、電

圧」など何を変えても構いません。

　ある場所から別のある場所に、人や物を移動さ

せたり、家を引っ越したり、財産の所有権を委譲し

たり、あるいは赤い服の色が一緒に洗濯した白い

服に移ってしまったり、これらすべて「transfer /
trænsfɚ́, trǽnsfɚ/」という動詞で表現できます。この動詞は [trans- (Lt. across, beyond) + fer (Lt. 
carry)] から成り立ち、語源的意味は、「場所から場所へ運ぶ」ということ。

　語源的にみて「fer」が「carry」という動詞の意味を持つ語幹ですから、動詞として用いる場合は、「fer」に

強勢が置かれるのですが、アメリカ英語では「trans」の方を強く読む発音も用いられています。しかし、名

詞としての「移動、移転」などを意味するときは語形は同じですが、英米を問わず第１音節「trans-」の方に

強勢が置かれます。

　同じ「動かす」という意味でも、人や物資を「運送、運搬する」という意

味の場合は「transport /trænspɔ́ːrt/ [trans- (Lt. across, beyond) 
+ port (Lt. carry)] です。「fer」も「port」も同じ「carry」の意味を表

すラテン語源の語幹ですが、「transport」は決まって乗り物（自動車、

船、飛行機など）を使って人や物を動かす意味です。「transfer」は場

所さえ移動すれば、歩いて移動してもいいし、物を手で運んでも構いま

せん。

　名詞の「輸送機関、運送」という意味で「transport /trǽnspɔːrt/」は

強勢が第１音節に移動しますが、そのままの語形で用いることができま

すが、北米ではこの意味で「transportation /træ̀nspɔːrtéɪʃən/」の語

形が好まれます。

このセッションのテーマ

　トランシーバーは「transmitter（送信機）」と「receiver（受信機）」を１つにした造語

です。「transmit（送る）」の「trans-」は「across, beyond」などの意味を持ちます。



　「trans-」は「across」の意味を持つ接頭辞ですので、具体的な地名に接辞して「Trans-Siberian 
Railway（シベリア横断鉄道）」のように用いることができます。この「trans-」は /trænz, træns/ いずれの

読み方も用いられています。同様に普通名詞と複合して「transatlantic /træ̀nz・ətlǽntik/」は、「across 
the Atrantic (Ocean)」の意味として「a transatlantic liner（大西洋横断定期船）」と使えるほか、

「transatlantic countries」といえば、「大西洋の向こう側の国々」であり、アメリカ側から見ればヨーロッ

パ諸国のことを指し、逆にヨーロッパ側から見ればアメリカ大陸側の諸国を指します。

　同様に「a transcontinental flight」といえば「大陸横断飛行」ですね。ここでは「横断」としています

が、別に「縦断」でも構いません。縦横あるいは斜めなどどんな方向かは「trans-(=across)」には意味とし

て限定されていませんからね。

　「transplant /træ̀nsplǽnt/」は動詞として [trans- (Lt. across, beyond) + plant (Lt. plant)] です

から、「移植する」の意味。植物を植え替えるというのが文字通りの意味ですが、心臓、皮膚、頭髪など何で

もその対象になりますし、「人々」すら対象として「移民させる」という意味に用いることができます。

 　「transplant」も名詞の「移植」という意味では /trǽnsplæ̀nt/ と第１音節に強勢が置かれます。

　「transnational /træ̀nsnǽʃənəl, træ̀nz-/」は、語源的に「across nations」で「国家や民族を超えた」

の意味。「a transnatinal corporation（多国籍企業）」は、多くの国にまたがって操業している企業のこ

とで「a multinational /mʌ̀ltɪnǽʃənəl/ company」ということもできます。



　 Session 25 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 trans- transmit across, beyond

2 fer transfer carry

3 port transport carry

4 multi- multilingual many

英単語 発音記号

1 transform  /træns-fɔ́ː rm/

2 transformer /træns-fɔ́ː r-mɚ/

3 transport(v) /træns-pɔ́ː rt/

4 transport(n) /trǽns-pɔːrt/

5 transportation /træ̀ns-pɔːr-téɪ-ʃən/

6 transatlantic /træ̀nz-ət-lǽn-tik/

7 transplant(v) /træ̀ns-plǽnt/

8 transplant(n) /tǽns-plæ̀nt/

ヒント 英単語

1 change the form of something transform

2 a voltage-changing device transformer

3 to move from one place to another transfer

4 a vehicle or method of travel transport/transportation

5 across the Atlantic Ocean transatlantic

6 multinational transnational

7 to move an organ from one person to another transplant



  Session 026 

　「transform」の同義語に「transmute /trænzmjúːt, træns-/」があります。こちらは [trans- (Lt. 
across, beyong) + mutare (Lt. to change)] の組み合わせにより、「（性質や外観などを）変える」とい

う意味。平易な「change」に置き換えても意味は通じますし、「transform」に置き換えることもできます。

　「transmute」の名詞形は「transmutation /træ̀nzmjúːteɪʃən, træns-/」です。

People once believed that lead could be transmuted into gold.
（鉛を黄金に変えることができるとかつて人々は信じていた）。

　上記例文のように鉛に何らかの加工をすることでそれを

金に変えられると本気で信じて研究が行われていた時期

があり、そのような研究を「alchemy /ǽlkəmi/ （錬金術）

」といいます。現代では化学的に不可能なことであること

を誰もが知っていますが、その研究の歴史は古代ギリシャ

に遡り、当時はまったく正当な学問として真剣に研究が行

われ、現実としてこの研究によって多くの化学薬品が発見

され、様々な実験道具が開発されました。そしてその名称

「alchemy [al- (Arabic the) + chemy (Gk Egypt = 
land of black earth)] 」は、「chemistry （化学）」とい

う単語の語源にすらなっているのです。「alchemy」の「al-」はアラビア語の定冠詞(=the)に由来し、語幹

「chemy」はエジプトという国の古い呼び名の１つとされており、「黒い土の国」という意味を表します。この

「alchemy」を研究していた人は「alchemist /ǽlkəmɪst/」といいます。

　「transmit」は [trans- + mittere (Lt. to send)] により「送信す

る、送り届ける」といった意味を表しますが、送る対象は電気的な信号、

手紙や荷物、さらに病気に至るまで様々です。「性病」は「STD」と略さ

れますが、これは「sexually transmitted diseases（性的に伝達され

た病気）」の頭文字を取った語。

　「transmit」の名詞形は「transmission /trænsmɪ́ʃən, trænz-/」で、

これは「伝達」という行為を名詞にしたものでもあり、「伝達、伝道」という

作用も意味しますし、自動車でエンジンの回転数を変換して車軸に伝

える「変速機」の装置も指します。

　水、空気、ガラスなど、その物体を通してその向こう側にあるものが

見えることを「透明」といいますが、形容詞としては「transparent /
trænspǽrənt/ [trans- (Lt. across, beyond) + parere (Lt. ap-
pear)]」で、名詞としては「transparency /trænspǽrənsi/」です。

語源的に「向こう側が見える」という意味なのは納得がいきますね。

「transparent, transparency」の語幹「parere」は英語の「appear」
を意味しますが、この「appear」という単語自体が [ap- (=ad- (Lt) to, 
toward + parere (Lt. appear)] の語源により、「こちらに向かって姿

このセッションのテーマ

　「across, beyond」を意味する接頭辞「trans-」で始まる英単語は実に数万語に

及びます。１つの語源要素がいかに多くの語彙への鍵を開くかを理解しましょう。



を現す」の意味から成り立っています。

　透明とまではいかないまでも、その向こう側にあるものが半ば透けて

見えるのは「半透明」といいますが、それは形容詞で「translucent /
trænslúːsənt, trænz-/ [trans- (Lt. across, beyond) + lucere (Lt. 
shine)]」、名詞で「translucence /trænslúːsəns, trænz-/」です。

　例えば英語で書かれた文章を日本語にすることを「翻訳する」といい

ますが、これは英語の動詞で「translate /trǽnsleɪt, trænz-/ [trans- 
(Lt. across, beyond) + latus (Lt. carried)]」といい、語源的には

「transfer」とほぼ同じ「向こう側へ運ぶ」を意味します。そういう「物の

移動」に関する語源的意味は「言葉を行動に移す（translate words 
into action）」のような表現に生かされますが、基本的に「言葉を解釈

する、ある言語を他の言語に書き直す、言い直す」という意味に用いら

れます。その名詞形は「translation /træ̀nsléɪʃən, træ̀nz-/」で「翻訳」

という「行為」あるいは「翻訳された結果としての文」を意味します。それ

を行う人は「translator /træ̀nsléɪtɚr, træ̀nz-/」です。

　ビジネス英語でよく現れる「transact /træ̀nsǽkt, træ̀nz-/ [trans- 
(Lt. across, beyond) + act (Lt. do)]」は、「（事務的な）処理を行う」

という意味で、そこから「（人や企業と）取引を行う」という業務全般的な

意味にも使われます。個別的な意味では「送金する」などの具体的な

処理内容を意味して用いられることもあります。名詞形は「transac-
tion /træ̀nsǽkʃən, træ̀nz-/（事務処理、取引、売買）」です。

　



　 Session 26 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 trans- (Lt)  transmit across, beyond
2 mutere (Lt) transmute change
3 chemy (Gk) alchemy Egypt(=land of black earth)
4 mittere (Lt)  transmit send
5 parere (Lt) transparent appear
6 ap-(=ad) (Lt) appear to, toward
7 lucere (Lt)  translucent shine
8 latus (Lt)    translate carried
9 act (Lt) transact do

英単語 発音記号

1 transmute /trænz-mjúːt, træns-/

2 transmutation /træ̀nz-mjúː-teɪ-ʃən, træns-/

3 alchemy /ǽl-kə-mi/

4 alchemist /ǽl-kə-mɪst/

5 transmission /træns-mɪʃ́-ən, trænz-/

6 transparent /træns-pǽr-ənt/

7 transparency /træns-pǽr-ən-si/

8 translucent /træns-lúː-sənt, trænz-/

9 translucence /træns-lúː-səns, trænz-/

10 translate /trǽns-leɪt, trænz-/

11 translation /træ̀ns-léɪ-ʃən, træ̀nz-/

12 translator /træ̀ ns-léɪ-tɚ, træ̀ nz

13 transact /træ̀ ns-ǽkt, træ̀ nz-/

14 transaction /træ̀ns-ǽk-ʃən, træ̀nz-/

ヒント 英単語

1 to change something into something different transmute

2 study of changing ordinary metals into gold alchemy

3 the car-system to pass the engine power to the wheels transmission

4 allowing to see through transparent

5 allowing light to pass thorugh but not transparent translucent

6 to express the meaning of a language into another language translate

7 to do business, to buy or sell things transact

-/



  Session 027 

　「vid, vide, vis」という語形で英単語に現れるギリシャ語「videre」は英語の「to see」を表し、「tele-(Gk. 
far)」と組合わさった「television」は「遠くのものを見る」意味を表します。一方、「vis」を同じギリシャ語源

の「phone(Gk sound)」に置き換えると「telephone /télɪfoʊn/」すなわち電話（機）となり、これは語源的

に「遠くの音（を聞く装置）」の意味を表します。

　日本語では「マイク」と、英語でも「mic」という短縮形が用いられますが、音声を拾って録音したり、より大

きな音として会場に流すための装置が「microphone /máɪkrəfoʊn/ [micro- (Gk mikros: small) + 
phone (Gk. sound)]」です。

　「小さな音（を拾って大きくする）」という語源を持つのが「microphone」ですが、結果としての「大きな音

（loud sound)」の意味を表すのが「メガフォン：megaphone /méɡəfoʊn/ [mega- (Gk megas: large) 
+ phone (Gk sound)]」です。

　木(wood)で出来た小さな板を専用のスティックで叩いて音を出す楽器を外来語で「シロホン」といいま

すが、これは「木琴」で、英語では「xylophone /záɪləfoʊn/（発音に注意）[xylo- (Gk xylon: wood) + 
phone (GK sound)]」です。

　通称「サックス(sax)」と呼ばれる金管楽器は、考案者の「アドルフ・サックス（Antoine Joseph “Adol-
phe” Sax (1814-1894)」というベルギー人楽器製作者の名前にちなんで「saxophone /sǽksəfoʊn/

[Sax + phone (Gk. sound)]」と名づけられたものです。ちなみにこの楽器の奏者は、「saxophonist /
（米）sǽksəfoʊnɪst, （英）sæksɔ́fənɪst/」といいます。

　オーケストラ（orchestra)によって演奏される「交響曲」を「シンフォニー（symphony /sɪ́mfəni/ [sym-
(=syn- Gk. together; with) + phon (Gk sound)]）」といいますが、これは語源的に「一緒に音を鳴ら

す」という意味を表します。形容詞は「symphonic /sɪ̀mfɑ́nik/」です。

このセッションのテーマ

　「遠く(far)」のものを「見る(vis, vid)」を語源とするのが「television」でした。 　

「見る(vid, vis）」を「音（phone)」に置き換えると「telephone」になります。



　今はＣＤプレーヤーやＵＳＢメモリなど電子的媒体からコンピュータや携帯

音楽プレーヤーで直接音楽を再生するのが普通になっていますが、以前

はレコード盤をレコードプレイヤー(record player)で再生したものでした。

その前は「蓄音機」と呼ばれるクラシカルな装置が使われていました。この

レコードプレイヤーや蓄音機を英語で「phonograph /fóʊnəɡræf/」と呼び

ました。これは語源的に [phon- (Gk. sound) + graph (Gk. graphein: 
writing)] に由来し、「音を書いたもの」という意味を表します。

　同じものをイギリス英語では「gramophone /ɡrǽməfoʊn/」ともいい、こ

ちらは [gram (Gk. gramma: something written) + phone (Gk. 
sound)]で「書き付けられた音」の意味。ちなみに「文法」を意味する

「grammar /ɡrǽmɚ/」は、このギリシャ語「gramma」に由来し「書き言葉」という意味から来ています。

　「phonograph」とちょっと紛らわしいのですが、「phonogram /fóʊnəɡræm/」は、[phon (Gk. sound) 
+ gramma (Gk. something written)] で「音を書き表したもの」という意味から「表音文字」のことで

す。これに対して「表意文字」は「ideogram /ɪ́diəɡræm/ [ideo (Gk. idea) + gram (Gk. something 
written)]」あるいは「ideograph /ɪ́diəɡræf/ [ideo (Gk. idea) + graph (Gk. writing)]」のいずれとも

言います。



　 Session 27 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 vid, vide, vis (Gk) video to see

2 tele- (Gk) television far

3 phon, phone (Gk) telephone sound

4 micro- (Gk) microphone small

5 mega- (Gk) megaphone large

6 xylo (Gk)   xylophone wood

7 syn- (Gk)  symphony with; together

8 graph (Gk) phonograph writing

9 gram (Gk)  phonogram something written

英単語 発音記号

1 telephone   /tél-ə-foʊn/

2 microphone  /máɪ-krə-foʊn/

3 megaphone   /méɡ-ə-foʊn/

4 xylophone    /záɪ-lə-foʊn/

5 saxophone   /sǽk-sə-foʊn/

6 symphony    /sɪḿ-fə-ni/

7 symphonic   /sɪm̀-fɑ́n-ik/

8 phonograph   /fóʊ-nə-ɡræf/

9 gramophone /ɡrǽm-ə-foʊn/

10 grammar     /ɡrǽm-ɚ/

11 phonogram /fóʊ-nə-ɡræm/

12 ideogram   /ɪd́-i-ə-ɡræm/

13 ideograph    /ɪd́-i-ə-ɡræf/

ヒント 英単語

1 a system for talking to someone far away telephone

2 a device to make “small sound” louder microphone

3 a device to produce “large sound” megaphone

4 music play by orchestra together symphony

5 old name for a record player phonograph/gramophone

6 a symbol to represent the sound phonogram

7 a symbol to represent the idea ideograph/ideogram



  Session 028 

　第２巻「発音」では、英語の母音、子音といった「音素（phoneme /fóʊniːm/）」に始まり、音の連結、脱落

など様々な「音声学」的現象までを学びました。「phoneme」というのは、ある言語に含まれる音の最小単

位すなわち「母音」と「子音」ことです。言語が音声として意味を伝えるときには、さらに「ストレス（強勢）」や

「イントネーション（抑揚）」といった要素も関わってきますが、特に「音素(phoneme）」に対象を絞った研究

分野のことを「phonemics /fəníːmɪks/（音素論）」といい、さらに全体的に人の言語の音声を研究する学

問を「音声学（phonetics /fənétɪks/）といいます。「mathematics（数学）」などと同様に学問分野を表す

名詞として常に複数形を取りながら単数名詞として扱われます。

　「phonetics」の形容詞は「-s」を外した「phonetic/fənétɪk/」で、いわゆる発音記号のことは正式名称

で「国際音声記号（International Phonetic Alphabet）」といいます。そして副詞は、一旦「-al」をはさ

んでから副詞語尾「-ly」をつけて「phonetically /fənétɪkəli/」という形を取ります。

　「phonetics（音声学）」とよく似た単語に「phonics /fɑ́nɪks/（フォニックス）」というものがありますが、こ

れは子供向けなどに英語のスペルと発音の関係を教えるための教授法のことです。概略については第２

巻「発音」の「つづりと発音の関係（88ページ）」をご参照ください。

　「音声学(phonetics)」が主に１つの言語の音の生み出し方という物理的側面に焦点を当てているのに

対して、音の違いが意味の差をもたらす機能面を対象として、多くの場合複数言語全般に関して研究する

学問を「音韻論（phonology /fənɑ́lədʒi/)」と呼び分けますが、学者によって音韻学の研究対象の定義は

異なります。しばしば「音声学(phonetics）」と「音韻論(phonology)」は同義的に用いられています。いず

れも「言語音を研究対象とする学問」である点においては変わりありませんので、一般的にこの違いに強く

こだわる必要はありません。「phonology」は、[phon- (Gk. sound) + -logy (Gk. theory, science)] 
により「音の研究」を表しています。

このセッションのテーマ

　telephone の語幹となっている「phon, phone」はギリシャ語源で「音（sound）」を

表します。phon, phone を含むさらに多くの単語を見ていきましょう。



　「write」と「right」は、スペルも意味も異なりますが、発音は同じです。つまり「write」は「right」の（そ

の逆も）「異形同音異義語（homophony /hɑ́məfòʊni/)です。「homophony」は [homo (Gk. same) 
+ phone (Gk. sound)]から成り、語源的直訳は「the same sound（同じ音）」という意味を表す単語

です。「homophony」は「homonym /hɑ́mənɪn/」ともいい、こちらの単語は [homo (Gk. same) + 
onym (Gk. onyma: name)]の語源により直訳的には「同じ名前（呼び名）」という意味です。

　ただし「homonym」の方は、「Close the door.」の「close」と「He is close to me.」の「close」のように

「同じスペルで意味の違う語」のことを指す場合もあります。この場合、発音が同じとは限りません。

　ちなみに「same」を意味するギリシャ語由来接頭辞「syn- (Gk. together)」と「onym (Gk. name)」
がつながった「synonym /sɪ́nənɪm/」は、「同義語」で、[ant- (=anti- Gk. against) + onym (Gk. 
name)]による「antonym /ǽntənɪ̀m/」は直訳的に「反対の名前」で、「反意語」のことです。

　すなわち「homophone」と「homonym」は互いに「synonym」であり、「synonym」と「antonym」は互

いに「antonym」ということですね。

　「onym (Gk. name)」の語幹が出てきたついでに思い出していただきたのが、「anonymous /

ənɑ́nɪməs/」という単語です。「アノニマス(Anonymous)」というインターネット上で攻撃を行う集団の名が

最近ニュースでよく見かけられますが、これは [an- (Gk. not; without) + onym (Gk. name)]を語源

要素とする「名前がない、匿名の」という意味の形容詞から来ています。副詞語尾「-ly」を付けて「anony-
mously /ənɑ́nɪməsli/」とすれば「匿名で、名前を明かさないで」の意味となります。

　



　 Session 28 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 phon, phone (Gk) telephone sound

2 -logy (Gk) phonology theory, science

3 homo (Gk)  homophone same

4 onym (Gk) homonym  name

5 syn- (Gk) synonym with; together

6 anti- (Gk) antonym against

7 an- (Gk) anonymous not; without

英単語 発音記号

1 phoneme /fóʊ-niːm/

2 phonemics /fə-níː-mɪks/

3 phonetics /fə-nét-ɪks/

4 phonetic /fə-nét-ɪk/

5 phonetically /fə-nét-ɪ-kə-li/

6 phonics /fɑ́ː.nɪks/

7 phonology /fə-nɑ́l-ə-dʒi/

8 homophony /hɑ́m-ə-fòʊ-ni/

9 homonym /hɑ́m-ə-nɪm/

10 synonym /sɪń-ə-nɪm/

11 antonym /ǽn-tə-nɪm̀/

12 anonymous /ə-nɑ́n-ɪ-məs/

ヒント 英単語

1 any smallest unit of sound in a language phoneme

2 study of #1 phonemics

3 study of speech sound phonetics/phonology

4 a method of teaching the relationship between letters and sounds  phonics

5 a word with the same pronunciation as another but with a 
different meaning or spelling homophony

6 a word with the same spelling as another but with a different 
meaning homonym

7 a word with the same meaning as another synonym

8 a words with the opposite meaning to another antonym

9 without a name anonymous



  Session 029 

　「phon, phone」は「音（sound）」を意味しますから、これまであげたような「言語、音声」に関する様々な

用語の中にも現れますが、「音楽」に関する言葉にもそれを含む用語が沢山あります。すでに「sympho-
ny（交響曲）」という単語で現れたのをご記憶ですね？

　左右２つのスピーカーから聞こえてくる音によって立体的な音響効果をもたらすのが「ステレオ（stereo 

/stérioʊ/）」ですが、「stereo」はギリシャ語源で「solid」という意味の語幹です。英単語「solid」は、「liq-
uid（液体）」や「gas（気体）」に対しての「固体」であり、液体や気体のように形状を変えず固いところから、

「stereotype /stériətaɪp/」といえば、「型にはまった考え方や行動パターン、決まり文句、独創性のない

月並みな発想」などの意味を表しますが、「solid」は同時に「立体的なもの」でもあるため、「stereopho-
ny /stèriɑ́fəni/ [stero- (Gk. solid) + phon (Gk. sound)]」は「立体音響（効果）」という意味を表しま

す。この場合の「solid」は「three-dimensional（三次元的な）」という意味合いです。「stereophony」の

形容詞が「stereophonic /stèriəfɑ́nik/」で、「stereophonic player」の意味の短縮形が音楽の「ste-
reo /stérioʊ/」です。

　音楽の演奏や歌で、２人がまったく同じメロディを奏でることを「homophony /hoʊmɑ́fəni/」あるいは「ユ

ニゾン（unison /júːnɪsn, -zn/）」といいます。

　「homophony」は [homo (Gk. same) + phon (Gk. sound)]で「同じ音」の意味。ただし前のセクシ

ョンに出てきた「homophone/hɑ́məfòʊni/ （異形同音異義語）」とは語尾のスペルも発音の強勢も異なりま

すので混同しないように注意してください。

　一方「unison」は [uni- (Lt. one) + son (Lt. sound)] というラテン語源の組み合わせによる「１つの

音」を表す語です。

このセッションのテーマ

　ギリシャ語源ので「音（sound）」を表すphon, phone は、言語音としての「音」だけ

でなく「音楽」的な意味での音も当然表します。



　２人あるいはそれ以上が、異なったメロディを同時に奏でると、それは「polyphony /pəlɪ́fəni/（多重音

楽）」であり、この語は [poly (Gk. many) + phon (Gk. sound)]により「沢山の音」を意味します。

　「monophony」の形容詞は「monophonic /mɑ̀nəfɑ́nɪk/」、「polyphony」の形容詞は「poliphonic 

/pɑ̀lɪfɑ́nɪk/」です。

　文学者は文章を書くときも、それを声に出して読み上げたときの「音調的な心地よさ」に神経を使いま

す。用いる単語や句についても長母音による美しいメロディを用いたり、ソフトな響きの子音を含む語を慎

重に選んだりもします。そういう音読したときの「響きのよさ」のことを「euphony /júːfəni/ [eu (Gk. good; 
well) + phon (Gk. sound)]」といいます。

　「euphony」から派生した形容詞には２つありますが、「euphonous /juːfóʊnəs/」は「-ous (Lt. full 
of)」語尾によって「音調のよさにあふれた＝音としての響きのよい」という意味を表し、副詞形が「eupho-
nously /juːfóʊnəsli/」であるのに対して、「euphonic /juːfɑ́nɪk/」は「-ic」という形容詞語尾で「～に関す

る」の意味が追加され「音調上の、音の響きの良さを狙った」などの意味を表します。こちらは「euphoni-
cal /juːfɑ́nɪkəl/」の語形でも意味は同じですが、副詞はどちらも「euphonically /juːfɑ́nɪkəli/」です。

　一方、「bad」を意味するギリシャ語接頭辞「caco-」を含む「cacophony /kəkɑ́fəni/」は「音量が大きく、

耳障りな音が入り混じったもの」を意味します。色んな種類の猛獣が一斉に吠える声とか、家の前が工事現

場で、すぐ脇の道路を選挙の街宣車が最後のお願いを叫び、空には近くの飛行場に着陸しようと低空で

ジェットが飛んでいたりするのもそうですね（笑）。こちらの形容詞は「cacophonous /kəkɑ́fənəs/」です。



　 Session 29 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 phon, phone (Gk) telephone sound

2 stereo (Gk) stereotype solid

3 mono- (Gk) monorail one

4 uni- (Lt) unicorn one

5 son (Lt) unison sound

6 poly- (Gk)   polyethlene many

7 eu (Gk) euphony good

8 caco (Gk) cacographer bad

英単語 発音記号

1 stereo /stér-i-oʊ/

2 stereotype /stér-i-ə-taɪp/

3 stereophony /stèr-i-ɑ́f-ə-ni/

4 stereophonic /stèr-i-ə-fɑ́n-ik/

5 homophony /hoʊ-mɑ́f-ə-ni/

6 monophonic /mɑ̀n-ə-fɑ́n-ɪk/

7 unison /júː-nɪ-sn, -zn/

8 polyphony /pə-lɪf́-ə-ni/

9 poliphonic /pɑ̀l-ɪ-fɑ́n-ɪk/

10 euphony /júː-fə-ni/

11 euphonic /juː-fɑ́n-ɪk/

12 euphonical /juː-fɑ́n-ɪ-kəl/

13 euphonically /juː-fɑ́n-ɪ-kəl-i/

14 cacophony /kə-kɑ́f-ə-ni/

15 cacophonous /kə-kɑ́f-ə-nəs/

ヒント 英単語

1 a fixed idea or image that many people have stereotype

2 a music player with two separate speakers stereo

3 singing or playing a song with the same melody monophony/unison

4 singing or playing a song with different melodies polyphony

5 a use of words pleasant to ears euphony

6 an unpleasant mixture of loud sounds cacophony



  Session 030 

　2人以上が「同じ音」を歌ったり演奏したりすることをギリシャ語源の単語では「monophone」といいます

が、同じことをラテン語源の「unison [Lt. uni-(one) + son(Lt. sound)]」も表します。ギリシャ語で「音

(sound)」を表すのは「phon, phone」という語幹ですが、それはラテン語で「sonus」であり、「sound」と

いう英単語もこれに由来します。

　形容詞「sonic /sɑ́nɪk/」は、「音の、音に関する」という意味と「音と同じ速さの」という意味を表します。

「sonic wave」は「音波」ですし、「sonic washer」は「音波によって何かの汚れを取る洗浄機」のこと。

「sonic weapon」は音波を投射して物を破壊したり対人的に戦闘能力を奪う「音響兵器」です。

　「音よりも速い速度」で飛ぶ航空機は「supersonic /sùːpɚsɑ́nɪk/ aircraft」といいます。「supersonic」

は、[super- (Lt. over; above) + son (Lt. sound) + -ic(like; being 性質を表す形容詞語尾)] という

成り立ちによって「音を超える」という意味を表します。音速をわずかでも超えればその速さは「superson-
ic」と呼べますが、特に音速の5倍以上の速さになると「hypersonic /hàɪpɚsɑ́nɪk/ [hyper-(Lt. over; 
beyond) + sonic]」と呼ばれます。音の速度は標準大気において「1225 km/h」でこれは秒速にして３４０

メートルだそうです。東京～大阪間が約４００kmですから、音の速さで飛べば約20分程度で、hypersonic と

呼べる音速の5倍だとわずか4分！ということですね。

　音速までは行かないが、それにかなり近い速さを「亜音速」といいますが、それを意味する形容詞が

「subsonic /sʌ̀bsɑ́nɪk/ [sub- (Lt. under) + sonic] です。さらに音速±200km/h程度の幅の速さのこと

は「遷音速の」といって英語では、「transonic /træ̀nsɑ́nɪk/ [trans- (Lt. across; through) + sonic]」
です。

このセッションのテーマ

　「音(sound)」を表すギリシャ語由来の語源要素は「phon, phone」ですが、ラテン

語に由来する「音（sound)」を表す語幹は「son」です。



　ラテン語接頭辞「ultra-」も「beyond; farther」の意味を持ち、ある領域を超えた範囲や外側を意味しま

すが、「ultrasound /ʌ́ltrəsàund/ [ultra- (Lt. beyond; farther) + sound]」は「超音波」の意味。これ

は「ultrasonic wave(s)」ともいいます。「ultrasonic /ʌ̀ltrəsɑ́nɪk/」は [ultra- (Lt. beyond; farther) 
+ sonic)]で、成り立ち的には「supersonic」に似ているのですが、「supersonic」は「音の速さ」を超えて

いるのに対して「ultrasonic」は、人間の耳に聞こえない高い振動数を持った音波を指す形容詞です。超

音波（ultrasound/ultrasonic wave）を利用して妊娠中の体内の胎児を画像化する「ultrasonogra-
phy /ʌ̀ltrəsənɑ́ɡrəfi/（超音波検査）[ultra- (Lt. beyond; farther) + son (Lt. sound) + graph (Gk. 
writing)] という技術もあり、出産前に胎児の性別が分かったり、視力や聴力が正常化などまで調べられる

のだそうです。特に最近では「３Ｄ（立体）映像」や「カラー映像」が表示できるところまで技術が進んでいま

す。

　接頭辞「ultra-」は「Ultraman /ʌ̀ltrəmən/（ウルトラマン）」で同じみかも知れませんが、発音はローマ字

読みの「ウルトラ」ではなく /ʌ̀ltrə-/ ですので注意してください。

　「Ultraman」は日本の円谷プロダクションの制作により、1966年7月17日から1967年4月9日にかけて

全３９話で放映された特撮テレビ番組に登場する巨大変身ヒーローのことですが、一方、「Superman /
súːpɚmən/」は、1930年代に始まったアメリカの superhero を誰もが思い浮かべることでしょう。アメリカの 

Metropolis にある Daily Planet という新聞社に勤める Clark Kent の姿を借り、Lois Lane というガ

ールフレンドがいますが、故郷はクリプトン星（planet Krypton）で、IQ200の天才宿敵 Lex Luthor と数

々の戦いを繰り広げます。

　しかし「Superman」という言葉それ自体は、このスーパーヒーローが始まりではなく、実はドイツの哲学

者ニーチェ （Friedrich Wilhelm Nietzsche、1844年10月15日 - 1900年8月25日）が提唱した「自らの

確立した意思でもって行動する『超人』」という哲学的概念を指す言葉でした。　 



　 Session 30 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 uni- (Lt) unison one

2 phon, phone (Gk) telephone sound

3 son (Lt) unison sound

4 super- (Lt) supersonic over; above

5 hyper- (Lt)  hypersonic over; beyond

6 sub- (Lt) submarine under

7 trans- (Lt) transfer across; through

8 ultra- (Lt) Ultraman beyond; farther

英単語 発音記号

1 sonic /sɑ́n-ɪk/

2 supersonic /sùː-pɚ-sɑ́n-ɪk/

3 hypersonic /hàɪ-pɚ-sɑ́n-ɪk/

4 subsonic /sʌ̀b-sɑ́n-ɪk/

5 transonic /træ̀n-sɑ́n-ɪk/

6 ultrasound /ʌĺ-trə-sàund/

7 ultrasonic /ʌ̀l-trə-sɑ́n-ɪk/

8 ultrasonography /ʌ̀l-trə-sə-nɑ́ɡ-rə-fi/

9 Ultraman /ʌ̀l-trə-mən/

10 Superman /súː-pɚ-mən/

ヒント 英単語

1 as fast as sound sonic

2 faster than sound supersonic

3 five times or more faster than sound hypersonic

4 almost as fast as sound subsonic

5 travelling at or near the speed of sound transonic

6 sound that is higher than humans can hear ultrasound

7 (of sounds) higher than humans can hear ultrasonic

8 an imaging technique with ultrasound to visualize things ultrasonography

9 Japanese gigantic transforming superhero Ultraman

10 the most representative American superhero Superman



  Session 031 

　かつて日本でも「冬のソナタ」という韓国ドラマがヒットしましたが、「ソナタ 

(sonata /sənɑ́ːtə/)」は、ラテン語からイタリア語を経由して英語に入ってき

た語で、ラテン語の「sonare」という動詞の過去分詞に由来し、語源的には

「sounded」を表します。これは音楽では「奏鳴曲（そうめいきょく）」と呼ば

れ、西洋音楽における「器楽曲」のひとつです。すなわちこの「sounded」

は、「楽器によって演奏された」という意味を表しています。

　「ソナタ」に対して、楽器の伴奏によって1人あるいは複数の人によって「歌

われる」楽曲のことを「カンタータ（cantata /kəntɑ́ːtə/)」と呼び、こちらはラテ

ン語「cantare(=to sing)」の過去分詞に由来し「歌われた」の意味を表しま

す。英語では「cant, chant」の語形で「歌う」の意味を含む英単語に見られ

ます。

　ラテン語「sonare」に由来する「son」は、英単語に「音（sound)」の意味と

して現れます。

　言語音の最小単位は「音素（phoneme)」と呼ばれますが、それは「母音」と「子音」を含みます。「母音」

は英語で「vowel /váʊəl/」といい、この単語は「voice（声）」と語源的につながりがあります。

　「子音」は英語で「consonant /kɑ́nsənənt/」といい、[con- (=com- Lt. together; with) + sonare 
(Lt. to sound)]の構成から「一緒に音を出す(sound together)」が語源的な意味です。これはかつて子

音が「母音と一緒になって初めて音となる」と考えられていたからです。

　「consonant」という単語の語尾「-ant」は「doing」の意味を語幹に加えて形容詞を作るのが基本です。

これは元になっているラテン語の「sonare」の現在分詞が「sonantem」という語形に由来するからです。

つまりラテン語由来の語源要素は、しばしば元のラテン語の語形変化を英単語にも反映しているのです。

もちろん一般学習者は、元になっているラテン語の語形まで覚えようとする必要はありませんが、「-ant」と

いう語尾がラテン語では、英語の「-ing」に相当するものだったという程度は記憶の負担にもなりませんし、

むしろ「現在分詞が形容詞的意味を表す」という点において、より納得できる根拠を与えてくれるでしょう。

　現在分詞に由来する「consonant」は本来形容詞であり、「子音」という意味も「母音と一緒になって音とな

って現れるような（音）」という形容詞的意味がそのまま名詞として取り込まれたものです。

　先に「子音」という名詞として英語に入ってきた「consonant」ですが、その後、本来の「sounding to-
gether」という語源に即した意味が形容詞としての「調和して」という意味でも用いられるようになります。

　たとえば

His behavior is consonant with his words.（彼の行いは言葉と一致している）

　のように叙述形容詞として用いられ、「be consonant with」というフレーズで現れます。この言い方はかなり

フォーマルな表現で、もっと軽く言うなら

His behavior agrees with his words. / His behavior is the same as his words.
　ということもできます。

　「consonant」は形容詞として、音楽的な意味に用いると「協和音の」という意味、つまり「同時に鳴らして

響きのよい」という意味も表します。例えば「ドミソ」を同時に鳴らした音などがそれに当たります。

このセッションのテーマ

　「音(sound)」を意味するラテン語「sonare」は「son」の語形で英単語に現れます

が、ラテン語からイタリア語を経由した音楽用語で有名なのは「sonata」でしょう。



　形容詞「consonant」の対義語に当たるのが「dissonant /dɪ́sənənt/」という語で、これは [dis- (Lt. 
apart; away) + sonare (Lt. to sound)] の構成により、語源的直訳は「離れて音を出す＝一緒に音を

出さない＝調和しない」ということになります。接頭辞「dis-」は「欠如（lack of）、逆行（do the opposite 
of）、分離（apart; away）」の意味を表しますが、いずれの意味においても「否定の接頭辞」というところが

ポイントです。

　「欠如」という意味では「honest（正直な）」の対語にあたる「dishonest（不正直な）」が「正直さが欠如し

ている」ということであり、「逆行」の意味では「disobey（従わない、そむく）」が「obey（従う）の逆を行う」とい

うことであり、「分離」の意味では、「dissolve（分離、分解させる）」や「discard（破棄する、捨てる）」などの

単語に現れています。ただしこれら「欠如、逆行、分離」は明確に分かれた意味というより、いずれも否定的

な意味を添える接頭辞だという意味においては混然としたもので、はっきりとした線引きがあるわけではあり

ません。

　ですから「dissonant」は「consonant（共に響くような、調和した）」という意味に対して「共に響かない、

調和しない」という否定の意味を表すものです。音楽的な意味では「不協和の＝同時に鳴らして響きの悪

い」という意味（例えばピアノの鍵盤の「ド」と「レ」を同時に鳴らしたような音の濁った感じ）を表し、さらに「言

動の不一致、言うことをやることが調和していない」といった意味にも用いられます。

　ちなみに否定接頭辞「in-」が次につながる文字・音によって「im-（p, b, m といった上下の唇を閉じな

ければ発音できない音の前）、il-（l の前）、ir-（r の前）」と形を変えるように「dis-」も「f の前では dif-」、

「多くの有声子音の前では di-」といった形のバリエーションがあります。「differ（異なる）」は [dif- (=dis- 
Lt. apart; away) + fer (Lt. carry)] から「離れた位置に運ぶ＝一緒ではない＝異なる」を表しますし、

「divide（分割する）」は [di- (=dis- Lt. apart; away) + videre (Lt. to separate)] を表しています。

　「different」の名詞形が「difference」の語尾になるのと同じパターンで、形容詞「consonant, disso-
nant」も名詞形で「consonance/kɑ́nsənəns/, dissonance/dɪ́sənəns/」の語形となります。



　 Session 31 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 son- (Lt) supersonic sound

2 canta (Lt) cantata to sing

3 phon, phone (Gk) telephone sound

4 com-, con- (Lt) consonant together; with

5 dis-, dif-, di-, (Lt) dissonant apart; away

6 fer (Lt) transfer to carry

7 videre (Lt) divide to separate

英単語 発音記号

1 sonata /sə-nɑ́ː-tə/

2 cantata /kən-tɑ́ː-tə/

3 vowel /váʊ-əl/

4 consonant /kɑ́n-sə-nənt/

5 dissonant /dɪś-ə-nənt/

6 consonance /kɑ́n-sə-nəns/

7 dissonance /dɪś-ə-nəns/

ヒント 英単語

1 a piece of music for one instrument (and a piano) sonata

2 a short musical work sung by solo singer cantata

3 a speech sound, like ah, eh, ee, oh, oo, etc. vowel

4 any other speech sound than vowels consonant

5 being in agreement or accord consonant

6 noun of #5 consonance

7 disagreeing dissonant

8 lack of agreement dissonance



  Session 032 

　Session 27 で取り上げた単語に「phonograph（蓄音機）」と「phonogram（表意文字）」がありまし

た。同じ「phono (Gk. sound)」を含みますが、「graph (Gk. writing)」と「gram (Gk. something 

written)」のいずれと組合わさるかでまったく別単語になってしまうので、少々ややこしく感じますね。 「

graph」はギリシャ語で「writing」を意味しますので、「書きつける行為や装置」を指すのに対して、 「

gram」は「書かれた結果の文字」を意味するところから「phonogram → 音を文字に書き表したもの」で

「表音文字」というまったく違うものを指しています。ただ「graph」と「gram」の違いで意味が異なるものは

まだよいのですが、中にはどちらとつながっても単語の意味が変わらないものまであるからさらに話はやや

こしくなります。

　「音（sound）」を表すギリシャ語由来の語幹が「phon, phone」であるのに対して、ラテン語の「sonare」

に由来するのが「son」です。

　「sonograph /sɑ́nəɡræ̀f/」は [son (Lt. sound) + graph (Gk. writing)] により「超音波検査器」を

意 味します。現実にこれは「ultrasonograph (→ Session 30)」と同じものを指します。つまり「

ultrasonography」の「ultra-」が省かれただの同じ意味を表す語だということです。

　「sonogram /sɑ́nəɡræ̀m/」は [son (Lt. sound) + gram (Gk. something written)] なので、「超

音波画像」（超音波によって書かれたもの＝描かれた画像）を意味しますが、これもやはり「ultrasono-
gram」の「ultra-」が脱落しただけで、「ultrasonogram」も意味は同じです。

　ただ現実にはこの「sonograph」と「sonogram」は互換性を持っており、「装置（超音波検査器）」、「検

査そのもの（超音波検査）」、「画像（超音波画像）」のすべてをどちらの単語でも指して用いられることもあ

り、かなり混同されているようですが、「graph」と「gram」の由来を踏まえて「-graph」は「装置や検査」、

「-gram」はそれによって描かれた画像の意味に使い分けることをお勧めします。

　ただし「sonography /sənɑ́ɡrəfi/」と語尾が「-y [Lt. activity]」で終わっているものは、「超音波検査法

（＝ultrasonography）」という「手法、検査方法」しか指しません。これを「超音波検査器」という装置や「超音

波画像」の意味には用いることはありませんので理解を整理して、しっかり区別してください。

　ちなみに「son-O-graph」などで間に挟まっている「-o-」は何でしょう？

　この「-o-」自体が意味を持っているわけではないのでまったく無視してしまっても問題はないのです

が、これは「ギリシャ語源の複合語」を作るための接着剤のようなものです。「sonograph」では「son」も

「graph」も語幹ですが「音＋書く」という２つの語幹をつなぎ合わせるときにこれが現れます。基本的には

ギリシャ語源の語幹をつないで複合語を作るためのパーツなのですが、そういう語源と無関係に現れること

もあります。要するに「-o-」自体は何も意味がなく、単語全体を読みやすくするための接着剤だという程度

に理解しておいて構いません。

　またよく似た部品に「-i-」があります。こちらは「ラテン語源の複合語」を作るときの接着剤としてよく現れま

すが、「ラテン語以外の語源＋ -i- ＋ラテン語源」というふうに「-i-」の後ろの部品さえラテン語であれば、

前の部品が何語源でも使われます。

　このように、単語を語源要素に分解しようとすると、必ずしも「意味を持った接頭辞(prefix)、接尾辞(suf-
fix)、語幹(root)」だけで組み立てられているとは限らず、語源要素同士をつなぎ合わせる「接中辞(infix）

」と呼ぶべき部品を含むこともあります。

このセッションのテーマ

　「phonograph」は「蓄音機」、「phonogram」は「表音文字」です。「graph (Gk. writ-

ing)」と「gram (Gk. something written)」の違いで単語全体の意味が違います。



　極めて基本的なパターンによって非常に多くの派生語をひとまとめにすることが可能です。

sonography /sənɑ́ɡrəfi/  (n) 超音波検査法

sonograph  /sɑ́nəɡræ̀f/  (n) 超音波検査器、超音波診断

sonogram  /sɑ́nəɡræ̀m/  (n) 超音波検査画像

sonographic /sɑ̀nəɡrǽfɪk/  (adj) 超音波検査の

sonographically /sɑ̀nəɡrǽfɪkəli/ (adv) 超音波検査によって

sonographer /sənɑ́ɡrəfɚ/  (n) 音波検査士

　上記例のいずれについても「和訳例」を思い出そうとするのではなく、英単語の語源要素に従って「英語

の意味そのもの」を感じ取るように努めてください。

　また上記すべての単語は「ultra-」を接辞しても意味は同じで、発音の第１強勢も変わりません。



　 Session 32 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、このセッションで学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 phon, phone (Gk) microphone sound

2 son (Lt) unison sound

3 graph (Gk) sonograph writing

4 gram (Gk)  sonogram something written

5 ultra- (Lt)  ultrasonography beyond; farther

6 -y (Lt) sonography activity

英単語 発音記号

1 phonograph /fóʊ-nə-ɡræf/

2 phonogram /fóʊ-nə-ɡræm/

3 sonography /sə-nɑ́ɡ-rə-fi/

4 sonograph /sɑ́n-ə-ɡræ̀f/

5 sonogram /sɑ́n-ə-ɡræ̀m/

6 sonographic /sɑ̀n-ə-ɡrǽf-ɪk/

7 sonographically /sɑ̀n-ə-ɡrǽf-ɪ-kəl-i/

8 sonographer /sə-nɑ́ɡ-rə-fɚ/

ヒント 英単語

1 ultrasoundgraphy sonography/ultrasonography

2 an instrument for sonography sonograph/ultrasonograph

3 An image produced by ultrasonography sonogram/ultrasonogram

4 adjective of #1 and #2 sonographic/ultrasonograpic

5 adverb of #4 sonographically/ultrasonographically

6 specialist of sonography sonographer

7 record player phonograph/gramophone

8 a character or symbol representing a phoneme phonogram

9 a character or symbol representing an idea ideogram/ideograph

10 the study of speech sounds phonetics

11 faster than sound supersonic

12 five times or more faster than sound hypersonic

13 almost as fast as sound subsonic

14 sound that is higher than humans can hear ultrasound
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　トンネルの中で大きな声を出せば、その声はあちこちの壁に当たって反響します。声など音が壁などで

反射を繰り返すことを「反響する」といいますが、これを英語の動詞では「resound /rɪzáʊnd/」あるいは

「resonate /rézəneɪt/」といいます。

　「resound」は [re- (Lt. back; again) + son (Lt. sound)] で、「音が（何かにぶつかって）返ってくる」

の意味。まあ、そのままなので分かりやすいと思います（発音には注意）。ラテン語「sonare」が英単語では

「son」の形で多くの単語に見られますが、単独の「音、音を出す」の意味で単語になった際、中期英語ま

では「soun」という末尾に「d」のない語形でした。それが１４世紀から１６世紀にかけて、「-n-」の音の直後

に「-d-」をつける傾向が広がったことがあり、「soun」が「sound」となったそうです。つまりこの「-d」には「

語源的意味」はまったくありません。「-n」の語尾で舌先が上歯茎に押し付けられたまま終わっていたのが、

その状態から舌先を離して軽い破裂が発生するようになり結果的に「-nd」の音になってしまったのが現在

の語形、スペルに残っているということです。

　「resound」は、自動詞としての用法のみを持ち、「音や声などがある場を（反響で）満たす」という意味を

表します。「音」を主語に取ると「resound through ～」という形で「（音が）～に響き渡る」という意味となり

ますが、「空間・場所」を主語に取った場合は「resound with/to ...」で「（場所に）～が響き渡る」の意味

です。

The music resounded through the hall.（音楽がホールに響き渡った。[音楽が主語]）

=The hall resounded with the music.（音楽がホールに響き渡った。[ホールが主語]）

　「resound」の同義語に「resonate /rézənèɪt/」があります。語源として [re- (Lt. again; back) + son 
(Lt. sound) + -ate (Lt. cause; make)] の組み合わせとなっており、「resound」と意味も使い方も同じ

です。（言葉の響きとしては「resonate」の方がよりフォーマルが感じはします。）ですから上の２つの例文

の「resounded」を「resonated」に置き換えても同じ意味を表します。

　音や声の反響というと「エコー」という外来語が思い

浮かぶかも知れません。エコーは英語でも「echo /

ékoʊ/」ですが、この言葉はギリシャ神話に登場する

「Echo」という精霊が「Narcissus /nɑːrsɪ́səs/(ナル

キッソス/ナルシス）」に恋焦がれた挙句、肉体をなくし

声だけの存在になったというエピソードから来ていま

す。Echo は自分から話しかけることができず、誰かが

話した言葉をそのまま繰り返すことしかできなかったこ

とから、山彦などの反響を「echo」と呼ぶようになりまし

た。

　「echo」は元来、発した声や音が、かなりの時間の遅

れのあとで跳ね返って聞こえてくる音のことで、「山彦、

おうむ返し」といったものがこれに相当します。

　ですから、完全に「resound」や「resonate」と互換

このセッションのテーマ

　音が壁などに当たれば跳ね返ってきます。その音がさらに別の壁に当たればま

た跳ね返ります。これを英語の動詞で「resound」または「resonate」といいます。



性があるのではなく、「echo」独自の用法がありますが、「resound」や「resonate」と同じような使い方もで

き、

Her footsteps echoed in the empty room.（誰もいない部屋に彼女の足音が響いた）

The gunshot echoed through the forest.（銃声が森にこだました）

　といった文では、「echoed in/through」を「resounded/resonated through」と交換することもでき

ます。しかし「resound/resonate」が自動詞としての用法のみを持つのに対して「echo」は他動詞として

も使われます。

The valley echoed back his voice.（谷に彼の声が響き渡った）

“No,” said Tom. --- “No,” echoed John.（トムが「ノー」というと、ジョンは「ノー」とおうむ返しに言った）

　さらに「echo」は（もともと人名の名詞ですから）、同形で名詞としても用いられ「こだま、反響、そのままの

繰り返し」などの意味に用いられます。相手の発言をそのまま繰り返しながら、聞き取れなかった箇所だけ

を疑問詞に置き換える質問形式を「echo-question」といいます。

“Jane lives in Tokyo.”---”Jane lives where?” 
（「ジェーンは東京に住んでる」「ジェーンはどこに住んでるって？）

　「resound」には特別な名詞形はなく、「resounding」という動名詞にして「反響」という名詞の意味を表

しますが、「resonate」は（動名詞以外にも）「resonance /rézənəns/」という名詞形があり、さらに「reso-
nant /rézənənt/」という形容詞も派生します。

　形容詞「resonant」は、「いつまでも音が響いて残っている」という意味のほか、「a resonant voice」と

いえば「響きのよい声」つまり「強く深みのある声」のことを指します。

　「resonate」は、本来の「音の響き」に関する動詞としての意味が拡大され、比喩的に「相手の心に響く、

共感される、深く理解される」という意味にも使われます。これは「resonate」という動詞が本来表す「共鳴

する（ある振動によって別のものが同じような振動を起こす）」という意味が比喩として用いられたものです。

His speech resonated in my heart.　（彼のスピーチは私の心に響いた）

His speech resonated with the audience.　（彼のスピーチは聴衆に深く受け入れられた）

　「resound」の意味が拡張されると「名前、名声がとどろき渡る、知れ渡る」などの意味となります。「ある空

間を反響する音が満たす」というイメージで理解できるでしょう。

His name resounded through the world.（彼の名声は世界中に響き渡った）

This discovery resounded all over the world.（この発見は世界中に知れ渡った）

　「echo」の比喩的な、拡大の意味としては、或ることが起きた結果として、同様のことが連続して起きるよう

な重大な影響を与えることという意味があります。

His resignation had echoes throughout the company.
（彼の辞職は、会社中に大きな影響を与えた＝彼に続いて止めるものが続出したなど）
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 son (Lt) sonography sound

2 phon, phone (Gk) megaphone sound

3 re- (Lt) resound back; again

4 -ate (Lt) resonate cause; make

5 graph (Gk) sonograph writing

6 gram (Gk) sonogram something written

7 ultra- (Lt) ultrasound beyond; farther

英単語 発音記号

1 resound /rɪ-záʊnd/

2 resonate /réz-ə-neɪt/

3 echo /ék-oʊ/

4 resonance /réz-ə-nəns/

5 resonant /réz-ə-nənt/

ヒント 英単語

1 (of a sound, voice, etc.) to fill a place with sound resound/resonate

2 (of a sound, voice, etc.) to be reflected off a wall, the side 
of a mountain, etc. echo

3 noun of “resonant” resonance

4 any other speech sound than vowels consonant

5 as fast as sound sonic

6 sound that is higher than humans can hear ultrasound

7 singing or playing a song with the same melody monophony/unison

8 singing or playing a song with different melodies polyphony
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　「graph」は、英語の「writing」を意味するギリシ

ャ語由来の語幹ですが、「graph /ɡræf/」それ自

体が英単語にもなっています。棒グラフや折れ線

グラフなど色々な種類のグラフがありますが、この

「graph」は「graphic formula /ɡræ̀fɪk fɔ́ːrmjulə/

」を短縮した言葉です。「photograph」を単に

「photo」というようなものですね。すなわち「グラフ

（graph）」とは何らかのデータを「（視覚的に把握し

やすい図に）書き表すこと」という意味を表します。

　「graph」の形容詞は「graphic/ɡræ̀fɪk/」と「graphical /ɡræ̀fɪkəl/」の２種類の形があり、基本的に互換

性があります。

　「graphic, graphical」は、名詞を修飾する形で用い、「図柄やデザインに関する」という意味を基本とし

て表し、さらに 「絵や図柄に書き表された」とか「グラフで表現された」、などの意味、その拡大の意味として

「描写の細かい、生き生きと描かれた」といった比喩的な意味も表します。「graphic」そのままで名詞とし

て「graphic art」の作品の意味にもなり、これは可算名詞です。集合的に「グラフィクス」というのは複数形

「graphics」であり、よく「CG」と略されるのが「computer graphics」ですね。

　いまでこそ、コンピュータの画面にはアイコンの絵が描かれており、マウスでフォルダのアイコンを開

いたり移動させたりできるのが常識になっていますが、古いコンピュータには文字しか表示されず、マ

ウスもなく、何をするにも複雑なコンピュータの専門用語で「命令」しなければなりませんでした。そのた

め専門知識のない人には敷居の高い存在でしたが、ぱっと見て直感的に操作要領が理解しやすい

「GUI(=graphical user interface)」が採用されたおかげで誰にでも簡単に活用することができるように

なりました。

　「graphic, graphical」のいずれも副詞としては「graphically /ɡrǽfɪkəli/」の形になります。

このセッションのテーマ

　ギリシャ語由来の語幹「gram」と「graph」は、多くの専門的技術用語に含まれま

すが、「photograph」など身近な単語の中にもみつかります。



　「graph」を含んだもっとも身近な英単語は「photograph /fóʊtəɡræ̀f/（写真）」でしょう。日本語の「写

真」は「真実を写す」という意味を表しますが、「photograph」は、[photo- (Gk. light) + graph (Gk. 
writing)]で、「光を書き付ける」という意味を表します。省略して単に「photo」とも言いますが、複数形

「photos」が「-s」だけを付けるのは、本当はもっと長い単語の省略形だからです。省略形でない「potato」

や「tomato」は「-o」で終わっていますが、「potatoes, tomatoes」と「-es」を付けて複数形にします。

「piano」の複数形が「pianos」なのも、本来は「pianoforte」という単語の後半が省略された形だからで

す。

　「photograph」あるいは「photo」は、１枚２枚と数えられる可算名詞ですが、「photography/fətɑ́ɡrəfi/

（強勢の位置に注意）」は、「写真技術、写真撮影」といった抽象的な意味を表す不可算名詞です。

　偉人や有名人の生涯について書かれたノンフィクションを「伝記」といいますが、これは英語で「biog-
raphy /baɪɑ́ɡrəfi/ [bio- (Gk. life) + graph (Gk. writing)]」で、語源的直訳は「人生を書くこと」で

す。biography は、本人以外の誰かが客観的な目で書いたものですが、自分で自分の伝記を書くと「自

叙伝」と呼ばれ、それは英語で「autobiography /ɔ̀ːtəbaɪɑ́ɡrəfi/ [auto- (Gk. self) + biography]」で

す。

　心臓の電気的な活動の様子をグラフの形に記録することで、心疾患の診断と治療に役立てるのが「心

電図検査（electrocardiography /əléktrəkɑ̀ːrdɪɑ́ɡrəfi/　[ electro- (Gk. electric) + cardio- (Gk. 
heart) + graph (Gk. writing)] ）で、語源的直訳は「電気的に心臓（の状態）を書くこと」です。これはそ

の検査法を指す単語で、「electro-」を省略した「cardiography /kɑ̀ːrdɪɑ́ɡrəfi/」だけでも同じ意味です。

　この検査を行うための装置が「(eletro)cardiograph /(əléktrə)kɑ́ːrdɪəɡræ̀f/（心電計）」であり、それによ

って描き出された図形が「(electro)cardiogram/(əléktrə)kɑ́ːrdɪəɡræ̀m/（心電図；[略：ECG]）」です。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 graph (Gk) graphic writing

2 gram (Gk) ultrasonogram something written

3 photo- (Gk) photograph light

4 bio- (Gk) biography life

5 auto- (Gk) autobiography self

6 cadio- (Gk) electrocardiography heart

7 electro- (Gk) electrocardiogram electric

英単語 発音記号

1 graph /ɡræf/

2 graphic formula /ɡræ̀f-ɪk fɔ́ː r-mju-lə/

3 graphic /ɡrǽf-ɪk/

4 graphical / -ɪ-kəl/

5 graphically /ɡrǽf-ɪ-kəl-i/

6 photograph /fóʊ-tə-ɡræ̀f/

7 photography /fə-tɑ́ɡ-rə-fi/

8 biography /baɪ-ɑ́ɡ-rə-fi/

9 autobiography /ɔ̀ː-tə-baɪ-ɑ́ɡ-rə-fi/

10 (electro)cardiography /(ə-lék-trə)-kɑ̀ːr-dɪ-ɑ́ɡ-rə-fi/

11 (eletro)cardiograph /(ə-lék-trə)-kɑ́ːr-dɪ-ə-ɡræ̀f/

12 (electro)cardiogram /(ə-lék-trə)-kɑ́ːr-dɪ-ə-ɡræ̀m/

ヒント 英単語

1 a pictorial device showing quantitative relationships graph

2 adjective of #1 graphic/graphical

3 adverb of #2 graphically

4 etymologically “writing of light” photograph

5 the art or process of producing #4 photography

6 an account of a person’s life written by another biography

7 #6 but written by that person autobiography

8 the technique of graphically recording heart action (electro)cardiography

9 an instrument used for #8 (electro)cardiograph

10 picture image made with #9 (electro)cardiogram

ɡrǽ
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　大昔、人は空の星を観察し、天体の運行と人間の運命との間になんらかの法則性を見出そうとしました。

現代において「星占い」というとあまり科学的根拠のないものと考えられますが、はるか昔は星の動きと人間

の運命は密接に関係してたと信じられていました。そして占い師たちも真剣に星の動きを観察・研究し、多

くの天文学的発見ももたらしたのです。

　「星占い」あるいは「占星術」と呼ばれるものは英語で「astrology /əstrɑ́lədʒi/」といい、これは [astro- 
(Gk. star) + -logy (Gk. science)] から成り立つ語で、語源的には「星の研究」です。もともと科学が進

歩していなかった時代、占い師は星を研究する専門化でもあり、天文学者でもあったのです。つまり、「星

占い」は「天文学」とかつて同義語だったのです。

　もちろん現代の天文学には「星占い」は含まれません。現代で言う「天文学」は「astronomy /

əstrɑ́nəmi/」といって [astro- (Gk. star) + nomy (Gk. name)] により、「空に見える様々な星に名前を

つける」という意味に由来します。ギリシャ語「nomos」は、「ばらばらに点在するものに名前をつけ、整理

し、法則性を見出す」という意味合いがあり、そこから「economy /ɪkɑ́nəmi/（経済：節約）」、「agronomy 

/əɡrɑ́nəmi/（農学）」といった特定の知識分野を意味するようになりました。また「arranging; regulating」の意

味合いは「autonomy /ɔːtɑ́nəmi/ [auto- (Gk. self) + nomy (Gk. arrainging; regulating)] （自治

権、自治体）」といった単語の中に生きています。

　「星占い」がすでに科学の一分野とは考えられなくなっているとはいえ、近代においても、満月の夜に狼

男が出るという物語が作られたりしましたし、満月の夜は猟奇的犯罪が多く発生するなどとも言われていま

す。また潮の干満は現実に月の重力の影響を受けていますし、女性の生理周期もまた月の満ち欠けの周

期と関連があるという考えもあります。「占い」ほどではないにせよ、近代以降においても天体の運行と人間

との間にはなんらかのつながりがあるという考えを持っている人が多くいます。

　そして「災害、大惨事（disaster /dɪzǽːstɚ/）」という単語も、その成り立ちは [dis- (Lt. apart; away) 
+ aster (Gk. star)]であり、語源的には「ill-starred（星の並びが悪い）」という意味を表しており、天体の

配列の悪さが地球上に様々な災害をもたらすという古来の考え方が反映された単語です。このほかにも「

精神異常の」という形容詞や「精神異常者」という名詞として「lunatic /lúːnətɪk/」という単語があり、これは

「luna (Lt. moon)」すなわち「月」を語幹として「月の影響で精神がおかしくなった（人）」という意味です。

このセッションのテーマ

　「星」は英語で「star」ですが、ギリシャ語由来の語幹「aster, astero」が「星」を意

味し、astronaut（宇宙飛行士）や astrology（占星術）などに含まれます。



　「星占い」をする人、つまり「占星術師」のことは「astrologer /əstrɑ́lədʒɚ/ [astro- (Gk. star) + logy 
(Gk. science) + -er (OE. one who)]といい、形容詞形（占星術の）は、「astrologica  /æ̀strəlɑ́dʒəkəl

/ 」です。もちろん、さらに「astrologically/æ̀strəlɑ́dʒəkəli/（占星術的に）」という副詞も派生します。

　科学の一分野である「天文学（astronomy )」からの派生語としては「astronomer /əstrɑ́nəmɚ/（天

文 学者）」、 形容詞の「astronomical  /æ̀str ɑ́nəmɪkəl/（天文学の、天文学的な）」、 副詞の「

astronomically/æ̀strɑ́nəmɪkəli/（天文学的に）」があります。

　「astronaut /ǽstrənɔ̀ːt/」は [astro (Gk. star) + naut (Gk. sailor)] で語源的に「海の航海士」で

す から「宇宙飛行士」のことです。ちなみに旧ソ連の宇宙飛行士のことは「cosmonaut /kǽzmənɔːt/ [
cos- mos (Gk. universe) +

 naut (Gk. sailor)]」といいました。（コスモスは「宇宙の花」の意味です。） 　

「astronaut」、「cosmonaut」に共通する「naut」はギリシャ語で「船乗り（sailor）」を意味しますが、 「

naus」というよく似た語形は「船（ship)」の意味で「nausea /nɔ́ːsiə, nɔ́ːziə/」は語源的に「sea sick-
ness」つまり「船酔い」の意味ですが、英語では「吐き気、むかつき」などの症状を船酔いに限らず広く指し

て用いられます。

　「astronautics /æ̀strənɔ́ːtɪks/」は、「宇宙航行学」、つまり宇宙船に関する研究学問ですね。さらに派

生語として思い浮かぶべきは、「astronautical /æ̀strənɔ́ːtɪkəl/（宇宙飛行の、宇宙飛行士の）」という形

容詞、さらに「astronautically /æ̀strənɔ́ːtɪkəli/（宇宙航行学的に）」という副詞も当然あります。

　「aster /ǽstɚ/」は「シオン（紫苑）」や「エゾギク（蝦夷菊）」とも呼ばれる花の名前で

もあり、これはすなわち「星の形をした花」ということですね。

　火星と木星の惑星軌道の間には、無数の「小惑星」と呼ばれる星があります。

　これらは惑星ではないのですが、「惑星のようなもの」という意味で「asteroid /

ǽstərɔɪd/ [aster (Gk. star) + -oid (Gk. like)]と呼ばれます。この語尾「-oid」は

「似たもの」という意味で、「android /ǽndrɔɪd/ [andro- (Gk. man; human) + 
-oid (Gk. like)]」つまり「アンドロイド、人造人間、人間の姿に似たもの」という語はかなりなじみがあるので

はないでしょうか。

　ちなみに「asteroid」は、「小惑星」という意味の他に「星に似たもの」という語源的意味から「ヒトデ（star-
fish）」のことも意味します。

　最後にもう１つ。「*」の記号の名前をご存知ですか？これは「asterisk /ǽstərɪ̀sk/（アステリスク）」といっ

て、語源的には「little star（小さな星）」ということ。要するに「星印」ですね。

l



　 Session 35 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

語源要素 例 英語の意味 正解

1 aster, astro (Gk) asterisk star

2 -logy (Gk) astrology science

3 nomy (Gk) astronomy name

4 auto- (Gk) automony  self

5 dis- (Gk) disaster apart; away

6 luna (Lt) lunatic moon

7 -er (OE) astrologer one who

8 naut (Gk) astronaut sailr

9 naus (Gk) nausea ship

10 andro- (Gk) philandrer man; human

11 -oid (Gk) asteroid like

英単語 発音記号

1 astrology /əs-trɑ́l-ə-dʒi/

2 astrologer /əs-trɑ́l-ə-dʒɚ/

3 astrological /æ̀s-trə-lɑ́dʒ-ə-kəl/

4 astrologically /æ̀s-trə-lɑ́dʒ-ə-kəl-i/

5 astronomy /əs-trɑ́n-ə-mi/

6 astronomer /əs-trɑ́n-ə-mɚ/

7 astronomical /æ̀s-trɑ́n-ə-mɪ-kəl/

8 astronomically /æ̀s-trɑ́n-ə-mɪ-kəl-i/

9 economy /ɪ-kɑ́n-ə-mi/

10 agronomy /əɡ-rɑ́n-ə-mi/

11 autonomy /ɔː-tɑ́n-ə-mi/

12 disater /dɪ-zǽː-stɚ/

13 lunatic /lúː-nə-tɪk/

14 astronaut /ǽs-trə-nɔ̀ːt/

15 astronautics /æ̀s-trə-nɔ́ː -tɪks/

16 astronautical /æ̀s-trə-nɔ́ː -tɪ-kəl/

17 astronautically /æ̀s-trə-nɔ́ː -tɪ-kəl-i/

18 cosmonaut /kǽz-mə-nɔːt/

19 nausea /nɔ́ː -siə, nɔ́ː -ziə/

20 aster /ǽs-tɚ/

21 asteroid /ǽs-tə-rɔɪd/

22 android /ǽn-drɔɪd/

23 asterisk /ǽs-tə-rɪs̀k/



３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

ヒント 英単語

1 fortunetelling using stars astrology

2 specialist of #1 astrologer

3 adjective of #1 astrological

4 adverb of #3 astrogically

5 scientific study of matter in outer space astronomy

6 specialist of #5 astronomer

7 adjective of #5 astronomical

8 adverb of #7 astronomically

9 thrifty management of resources, such as money economy

10 the science of cultivation of land, and crop production agronomy

11 self-government autonomy

12 catasrophe, due to bad positions of stars disaster

13 insane, being influenced by the moon lunatic

14 star-sailor astronaut

15 a Russian astronaut cosmonaut

16 the science and technology of space flight astronautics

17 adjective of #16 astronautical

18 adverb of #17 astronautically

19 sick feeling, including seasick nausea

20 star-shaped flower aster

21  small celestial bodies that revolve around the sun; starfish asteroid

22 human-like machine android

23 star-shaped figure (*) asterisk



  Session 036 

　「潮が引く」、「頭髪が後退する」、「洪水の水が引く」などの「引く、引いていく、後退する」に相当する英語

の動詞が「recede /rɪsíːd/」です。これは [re-(Lt. back; again) + cede (Lt. go)] の組み合わせにより、

「go back」を意味する動詞で、「下がっていく、遠ざかる、徐々に薄れて消えていく」などの意味を表しま

す。

　「recede」は文字通り「go back; withdraw」、つまり位置的、物理的に「後ろに下がる、遠ざかる、奥に

引っ込む」という意味が基本ですが、比喩的に「記憶や印象が薄れる」という意味にも用いられます。あるい

は「病気や痛みなどが引く、収まる」という意味にも使えます。それらすべての意味に共通しているイメージ

が「後ろに下がる、引っ込む、あっちに行ってしまう」という「go back; withdraw」の意味です。

　「recede」から派生した名詞形の「recession /rɪséʃən/」は、「後退すること（the act of withdrawing 
or going back）」を全般的に指せますが、特に「経済的後退＝不景気（economical recession）」の意

味に用いられることが多くあります。

　また壁や道路などの一部的な凹みのことも「recession」といいますし、法律用語で「元の持ち主に何か

を返還すること」も「recession」です。ただし「返還」の意味では単に「return」を用いる方が一般的です。

　英単語のスペルについては、英語ネイティブも悩まされるものであり、この「recede」や「recession」も、

「cede」、「cession」の箇所を発音からつい「sede」や「session」と書いてしまいがちですので注意しましょ

う。その間違いを防ぐ重要なコツが、語源として「cedo」に由来していることを知ることであり、ラテン語源の

「cedo」のスペルが英単語にも反映されていることをよく観察してください。

このセッションのテーマ

　英語の「go」を表すラテン語の語幹に「cedo」があり、これは英単語の中に

「cede, ceed, cess」といったスペルで現れます。



　「recede」から派生したもう１つの名詞に「recess /rɪsés, 

ríːses/」があります。こちらは「recession」よりずっと限られ

た意味にしか用いられません。「recess」が意味するのは、

「通常業務から引き下がっている時間・期間」であり、それ

が国会なら「休会期間」のことを、裁判所なら「休廷」、普通

の会社や学校なら「休憩時間」のことです。これは１０分や１

時間などの短時間のこともあれば、数週間、数ヶ月という長

期のこともあります。この「recess」も簡単な英語で言うなら

「break」で済ませることができます。

　「recede」は動詞としてのみ、「reces-
sion」は名詞としてのみ用いられます

が、「recess」は、名詞としても「自動

詞、他動詞」としても用いられます。特に

他動詞としては主に受動態の形式で用

いられることが多くあります。

　例えば「法廷は現在休廷中だ」は名詞

で「The court is in recess.」ということ

も受動態で「The court is recessed.」
ということもできます。

　また「recess」本来の「go back; withdraw」の意味を過去分詞形容詞用法に使えば「recessed 
shelves（壁から奥に引っ込んだ位置に作りつけられた棚」のように用いることもできます。

　



　 Session 36 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

４、 次の空欄に「reced, recession, recess」のうち適切なものを入れてください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 re- (Lt) return back; again

2 cede, ceed, cess (Lt) recede go

英単語 発音記号

1 recede /rɪ-síːd/

2 recession /rɪ-séʃ-ən/

3 recess /rɪ-sés, ríː-ses/

ヒント 英単語

1 go back; withdraw recede

2 an extended decline in general business activity recession

3 break time recess

4 to become gradually smaller or weaker recede

5 the act of restoring possession to a former owner recession

6 a part of a wall that is set further back than the rest of the wall recess

ヒント 英単語

1 The sound of the truck (           )d into the distance. recede

2 The Japanese economy is experiencing its worst (             ) in 20 years. recession

3 After lunch, the students have (            ). recess

4 Any painful memory will gradually (              ) in time. recede

5 After the flood, we needed to wait for the gradual (             ) of the water. recession

6 Tokonoma is a (            )ed alcove of a Japanese-style room. recess



  Session 037 

　ラテン語源の接頭辞「re-」は「back; again」の意味でした。接頭辞としてその逆の意味を持つのが「ad-

」です。「ad-」は英語の「to; toward」の意味を表す基本となる形ですが、次につながるスペルによっては

「ac-, af-, ag-, al-」というスペルの変化形があり、さらに「a-」だけになることもあります。

　「accede /æksíːd/ [ac- (=ad- Lt. to; toward) + cede (Lt. go)]」は語源的に直訳すると「何かに向か

って進む」という意味を表します。ただしこの単語の現実の使い道は、「acceed to ～」と用いて「（申し出な

どに）同意する」とか「（条約、組合などに）加盟する」あるいは「（王位などの高い位や官職を）継承する」と

いう意味に使われます。いずれの場合にも「何かに向かって前に進む」という共通した意味が感じられると

思います。

The management acceded to the demands of the worker’s union.
（経営陣は、労働組合の要求に同意した）

Japan acceded to the United Nations in 1956.
（日本は国連に1956年に加盟した）

The prince acceded to the throne.
（王子は王位を継承した）

　「accede」の名詞形は「accedence/æksíːdəns/ [-ance (Lt. action; process; quality)]です。

　接頭辞「com- [Lt. with; together]」に取り替えた「concede /kənsíːd/」は語源的には「ともに進む」で

「認める、同意する」という意味を表すのですが、常に「不本意な気持ちをもって(reluctantly)」というニュ

アンスを含みます。語源的に「go together（ともに進む）」なので一見、積極的な気持ちを表すようにも思

えますが、「com- (con-,  col-, cor-, cog-, co-)」は「with; together」の意味から拡張して、単に単語の

意味を「強調」する働きも持ちます。そしてこの場合の「強調」とは「本当はそうしたくないのにやむを得ずす

る」というニュアンスを表すものです。

The party conceded the election.

　というと直訳的には「その政党は選挙（の結果）を認めた」ですが、この文が表すのは「選挙の敗北を認め

た」ということです。つまり「concede」は「認めたくないけど認めざるをえない」という意味を表すので、「認め

たくない選挙結果＝敗北」ということになるわけです。

このセッションのテーマ

　「recede」、「recession」、「recess」は接頭辞「re-(Lt. back)」がラテン語幹「cedo」

に接辞したものでした。他の接頭辞ではどうでしょうか。



　「concede」の名詞形は「concession /kənséʃən/」で、「the act of conceding」つまり「容認、譲歩」と

いう行為を表しますが、「容認・譲渡された結果として得られるもの」の意味で「具体的に譲渡されたもの」、

「利権、特権」といった意味にもなります。またそれらの意味が延長されると「ある場所において何かを売る

権利」さらには「物を売るための場所（特に大きな建物の中の一部の区画）」を意味することもあります。

　「the burger concession (at the studium)」なら「（スタジアムの中の）ハンバーガー売り場」のことで

すし、遊園地の中にある何かを売るためのブースのような場所も「a concession stand」といいます。そ

れから広い敷地の中の一区画を有料駐車場としている場合はそれを「a parking concession」と呼びま

す。このあたりになってきますと「cede=go」という語源的由来がぴんとこなくなってきますが、「go=行く＞相

手のところに何かがいく＞譲渡される＞場所や権利などが譲渡される＞譲渡された権利や場所」というつ

ながりが確かにあるわけです。

　「concession」の形容詞形は「concessive [consess + -ive (Lt. causing; making)]」で「譲渡的

な」という意味。これは文法用語の「concessive conjunction（譲渡の接続詞＝although, though, 
despite, even ifなど）」や「concessive clause（譲渡の接続詞が導く節）」と使われます。

　「precede /prɪsíːd/ [pre- (Lt. before) + cede (Lt. go)] 」は、語源的に「go before（～より前を行く、

先にいく）」を表し、実際に歩いたり走ったりするときに「先に立つ、前を行く、先導する」という意味にも使わ

れますし、時間的前後関係として「先に発生する、順序が先である」の意味、さらに「優先順位が先である」

といった意味も表します。

　「secede /sɪsíːd/ [se- (Lt. apart) + cede (Lt. go) ]」は、語源的直訳として「離れて行く」の意味を表

し、「（政党・団体・国家などから）離脱する」という意味として用いられるフォーマルな単語です。

He seceded the Democratic Party. 
（彼は民主党を離脱した）

The Republic of Panama seceded from Colombia in 1903.
（パナマ共和国は1903年にコロンビアから独立した）

　「secede」の名詞形は「secession /sɪséʃən/ [secess + -ion (Lt. act of; result of)] （分離・脱退・独

立）」です。

　またアメリカの歴史において「Secession」といえば、南北戦争（Civil War）のきっけととなった、1860年

から1861年にかけての南部１１州の「連邦脱退」のことを指します。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 re- (Lt) return back; again

2 ad-, ac- (Lt) accept to; toward

3 cede (Lt)  accede go

4 com-, con- (Lt) concede with; together

5 pre- (Lt) precede before

6 se- (Lt) secede apart

7 -ion (Lt) caption act of; result of

英単語 発音記号

1 accede /æk-síːd/

2 accedence /æk-síː-dəns/

3 concede /kən-síːd/

4 precede /prɪ-síːd/

5 secede /sɪ-síːd/

6 secession /sɪ-séʃ-ən/

ヒント 英単語

1 to achieve a high position, especially to become king or queen accede

2 to reluctantly admit that something is true, logical, etc concede

3 noun of #2 concession

4 to come before something/somebody in order precede

5 to officially leave an organization of states, countries, etc. secede

6 noun of #5 secession



  Session 038 

　多くの英単語に「to go」の意味をもって含まれている「cede」ですが、この「cede /síːd/」自体がそのまま

英単語にもなっています。英単語の「cede」は「（権利を）譲渡する、（領地を）割譲する」といった意味に用

いられ、その背景として戦争などの争いに負けたことが通常あるため、ニュアンスとしては「不本意に」という

ものがつきまといます。

Cuba was ceded by Spain to the US in 1898.
（キューバは1989年にスペインからアメリカに移譲された）

　「cede」を含む語はフォーマルな響きを持つものが多く、政治的な内容など堅い文章の中によく現れま

す。政治的背景や歴史的経緯を踏まえて「（何かに負けて）譲渡」されるため、concedeなど不本意にそれ

を行うニュアンスがつきまといやすいわけです。

　もちろん「cede」それ自体はラテン語の「cedeo (=to go)」に由来しますので特別なニュアンスを含まない

単語にも含まれます。

　「intercede /ɪ̀ntɚsíːd/ [inter- (Lt. between) + cede(Lt. to go)]」は、語源的に「（何かと何かの）

間に行く」という意味ですから「（争っている両者）の間に入って仲裁する」という意味を表します。使い方

としては「intercede (with A) (for B)」あるいは「intercede (with A) (on behalf of B)」や「intercede 
(with A) (in favor of B)」という形式によって「ＢのためにＡとの間を取り持つ、ＢのためにＡとの間に入っ

て仲裁する」という意味となります。そしてその行為は「intercession /ɪ̀ntɚséʃən/（仲裁、調停、斡旋）」と

いう名詞形で表現されます。「intercession」の同義語として「mediation /mìːdiéɪʃən/[medi (Lt. half; 
middle; between) + -ate(Lt. make) + -ion (Lt. act of)]」という語もあり、こちらの語源的直訳は「間

に入って行動すること」ですね。

このセッションのテーマ

　「cede」、「cession」、「cess」はラテン語幹「cedo」に由来するので「cedo」のスペ

ルを引き継いで「c-」のスペルであることに注意してください。



　関係代名詞などを使った構文で、関係詞によって導かれる形容詞節が修飾する名詞のことを「先行詞」と

いいます。たとえば

This is the house which my father built.（これが父の建てた家だ）

　という文で「the house」が関係代名詞「which」の先行詞ということになります。

　この文法用語「先行詞」は英語で 「antecedent /æ̀ntəsíːdənt/ [Lt. ante- (before) + cede (Lt. to 
go) -ent (Lt. -ing)]」といいます。単純に語源に即して英単語にすれば「before-going」ですね。「dif-
ferent」などにも見られる「-ent」の語尾はラテン語動詞の現在分詞語尾であり、英語の「-ing」に相当しま

す。つまり「動詞が現在分詞になることで形容詞として機能できるようになったわけです。

　つまり「antecedent」は語源的にはまず形容詞であり、「先立つ～、先行する～」という意味があり、それ

が名詞的に「先立つもの、先行するもの」としても用いられるようになったものです。

　文法用語としては「先行詞」を意味しますが、もちろん、それに限らず「何かよりも先に起きた、あるいは存

在した物や出来事」を広く意味します。また関係代名詞などの「先行詞」というだけでなく、あとから出てきた

代名詞が指す「すでに現れた名詞」のことも「antecedent」といい、これは「代名詞が指す名詞」ということ

ですね。

　さらに複数形「antecedents」は「人の人生において先に起こった出来事＝来歴、素性」という意味と、「

祖先（=ancestors)」の意味も持ちます。

　祖先という意味の「ancestor /ǽnsestɚ/」もラテン語の「antecessor」に由来し [an- (=ante- Lt. be-
fore) + cedo (Lt. go) + -or (Lt. one who)]により「先に行った人＝先に存在した人＝祖先」という意味

を表すものです。（この語源を持つから「ancestor」の「cest」は「c」を含むのです。）

　Session 37 で出てきた「precede」も [pre- (Lt. before) + ced (Lt. to go)] の語源を持ち、「先導

する、先に行く、先に起こる」などの意味を表しました。この単語から派生した形容詞は「precedent /
présɪdənt/」は、語源的には「antecedent」と同じ「before-going」ですが、現在分詞「preceding /

prɪsíːdɪŋ/」と同じ「先行する～」の意味です。

　ただし「precedent」はその形で名詞でもあり、名詞としては「先例、判決例」の意味として用いられます。

　なお「precedent（先行する；先例）」と「president /prézədənt/ 

（大統領；社長）」のスペルを混同しないように注意してください。

「precedent」は「cedo (=to go)」を含むので「-ced-」ですが、

「president」は、[pre- (Lt. before) + sid (Lt. sit) + -ent (Lt 
-ing)]に由来し、「sitting before」すなわち「（人々の）前に座っ

ている」が語源です。だから「-sid-」のスペルを含んでいます。 



　 Session 38 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 cede (Lt) accede go

2 inter- (Lt) intercede between

3 -ion (Lt) intercession act of

4 medi (Lt) mediation half; middle; between

5 -ate (Lt) resonate cause; make

6 ante- (Lt) antecedent before

7 pre- (Lt) precede before

8 -ent (Lt) different -ing

9 sid (Lt) president to sit

英単語 発音記号

1 cede /síːd/

2 intercede /ɪǹ-tɚ-síːd/

3 intercession /ɪǹ-tɚ-séʃ-ən/

4 mediation /mìː-di-éɪ-ʃən/

5 antecedent /æ̀n-tə-síː-dənt/

6 ancestor /ǽn-ses-tɚ/

7 precedent /prés-ɪ-dənt/

8 preceding /prɪ-síː-dɪŋ/

9 president /préz-ə-dənt/ 

ヒント 英単語

1 to give someone control of something unwillingly cede

2 to go between two persons to settle a problem intercede

3 noun of #2 intercession

4 synonym of #3 mediation

5 a thing or event that goes before another antecedent

6 persons in your family who lived a long time ago antecedents/ancestors

7 happening, coming or going before something/someone in order preceding

8 the leader of a republic; etymologically one who sits before others president



  Session 039 

　「成功」を意味する「success /səksés/」の「cess」もまたラテン語「cedo（=to go)」に由来する語幹です。

　「success」は [suc- (=sub Lt. under) + cess (Lt. to go)] の成り立ちによりますが、一見、この成り立

ちから「成功」という意味は感じられないかも知れません。

　「suc-」は「submarine（潜水艦）」の「sub-」と同じもので、「sub-」が次に続くスペルによって「su-, 
suc-, suf-, sug-, sum-, sus-」という変化形を持つ中の１つです。「sub-」は英語の「under（下）」を意

味する接頭辞ですが、何かが積み重なってれば、手や目に触れるのは「上」にあるものが先で、「下」にあ

るほど「後」となります。そこから「sub-」は「after」の意味になることがあります。

　「cedo」は英語の「to go」ですが、「行く」は観点を変えれば「来る」と同じものです。日本語でも英語でも

「行く、来る」、「go, come」は別々の単語ですが、言語によってはこれらを区別せず１つの単語で表現して

いるものもあります。（例：フィリピン語では go/come どちらも「punta」という動詞です。）

　つまり「success [ under + go ]」は [ after + come ] の意味として「後から来る（もの）」の意味を表して

おり、特に「a good result, happy outcome（よい結果）」の意味に用いられるようになったものです。

　「success」の動詞形は「succeed /səksíːd/」ですが、これまでの「cede」と発音は同じでもスペルが

「ceed」であることに注意してください。同じ発音で、「c-」で始まる点まで同じですが、母音部分が「ee」の

スペルです。こういうスペルの紛らわしさには英語ネイティブですら多くの人が混乱し悩まされているもので

す。実はちょっとした整理のコツがあるのですが、それについてはこの先で紹介します。今は「正しいスペ

ルに目と手をなじませて覚える」ようにしてください。

　「succeed」も語源は [suc- (=sub- Lt. under→after) + ceed (Lt. to go/come)] ですから、直訳的

には「come after（後から来る、続いて来る・起きる）」という意味であり、実際、そういう「ある出来事が別の

出来事のあとで起きる」という意味が先であり、そこから「（努力の）あとで（よい結果が）起きる＝成功する」と

いう意味が生まれました。

　「あとから起きる」という意味は、「親などが持っていた財産などを子があとから受け取る＝相続する、継承

このセッションのテーマ

　「cede」、「cession」、「cess」はラテン語幹「cedo」に由来しますが、英単語に

「ceed」のスペルで現れることも多くあります。



する」という意味にもつながってきます。すなわち動詞「succeed」は「１、後から起きる　２、成功する ３、相

続する、継承する」という３つの使い道を持つということです。

　「succeed」という動詞に対する名詞は「成功」の意味では「success」ですが、「後から起きること＝連続」

と「相続・継承」の意味では「succession /səkséʃən/」と異なった形によって区別されます。

　「成功」の意味の「success」は派生語として形容詞「successful /səksésfl/（成功した）」がありますが、

「継続・連続した」の意味では「successive /səksésɪv/」、さらに「継承・相続の」では「successional    
/səkséʃənəl/」があります。ただし「successional」は「継続の、連続の」の意味にも用いられます。

　副詞はそれぞれの形容詞に副詞語尾「-ly」をつけて「successfully /səksésfəli/（首尾よく、成功して）

」、「successively /səksésɪvli/（継続して、連続して）」、「successionally /səkséʃənəli/（相続的に、継

承して；継続して」という形になります。

　またこれら派生語の形を用いる以外に動詞「succeed」の現在分詞「succeeding」はそのまま形容詞と

して「successive, successional」両方の意味に用いることができますし、「succeedingly」という副詞に

もなります。



　 Session 39 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 cede, cess, ceed (Lt) intercede go

2 suc-, sub- (Lt) submarine under

3 -ion (Lt) succession act of; result of

4 -ive (Lt) successive causing; making

5 -al (Lt) successional relating to

英単語 発音記号

1 succeed /sək-síːd/

2 success /sək-sés/

3 succession /sək-séʃ-ən/

4 successful /sək-sés-fl/

5 successive /sək-sés-ɪv/

6 successional /sək-séʃ-ə-nəl/

7 successfully /sək-sés-fəl-i/

8 successively /sək-sés-ɪv-li/

9 successionally /sək-séʃ-ə-nəl-i/

ヒント 英単語

1 come after; happen after succeed

2 to gain the right to a title, property, etc. when somebody dies succeed

3 good result; happy outcome success

4 adjective of #3 successful

5 following one after the other succeeding/successive

6 adverb of #5 succeedingly/successively

7 the act or process of following in order or sequence succession

8 adjective of #7 successional

9 adverb of #8 successionally



  Session 040 

　「to go」を意味するラテン語の語幹には「cede, ceed, cess」がありますが特に「cede」と「ceed」は発音

がまったく同じであるため英語ネイティブでもよく混乱します。一番よいのは「正しいスペルに目と手をなじ

ませる」ことで、間違ったスペルを書いてしまったときに「あれ？なんか変だな」と感じられるようになることで

す。少しでも自信がなかったらこまめに辞書を引いて確認する習慣をつけましょう。

　その上で、１つのコツをお教えします。実は「to go」の意味として「ceed」のスペルを含むのはたった３語

だけなんです。その３語以外はすべて「cede」のスペルです。

　「ceed」を含む３語とは「succeed, proceed, exceed」です。このうち「succeed」についてはすでに取

り上げましたのでここからは他の２語について解説します。また「その他」とは「accede, antecede, cede, 
concede, intercede, precede, recede, secede」です。ですから「ceed」を含む数の少ない３語がどれ

なのかを明確に覚えてしまえばかなり迷いを解消できるはずです。

　この３語の覚え方としてちょっとしたこじつけを用います。そ

れは「SPEED」というキーワードを使う方法です。「SPEED」と

いう単語自体「EE」のスペルを含んでいますね。そして「Suc-
ceed, Proceed, Exceed」の頭文字を「SPEed」の最初の３文

字に重ねて覚えてしまいます。

　なにしろ「cede」と「ceed」は語源的にも同じ「cedo」に由

来しますので、語源を知ることでもスペルの区別がつきませ

ん。こんな場合はさすがの英語ネイティブもこじつけやだじ

ゃれに頼るんですね。実はこの覚え方、私が考えたものでは

なく、Norman Lewis(1912年12月30日-2006年9月8日） と

いう著名な英文法学者で、アメリカ人向けに多くの英語学習

書、特に「語源による英単語の覚え方」に関する名著を多く書いている有名な先生が提唱したものなので

す。Norman Lewis著の英単語学習法の書籍としては「Instant Word Power」と「Word Power Made 
Easy」が有名で、私自身、大学時代に両著によって英語の語源を学びました。本来、日本の英語学習者

の皆様も（特に大学生以上、あるいは英語科教員などは）是非、これらの書を求めて学んでいただきたいと

思います。いかんせんアメリカ人向けに書かれた本ですから当然のことながら洋書です。高校生段階では

かなり英語が得意な人でもちょっと敷居が高いと思われます。非常にすばらしい書なので是非多くの日本

人にも役立てて欲しいと兼ねてから願っていましたが、これらに匹敵する英語の語源知識を活用した英単

語の習得を狙った日本語で書かれた本がありません。多少語源に触れている単語集などがないわけでは

ないのですが、満足のいくものには出会えませんでした。「ないものは自分で書くしかない」というのが、本

書を執筆した最大の動機でもあります。

　さて「ceed」のスペルを含む「succeed」以外の2語について見ていくことにしましょう。

　「proceed /proʊsíːd/ [pro- (Lt. forward) + ceed (Lt. to go)]」は、語源的には「前に向かって進む」

という意味を表します。ただし使い方としては「すでにある程度まで進んでいること」を「さらに前に向かって

進める」という意味を表すもので、まったく最初の第一歩から前に進むという意味には用いられません。で

すから「企画してきたことを実行に移す」とか「今までやってきた作業を一時中断してまた先に進める」とか

「今まである場所までやってきた人が、さらに前進を続ける」といった場面に適した動詞です。用法としては

自動詞のみなので、「何かを進める」というときには「proceed with ～」と前置詞 with が必要です。

このセッションのテーマ

　「to go」を意味するラテン語由来の語幹「cede」と「ceed」は英語ネイティブでもよ

く混乱します。正しいスペルを目と手にまずはなじませましょう。



　「proceed」からは3種類の名詞が派生します。それは「process /prɑ́ses, próʊses/」、「procedure /

prəsíːdʒɚ/ [proceed + -ure (Lt. act; state of)]」と「procession /prəséʃən/ [proceed + -ion (Lt. 
act of)]」です。同じ「proceed」という動詞から派生しますが、意味が異なり互換性はありませんのでしっか

り違いを理解してください。

　「process」は、「手順、工程、経過」といった

「何かが進行していくときに１つ１つたどり、踏

まえるステップ」のことです。あるいは「進行して

いる流れの中の一場面、進行状況」といった限

られた場面を指します。

　それに対して「procedure」は「手続き、手

順」といった「進行の流れ全体」を指す名詞で

す。例えば「学校を卒業するまで」という「pro-
cedure」の中には「1学年、2学年、3学年」さら

に「1学期、2学期、3学期」と順にクリアしていかなければならない「process」が沢山あります。料理を作る

場合なら、材料を切る、混ぜる、煮込む、焼く、盛り付けるなどの「process」がすべて１つの料理を作るとい

う「procedure」に含まれるわけです。

　「procession」は、例えば音楽隊が「列を作って進む」とか「行進する」とか、「列となっている人たちが実

際に歩くこと」です。またその行列そのものを指して「procession」ともいいます。

　葬式、婚礼、お祭り、パレードなど様々な場面で、「procession」を見かけることがありますね。

　ちなみに「process」はそのままで動詞としても用いられます。動詞としては「処理する、加工する」という

意味で、上記名詞としての「process」の理解を踏まえれば、「その１つのプロセスを通過させる」という意味

だと納得できるでしょう。「food processor」や「word processor」は、「料理」や「文書作成」の「１つの段

階的処理」を行うだけの機械であり、「food processor」が料理をしてくれるわけでもなく、「word proces-
sor」が文章を書いてくれるわけでもありません。



　 Session 40 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

４、次の空所に「to go」の意味を持つラテン語由来の語幹「cede」か「ceed」を入れてください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 cede, ceed, cess (Lt) succeed to go

2 suc-, sub- (Lt) success under

3 pro- (Lt) proceed forward

4 -ure (Lt) procedure act; state of

5 -ion (Lt) procession act of

6 -or (Lt) processor one who; that which

英単語 発音記号

1 proceed /proʊ-síːd/

2 process /prɑ́s-es, proʊ́-ses/

3 procedure /prə-síː-dʒɚ/

4 procession /prə-séʃ-ən/

ヒント 英単語

1 to continue doing something that has already been started proceed

2 a way of doing something, especially the usual or correct way procedure

3 a series of things that are done in order to achieve a particular result process

4 a line of people moving forward in an organized manner procession

5 a person, device, or business that processes things processor

1 ac(          ) cede

2 ante(          ) cede

3 con(          ) cede

4 suc(         ) ceed

5 inter(          ) cede

6 pre(          ) cede

7 ex(          ) ceed

8 re(          ) cede

9 se(          ) cede

8 pro(          ) ceed
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　ＳＰＥＥＤというキーワードをヒントに「ceed(=to go)」を含む英語の３つの動詞「succeed, proceed, ex-
ceed」を覚えられるというお話をしました。そのうち「succeed」と「proceed」について解説しましたのでここ

では最後の１つ「exceed」について解説します。

　「exceed /eksíːd/ [ex- (Lt. out) + ceed (Lt. to go)]」は、語源的直訳は「go out＝外に出る」となりま

すが、これは「ある限界や領域の外に出る・超える」という意味に用いられます。よい意味に用いられること

が多いのですが、「法律で認められる範囲を超える」などでは悪い意味になりますし、物理的にある量を超

えるという意味ならそれ自体はよくも悪くもない中立的ない意味です。

1, The result exceeded our expectations.
（その結果は我々の期待を超えていた＝期待していたよりもよかった）

2, She was exceeding the speed limit (= driving faster than is allowed).
（彼女は速度制限を越えて運転していた）

3, The officers had exceeded their authority.
（役人たちは越権行為を行っていた＝権限を越えた行為を行っていた）

4, The river exceeded its banks.
（川が堤防を越えた＝川の水量が堤防の高さを越えた）

　「exceed」は何かを超えさえすれば、よい意味にも悪い意味にも使われますが、「surpass /sɚpǽs/」とい

う単語は常に「よい意味で何かを越える、何かに勝る」という意味み用いられます。「surpass」は [sur- (← 
Lt. super above; over) + pass (Lt. walk; pass)] から成り立ち、「super-」に由来する「sur-」を接頭

辞としてしており、それがよい意味での「超える」に限って用いられる理由となっています。上記例文の１で

あれば、surpassed に置き換えても意味は同じです。

The result exceeded our expectations. = The result surpassed our expectations.

　逆に常に悪い意味にしか用いられないのが「outrageous /aʊt-réɪdʒəs/」という単語で、これは「けしか

らぬ、ひどすぎる、非道な、極悪な、無法な」などの意味です。実はこの「outrageous」という単語、本来は悪

い意味のない中立な単語だったのですが、語源についての誤解があり、その誤解が定着して悪い意味だ

けに使われるようになりました。

　語源的には古いラテン語の俗語である「oltrage」に由来しているのですが、この単語自体は「ul-
tra」に由来して、ただ単に「超えている」という意味だけだったのです。つまり「outrage」という単語は

　[out+rage(激怒)] という由来ではないのですが、見た目の印象からの俗説的な思い込みから誤った認

識が定着してしまい、名詞「outrage /áʊtreɪdʒ/」が「無法、乱暴、侮辱」といった「相手の感情や道徳的規

範を悪い意味で超えること」の意味だけに使われるようになり、それに形容詞語尾「-ous (Lt. full of)」の

ついた「outrageous」も悪い意味の形容詞になってしまいました。

　正しい歴史的事実を踏まえない「民間での誤った思い込みに基づく語源の推測」を「民間語源説（vul-
gar etymology)」というのですが、その典型的な例の１つなのです。

このセッションのテーマ

　「ceed (=to go)」のスペルを含む英単語は３つだけ。succeed, proceedを見てき

ましたので、ここではもう１つの「exceed」を見ていきましょう。



　動詞「exceed」の名詞形は「excess /ɪksés, ékses/」で、「超えてている状態、超過（the state of ex-
ceeding what is normal or sufficient）」と「超えている分量、超過分（an amount or quantity 
beyond what is normal or sufficient; a surplus）」の意味となります。

　形容詞は「excessive /ɪksésɪv/」で、これは動詞「exceed」の現在分詞「exceeding」もそのまま形容詞

になれますので互換性があります。さらに副詞は「excessively /ɪksésɪvli/」で、これも「exceedingly」と

互換性があります。

　「コンピュータでデータに『アクセスする』」とか、「都心へのアクセスのよい場所」などと外来語としても使わ

れている「access /ǽkses/ [ac- (=ad- Lt. to; forward) + cess (Lt. to go)] 」は、「ある場所へ向かう」

という語源的意味を持ち、動詞、名詞として用いられます。動詞としてはコンピュータ用語として「（データな

どに）アクセスする」という意味で使われることが圧倒的に多いのですが、本来の語源的意味に即して「（あ

る場所に）接近する；到達する」といった意味にも、やや堅い表現ですが、使われます。

People now can access information from the Internet as never before.
（今や昔と違って人々はインターネットで情報にアクセスできる）

The loft can be accessed by a ladder.
（屋根裏部屋には梯子を使って行ける）

　「accessible /æksésɪbl/ [access + -ible (Lt. having abilities 
or qualities)]」は、「possible to approach, enter, or use（接近

したり、入ったり、使ったりすることができる）」という意味の形容詞。こ

の形容詞は主語に「場所、データ」などがきます。

The island is accessible only by ferry.
（その島へはフェリーでしか行けない）

　名詞を修飾する形で用いると「アクセスしやすい」の意味と比喩的

に「（偉ぶったところがなく）近づきやすい」とか「簡単に手に入る（お

金など）」という使い方もできます。

an accessible manager
acceccible money 

 　ちょっと意外に感じるかも知れませんが、ネックレスやブローチなどの装飾品を意味する「アクセサリ

ー」すなわち「accessory /æksésəri/ [ac- (=ad- Lt. to; toward) + cess (Lt. to go) + -ory (place; 
characterized by)] にも語幹「cess」が含まれています。語尾の「-ory」は「factory」などでは「～する場

所」を意味しますが、ここでは「～の性質がある」という形容詞語尾です。つまり「accessory」の語源的直訳

は「何か別のメインとなるものに付き従って行くような（もの、人）」ということになります。装飾品は主役である

人間を引き立てるために「人に付き従って行く」ものです。法律用語で「accessory」は「従犯者」といって

「someone who helps another person to commit a crime but does not take part in it（自ら

は直接関与しないが、人が犯罪を犯すことを手伝う者）」という意味も表します。「従犯者(accessory)」は誰

かが犯罪を犯すことを幇助（ほうじょ＝手助け）」する者であり、自分自身はその犯罪行為を行いません。誰

かと一緒に犯罪を犯せば、それは「party（共犯者）」となります。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ceed, cede, cess (Lt) proceed to go

2 ex- (Lt) exceed out

3 sur- (Lt) surpass above; over

4 -ous (Lt) outrageous full of

5 ac-, ad- (Lt) to; forwardaccess

6 -ible, -able (Lt) accessible having abilities or qualities

7 -ory (Lt) accessory place; characterized by

英単語 発音記号

1 exceed /ek-síːd/

2 surpass /sɚ-pǽs/

3 outrage /áʊt-reɪdʒ/

4 outrageous /aʊt-réɪ-dʒəs/

5 excess /ɪk-sés, ék-ses/

6 excessive /ɪk-sés-ɪv/

7 excessively /ɪk-sés-ɪv-li/

8 access /ǽk-ses/

9 accessible /æk-sés-ɪ-bl/

10 accessory /æk-sés-ə-ri/

ヒント 英単語

1 to go beyond a permitted limit exceed

2 to do or be better or more than something else surpass

3 a strong feeling of shock and anger outrage

4 adjective of #3 outrageous

5 (n) more than is necessary, reasonable or acceptable excess

6 adjective of #5 excessive; exceeding

7 adverb of #6 excessively; exceedingly

8 a way of entering or reaching a place access

9 a thing that you can wear that matches your clothes accessory
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　「to go」の意味を持つラテン語源の語幹は英単語に「cede, ceed, cess」のいずれかのスペルで現れる

のですが、例外もあります。「cease」と「decease」は、これらのスペルと少し違うのですが、語源は同じもの

です。たった２つの例外なので特殊な例として覚えておくことにしましょう。

　「cease /síːs/」はラテン語の「cedo (=to go)」に由来しますが、「どこかに行く」という意味ではなく、「go 
away, go slow, go over」といったニュアンス、つまり「to stop（止める）、to discontinue（継続しない）」

に相当する意味を表します。「行く」が語源なのに意味が「止める」というのは不思議に感じるかも知れませ

んが、和訳の「行く」ではなく英語の「to go」が語源なのであり、「to go」は「go mad（怒る）」、「go out（消

える）」、「go bad（腐る）」など「ある状態になる」という意味

も持っています。つまり和訳の「行く」で「go」を理解しよう

としてもしっくり来なくても、英語本来の「go」が持つ意味

の範囲にはちゃんと収まっているということなのです。

　「stop」は「stop doing」で「することを止める」、「stop 
to do」だと「するために立ち止まる」と意味が違ってきま

すが、「cease」は「cease to do」、「cease doing」のい

ずれの形でも同じく「することを止める」の意味です。ま

た「without cease（絶え間なく＝without stopping; 
incessantly）」の成句では名詞として機能しますが、名

詞形としては「cessation /seséɪʃən/ [cess (Lt. to go) 
+ -ate (Lt. make; cause) + -ion (Lt. act of) ]」（中

止、中断）」という語形があります。

　「without cease（絶え間なく）」は１語で「incessantly /ɪnsésəntli/ [in-(Lt. not) + cess (to go→to 
stop) + -ant (Lt. doing) + -ly (副詞語尾)]」ということもできます。

このセッションのテーマ

　どんなものにも例外はつきもの。「cede, ceed, cess」のいずれのスペルでもない

「cease」や「decease」は例外的に同じ語源による単語です。



　「incessantly」という副詞があれば「incessant /
ɪnsésənt/ [in- (Lt. not) + cess (to go→to stop) + 
-ant (Lt. doing) 」という形容詞があることも推測できる

でしょう。これは「never stopping（絶え間ない、ひっきり

なしの）」という意味ですが、主に悪い意味に用いられま

す。例えば「incessant chatter」といえば、こちらの話

をまるで聞かずひたすら一方的におしゃべりを続ける人

というような意味です。

　否定の意味の接頭辞「in-」を外した「cessant」とい

う形容詞は「不活発な(inactive）、休眠状態の（dor-
mant）」という意味ですが、現代英語ではすでに廃れた

単語で用いられなくなっています（ですから覚える必要はありません）。

　「decease /dɪsíːs/ [de- (Lt. down; off) + cease (=cede Lt. go)] 」は、「死亡； 死ぬ（die）」の意味で

法律文書などで用いられるフォーマルな表現です。語源的に直訳すると「（魂が）離れて行ってしまう）」と

いうことになります。

　「die」は「死、死ぬ」を表す最も一般的な語ですが、響きが直接的なので会話などでは婉曲的な「pass 
away」という言い方がよく用いられます。日本語でも「亡くなる」という言い方をするのに相当します。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

４、指定された文字で始まる単語で空所を埋めてください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 cede, ceed, cess (Lt) access to go

2 -ion (Lt) cessation act of

3 in- (Lt) incessantly not

4 -ant (Lt) incessant doing

5 de- (Lt) decease down; off

英単語 発音記号

1 cease /síːs/

2 cessation /se-séɪ-ʃən/

3 incessant /ɪn-sés-ənt/

4 incessantly /ɪn-sés-ənt-li/

5 decease /dɪs-íːs/

ヒント 英単語

1 to stop; discontinue cease

2 a ceasing or stopping; pause cessation

3 without cease incessantly

4 continuing without interruption incessant

5 legal term for “to die; death” decease

1 If you are a non-stop speaker, you are a ( i_________ ) chatter. incessant

2 Pass away is a round-about expression for “die”, “( d______)” 
a legal term. decease

3 If you spoke from 1:00pm to 5:00pm without taking any 
breaks, you spoke 4 hours ( i________). incessantly

4 Death is the result of the ( c_______) of all the bodily functions.   cessation

5 The commander shouted,”( C____ ) fire!”, then the soldiers
stopped engaging the target. cease



  Session 043 

　人から何かを頼まれたとき、それを「断る」という意味の英語には「reject, refuse, decline」といった動詞

があります。

　中でももっとも言葉の響きの柔らかいのが「decline /dɪkláɪn/ [de-(Lt. down) + cline (Lt. bend)]」
で、語源に即して言うと「下に向けて曲げようとする外部からの力を拒絶する」という意味ですが、「断る」

という意味では最も丁寧な言い方です。就職試験に合格したものの、他の会社への就職を決めたため、

採用通知に対して「お断りをする」ような場合は、メールの返信などで「This is to inform that I would 
like to officially decline your job offer.」のように書くと失礼がありません。

　「refuse /rɪfjúːz/ [re- (Lt. back) + fundere (Lt. pour)]」は、「（相手からこちらに注がれたものを）注

ぎ返す」という語源的な意味で、やはり「与えられたもの

を返す」というところから「断る、拒否する」という意味を表

します。拒否の姿勢がかなり明確な単語で使う場面によ

っては相手に失礼に響くことがあります。ちなみに「re-

fuse」の語幹であるラテン語「fundere」は「fund（資金）」

の語源でもあり、「refund」は「refuse」と同語源ですが、

「相手の資金を返す＝返金する」という意味になります。

　「reject /rɪdʒékt/ [re- (Lt. back) + ject (Lt. 
throw)]」は、「（相手の依頼・要求を）投げ返す」という語

源的意味を持ち、最も拒絶の度合いが強く、きつい言葉

です。

このセッションのテーマ

　「拒否する」とは、英語で「reject」、その語源的な意味は [re- (back) + ject 

(throw)] で「（相手の依頼や要求を）投げ返す」ということです。



　「decline」は、名詞形として「declination /dèklɪnéɪʃən/ [decline + -ate (Lt. cause; make) + -ion 
(Lt. act of; result of)] の形を持ち「公式な辞退」の意味を表しますが、その語源が「下向きに傾く」です

から、「下降、（下向きの）傾斜」という意味にもなります。

　なお「decline」はそのままの形でも名詞として「下り坂、（物価などの）下落、（質などの）低下、（勢力など

の）衰え」という意味も持ちます。要するに「先に進むほど下がっていくもの」を総じて指すことができるわけ

です。ただし「辞退、お断り」の意味に使われるのは「declination」だけです。

　「decline」の逆は「incline /ɪnkláɪn/ [in- (Lt. in, into) + cline (Lt. bend)]」で、語源的には「～へと

傾く」であり、「まっすぐだったものをある方向に向けて傾ける・傾く」の意味を基本とし、心理的な意味では

「decline」の逆ですから「～したいと思う（＝気持ちが何かに向かって傾く）」であり、「incline to (do)」と自

動詞の用法と「be inclined to do」と他動詞の受身の形式の用法があります。そのままで名詞に使えば「

（上りの）勾配」の意味。 「inclination /ɪ̀nklənéɪʃən/」は「気質的・体質的傾向、好み」と「上り斜面、上り

坂」の意味を持ちます。

　「refuse」は、「拒否、拒絶」の意味の名詞としては「refusal /rɪfjúːzəl/ [refuse + -al (Lt. act of)]」とい

う形をとります。そのままの「refuse」が名詞として使われるのは「廃棄物、かす、ごみ（＝「拒否されたもの」

の意味から）」を表す場合だけで、その意味では発音も /réfjuːs/ となります。（アクセントが前に移動し、末

尾子音が無声化します。）

　「reject」をそのまま名詞として使うと発音が /ríːdʒekt/ となり、「拒否されたもの、不良品、きずもの」の意

味。「拒否」という行為は、名詞形「rejection /rɪdʒékʃən/ [ reject + -ion (Lt. act of; result of)]」で表

します。



　 Session 43 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 de- (Lt) decease down

2 cline (Lt) decline bend

3 in- (Lt) incline in; into

4 -ate (Lt) resonate cause; make

5 -ion (Lt) declination act of; result of

6 re- (Lt) refuse back

7 fundere (Lt) refuse pour

8 ject (Lt) reject throw

9 -al (Lt) refusal act of

英単語 発音記号

1 decline /dɪ-kláɪn/

2 declination /dèk-lɪ-néɪ-ʃən/

3 refuse (v) /rɪ-fjúːz/

4 refuse (n) /réf-juːs/

5 refusal /rɪ-fjúː-zəl/

6 reject (v) /rɪ-dʒékt/

7 reject (n) /ríː-dʒekt/

8 rejection /rɪ-dʒék-ʃən/

9 incline /ɪn-kláɪn/

10 inclination /ɪǹ-klə-néɪ-ʃən/

ヒント 英単語

1 refuse politely to do something; become lower, smaller. decline

2 noun of #1 declination

3 to say no to an offer refuse

4 noun of #3 refusal

5 etymologically to throw something back reject

6 noun of #5 rejection

7 to bend your head forward, as a sign of agreement incline

8 noun of #7 inclination
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　ＤＶＤプレイヤーやパソコンからディスクを取り出すとき押すのが「eject /ɪdʒékt/」ボタンです。「eject」

は動詞で [e- (=ex- Lt. out) + ject (Lt. throw)] により語源的に「throw out（投げ出す）」の意味を持

ち、「強制的に人をある場所から排除する」とか「力をかけて物を外に（突然）投げ出す」といった意味を表

します。

　名詞形は「ejection /ɪdʒékʃən/ [eject + -ion (Lt. act of; result of)]」です。

　「inject /ɪnʒékt/ [in- (Lt. in; into) + ject (Lt. throw)]」は、主に液体薬物を注射器（syringe）によ

って人間・動物の体内に注入するという意味に使われます。英語的発想では「（薬を）投げ入れる」という言

い方をしているわけですね。

　「注射する」という意味のほか、「throw in」という語源的成り立ちに沿って「何かに新たな性質を加える」、

「事業などに資金を投入する」といった意味にも用いられます。名詞形は「injection /ɪnʒékʃən/」です。

　「project [pro- (Lt. forward) + ject (Lt. throw)]」は同じ語形で名詞と動詞に用いられますが、品

詞によって強勢の位置がことなります。

　名詞としては /prɑ́dʒekt/ と発音されますが、動詞としては /prədʒékt/ と語幹「ject(=throw)」に動詞的

意味があるのでそちらに強勢が置かれます。

　名詞の「project」は「プロジェクト」という外来語としても日本語の中に定着していますが、「（大規模な）計

画、企画、事業」といった意味で、そういう大きな計画が「前に向かって投げ出されたもの」という発想です。

このセッションのテーマ

　「ject」はラテン語源で「throw」を意味します。パソコンからＣＤ・ＤＶＤを取り出す

とき押すのが「eject」ボタン。注射は「injection」で、いずれも「ject」を含みます。



　また「school project」などともいって、「特定の問題についての詳しい研究」のことも指しますし、小学校

などでも「課題、（あるテーマについての）宿題」のことを「project」といいます。

　動詞としての「project」は「前方に向かって投げ出す」という語源的意味から、「計画・企画する、予測

する・見積もる」、「（矢やミサイルなどを）発射する」、「（光や映像を）投影する」といった意味に用いられま

す。映像・画像を投影する装置が「projector /prədʒéktɚ/ [project + -or (=-er OE. one who; that 
which)]」ですね。

　動詞の「project」の意味の中で「投影する、計画する、予測・見積もりする」の意味は名詞形が「projec-
tion /prədʒékʃən/ [project + -ion (Lt. act of; result of)]」の形を取り「投影された画像、画像の投

影、計画、予測、見積もり」の意味を表します。

　ところで英文法の用語として「主語」は「subject /sʌ́bdʒekt/」、「目的語」は「object /ɑ́bdʒekt/」といい

ますね。これらは「文の要素」という単位ですが、品詞の中にも「間投詞（interjection /ɪ̀ntɚdʒékʃən/)」と

いうものがあります。

　「subject」は [sub- (Lt. under) + ject (Lt. throw)] の成り立ちで直訳的には「下に向かって投げる」

です。「投げる」というとずいぶん無造作な感じがしますが、ここでは「lie（横たえる、置く）」といったニュアン

スに近く、「話題、議論などの主題として一番基礎的な部分となり下に横たえる」という発想があります。つ

まりこれから話す内容はすべて「subject」という受け皿の上に乗るというイメージがあるわけです。そういう「

主題」としての意味が、文の要素としては「主語」の意味に、あるいは学校の「科目」などの意味に延長・展

開されていきます。「subject」には他にも意味や用法がありますが、ここでは語源的由来をまずは覚え、「主

題」という意味を語源的意味に即して納得するにとどめることにします。

　「object」は [ob- (Lt. against) + ject (Lt. throw)] の成り立ちにより「それに向かって投げる対象」と

いう意味を表します。すなわち何らかの行為の「的、ターゲット」となるのが「object」です。そこから「目的、

目標」、「対象物、物、物体」といった意味になっていきます。

　「object /əbdʒékt/」と「ject」に強勢を置くと、動詞で「反対する、異議を唱える」という意味になります。こ

れも語源的に「～に向かって（＝～に逆らって）投げる」という意味であることから納得がいくでしょう。この意

味の名詞形は「objection /əbdʒékʃən/（異議、反対意見）」です。

　「interjection」は、語形から見て、動詞「interject /ɪ̀ntɚdʒékt/」から派生した名詞だとすぐ分かること

でしょう。動詞の「interject」は [inter- (Lt. between) + ject (Lt. throw)] により「間に投げる」の意味

を表し、これは「人が話している途中で、自分の意見や質問などの発言を割り込ませる」という意味です。

ですからどんな言葉を割り込ませてもよいのですが、英文法の品詞名を表す「interjection」は、感情など

を表す「Ah!, Oh! Wow!」などの「間投詞」のことを指します。「間投詞」という品詞名は、英語の「interjec-

tion」を語源に即して漢字に置き換えたものです。

　単語の強勢の位置に関しても語源的に「動詞となっている部分」がどこなのかを知ると、意味との関連性

で自然にそう読みたくなるものです。またそういう感覚を身に付けるように心がけてください。　
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ject (Lt) reject throw

2 e-, ex- (Lt) eject out

3 -ion (Lt) ejection act of; result of

4 in- (Lt) injection in; into

5 pro- (Lt) project forward

6 -or, -er (OE) projector one who; that which

7 sub- (Lt) subject under

8 ob- (Lt) object against

9 inter- (Lt) interject between

英単語 発音記号

1 eject /ɪ-dʒékt/

2 ejection /ɪ-dʒék-ʃən/

3 inject /ɪn-ʒékt/

4 injection /ɪn-ʒék-ʃən/

5 project (n) /prɑ́dʒ-ekt/

6 project (v) /prə-dʒékt/

7 projector /prə-dʒék-tɚ/

8 projection /prə-dʒék-ʃən/

9 subject /sʌb́-dʒekt/

10 object (n) /ɑ́b-dʒekt/

11 object (v) /əb-dʒékt/

12 objection /əb-dʒék-ʃən/

13 interjection /ɪǹ-tɚ-dʒék-ʃən/

14 interject /ɪǹ-tɚ-dʒékt/

ヒント 英単語

1 etymologically to throw out eject

2 etymologically to throw in inject

3 etymologically to throw forward project

4 etymologically a thing thrown under subject

5 etymologically a thing against which something is thrown object

6 a word or phrase thrown between other words interjection
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　「形容詞（adjective /ǽdʒektɪv/)」は [ad- (Lt. to; forward) + ject (Lt. throw) + -ive (Lt. caus-
ing; making)] の成り立ちで、語源的直訳としては「～に向かって投げられるような」ですが、文法用語と

しては「名詞（あるいは代名詞）を修飾する機能」のことです。語形自体は「-ive」で終わっていますので、形

容詞なのですが、そのままの形で名詞としても用いられま

す。

　「adjective」はそのままで形容詞として用いることもでき

ますが、別に「adjectival /æ̀dʒektáɪvəl/[adjective + -al 
(Lt. relating to)]（形容詞の、形容詞的な）」という形容詞

専用の語形もあります。「adjective, adjectival」は形容

詞として用いる限り互換性があります。副詞はそれぞれの

語に副詞語尾「-ly」をつけて「adjectively /ǽdʒektɪvli/

」、「adjectivally /æ̀dʒektáɪvəli/（発音注意）」として得ら

れます。

　「副詞（adverb /ǽdvɚb/)」は [ad- (Lt. to; forward) + 
verb (Lt. word)] の成り立ちで、「verb」は元来「言葉」と

いう意味を持っていたのですが、英語では「最も重要な言

葉＝動詞」という考え方から、「adverb」は「動詞にかかる言

葉（＝動詞に向かって投げられるもの）」という意味を表しま

す。もちろん文法的にいうと「副詞」は動詞だけでなく、形

容詞や他の副詞（要するに「名詞・代名詞」以外）を修飾す

るのですが、イメージ的にはまず「動詞にかかる言葉」が中

心的にあるということです。

　「adverb」の形容詞形は「adverbial /ædvɚ́ːbiəl/（副詞

の、副詞的な）」、副詞形は「adverbially /ædvɚ́ːbiəli/（副詞的に）」という形です。

　ボールを投げれば、それは曲線的な軌道を描いて飛

びます。弾丸、ロケット、ミサイル、彗星などあらゆるもの

が同様に軌道を描きます。この「軌道」を英語で「trajec-
tory /trəjéktəri/ [tra- (=trans- Lt. across) + ject (Lt. 
throw) + -ory (Lt. place)] 」といい、語源的には「何かを

横切って投げ出されたことによって描き出される場（形）」と

いう意味です。接頭辞「tra-」は「transportation」に含ま

れうる「trans-」のバリエーションです。「trajectory（軌道）

」を描いて飛ぶ「ボール、弾丸、ロケット」などの物体のこと

を「投射物、発射体（projectile /prədʒéktl/ [pro- (Lt. 
forward) + ject (Lt. throw) + -ile (Lt. ability, ca-
pacity)] といい、語源的直訳は「投げ出されることができるもの」となります。

このセッションのテーマ

　英文法用語で「subject, object」といった文の要素や「interjection」といった品詞

は「ject (=throw)」を含みますが、「adjective（形容詞）」も「ject」を含みます。



　限られた情報に基づいて何らかの結論を導き出そうとすること

を「conjecture /kəndʒéktʃɚ/ [con- (=com- Lt. together) + 
ject (Lt. throw) + -ure (Lt. state of; act; process)]」といいま

す。日本語の「推量、憶測、当てずっぽう」に相当する語で、根拠

とする情報が限られた不完全なものであり、論理的結論を導き出

すには不十分であり、そういう不十分な情報から導き出された推量

は、確実性の高いものではありません。語源的には「限られた情報

と一緒に（を使って）、結論を投げ出そうとすること」あるいは「そのよ

うにして投げ出された推量・憶測」という意味です。平易な英単語で

は「guess, guesswork」と同じで、「conjuecture」はフォーマル

な単語です。

　「conjecture」は動詞、名詞として用いられます。

　形容詞は「conjectural /kəndʒéktʃərəl/（推測上の、確定的でない）」です。

　ジェット（jet /dʒét/）は外来語として定着しすぎていて、かえって日本語で何といえばいいのか迷ってし

まうかも知れません。「jet」を辞書的に定義すると次のようになります：

a. A high-velocity fluid stream forced under pressure out of a small-diameter opening or 
nozzle.
（小径の口やノズルから圧力によって放出される高速の液体の流れのこと）

b. An outlet, such as a nozzle, used for emitting such a stream.
（そういう流れを放出するためのノズルなどの口）

c. Something emitted in or as if in a high-velocity fluid stream
（高速の液体の流れとして、あるいはそのように放射されるもの）

　つまり「非常に小さな穴などから強い圧力によって液体などを勢いよく放射すること」、「放射口」、「放射さ

れた液体そのもの」のことを「jet」といいます。その物理を飛行機に応用したのが「jet plane（ジェット機）」

であり、これを単に「jet」と省略的に呼んでいるわけです。

　つまりプリンタの仕組みの１つである「インクジェット(ink-jet）」は、「ジェット機のように勢いよくインクを吹

き付ける」という意味だというより、インクジェットのように「jet」を用いるのが本来であり、その意味の延長に

「jet plane（ジェット機）」があるというのが正しい順序なわけです。

　面白いことにこの「jet」という単語も「ject」と同じ語源です。「ject」には「jec, jact」というスペルのバリエ

ーションがあるのですが、「jet」というスペルは「ジェット」の意味にしか現れない例外的なものです。意味的

に「throw（投げる）」が語源であると聞けば容易に納得のいくものででしょう。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ject (Lt) adjective throw

2 ad- (Lt) adjective to; forward

3 -ive (Lt) successive   causing; making

4 -al (Lt) adjectival    relating to

5 verb (Lt) verb word

6 tra-, trans- (Lt) trajectory across

7 -ory (Lt) factory place

8 -ile (Lt) projectile ability, capacity

9 com-, con- (Lt) concept together

10 -ure (Lt) conjecture state of; act; process

英単語 発音記号

1 adjective /ǽdʒ-ek-tɪv/

2 adjectival /æ̀dʒ-ek-táɪ-vəl/

3 adjectively /ǽdʒ-ek-tɪv-li/

4 adjectivally /æ̀dʒ-ek-táɪ-və-li/

5 adverb /ǽd-vɚb/

6 adverbial /æd-vɚ́ ː-bi-əl/

7 adverbially /æd-vɚ́ː-bi-ə-li/

8 trajectory /trə-jék-tə-ri/

9 projectile /prə-dʒék-tl/

10 conjecture /kən-dʒék-tʃɚ/

11 conjectural /kən-dʒék-tʃə-rəl/

12 jet /dʒét/

ヒント 英単語

1 a word modifying a noun or pronoun adjective

2 a word modifying a verb, adjective or adverb adverb

3 the path of something thrown into the air projectory

4 something thrown into the air projectile

5 a guess based on imcomplete evidence conjecture

6 adjective of #5 conjectural

7 a strong narrow stream of gas, liquid, etc from a small opening jet



  Session 046 

　ラテン語由来の語幹「ject, jec, jac」は、英語の「throw」を意味しますが、「投げる」という動的な意味か

ら転じて「そこにある」という静的な意味を表すことがあります。

　例えば何かをポンと投げ出すと、その投げ出された

ものはその場に「lie（横たわる）」します。「lie」とは「置

かれたままの状態でそこに転がってる、ある」という意

味で、例えば「本」を机の上に投げ出せば、よほどの

偶然がない限り、その本は「横たわった状態」でそこ

にあります。これが「lie」です。

　このように「投げる、投げ出す」という動きを意味し

て「ject, jec, jac」が用いられる場合以外に、「投げ出された結果としてそこに『ある』」という意味を「ject, 
jec, jac」が表している場合もあります。

　「adjacent /ədʒéɪsnt/ [ad- (Lt. to; forward) + jac (Lt. throw; lie) + -ent (=-ant Lt. doing)] 
は、語源的直訳としては「～に向かって横たわっている（ある）」であり、実際の使い道としては「～に隣接し

て、～のすぐ近くに」という意味の形容詞として使われます。

　子供は成長する過程において、両親の姿を常に見ており、親の考え方や態度、価値観、行動パターンと

いうものを無意識のうちに自分の中に取り入れます。そのような「子供が親の姿を自分自身に取り込むこと」

を「introjection /ɪ̀ntrədʒékʃən/ [intro- (Lt. into) + ject (Lt. throw) + -ion (Lt. act of)]」といいま

す。語源的直訳は「（親の姿を自分自身の）中へ投げ込む行為」ですね。これは精神分析の専門用語なの

で日常的にお目にかかることはあまりないでしょう。またそのものずばりの日本語の訳語もありません。です

からこの単語を「和訳」で覚えようとするのではなく、語源に即して「親の姿を子供が自分の中に投げ込むこ

と」と覚えるのが実践的です。

　子供の性格は親からの遺伝的要素も多くありますが、親と一緒にすごす中で後天的に身に付けられる点

も多くあります。ある出来事に対して自分の親が常日ごろどういう反応をしているかという行動パターンや、

物事に対する価値観を、子供は無意識のうちに自分の中に取り込み、親と同じような思考、態度、価値観

を身に付けていきます。それを「introjection」といい、「親の考え方を自分の中に取り込む」という動詞として

は「introject/ɪ̀ntrədʒékt/」です。　

このセッションのテーマ

　「ject, jec, jac」は「throw（投げる）」の意味を持つラテン語由来の語幹ですが、

「投げられた結果としてそこにある」という意味から「to lie（横たわっている、あ

る）」の意味に用いられることがあります。



　「intro-」は、ラテン語由来の「into」を意味する接頭辞です。

　よく「曲のイントロ」などと外来語で使われる「イントロ」は「introduction /ɪ̀ntrədʌ́kʃən/」を縮めたもの

です。この単語は、[intro- (Lt. into) + duce (Lt. lead) + -ion (Lt. act of)] から成り立っており、直

訳的には「中に向かって導くこと、もの」です。それが曲であれば、「導入部」であり、「曲の本体的な部分

の中に向かって導く部分」ということですね。それが「人を誰かに紹介する」という意味に使われていれば、

「誰かの人柄の中へ向かって導くこと」を意味します。動詞は、末尾の名詞語尾を外した「introduce /

ɪ̀ntrədjúːs/」で、「紹介する、導入する、伝える」などの意味を表します。

 自分で自分の紹介をすれば、自己紹介、つまり「self-introduction /sèlf-ɪ̀ntrədʌ́kʃən/」です。

　「introduce」や「introduction」に含まれる「duce, duct」は、ラテン語由来で、英語の「lead（導く）」を

意味する語幹です。英単語には「duce, duct, duc」というスペルで現れますが、外来語として定着してい

るものの例に「プロデュース」や「プロダクション」という言葉があるでしょう。

　おそらく多くの人が、これら「プロデュース、プロダクション」という外来語から芸能関連のことがらを連想し

たのではないかと思いますが、「produce /prədjúːs/ [pro- (Lt. forward) + duce (Lt. lead)]」は、「前

に向かって導く」が語源的意味であり、その名詞形が「production /prədʌ́kʃən/ [produce + -ion (Lt. 
act of)]」です。何かをプロデュースするというのは、何かを前に向かって導き、多くの人に知られるように、

あるいは買ってもらえるようにするということであり、その行為やそれを行う仕事がプロダクションです。

　「produce」は、芸能関係などの意味にも確かに使われますが、それよりも基本の意味は「（物を大量に）

作り出す、生産する」という意味です。その生産行為が「production」であり、作り出された物は「product 
/prɑ́dəkt/」です。

　なお「produce」は基本として動詞ですが、特に「農産物」に関しては「farm produce」というふうに

「produce」の語形ままで名詞としても用いられますが、名詞のときは /prɑ́duːs/ と強勢の位置が前に移動

しますので注意してください。

　「product」から派生した形容詞としては「productive /prədʌ́ktɪv/ [ pro- (Lt. forward) + duct 
(Lt. lead) + -ive (Lt. causing; tending to)]」が「生産的な、生産性の高い」を意味し、その名詞形が

「productivity /prɑ̀dʌktɪ́vɪti, pròʊdʌktɪ́vɪti/ [productive + -ity (Lt. state of; quality)]」（生産性、

生産効率）です。

　



　 Session 46 復　習

１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 ject, jec, jac (Lt) injection throw; lie

2 ad- (Lt) adverb to; forward

3 -ent, -ant (Lt) adjacent doing

4 intro- (Lt) introduce into

5 -ion (Lt) introduction act of

6 pro- (Lt) produce forward

7 -ive (Lt) productive causing; tending to

8 -ity (Lt) productivity state of; quality

英単語 発音記号

1 adjacent /ə-dʒéɪ-snt/

2 introjection /ɪǹ-trə-dʒék-ʃən/

3 introject /ɪǹ-trə-dʒékt/

4 introduction /ɪǹ-trə-dʌḱ-ʃən/

5 introduce /ɪǹ-trə-djúːs/

6 self-introduction /sèlf-ɪǹ-trə-dʌḱ-ʃən/

7 produce (v) /prə-djúːs/ 

8 produce (n) /prɑ́d-uːs/

9 production /prə-dʌḱ-ʃən/

10 product /prɑ́d-əkt/

11 productive /prə-dʌḱ-tɪv/

12 productivity /prɑ̀d-ʌk-tɪv́-ɪ-ti, pròʊ-dʌk-tɪv́-ɪ-ti/

ヒント 英単語

1 next to or near something adjacent

2 etymologically, to lead someone into something introduce

3 noun of #2 introduction

4 to take one’s parents attitudes into oneself introject

5 noun of #4 introjection

6 to make many things to be sold produce

7 the process of making a lot of things production

8 (adj) making a lot of things productive

9 noun of #8 productivity
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　「introduce」や「produce, product」といった身近な単語にも含まれている「duce, duct」はラテン語

に由来する語幹で英語の「to lead（導く）」という意味を持ちます。

　「conduce /kəndjúːs/」は [(Lt) com-  (together) + (Lt) duce 
(to lead)] と語源的には「to lead together」の意味を持ち、自動

詞として「（ある結果に向けて）導く」の意味。たとえば

Regular exercise conduces to good health.　
（定期的な運動は健康につながる）

　というふうに用いられます。「lead to」や「contribute to」に置き

換えても同じ意味を表すことができます。

　語源的構成としては「conduce」と同じですが、「conduct /kəndʌ́kt/ [(Lt) com- (together) + (Lt) 
duct (to lead)]」は、他動詞として用いられ、「to guide （人を導く）」の意味として先ず用いられ、その延

長として「to direct, to manage（人や業務を管理する）」の意味が加わりました。さらに加えて語源的な

意味である「to lead」が「（熱、電気などを）伝導する(=convey)」という物理学的意味としても用いられるよ

うになりました。

　接尾辞「-or =-er (one who; that which)」をつけた「conductor /kəndʌ́ktɚ/」は、上記他動詞の意

味によって

１、one who guides （コンダクター、案内人、添乗員、車掌）

２、one who manages （管理人、経営者、指揮者）

３、a substance that conveys heat, electricity, etc （伝導体、導線=lead wire）

　といった意味になります。３だけは物理学的な用語ですが、１と２は基本的に「one who conducts」ですか

ら他動詞としての「conduct」が理解できれば自動的にわかるものです。

　他動詞としての「conduct」に話を戻しますが、要するに「何を、誰に conduct するか」によって様々な

日本語がそれに相当するということです。「conduct」それ自体は本来「大勢の相手をまとめてどこかへ導

く」という意味合いを持った語ですから、旅行者をまとめて観光地などに導く意味にもなるし、乗客を目的地

へ導く意味や、従業員を経営理念に沿って導く意味、楽団を適切な演奏へと導く意味というふうに場面が

変われば、色々な意味にもなれるわけです。そして物理学的な意味では「電気や熱など」を対象にして「伝

達させる」にも「conduct」することになるわけですね。

このセッションのテーマ

　「introduce」、「produce, product」に含まれる「duce, duct」は「to lead（導く）」を

意味するラテン語源の語幹です。



　物理学的意味に絞ると「conduct」は電気や熱などを伝導するという意味で、たとえば

Glass does not conduct electricity. （ガラスは電気を伝えない）

Copper conducts electricty well.（銅は電気をよく伝える）

　というふうに用いることができます。

　他動詞「conduct」は物理学的な意味として「熱」でも「電気」でもあるいは「光」でも何を伝える意味に用

いてもよいのですが、その派生語は特に電気関係の用語として多く現れます。

　「conductive /kəndʌ́ktɪv/ [conduct + -ive (Lt. causing; making; tending to)]」は、「（熱、電気

を）伝える性質がある」という意味の形容詞で、その性質（熱伝導性、電気伝導性）は名詞「conductiv-
ity /kɑ̀ndʌktívɪti/ [conductive + -ity (Lt. quality)]」です。

　「conductant /kəndʌ́ktənt/ [conduct + -ant (Lt. doing > substance that does or performs)] 
」は、「電気を通す物質」のこと。接尾辞「-ant」は、英語の「-ing」語尾に相当するもので、ラテン語動詞の

現在分詞語尾です。ですから、英単語の部品としては「doing」の意味を加えたものになるのが基本で、動

詞の意味から形容詞を派生させますが、「～するようなもの」という意味で名詞を派生させることもあり、今回

のように「ある性質を持った物質」という意味を表す場合もあります。

（形容詞として）　 Copper is conductive/conductant.（銅は電気を通す）

（名詞として）　 Copper is a conductant.（銅は電気を通す物質である）

　形容詞の「conductant」から派生した名詞「conductance /kəndʌ́ktəns/」は、日本語で「電気伝導度

《電気抵抗の逆数》」といい、どれくらいよく電流を通すか示す物理的な値のことです。

　「conduction /kəndʌ́kʃən/」は、[conduct + -ion (Lt. act of; result of; state of)] ですから「熱、

電気を伝えること、伝わった熱や電気、熱や電気が伝わりやすいこと」といった意味になります。この単語は

電気だけでなく、熱に関しても用いられます。

　上記はすべて物理学的な意味における「熱や電気など」を伝えるという意味の「conduct」から派生した

語ですが、「伝える」という動詞でより広い意味に用いられるのが「convey /kənvéɪ/ [com- (Lt. togeth-
er) + via (Lt. way)]」という語で、これは語源的に「一緒に行く」の意味から「（人や輸送機関が）（物や乗

客を）運ぶ、運搬する」という意味から始まり、その延長として「音、熱、電気、病気、思想、感情」などあら

ゆるものを「伝える」意味に用いられます。「conduct」は「convey」が表す一部の意味に限って用いられ

るということです。工事現場や工場などで見かける「ベルトコンベア」は「belt」と「conveyer (conveyor
とも書く） /kənvéɪɚ/」の組み合わせであり、大元の「運搬する」の意味の「convey」に「one who; that 
which」の意味の接尾辞「-er; -or」がついたものです。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 com-, con- (Lt) conduce together

2 duce, duct (Lt) conduct to lead

3 -er, -or (Lt) conductor one who; that which

4 -ive (Lt) conductive causing; making; tending to

5 -ity (Lt) conductivity quality

6 -ant (Lt) conductant doing

7 -ance (Lt) conductance act of; result of; state of

8 -vey, via convey way

英単語 発音記号

1 conduce /kən-djúːs/

2 conduct (v) /kən-dʌḱt/

3 conductor  /kən-dʌḱ-tɚ/

4 conductive /kən-dʌḱ-tɪv/

5 conductivity /kɑ̀n-dʌk-tív-ɪ-ti/

6 conductant /kən-dʌḱ-tənt/

7 conductance /kən-dʌḱ-təns/

8 conduction /kən-dʌḱ-ʃən/

9 convey /kən-véɪ/

10 conveyer, conveyor /kən-véɪ-ɚ/

ヒント 英単語

1 to lead (to a specific result); contribute conduce

2 guide (tourist); manage (a company); lead (an orchestra) conduct

3 one who guides tourist, manges a company, leads an orchestra condoctor

4 substance that conveys electricity, heat, etc conductor; conductant

5 able to convey electricty, heat, etc conductive, conductant

6 movement of heat or electricty through a medium conduction

7 carry, transport, transmit (things, ideas, feelings, heat, etc) convey
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　Session 047では動詞としての「conduct」を中心に見てきました。「conduct」は [com- (Lt. together) 
+ duct (Lt. to lead)]から成り立ち、語幹「duct」が「to lead」という動詞の意味を持ちます。ですから

「conduct」を「案内する、管理する、経営する、指揮する」などの動詞として用いる場合は、意味的にも動

詞である「duct」に強勢が置かれますが、「conduct /kɑ́ndʌkt/」と接頭辞に強勢を置いて発音すると名詞

となります。

　名詞「conduct」は語源的には動詞の場合と同じく「一緒に導く（to lead together）＝指導する」に由来

しますが、「経営、運営、管理」といった意味が日常的な用途に拡大され「特定の場所や状況における人の

振る舞い」という意味も表します。これは日本語の「行為、品行」といった言葉に近いものですが、不可算名

詞であり、どちらかというと「道徳的な見地から見た行い」を意味するフォーマルな単語です。つまり「その人

の道徳心や規範性が現れるような振る舞い」のことを「conduct」といいます。

The sport has a strict code of conduct.
（スポーツには立ち居振る舞いについての厳しい規則がある）

　「conduct」よりもう少し日常的で平易な語としては「behavior /bɪhéɪbjɚ/ [be- (OE. intensive pre-
fix) + have (OE) ] があり、こちらは「持っている」の「have」に強調の意味の接頭辞「be-」がついたもの

で、動詞「behave /bɪhéɪb/」の名詞形です。語源的直訳は「しっかりと持つ、自分のものとして持ち備え

る」というところから、その人の「行儀、態度、素行、振る舞い」を意味します。

　「行動」という意味の名詞としては「act /ækt/ [act (Lt. doing)]」もあります

が、これは「短い時間の中で行われる個別の行為」のことで、それがより長い時

間の中で段階的に完了したものが「action /ǽkʃən/」です。たとえばある場面

における１つの「行動、行為」は「act」ですが、一定期間に渡り行われる「活動」

は「action」です。誰かが人を殴る場面を目撃したとしたら、あなたが見たのは

「殴る」という「act」です。しかし、手を振りかざして、それを下ろし、誰かに当て

るという一連の動作は「action」です。また募金箱にお金を入れるという１度の

行為は「act」ですが、募金箱を抱えて寄付を募るという活動は「action」です。

　「act」や「action」の意味にも使える、広い意味の「行為、行動」を表す語が「deed /díːd/」で、これは

「do」の名詞形で、あらゆる「行為、動作」を一般的に指すことができる名詞ですが、実際の用法としては「

特に立派な行い」について用いられることが多くあります。

　これらは、単純に和訳を通じて区別しようとしても難しいと思います。ごく基本的な区別を抑えたら、辞書

にある様々な用例や意味に目を通し、さらに実際にどのように使われているかという場面に触れて徐々に

慣れていってください。語源知識だけで意味の線引きをしようとしても、「act」の「（劇の）１幕」、「（本気では

ない見せ掛けの）芝居」、「（法律用語としての）法令、条例」などの意味がなぜ「action」にないのかの説明

はつきません。

　基礎的理解となるのは、例えば「物を盗む」という行為は「act」であり、「怪しげな動作」は「action」である

といった区別でしょう。

このセッションのテーマ

　「conduct」は「to lead」という動詞の意味である「duct」に強勢を置くと動詞です

が、接頭辞「con-」に強勢を置くと名詞となります。



　名詞「condust」に古英語由来の接頭辞「mis- (OE. bad; 
wrong)」がついた「misconduct /mɪskɑ́ndʌkt/ [mis- (OE. 
bad; wrong) + com- (Lt. together) + duct (Lt. to lead)]」
は、「悪い行い」、特に「違法行為、職権乱用、誤った経営」といっ

た意味、さらに「道徳に反する行為、密通、不倫行為」を表します。

「conduct」という名詞自体がフォーマルな語ですから、「miscon-
duct」もかなり改まった語で、いわゆる日常的な「うっかりミス(mis-
take)」の意味には用いません。「misconduct」は、国家、警察、

会社経営者、医者などが違法と知りつつ、その立場を悪用して行う

違法行為のことです。

　「abduction /əbdʌ́kʃən/ [ab- (Lt. away) + duct (Lt. to lead) + -ion (Lt. act of; result of; 
state of)]」は、語源的に「leading away」の意味を表し、非合法的に人を（しばしば暴力的手段により）

連れ去ること。すなわち「誘拐」です。動詞は「abduct /əbdʌ́kt/ [ab- (Lt. away) + duct (Lt. to lead)]
」ですが、面白いことに歴史的順序としては、名詞の「abduction」が先にあり、そこから逆類推によって動

詞の「abduct」があとから生まれました。このような通常の派生順序の逆の生まれ方を「back-formation（

逆生成）」といいますが、他の単語の派生パターンからの類推で、しばしば見られる現象です。

　「誘拐する」という意味の動詞としては、「kidnap /kídnæp/」が同義語ですが、こちらは「kid=child」と

「nab /næb/ =snatch: ひったくる」という動詞のスペルが変わったものとの組み合わせで、本来は「アメリ

カ植民地時代に労働力とするために子供をさらう」ことを意味しましたが、現代では子供に限らず成人を対

象にした誘拐行為にも用いられます。派生語というほどのものではありませんが、行為は「kidnapping」、

それを行う人は「kidnapper」です。

　動詞「abuct」からの派生語として「abductor /əbdʌ́ktɚ/ [abduct + -or (Lt. one who; that 
which)] が「誘拐犯」を表すことは用意に想像できると思いますが、「誘拐された人」は「abductee /

əbdʌktíː/」といいます。これは、動詞「abduct」に「-ee」という Anglo-French（アングロフランス語 《ノルマ

ン人の英国征服(1066 年)から中世の終わりまで英国において用いられたフランス方言》）に由来する接尾

辞で、古くは「-é 」という符号つきの文字で表され「過去分詞語尾」でしたが、それが名詞として「される人」

を表すようになったものです。古い言葉の過去分詞語尾だったと分かると「～される人」を意味するのも納

得がいきますね。（ただし「abductee」は多くの場合、「宇宙人に誘拐された人」の意味で用いられていま

す。）

　「-er, -or」が「～する人」を表すのに対して、「-ee」は「the recipient of an action（行為を受ける人；

される人）」を意味する接尾辞です。身近な例としては「employ /emplɔ́ɪ/（雇用する）」に対する「em-
ployer /emplɔ́ɪɚ/（雇用者、雇用主）」と「employee /emplɔɪíː/」や、「test /test/（試験する）」に対する

「tester /téstɚ/（試験者）」と「testee/testíː/（受験者、被験者）」の関係があるでしょう。なお、「する人；

する物」を表す「-er」が付くことで元の動詞の強勢位置が移動することはありませんが、この語尾「-ee」が付

くと例外なく常に「-ee」に強勢が移動します。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 duce, duct (Lt) product to lead

2 com-, con- (Lt) conduct together

3 be- (OE) behave intensive prefix

4 mis- (OE) misconduct bad; wrong

5 ab- (Lt) abduction away

6 -or, -er (Lt) abductor one who; that which

7 -ee (AF) abductee the recipeient of an action

英単語 発音記号

1 conduct (n) /kɑ́n-dʌkt/

2 behavior /bɪ-héɪ-bjɚ/

3 behave /bɪ-héɪv/

4 act /ækt/

5 action /ǽk-ʃən/

6 deed /díːd/

7 misconduct /mɪs-kɑ́n-dʌkt/

8 abduction /əb-dʌḱ-ʃən/

9 abduct /əb-dʌḱt/

10 abductor /əb-dʌḱ-tɚ/

11 abductee /əb-dʌk-tíː/

12 kidnap /kíd-næp/

13 employer /em-plɔɪ́-ɚ/

14 employee /em-plɔɪ-íː/

15 tester /tés-tɚ/

16 testee /tes-tíː/

ヒント 英単語

1 behaviour in a particular place or in a particular situation conduct

2 improper or unacceptable behavior or wrongdoing misconduct

3 kidnapping abduction

4 to kidnap abduct

5 kidnapper abductor

6 one who was kidnapped abductee

7 one who employs employer

8 one who is emplyed employee
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　「duct /dʌkt/ [duct (Lt. to lead)]」は、そのままで英単語としても用いられますが、外来語の「ダクト」と

して日本語の語彙にもなっています。ダクトとは建築物内の通気構造部分のことであり、建築用語としては

「暗渠（あんきょ）」というのだそうですが、日本人でさえこのような専門用語より、外来語の「ダクト」の方が分

かりやすいのではないでしょうか。

　「duct」は、「空気、水、栄養分など」なんでも通す「導管」をすべて指します。エアコンの空気を流す

ダクトもその一部というわけです。「導管」という日本語も「導く管」であり「導く＝to lead」ですから英語の

「dust」と発想は共通しています。構造物としてのダクトは、生物の「導管、輸送管」も意味しますし、樹木

内部の水が通る「道管（植物では「導」ではなく「道」の文字を使います）、脈管」も意味します。特定分野ご

とに「duct」に相当する専門用語がありますが、一般的にはそのような専門用語の和訳を覚えようとするよ

り「duct (=to lead）」の語源を押さえて「duct」という英単語のまま理解してしまう方が近道で実践的です。

　「aqueduct /ǽkwədʌ̀kt/ [aque- (=aqua- Lt. water) + duct (Lt. to lead)]」は、「水道、水路」特に

「高架式の水路、水道橋」のことを指します。歴史的に有名なのは古代ローマに建築されたものですが、日

本にも橋の中に水路が通っている構造の建築物があります。 熊本県旧矢部町にある通潤橋（つうじゅんき

ょう）は定期的に行われる放水が観光客に人気です。

　「aqueduct」の接頭辞「aque-」は、ラテン語で「water」を意味する「aqua」に由来し、「aqua」の属格（

＝所有格）」を元にしているためスペルが少し異なりますが、意味は同じ「water」を表します。「aqua-」の

形としては、「Aquarius /əkwérɪəs/（みずがめ座）」や「aquarium /əkwérɪəm/（水槽、水族館）」、あるい

は「aqualung /ǽkwəlʌŋ/ [aqua- (Lt. water) + lung（肺）]」といった単語でおなじみだと思います。

　「Aquarius」は語源的に「water carrier（水を運ぶ器＝水がめ）」であり、「aquarium」はラテン語で「

家畜が水を飲む場所」を意味したものが、「水槽」の意味となり、さらに「fish tank」の意味に限って引き継

がれました。ですから現代英語において、飲料水タンクは「aquarium」ではありません。

このセッションのテーマ

　「to lead」を意味する「duct, duce」ですが、「duct」はそのまま英単語でもあり、

「duce」は「duke」とスペルの一部が変わった形で英単語として用いられます。



　「duct」は語幹そのものが英単語としても用いられ

ていますが、「duce」についてはイタリア語で「ドゥー

チェ」と発音されて「leader（指導者）」を意味する単

語として存在しますが、英語では、「duke /djúːk/」と

いう語に「leader」の意味が引き継がれました。しかし

意味としては「公爵（貴族の最高位）」の意味に用いら

れ、称号として「Duke ～」というふうにも使われます。

　 イギリスのチャールズ王太子（Charles, Prince of 
Wales）は、コーンウォール公爵（Duke of Corn-
wall）の称号を持ちます。これはイングランド王位の

継承者に与えられる称号です。

　「duke」には派生語として形容詞形の「ducal /djúːkəl/ [duce (Lt. to lead) + -al (Lt. relating to)]（
公爵の、公爵らしい）」がありますが、この語に「c」のスペルがあるのは「duke」の「k」が「c」に変わったとい

うより、本来のラテン語源「duce」のスペルに戻ったというべきところです。

　「教育」を英語で「education /edʒukéɪʃən/」というのはよく知られていると思いますが、この語は [e-
(=ex- Lt. out) + duce (Lt. to lead) + -ate (Lt. cause; make) + -ion (Lt. act of; result of; state 
of)] から成り立ち、語源に即して意味を言うと「外へと導き出すこと」です。すなわち英単語の「education（

教育）」とは、外から知識を注ぎ込むのではなく、「本来人間が持っているものを中から外へと導き出す」と

いう意味を表しているわけです。動詞形が「educate /édʒukeɪt/」なのは言うまでもありませんね。

　「（教会や政党などから）脱退する」という意味の「secede /sɪsíːd/ [se- (Lt. apart; aside; away) + 
cede (Lt. to go)]」を覚えていますでしょうか。この単語に使われている接頭辞「se- (Lt. apart; aside, 
away)」が「duce (Lt. lead)」と組合わさったのが「seduce /sɪdúːs/ [se- (Lt. apart; aside; away) + 
duce (Lt. to lead)]」で、語源的には「to lead away（引き離すように導く）」という意味で、元々１６世紀

ごろに「（家臣に対して）主君への忠誠を捨てさせる」という意味を表していました。その意味が現代英語で

は、まず「本来なら同意しないようなことを魅力的に見せかけることでさせてしまうように言い含める」＝「誘

惑する、たぶらかす」という意味になりました。つまり本来ならばまじめな人を悪事に引き込むなどの悪い意

味を表します。それがさらに延長され、「男性が、自分より若くて経験の浅い女性を性的に誘惑する」という

意味が今では主流になっています。

　「誘惑」という悪い意味合いに限らず「説得、勧誘、人工的手法などによって、あることが起きるように導く」

という広い意味としては「induce /ɪndúːs/ [in- (Lt. in; into) + duce (Lt. to lead)]」があります。これは

語源的には「lead (someone) into (something)」ですから、「ある行為の中へと人を導く」という発想から

来ています。

　「seduce」の名詞形は「seduction /sɪdʌ́kʃən/ [seduct + ion (Lt. act of; result of; state of)] （誘

惑、そそのかし）」、形容詞として「seductive /sɪdʌ́ktɪv/ [seduct + -ive (Lt. causing; making; tend-
ing to)]（誘惑的な、魅惑的な）」があり、その副詞は「seductively/sɪdʌ́ktɪvli/」です。

　「induce」も「seduce」の派生パターンにのっとって名詞・

「induction /ɪndʌ́kʃən/（誘導、導入；帰納的推定）」、形容詞・

「inductive /ɪndʌ́ktɪv/（誘導の、帰納的な）」があり、副詞は

「inductively /ɪndʌ́ktɪvli/」です。

　なお「induce」は、論理学的意味としては「帰納的に結論・推

定（の中）へと導く」ですが、医学的な意味で「陣痛や分娩を人

工的に起こす」という意味でも頻繁に用いられています。その意

味では名詞形「induction」は「陣痛の人工誘発」ということにな

ります。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 duce, duct (Lt) conduct to lead
2 aqua-, aque- (Lt) aquarium water
3 -cal (Lt) ducal relating to
4 e-, ex- (Lt) education out
5 se- (Lt) secede apart; aside; away
6 cede, cede, cess (Lt) secede to go
7 in- (Lt) induce in; into
8 -ive (Lt) seductive causing; making; tending to

英単語 発音記号

1 duct /dʌkt/
2 aqueduct /ǽk-wə-dʌ̀kt/
3 Aquarius /ək-wér-ɪ-əs/
4 aquarium /ək-wér-ɪ-əm/
5 duke /djúːk/
6 ducal /djúː-kəl/
7 educate /édʒ-u-keɪt/
8 education /e-dʒu-kéɪ-ʃən/
9 secede /sɪ-síːd/

10 seduce /sɪ-dúːs/
12 seductive /sɪ-dʌḱ-tɪv/
14 induce /ɪn-dúːs/

ヒント 英単語

1 a pipe or tube carrying liquid, gas, etc. duct

2 bridge for carrying water aqueduct

3 the 11th sign of the zodiac ; the Water Carrier Aquarius

4 fish tank aquarium 

5 nobleman of the highest rank duke

6 to  develop the innate capacities of educate

7 noun of #6 education

8 to officially leave an organization secede

9 to induce to engage in sex seduce

10 noun of #9 seduction

11 adjective of #10 seductive

12 adverb of #11 seductively

13 to persuade or influence somebody to do something induce
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　「aqueduct」は [aque- (=aqua- Lt. water) + duct (Lt. to lead)]の組み合わせにより「水を導く（橋）

」の意味ですが、この「aque」を「via (Lt. way)」に差し替えた「viaduct /váɪədʌ̀kt/ [via (Lt. way) + 
duct (Lt. to lead)] は、谷や川、あるいは別の道路の上にかけられた高架橋のことを指します。

　「aqueduct」は水道橋ですので、あくまでも水を流すための施設ですが、「viaduct」は「道」を通すため

の高架施設で、自動車が走る道路や、列車を通すためのレールが設けられています。また「aquaduct」、

「viaduct」のいずれも構造的に「アーチの連続」になっていることが普通です。

　また特に他の道路と立体交差する形になっている場合、上側の道路部分のことを「overpass /

óʊvɚpæ̀s/（イギリス英語では「flyover /fláɪòʊvɚ/」）」と言います。

　「overpass」の「over-」を「under-」に取り替えれば「underpass /ʌ́ndɚpæ̀s/」で、これは他の道路の下

にもぐりこむように通過している道路のことです。つまり、1本の道路が同じ高さで通っている「上」をまたぎこ

す構造になっているのが「overpass」で、その「下」にもぐって通過しているのが「underpass」です。

　「duct」は「to lead」を意味するラテン語由来の語幹で

すが、これまでの例のように「何かを通す道」という意味

で多くの英単語に現れます。

　「oviduct /óʊvədʌ̀kt/」は [ovi (Lt. egg) + duct 
(Lt. to lead)] により解剖学でいう「卵管」です。「ovi」は

「oval /óʊvəl/[ov (Lt. egg) + -al (Lt. relating to)]」
は「卵形（の）、楕円形（の）」という意味でよく知られた英

単語だと思いますが、この「ov」と「oviduct」の「ovi」は

同じもので、どちらもラテン語の「ovum（卵）」という語に

由来しています。ちなみに「ovary /óʊvəri/」は「卵巣」

のことです。

このセッションのテーマ

　「aqueduct」は高架式水道（水道橋）のことですが、「aque (=aqua 水）」を「via 

(=way 道）」に差し替えた「viaduct」は「陸橋、高架橋」のことです。



　例えば会社から給料をもらっている場合、「給与支給額」の全体から、税金や保険料、あるいは社内積

み立て金など色々な項目が差し引かれた額が「手取り」として得られます。このような「差し引き、控除」の

ことを「deduction /dɪdʌ́kʃən/ [de- (Lt. down) + duct (Lt. to lead) + -ion (Lt. act of; result of; 
state of)]」といいます。「控除、差し引くこと」という行為を意味するときは不可算名詞ですが、それぞれの

控除項目を意味するときは可算名詞として扱い、複数形にもなります。

　給与明細の形式は会社ごとにことなりますが、どこの会社でも「支払項目(Earnings）」と「控除項目

（Deductions）」が書かれており、「支払項目」には「基本給（Basic Pay）」や様々な「手当（Allowances)

」があり、「控除項目」には、「税金（Tax)」、「積立金（Fund)」、「保険料（Insurance)」があることでしょう。「

支払い合計」が「Total Earnings (=Gross Pay）」であり、そこから控除合計を差し引いた金額が「手取額

（Net Pay (=Take Home Pay)）」となります。

　「控除する」という意味の動詞は「deduct /dɪdʌ́kt/」ですが、「deduction」には「控除」という意味のほか

に論理学でいう「演繹法、演繹的推論＜＝一般的な原理から特殊な事例を推論すること＞」という意味も

あり、その意味での動詞「演繹する、推論する」は「deduce /dɪdjúːs/」という形を取りますので、区別に注

意してください。給与明細の控除額（deduction）とは「deducted amount」ということもできるわけです。

　「deduction, deduct, deduce」とちょっと紛らわしいかも知れませんが、「reduction /rɪdʌ́kʃən/ [re- 
(Lt. back, again) + duct (Lt. to lead) + -ion (Lt. act of; result of; state of)]」は「減少、削減」

で、動詞形は「reduce /rɪdjúːs/」です。

　「控除（deduction）」というのは、「全体の金額から、何かの名目の金額を差し引くこと（あるいは、差し引

くべき項目のこと）」ですが、「減少、削減（reduction)」は、「売り上げの低下」や「交通事故件数の低下」な

ど、「成果としての数字が下がること」です。何かを差し引くことではありません。本来1000円の品物が900円

で売られていれば、それは10％の「reduction（値下げ、値引き）」があったことになります。銀行に1000円

の入金があると思っていたら、送金手数料を差し引いた800円しか入っていなかったとすれば、200円の「

控除（deduction）」があったということです。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 aque-, aqua- (Lt) aqueduct water

2 via (Lt) viaduct way

3 ovi, ov (Lt) oviduct egg

4 -al (Lt) oval relating to

5 -ion (Lt) deduction act of; result of; state of

6 de- (Lt) deduct down

英単語 発音記号

1 viaduct /váɪ-ə-dʌ̀kt/

2 overpass /óʊ-vɚ-pæ̀s/

3 flyover /fláɪ-òʊ-vɚ/

4 underpass /ʌń-dɚ-pæ̀s/

5 oviduct /óʊ-və-dʌ̀kt/

6 ovary /óʊ-və-ri/

7 deduction /dɪ-dʌḱ-ʃən/

8 deduct /dɪ-dʌḱt/

9 deduce /dɪ-djúːs/

10 reduction /rɪ-dʌḱ-ʃən/

11 reduce /rɪ-djúːs/

ヒント 英単語

1 a bridge, esp for carrying a road or railway across a valley, etc viaduct

2 a bridge that carries one road over another one overpass/flyover

3 a road or path that goes under another road or railway underpass

4 the tube that carry eggs from the ovaries in women oviduct

5 shaped like an egg oval

6 the organ in a woman’s body that produce eggs ovary

7 to take away money, etc. from a total amount deduct

8 to form an opinion based on the information that is available deduce

9 noun of  #7 and #8 deduction

10 to make something less or smaller in size, quantity, price, etc reduce

11 nount of #10 reduction
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　「viaduct（高架橋）」は [vie (=via Lt. way) + duct (Lt. to lead)] から成り立ち、車道や鉄道が上を

通る高架式の橋を意味しますが、「via /váiə/」というラテン語形そのままで「～経由で（by way of）」など

の意味としても用いられています。

He went to Siberia via(=by way of) Moscow.
（彼はモスクワ経由でシベリアに行った）

　このように「経由地」を表す使い方の他、「～によって（=by means of）」という手段を表す表現にも用い

ることができます。

Please reply to me via(=by means of) email.
（メールにてご返事ください）

　以前テレビ番組で「トリビアの泉」という番組があり、その副題に 「

素晴らしき無駄知識」と書かれていました。「些細なこと、つまら な

いこと」を意味するこの「トリビア」とは「trivia  /trɪ́viə/ [tri- (Lt. 
three) + via (Lt. way)] 」であり、語源的には「３本の道」というこ

と。つまり ３本もの道路が交差するような大勢が通る場所で話して

も差し支えないほど重要性がない話」というのが語源的な意味で

す。

　ラテン語の「trivia」は「trivium」という単数形をもとにした複数形

なのですが、英単語としては「trivia」のみが定着しており、常に複

数形として用いられます。では単数として「つまらないこと」を表現

す るにはどうすればよいでしょう？

　その場合は「trivia」の形容詞形「trivial /trɪ́viəl/ [trivia + -al (Lt. relating to)]」を使って「a 
trivial thing」ということができます。

　例えば路線バスはいつも同じ道を走ります

が、その道が一時的な工事でふさがっている

ときは、通常のコースを外れて回り道する必

要があります。普段の「道から外れる」ことを

「deviate /díːvieɪt/」といいます。

　ある話題について議論しているとき、本題と

無関係な話を始めたら、その人は「deviate」

したことになります。

　もともと計画されていた設計と、完成した建物がまるで違うものになったとしたら、その工事は大幅に「de-
viate」したと言われるでしょう。

　「deviate」は [de- (Lt. down; from; off) + via (Lt. way) + -ate (Lt. cause; make)] から成り立

ち、語源的には「（本筋から）離れて行く」という意味を表します。

このセッションのテーマ

　「viaduct（高架橋）」の「vie」は「via」と同じ。「via」はラテン語で「way」を意味しま

すが、「～経由で」の意味で英単語としても用いられています。

「



　動詞「deviate」から派生した名詞は「deviation /dìːviéɪʃən/ [deviate + -ion (Lt. act of; result of; 
state of)]」で、「逸れること、逸脱行為；逸脱状態」を表しますが、「話の脱線」という意味だけでなく、何か

の基準から外れることという意味で「誤差、偏差」という意味にもなります。

the deviation between theoretical values and actual measurements
（理論値と実測値との誤差）

a deviation value that expresses degree of intelligence
（知能の程度を表す偏差値）

　「deviant /díːviənt/ [de- (Lt. down; from; off) + via (Lt. way) + -ant (Lt. doing)]」は、形容詞と

して「常軌を逸した」という意味、名詞としては「常軌を逸した人」を表します。この接尾辞 -ant はラテン語

の現在分詞語尾であり、それが英語として形容詞を作る語尾になったものです。そしてその意味のまま「そ

ういう人」も指すようになりました。これも語源に即して言えば「本来の道を大きく踏み外した（人）」ということ

ですね。

　Ａ地点からＢ地点に行くのに、まっすぐで最短の道がなく、やたらと曲がりく

ねっていたり、ずいぶん遠回りをさせられたりするそんな道しかないとすると、

その道は「devious /díːviəs/ [de- (Lt. down; from; off) + via (Lt. way) 
+ -ous (Lt. full of; having)]」な道です。語源的には「直線的な本来の道か

ら外れることが多い」という意味ですね。

　「devious」は実際の道路などが曲がりくねっていたりする様子を表すのにも

使われますが、比喩的に「（説明などが）回りくどい、遠回りな」という意味にも

使われますし、人の性格や振る舞いについて「素直でない、率直でない、人

を欺くような」という悪い意味にも用いられます。

　「devious」の副詞は「deviously」、名詞は「deviousness」です。

　この名詞語尾「-ness」は、あらゆる形容詞について名詞をつくる語源要素

であり、「-ness」がついた形以外に名詞形があるとしても、「-ness」をつけ

て機械的に名詞を派生させることができます。例外は一切ありません。つま

り、たとえば「beautiful」の名詞形として「beauty」がありますが、それでも

「beautifulness」というふうに名詞形を作ることができます。すべての形容詞につけることができますの

で、たとえ「-ness」がついた形が辞書に出ていなくても構いません。また形容詞の中には「-ness」をつけ

る形しか名詞形を持たないものもあります。

　「未然に防ぐ」という意味を表すフォーマルな英単語に「obviate /ɑ́bvièɪt/ [ob- (Lt. against) + via 
(Lt. way) + -ate (Lt. cause; make)]」という動詞があります。これは「危険や困難などを事前に除去す

る」とか「余計なものの必要性を除去する」といった「困難、問題、必要性をあらかじめ取り除く」という意味に

用いられます。語源に即して言えば「（あらかじめ）道から遠ざけてしまう」ということですね。

　同義語に「preclude /prɪklúːd/ [pre- (Lt. before) + clud (Lt. close; shut)] 」があり、これもフォー

マルな語ですが、こちらは「あらかじめ扉を閉じてしまう」という語源的意味によります。

　「obviate」、「preclude」ともにフォーマルな語ですから、もっと日常的には「prevent /prɪvént/ [pre- 
(Lt. before) + vent (Lt. come)]」が用いられます。こちらは語源的に「前に来る」を意味します。つまり「

何か悪いことが起きる前にそれを防ぐことが起きる（来る）＝防止する」という成り立ちです。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 vie, via (Lt) vieduct way

2 tri- (Lt) triangle three

3 -al (Lt) trivial relating to

4 de- (Lt) decline down; from; off

5 -ate (Lt) deviate cause; make

6 -ion (Lt) deviation act of; result of; state of

7 -ant (Lt) deviant doing

8 -ous (Lt) devious full of; having

9 pre- (Lt) precede before

10 clud (Lt) preclude close; shut

11 vent (Lt) prevent come

英単語 発音記号

1 via /vái-ə/

2 trivia /trɪ-́vi-ə/

3 trivial /trɪ-́vi-əl/

4 deviate /díː-vi-eɪt/

5 deviation /dìː-vi-éɪ-ʃən/

6 deviant /díː-vi-ənt/ 

7 devious /díː-vi-əs/

8 obviate /ɑ́b-vi-èɪt/

9 preclude /prɪ-klúːd/

10 prevent /prɪ-vént/

ヒント 英単語

1 by way of; by means of via

2 unimportant matters trivia

3 adjective of #2 trivial

4 to do in a different way from what is usual deviate

5 abnormal person deviant

6 not straight; having many changes in direction devious

7 to remove a problem or the need for something obviate/preclude

8 to stop something from happening prevent
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　「動物」という二文字は「動く物」を意味しますが、英語の「animal /ǽnəməl/ [anima (Lt. breath, 
soul)]」は、もともと「呼吸（breath）」という意味に由来しており、それが同時に「魂（soul）」も意味していま

した。すなわち古代において「生きている＝魂を持っている」とは、「呼吸をしている」ことによって象徴され

ていたわけです。これについては日本語の「生き物」という言葉も、もともとは「息＋もの」に由来しています

ので、発想として共通点があると言えます。

　「アニメ」は英語の「animation /æ̀nəméɪʃən/」を短縮した外来語ですが、「animation」は「animate 

/ǽnəmèɪt/」という動詞から派生した名詞です。そして「animate [anima (Lt. breath) + -ate (Lt. 
cause; make)]」は、語源的に「息を与える、息をさせる」の意味であり、現代英語でも「animate」は「活

気づける、励ます、活発にする」という意味が先にあり、その延長として「静止画像に息を吹き込み動くよう

にする＝動画化する」の意味が生まれました。ですから「animation」も、いわゆるアニメの意味以前に「生

気、活発、活気」という意味があるわけです。

　「魂、精神」という意味の語として「spirit /spɪ́rɪt/ [spir (Lt. to blow; to breathe)]」がありますが、これ

も語源としては「to blow（（息を）吹く）」であり、人の精神の根源が「呼吸」にあるという発想が裏側にありま

す。つまり「息をしているかどうか」が生きているか死んでいるかを分かつ境目と考えられていたわけです。

　そして西洋の考え方では、この「息」は神によって吹き込まれるものであり、その神の息が体の中にあるう

ちは生きており、その息が体から出て行ってしまうと死んでしまうと考えられていました。

　「expire /ekspáɪɚ/ [ex- (Lt. out) + spir (Lt. to blow; to breathe)]」は、神から吹き込まれた息が

外に出ていってしまうという意味から「死ぬ（=die）」を意味し、その延長として「期限が切れる、権利がなくな

る、終了する」などの意味に展開されました。名詞形は「expiration /èkspəréɪʃən/」です。

　「Muse /mjúːz/」という名の神（ギリシャ神話の９人の女神；ギリシャ

語ではムーサ）がやってきて、耳から息を吹き込むと「inspiration /

ìnspəréɪʃən/ [in- (Lt. in) + spir (Lt. to blow; to breathe) + -ate 
(Lt. cause; make) + -ion (Lt. act of; result of; state of)]」つま

り、「インスピレーション、ひらめき、霊感」が沸き、それによって生み出

されるのが「music /mjúːzɪk/ [muse (Lt. Muse) + -ic (Lt. nature 
of)]」すなわち「ミュージック、音楽」です。つまり「音楽」とは、語源的に

言うと「ミューズの神が吹き込んだ息によってもたらされた霊感によって

生み出されたもの」という意味を表します。

このセッションのテーマ

　日本語の「生き物」とは「いき＋もの」で、元来「息をするもの」に由来します。呼

吸が生命を感じさせる象徴としてイメージされたのは英語の場合も同様です。



　トマス・エジソン（Thomas Edison, 1847年 - 1931年）の有名な言葉に「天才は１％

のひらめきと９９％の汗である」というのがありますが、これは英語で「Genius is one 
percent inspiration and 99 percent perspiration.」です。この名言の中には

「inspiration」と「perspiration」が韻を踏んで用いられています。

　「perspiration /pɚ̀ːspɪréɪʃən/ [per- (Lt. through) + spir (Lt. to blow; to 
breathe) + -ate (Lt. cause; make) + -ion (Lt. act of; result of; state of)]」
は、語源的に「（皮膚を）通して吹き出すこと」の意味から「発刊作用」を意味します。

「sweat」という単語も汗を意味しますが、表現が生々しいため、「perspiration（発刊

作用）」という語によって婉曲的に汗を指すことが多くあります。

　動詞形は「perspire /pɚ̀ːspáɪɚ/」です。

　一般的に「呼吸する」は「breathe /briːð/」、その名詞は「breath /bréθ/」ですが、専門用語では「呼吸

する」を「respire /rɪspáɪɚ/ [re- (Lt. back; again) + spir (Lt. to breathe; to blow)]」といい、その名

詞形は「respiration /rèspəréɪʃən/ [respire + -ate (Lt. cause; make) + -ion (Lt. act of; result 
of; state of)]」といいます。

　また「息を吸う」、「息を吐く」という動作は、一般的に「breathe in」と「breathe out」と表現されますが、

これも医学的な用語としては「inhale /ɪnhéɪl/ [in- (Lt. in) + hale (Lt. breathe)]」と「exhale /ekshéɪl/ 

[ex- (Lt. out) + hale (Lt. breathe)]」といいます。お医者さんに行くと聴診器を当てながら、この「In-
hale. Exhale.（吸って。吐いて）」と言われます。

　それぞれ名詞形は「inhalation /ìnhəléɪʃən/」、「exhalation /èkshəléɪʃən/]です。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 anima (Lt) animal breath; soul
2 -ate (Lt) animate cause; make
3 -ion (Lt) animation act of; result of; state of
4 spir (Lt) spirit to blow; to breathe
5 in- (Lt) inspire in
6 ex- (Lt) exspire out
7 per- (Lt) perspiration through
8 re- (Lt) respiration back; again
9 hale (Lt) inhale breathe

英単語 発音記号

1 animal /ǽn-ə-məl/

2 animate /ǽn-ə-mèɪt/

3 animation /æ̀n-ə-méɪ-ʃən/

4 spirit /spɪŕ-ɪt/

5 expire /eks-páɪɚ/

6 expiration /èks-pə-réɪ-ʃən/

7 inspiration /ìn-spə-réɪ-ʃən/

8 Muse /mjúːz/

9 music /mjúː-zɪk/

10 perspiration /pɚ̀ː-spɪ-réɪ-ʃən/

11 perspire /pɚ̀ː-spáɪ-ɚ/

12 respire /rɪs-páɪɚ/

13 respiration /rès-pə-réɪ-ʃən/

14 inhale /ɪn-héɪl/

15 exhale /eks-héɪl/ 

16 inhalation /ìn-hə-léɪ-ʃən/

17 exhalation /èks-hə-léɪ-ʃən/

ヒント 英単語

1 any living thing, breathing thing animal
2 to make something more lively or full of energy animate
3 a person’s feelings or state of mind spirit
4 to die expire
5 idea brought by the breath of a god inspiration
6 inspiration by Muse’s breath music
7 breathe in inhale
8 breathe out exhale
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　「aspire /əspáɪɚ/ [a- (=ad- Lt. to; forward) + spir (Lt. to 
blow; to breathe)] 」は、語源的直訳として「～に向かって息をす

る；～に息を吹きかける」となりますが、これは「何かに対して大志

を抱く、熱望する」という強い希望・願望を表す動詞です。「want to 

(do)」と同じように「aspire to (do)」の形式によって「～したいと熱望

する」という意味を表すほか、「aspire to/for/after 名詞」という形で

「（名詞）を強く欲しがる」といった意味を表します。

　この接頭辞「a-」は、「adverb」の「ad-」が基本形なのですが、次

につながる子音によって「accept」、「affect」、「aggression」とい

うふうに「ac-, ag-, al など」とスペルを変えることがあります。そして

「sc-, sp-, st-」で始まる語源要素に接続されるときは「a-」という形

に単純化されます。つまり「ad-, ac-, ag-, al-, a-」はすべて「ad-」
を基本形とするということです。

　これまでのパターンからすでに想像がつくと思いますが、「as-
pire」の名詞形は「aspiration /æ̀spəréɪʃən/」です。

　単独ではなく誰かと共謀して、何か非合法的なことや他者に害を与えよう

と密かにたくらむことを「conspire /kənspáɪɚ/ [con- (= com- Lt. with; 
together) + spir (Lt. blow; breathe)]」といい、語源的には「一緒に息を

する」という意味を表します。

　「共謀して」という副詞は、「conspire」を現在分詞により形容詞化したもの

に「-ly」をつけ「conspiringly /kənspáɪɚɪŋli/」として表現します。

　クジラが潮を吹き出す穴を何と言うかご存知ですか？あれは鼻の穴ではな

く「噴水孔」といって、サメにも目の近くに同様の孔があります。また幼虫の即部にある呼吸のための穴は「

気門」といいますが、どちらも英語では「spiracle /spírəkl/」といいますが、語源に即して平易に「blow-
ing hole」や「breathing hole」といっても通じます。

　「spiracle」から派生した形容詞は「spiracular /spírəkjulɚ/」という語形で、これは「circle（円）」の形容

詞が「circular」、「triangle」の形容詞が「triangular」であることと同じ派生パターンです。派生パターン

というのはすべてについて機械的に適用できるわけではありませんが、活用範囲は非常に広いので覚え

ておいて損はしません。

このセッションのテーマ

　「～したい」という表現ですぐに思いつくのは「want to (do)」でしょう。高い目標

について非常に強い願望をもって「～したい」という表現に「aspire to (do)」があ

ります。



　雨が地中にしみこみそれを植物が吸い上げ、葉などから発散、蒸発することを「transpiration /

træ̀nspɪréɪʃən/ [trans- (Lt. through) + spir (Lt. blow; breathe) + -ate (Lt. cause; make) + -
ion

 
(Lt. act of; result of; state of)]

 
」といいます。植物内部にある水分が葉の表面を通過して蒸気と

して 発散することを語源的によく表していますが、これはかいた汗が衣服を通して染み出すことにも用い

られま す。（※trans-"across, beyond"ですが「こちらから向こうへ＝ある場所を突き抜けて」で throughの

意味も）

　動詞は「transpire /trənspáɪɚ/」で、上記のように「（皮、肌、植物などが）水分（や臭いなどを）発散す

る；蒸発する」という意味として用いられるほか、その意味が比喩的に延長され、「（秘密などが）人に知れ渡

ってしまう」という意味にも用いられます。この意味では通常

It transpired that the king was dead.
 
（王の死が知れ渡った）

　というふうに「it transpired that...」の構文で用いられ、かなり堅い文語的な言い回しです。

　この「知れ渡る」という意味は「本来秘密にしておいたのに、情報が漏れ出してしまう」という意味であり、

語源的な由来が適切に延長されて発生した意味なのですが、この「transpire」が誤用された結果として「

＜事件などが＞～が起こる（＝happen, occur)」の意味にも用いられるようになってしまいました。

I explained what transpired.（何が起きたのか説明した）

　「transpire」は、「植物などの内部にある水分が皮を通じて滲み出し発散される」という意味が最初で、

その延長として「隠しておいた秘密が漏れ出して知られてしまう」という意味になったものですから、「何かが

起きる」という意味は本来ありません。それが「秘密が知れ渡る」ことで「何かが起きたと人々が知る」ため、

「transpire」自体に「起きる」という意味があると誤解され、そのまま定着し、すでに辞書にもこの意味が収

録されています。ただし、「発散する；蒸発する」と「秘密が知れ渡る」の意味は文語的でフォーマルな用法

ですが、「起こる」の意味にこの語を使うのは（本来誤用ですから）口語的です。
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１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自

然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて

も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

３、ヒントを見て、これまでに学んだ英単語を思い出してください。

語源要素 例 英語の意味 正解

1 spir (Lt) expire blow; breathe

2 a-, ad- (Lt) aspire to; toward

3 com-, con- (Lt) conspire with; together

4 -ate (Lt) animate cause; make

5 -ion (Lt) transpiration act of; result of; state of

英単語 発音記号

1 aspire  /ə-spáɪ-ɚ/

2 aspiration  /æ̀s-pə-réɪ-ʃən/

3 conspire  /kən-spáɪ-ɚ/

4 conspiringly  /kən-spáɪ-ɚ-ɪŋ-li/

5 spiracle  /spír-ə-kl/

6 spiracular  /spír-ə-kju-lɚ/

7 transpire  /trən-spáɪ-ɚ/

8 transpiration  /træ̀n-spɪ-réɪ-ʃən/

ヒント 英単語

1 to have a strong desire to achieve or to become something aspire

2 noun of #1 aspiration

3 to secretly plan with other people to do something illegal or harmful conspire

4 blowing hole; breathing hole spiracle

5 adjective of #4 spiracular

6 (of a secret) to become known to many people transpire

7 the process of water passing out from the surface of a plant transpiration
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