
はじめに

⒈本書の構成

はじめに

⒈本書の性格と構成

「ハイパー長文読解とはどんな本ですか 」

と聞かれたら、一言で言えば、短文の構造理解から始まり、最終的にはパラグラフリー

ディングまでに至る英文読解の手法を、一貫したメソッドで体系的に紹介した、今まで

にない全く新しいタイプの参考書兼問題集と答えることができるでしょう。

まず全体は以下の４部構成になっています。

⑴第一章：「構造理解・完成編」

⑵第二章：「長文読解・発展編」

⑶第三章：「読解で役立つその他のルール」

⑷第四章：「実践演習」

簡単にそれぞれの概要を説明しましょう。

⑴第一章：「構造理解・完成編」

本書には「 パーフェクトルール 」という別冊のルール集

がついています。

 は、本ホームページからダウンロードしてください。

このルール集は、受験生が必要とする大学受験の英文を読みこなす上で不可欠なほぼ全

てのルールが網羅されています。ただその中では語りきれなかったルールもいくつかあ
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ります。そしてそれが本章で全て解説されています。ですから「

パーフェクトルール 」をベースに、本章をきちんとマスターすれば、構造分析 理解

レベルの英文読解は卒業と言っていいでしょう。

⑵第二章：「長文読解・発展編」

この章では、構造分析的 理解 レベルの英文読解をマスターした人が、その次のステッ

プに飛躍するためのメソッドが紹介されています。一文一文は構造も取れるようになっ

た。 単語さえわかれば だいたい意味はつかめるようになった。でもそれが長い文章に

なると、

①前に書いてあったことを忘れてしまう。

②文と文のつながりが見えなくなってきてしまう。

③ 長文総合問題の 効率の良い読み方の手順や答えの見つけ方がわからない。

本章はそんな悩みを全て解消してくれます。そして「評論文」「エッセイ」「説明文」

「小説・物語文」といったジャンル別の読解法、更に要約問題への対処法、最終的には

パラグラフリーディングまでを無理なく段階を追ってマスターできる構成になっていま

す。

⑶第三章：「読解で役立つその他のルール」

ここでは、ちょっとマニアックだけど、多くの人が知らない裏技的ルールが１３項目に

渡って紹介されています。たとえば

といった英文も難なく理解できるようになります。これらをマスターすれば未知語の

類推力はもちろん、ライバルに差をつけるもうワンランク上の英文和訳力に更に磨きを

かけることができるでしょう。
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⑷第四章：「実践演習」

この章では、ここまで学習した内容・ルールの全てを、実際の受験問題を用いて「英文

読解編」「長文総合問題編」の２段階に分けて演習・実践します。特に「長文総合問題

編」では、ただ ここまで培った知識を アウトプットするだけでなく、

①「内容一致問題」 ④「タイトル選択問題」

②「内容説明問題」 ⑤「下線部言い換え問題」

③「指示語説明問題」 ⑥「空欄穴埋め問題」

といった、様々な設問に対する対処法・攻略の仕方を新しく学ぶことができるようにも

なっています。

⒉メインは「第二章」と「実践演習」。

本書のメインはなんといっても長文の読み方・解き方を学ぶ「第二章」とそれをアウト

プットする「実践演習」です。

たとえば次の英文の下線部の意味がわかりますか

意見 貢献 進歩

科学 ～を統合する 分野 知識 それ以前は ばらばらに 別れていた

すなわち 数学 物理学 天文学 考え 方 それ ガリレオ 以前には

天文学 ～を扱う 天 の領域 それ故 ～に属している 領域 ～の外側の

普通の 自然法則 しかし 向ける 望遠鏡 ～に 天

～だと推論する

正解は「天 の領域 もまた 地球と 同じ ような 世界である」です。

でもなぜ が「同じ ような 」なのでしょう。文法的にはこう説明できます。
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は の複数形です。実は には「 ～と同じ 同類

の 」という意味があるのです。

ぼくがうそつきなら君だって僕と同じ同類 のうそつき だ

つまり とは「 地球と 同類の世界」という意味になるわけです。

ですが、これは の語法を知っているから得られる解答の導き出し方であって、

それを知らなければどうしたらいいのでしょうか 実際、そんな の語法など知

らない人がほとんどのはずです。

実は、 の語法など知らなくても、下線部の意味を読み取ってしまう方法がある

のです。第二章にはこんな読解法が紹介されています。

⒌「字面として書かれていることの裏側の意味を予測してみる」 。

たとえばこんな文章があったとします。

「ワーカホリックとはなんでしょうか 年前はそのような言葉はあり

ませんでした。私の職場でもそのような言葉を使う人は誰一人いません

でした…」

こう書いてあった場合、「ということは今では、巷 ちまた でよくその言

葉を耳にするということか…」といったふうに、語られていることの裏側

の意味を予測しながら読み進めてみること、それが読みを深め、更に展開

を素早くつかむことにつながることが多いのです…

先程の英文では、この一文が大きなヒントになっていたのです。

それ以前 ガリレオ以前 には、天文学は天 の領域 を扱うものであり、それ故、普

通の自然法則の外側にある領域に属していると考えられていた
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「ガリレオ以前は…と考えられていた」ということは、じゃあ「ガリレオはそうは考え

なかった その逆の考え方をした のでは…」と字面の裏側の意味を予測し、

「ガリレオは、天文学もまた、普通の自然法則の内側にある領域に属している。つまり

普通の自然法則が適用されうる領域 を扱うもの だと考えた」

という展開がこの後にくるのではないか、と頭を働かせるわけです。そこでその結果、

そのあとの

「ガリレオは、天 の領域 は だと推論することができた」

という英文に、「ガリレオは、天 の領域 もまた、普通の自然法則が適用されうる領域

つまり地球と同じような世界 であると推論する 要するに「考える」 ことができた」

という訳を与えることができる、即ち模範解答と内容的に同じ理解が得られてしまう

わけです。

 という「逆接」の論理マーカーもヒントになっている。論理マーカーに

ついては、本書の後半で詳述している。また の意味の類推法については

⒉ ⑴ を参照せよ。

【全訳】「私の考えでは、ガリレオの科学の進歩に対する最も重要な貢献は、それ

以前はバラバラであった３つの学問ー即ち数学、物理学、天文学ーを１つ

に統合したことだ。それ以前 ガリレオ以前 には、天文学は天 の領域 を

扱うものであり、それ故普通の自然法則の外側にある領域に属していると

考えられていた。しかしガリレオは望遠鏡を天に向け、そして天（の領

域）もまた、 地球と 同じような世界だと推論することができたのだっ

た」

この一例のように、単語の知識がたとえなくても、内容を理解し、正解を導き出すルー

ルが第二章には満載されています。
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⒊ホームページには本書をサポートするファイル群・動画講義が満載。

ボクのホームページ 「山下りょうとくのホームページ」 には、以下のような英語力向

上に役立つ情報が多数収められています。

※ホームページは、パソコン・スマホから「山下りょうとく」で検索すればすぐヒッ

トする。

①英単語・英熟語・英文法・英文読解・英作文・センター英語・発音アクセント・会

話文に至るまで、総ページ数 ページ超のファイル群。

文法・語法・熟語・発音関連の演習問題だけでも 題超。解説も市販の問題

集のレベルを超える丁寧さ・わかりやすさ。

②本書で扱った全ての問題の音声ファイル。

リスニングやシャドウイングの教材として活用してください。

③無料で視聴できる山下りょうとくの動画講義。

特に③はオススメ。河合塾で行うクオリティそのままの生講義を、ホームページ上で全

て無料で読者は視聴できるようになっています。

⒋ の併用。

最初に紹介したように、本書には「 パーフェクトルール

」という読解ルール集が付いています。

これまでの英語学習は、受験生がとにかくたくさんの英文を読み、その中で出会った未

知の読解ルールを一つ一つ自分で覚え、整理していかなければなりませんでした それ

は途方もない労力のいる作業でした 。

「とにかく読めるようになりたければ、たくさん読め」

とよく言われますが「読めない」のに「読め」ってのは、よく考えればそれもなんだ

かおかしな話です。

そしてボクにも受験生時代経験があるのですが、ある英文が読めなくて先生のところに

質問に行くと「あ～、これはまだ教えてなかったんだけど、こんなルールがあってね

…」。でまた違う英文がわからなくて質問に行くと「あ～、これもまだ教えてなかった
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んだけど、こんなルールがあってね…」。

こんなことの繰り返しの中で

「いったいどれだけ英文読まなきゃいけないんだろ… _ 」

と、言いようのない不安と絶望感にうちひしがれたものでした。

しかしもうそんな不安を感じる必要を受験生はなくなりました。なぜなら「

パーフェクトルール 」には、 先程も紹介したように 受験生が

必要とする大学受験の英文を読みこなす上で不可欠なほぼ全てのルールが網羅されてい

るからです。つまり もう何百という英文をコツコツ読まなくても これをマスターする

ことで幾百幾千の英文を読む以上に速い「大学受験制覇の読解力獲得の最短・最速ルー

ト」を一気に駆け上がることができるのです。

またこの「パーフェクトルール 」は切り離して使えるので、本書の解説を読むときに

便利なだけでなく、これだけを持ち歩いて学校や塾の勉強に活用することもできます。

⒌本書で用いる読解記号について。

①主節の主語… 主節とは､接続詞等のついていない､文の骨組みとなる｢S+V｣｡

②主節の動詞…

③従属節中の主語…Ｓ 従属節とは､簡単に言うと｢接続詞(疑問詞･関係詞)+S+V｣の構造をしたもの｡

ただし､接続詞といっても｢等位接続詞｣と呼ばれるand,but,or等は除く｡

④従属節中の動詞…Ｖ

(ex) He thought that he loved her.
  Ｓ Ｖ Ｏ

⑤目的語…Ｏ 接続詞…(接) 過去分詞…

補語……Ｃ 準動詞の目的語や補語…〈O〉,〈C〉

関係代名詞…関･代 仮主語、真主語… 仮･主 ， 真･主

関係副詞…関･副 仮目的語、真目的語… 仮･目 ， 真･目

(ex) The movie made the people feel impressed.
  Ｏ Ｃ 〈C〉
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・make O C:ＯをＣにする

・feel C:Ｃの感じがする

上の英文で､ は の 補語 になっている｡そしてこの も自身の 補語 として

をとっている で｢ の感じがする｣ ｡故に の下には< >という

記号が振ってある｡英文の意味は｢その映画は人々を して 感動せしめた → その映画に人々は感動した｣｡

⑥副詞(句･節)と主節の切れ目… //

つまり､｢さあ､ここから主節がはじまりますよ!｣というところは//で区切ってある､ということ｡

主節は文の骨組みを作るものなので､主節が始まるところは二重の / (ｽﾗｯｼｭ)を引く｡

(ex) When he arrived there// he called her.
＋

To tell the truth// he is married.
＋

⑦場合によって文の主要素にならない箇所等は でくくることもある。

⑧後置修飾やその他の記号に関して。

⒈基本的に「節」の後置修飾については、それらを[ ] や四角枠で囲って、

(修飾する語に向かって)矢印を引いている。

⒉基本的に「句」の後置修飾については、それらに波線を引いて(修飾する語に向かっ

て)矢印を引いている。

(ex) The fact [that he made a mistake] is clear.
↑  Ｃ

The baby sleeping in the bed is cute.
↑  Ｃ
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Linda (, one of the other children,) commented
 ↑  発言した

that the trouble was that you might kill them
接 接 ↑

without meaning to (kill them)
～するつもりだ

Ｏ

節の範囲があまりに大きい場合、上例のようにその節を四角枠で

囲んで表したりすることもある。

上例では四角枠で囲んだ ～ までが のＯ

目的語 になっている。
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目次

第一章 構造理解 完成編

⒈ 原形不定詞のマスター
⒈１つの節に動詞は１つだけ
⒉原形不定詞を用いた重要構文

⒉ のマスター
⒈指示代名詞の
⒉ 従位 接続詞の
⒊関係代名詞の
⒋強調構文を作る
⒌その他の

⒊ のマスター
⒈「 Ａ 名詞 」
⒉「 Ｓ Ｖ～」

《課外授業１》～ 一瞬で単語を数百個覚えてしまう方法

⒋ のマスター
⒈「～と一緒に」「～と共に」
⒉「～を持った」「～を身につけて」
⒊「～で もって 」「～のおかげで」
⒋「動詞 ＋ Ａ Ｂ」型。
⒌ Ｏ Ｃ 構文。
⒍「～に関して」「～に対して」
⒎「もし～があれば」
⒏「 抽象名詞」は副詞化する
⒐その他

⒌ クジラ構文 のマスター
⒈「クジラ構文」って
⒉基本ルール
⒊ Ａ ～ Ｂ
⒋ Ａ ～ Ｂ Ｃ
⒌ Ａ ～ Ｂ
⒍ と
⒎ と
⒏ 比較級 Ａ
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⒍ 名詞の訳し方
⒈名詞の動詞的・形容詞的な訳出
⒉抽象名詞には受動態もある
⒊「Ａ Ｂ」のうまい訳し方
⒋所有格が「所有」の意味にならない場合のうまい訳し方
⒌無生物主語構文のうまい訳し方

《課外授業２》～ に注意せよ

第二章 長文読解 発展編

⒈「深く、正確に読む」ための１０のアドバイス。

⒈英文同士の関係を意識して読む

⒉英文のジャンルを見分ける
⒊全体を貫いているテーマ・筆者の主張・論理展開を的確にとらえる
⒋予想 しながら読む。心情を追う
⒌字面の裏側の意味を予測して読む
⒍筆者の主張と社会通念（あるいは時代背景）とを照合してみる
⒎抽象的内容の後に具体的説明あり
⒏具体例を通じて筆者は何を言いたいのかを考えてみる
⒐パラグラフごとにメモを取って読み進めていく

状況や流れがよくつかめなくてもあわてない

⒉パラグラフの展開と評論文 論説文 系の英文の読み方。
⒈文章は「メイン」と「サポート」によって構成されている
⒉トピックセンテンスの見極め方
⒊サポート部分の見極め方
⒋まとめ

⒊要約問題への応用。
⒈要約の基本手順。
⒉要約の中に入れるべきもの
⒊要約の際に削る 捨てる べきもの

⒋論理マーカー
⒈前後を「逆 又は対照的 の関係」で結びつける論理マーカー
⒉前後を「イコールの関係」で結びつける論理マーカー
⒊前後を「原因 理由 と結果の関係｣で結ひつける論理マーカー
⒋その他の頻出の論理マーカー。

⒌実際の長文総合問題の解き方の手順
⒈基本的な手順
⒉内容一致問題の解き方
⒊その他の設問の解き方
⒋本文 問題文 を読み進めていく手順
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第三章 読解で役立つその他のルール

⒈品詞編
⒈「一般の人」を表す の対処法。
⒉文修飾の副詞のうまい対処法
⒊名詞にかかる形容詞をうまく訳せないときの対処法
⒋「Ｓ＝原因」「Ｏ＝結果」の関係になる動詞達
⒌ のうまい訳出法
⒍ のついた名詞について

⒉構文編
⒈比較で大切なこと
⒉形式目的語 仮目的語 構文
⒊否定の落とし穴
⒋ 節のない仮定法
⒌ の意外な意味
⒍「理由」「条件」を表す意外な接続詞

⒊その他
⒈「 名詞 」の形で１つの形容詞の働きをするもの
⒉いろいろな「～について」とそのニュアンスの違い

第四章 実践演習
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第一章

構造理解 完成編

ここでは、英文読解を更に飛躍させる秘伝とも言える

内容・ルール・手法が てんこもり で紹介されていま

す。

本章をマスターすれば、英文読解のファーストステー

ジはクリア 完了 できたと言って過言でないでしょう。
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⒈ 原形不定詞のマスター。

⒈１つの節に動詞は１つだけ。

「原形不定詞」という言葉を知っていますか 「動詞の原形」とも呼ばれます。中学校で

もおなじみのものとしては、例えば助動詞の後ろには必ず「動詞の原形」、つまり「原

形不定詞」がこなければなりませんね。

原形

この「原形不定詞」が解釈で受験生を惑わせることがしばしばあります。次の英文を見

てください。

この英文中には と 災害などが 起こる という２つの動詞があるように見えま

すが、動詞は の方で、 は「 Ｏ Ｃ 原形 ＯにＣさせる」のＣになっ

ているに過ぎません 訳は「先月火事があった」 。あくまでも「１つの節に動詞は１つ

だけ」なのです。

  Ｏ Ｃ 原形

しかし、原形不定詞 いわゆる「動詞の原形」 が文中で使われている場合、

①原形不定詞を用いた構文を知らない

②知っていても文構造が複雑

ということが原因となって、その原形不定詞を動詞と読み間違えてしまうミスを犯して

しまうことがあります。注意が必要ですね。もう一例みてみましょう。次は「知ってい

ても文構造が複雑」なため、原形不定詞を、動詞と見間違えてしまいやすい例です。

多くのみなさんは「 Ｏ Ｃ 原形 ～ Ｏが～するのを見る」という構文を一度は見たこ

－１４－
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とがあるはずです。上の英文でそれが使われていたのですがわかりましたか

～ …
Ｏ Ｃ 原形  

「夫が鏡に映った自分の姿を見る」が前半部の骨組みになっています。 ～ ま

での挿入句がこの骨組みを分かりにくくしています。ちなみに文頭の は分詞構

文で「時」もしくは「理由」を表しているとみればいいでしょう。 は「必

ず」という意味の熟語。 … がこの英文の主節です。全体の訳は「夫が毎

朝必ず仕事に出かけるときに鏡に映った自分の姿を見るのを見て、ついにナンシーはそ

の理由を彼にたずねた」となります。

⒉原形不定詞を用いた重要構文。

⑴「Ｓ Ｖ Ｏ 原形 ～」型。

数ある動詞の中で「Ｓ Ｖ Ｏ 原形 ～」となるのは以下の５パターンしかありません。

それだけに超頻出です。しっかりおさえましょう。

｢ 原形 ｣が原形不定詞

① Ｏ 原形 ～ 「Ｏに 強制的に ～させる」

母は私に猛勉強をさせた

② Ｏ 原形 ～ 「Ｏに 許可して ～させる てやる・おく 」

「Ｏが～するのを許す」

ついに両親は私が一人で海外旅行をするのを許してくれた

③ Ｏ 原形 ～ 「Ｏに～させる してもらう 」

私は自分の代わりに夫にその手紙を投函してもらった
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④知覚動詞 Ｏ 原形 ～ 「Ｏが～するのを見る 聞く・感じるなど 」

私は彼がその店に入るのを見た

⑤ Ｏ 原形 ～ 「Ｏ 人 が～するのを手伝う」

「Ｏ 人 が～するのに一役買う」

傘を捜すのを手伝ってくれ

上の①～③は、いわゆる「使役動詞」の作るＳＶＯＣの「Ｃ」に原形不定詞がくるパタ

ーンで、超頻出です。

また⑤の の場合、「 原形 ～」「 原形 ～」どちらを用いてもかまいません。

下の「⑵その他型」の④の も同様です。

⑵その他型 特に①～⑥は文法・作文問題で頻出 。

① 原形 ～ 「～した方が良い」

傘を持っていった方がいい

 原形 ～となることもあるが、これは の強調形。

② 原形 ～ 「～ばかりしている」

その赤ん坊は泣いてばかりいた

この は「～以外 に 」という意味。

③ 原形 ～ 原形 … 「 …するより むしろ～したい」

原形 ～

むしろここに残っていたい

君がいない中で生きるより殺されたほうがましだ

④ 原形 ～ 「～するのを手伝う」「～するのに一役買う」

家のペンキ塗りを手伝った
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⑤ Ｓ 原形 ～ 「Ｓは～しさえすれば良い」

Ｓ 原形 ～

一生懸命勉強しさえすればいい

⑥ Ｓ 原形 ～ 「Ｓができるのは～することだけだ」

「Ｓは～する より 他ない」

私たちは彼を待つより他なかった

⑤⑥の の省略について。

Ｓ 原形 ～ の場合、 の直後の

動詞が であれば、 の後の は省略できる。逆に 以外の動詞が

の直後にきたときには は省略できない。

⑦ 「Ａで間に合わせる、済ます」

手に入るもので何とかしなければなりません

⑧ 「Ａから手を放す」

肩から手を離せよ。 痛いじゃないか

⑨ 「Ａをうっかり漏らす、さりげなく言う」

《ポイント》

①英文中に「動詞の原形 原形不定詞 」が使われている場合、

⑴原形不定詞を用いた構文を知らない

⑵知っていても文構造が複雑

といった理由から、それをＶ 動詞 と読みまちがえやすいので注意。
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②「動詞の原形 原形不定詞 」を用いた重要構文をおさえよう。

③あくまでも「１つの節に動詞は１つだけ」である。

演習問題 次の英文を和訳せよ。

⒈

⒉

⒊

⒋ ①

②

と は 正反対のこと 堕落､破滅､崩壊

⒌ ①

②

③

議論 その代わり 返答 弱点､弱み

論理 ～に飛びかかる ～をねじ曲げる 形･分 のように見える
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【解答＆解説】

⒈「流しでお母さんが洗い物をするのを手伝ってきなさい」

【解説】 というからはじまる命令文になっている。 は原形不定詞。

「 原形 」で「～するのを手伝う」。

⒉「私は、母親が門から出て行くのをその少年が見ることを許した」

【解説】文全体の骨組みは が作る「ＳＶＯＣ」で「Ｏが～するのを許す」。

以降 はＣで、 は原形不定詞。

～
  Ｏ Ｃ 原形

更にそのＣである が、「 原形 ＯがＣするのを見る」という形

をとり、 が原形不定詞としてそのＣになっている。

  Ｏ 原形 〈 〉 〈 〉

Ｃ

⒊「私は、誰か他の人にああしろこうしろと言われるのが好きではない」

【解説】 は使役動詞の で、 をＯ、 以降 をＣにとってい

る。したがってこの は原形不定詞であって、動詞ではない。直後の の

後には、接続詞の が省略されている。 が の であり、

が 。

～
 Ｏ 原形 〈 〉 〈 〉

Ｃ
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⒋「適切な本を読むと思考が発達し、知識が増える。しかし、間違った本を読むと、これ

と全く反対のことが起き、頭の質 精神 が堕落することになる」

【解説】

①

全体は、以下のようなＳＶＣの構造になっている。

{ 

Ｃ

②

先頭のセミコロン は接続詞 の代用で「しかし」と訳せばいい。

 を参照せよ。

文全体の骨組みは直前の文と同じＳＶＣ。問題は「Ｃ」部分の構造。 が動詞のよ

うに見えるが、この は、使役動詞の のＣになっている原形不定詞。

がＯ。

 〈 〉 〈 〉 原形

 Ｃ

この部分の直訳は「間違った本を読むことは、これとは全く正反対のことを起こらしめ

ることである」。

の直後の についてだが、前置詞の の基本は「到着点」に向かっての

「 時間・距離・性質等における 方向性 または変化 」を表す。「→」の記号で表せる。

そして「 」の Ａ は「到着点・目標・終点・結果」を表す。たとえば、

という場合の はまさに到着点だ。Ａ が「結果」を表す例として、以下

のような表現がある。

凍死する
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つまり「 結果として 死ぬまで凍る」ということ。

も同じように 以下が「結果」を表していると見ればいい。つまり「結果として

精神が堕落する」と訳せばいい。

⒌「①あなたが誰かと議論をしている時、あなたはたいてい相手が言っていることやその

人のどんな経験がそれを言わせているのかということを理解しようとしていない。②

その代わり、あなたは自分のする返答について考えている。③即ち、飛びかかるべき

論理の弱点や相手の立場を悪く見せるためにこじつけることのできる点に耳をすませ

ているのだ」

【解説】

①

特に後半の主節部分の構造がしっかり読み取れただろうか。

～
 

Ｏ

と、２つの 節が、共通して の目的語になっている。２つ目の 節

では 原形 ～ という構文が使われているが、「Ｓ Ｖ Ｏ 原形 ～」

型は「ＳはＯが～する方向に仕向ける」あるいは「Ｓが原因となって結果としてＯは～

する」と訳せばなんとかなるんだった

 を参照せよ。

この 節も「彼らの経験の 中の 一体何が原因となって、彼らはそれを言う 口にす

る のか」と訳せばいい。

②

ここは特に解説の必要はないはず。
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③

先頭のコロン は「即ち」と訳せばいい

 を参照せよ。

その後の構造は以下の通り。

{
～

と が、共通して「～を求めて」という の目的語になっている。

と は、共通して を修飾している。

は「あなたがねじ曲げることのできる点」が直訳。 を に

かけて訳せばいい。

「名詞 Ｓ Ｖ」の構造。 を参照せよ。

～ の は「目的」を表し、「～するために」と訳せばいい。

 を参照せよ。

問題は 以下の構造。

 と は､共に｢ ｣の
〈 〉 原形 〈 〉 ｢ ｣になっている｡

〈 〉

〈 〉 原形 〈 〉

〈 〉

このように、２つの 以降 は共に「 原形 ＯをＣさせる」のＣになる原形

不定詞だったのだ。直訳は「相手 の立場 を悪く見えるようにせしめ、自分自身 の立

場 を良く見えせしめる」。
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⒉ のマスター。

英文を読んでいる中で、最も数多く見かける語のうちの１つが です。「あれ、そ

れ」という代名詞の にはじまり、接続詞、関係代名詞…と、その用法は多種多様

です。ここで についての知識もきちんと整理してみましょう。

には大きく分けて以下の５つがあります。

⒈指示代名詞の 。

⒉ 従位 接続詞の 。

⒊関係代名詞の 。

⒋強調構文をつくる 。

⒌その他の 。

指示代名詞が形容詞的に用いられるものも含めると６つになる。

ザックリとその一覧表を作ると、以下のようになります。

①代名詞の that。  thatは単独で用いる。「あれ、それ」と訳す。

(ex) is my house.あれがうちの家です。 代名詞のthatは｢the+既出の単数名詞｣を指している｡

②形容詞の that。「that+名詞」の形で用いる。「あの、その」と訳す。

(ex) song is my favorite.あの歌は私のお気に入りです

③接続詞の that。「that+完全な文」の形で用いる。詳細は81ページを参照せよ。

(ex) he is trustworthy is true.彼が信用できるというのは本当だ

④関係代名詞の that。「that+不完全な文」の形で用いる。訳さない。

(ex) This is the man helped me.こちらが私を助けてくれた方です

⑤強調構文の that。 It is～ that…の形で用いる。訳さない。
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(ex) It is the book I want.私が欲しいのはその本です

⑥副詞の that。 「that+形容詞[副詞]」の形で用いる。「そんなに(も)」と訳す。

(ex) It isn’t important.それはそんなに重要でない

では、それぞれその の使い方を確認していきましょう。

⒈指示代名詞の 。

⑴「あれ」「それ」と訳す 。

指示代名詞の とは

①「 空間的･心理的に話してから遠いものを指して それ、あれ」。

②「既出の内容」の代用。「それ、あれ」と訳す。

③「 既出の単数名詞」の代用。「それ」と訳す。

として用いられる で、みなさん一番おなじみの です。

あれは何ですか

僕はそれをしたくない

東京の人口は大阪のそれ 人口 より多い

最後の例文の は「 」 つまり｢ 既出の単数名詞｣ の代用です。

⑵名詞の前に付いて形容詞的にその名詞を修飾する 。

このような を｢指示形容詞｣とも言う｡

また は、名詞の前について形容詞的にその名詞を修飾し、「その」「あの」と

いう意味で使われることもありますね。

僕はその歌は好きではない
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⑶ 。

受験でよく出る構文としては、 という形で、 が関係代名詞の

の先行詞になるパターンがあります。 は、「こと」「もの」と訳し、関係

代名詞の で言い換えられます。

我々がもっとも必要としているのは大統領の強力な指導力だ

上の英文は が、 が、 ～ がＣ。 ～ は

を修飾しています。

↑  Ｃ

ですが、実際 は と同じで「我々が

最も必要としていること もの 」と訳せばいいのです。

 以外で関係代名詞の と同じ つまり全体で「こと」「もの」

と訳せる ものに

等がある。

この について注意したいのは、 構文の中で用いられた場合で

す。その場合、 と が離ればなれになることがあるのです。下の英文では

節は、離れたところにある前の を修飾しています。

彼には、人に敬意の念を抱かせるなにかがある

先行詞
↑

⑷指示代名詞の を用いた慣用的な表現。

以下のような慣用的な表現もおさえておきましょう。

① すなわち
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彼は４日後つまり次の土曜日に日本を去るのです

② そのように な 、そんなふうに

そういう話し方をするな

③ などなど

その店でキャベツやニンジンなどを買うことができる

④ それと共に、そう言ってから

そう言って彼女はその家を出た

⑤ ⒈ 同意して ああそれだ、その通りだ、それが問題だ

“ ”

これが君の捜している本ではありませんか

“ ”

あっ、そうです。ありがとう

⒉そこまで、それでおしまいだ

今夜はそこまで

⑥ それだけのこと 話 だ、それでおわり

⑤や⑥は会話の決まり文句。会話で良く使われる を用いた他の表現を

いくつか紹介しておこう。

①それで結構です ②もう十分だ もうやめろ

それはやり 言い 過ぎだよ

それでわけがわかった

この は「 物事が ～の原因を説明する」という意味。

① 人を慰めて そんな ことはよくある ものさ、それが運命だ

②それは良かった 結構

それだけのことさ、それでおしまい

それはそれで決まり、それはそれで仕方のないこと

相手に同意して まさに君の言う通り
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《ポイント》

①指示代名詞の は「それ、あれ」が基本。形容詞的に名詞を修飾しているとき

は「その、あの」と訳す。

② は、関係代名詞の と同じ。「こと、もの」と訳せばいい。

③ が 構文で用いられたときには と が離ればなれ

になることがあるので注意。

④ 等の決まり文句をおさえる。

⒉ 従位 接続詞の 。

これは「 Ｓ＋Ｖ～」という形で用いられる 。この接続詞の の後の「Ｓ

Ｖ～」は「完全な文」がきます。この接続詞の が導く「 Ｓ Ｖ～」 いわゆ

る 節 は、文中で

①名詞の働きをする 名詞節という

②副詞の働きをする 副詞節という

の２つの働きをします。以下にその具体的な働きを見てみましょう。

⒈名詞節を作る 。

⑴「Ｓ 主語 」「Ｏ 目的語 」「Ｃ 補語 」になる。

節が文の「主語 Ｓ 」「目的語 Ｏ 」「補語 Ｃ 」になるというのは、名詞節

を作る 節の最も代表的な用法です。この場合、訳し方は「～ する こと」とな

ります。以下に例文を挙げてみましょう。

彼がそう言ったことは本当だ
主語
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彼がそう言ったことは本当だ
仮主語 真主語

主語となる 節が長すぎる場合に、その 節は文後半に置かれ、空い

た文頭の主語の位置に仮の主語、 が置かれる。これを「仮主語構文 形

式主語構文 」という。

僕は彼は金持ちだと思った
目的語

目的語になる節を導く接続詞の は、よく省略される（

を参照せよ）。

間違っている

問題は、金が無いということだ
補語

仮･目 真･目

私は彼女がそこにいないのが変だと思った

仮目的語 形式目的語 構文については「形式目的語 仮目的語 構文」は後

述。実際の英文では「  形･分･名 Ｓ Ｖ～」という形をみたら、

「 仮目的語」「 節 真目的語」と見ていい。

⑵「同格節」になる。

これは

名詞 Ｓ＋Ｖ～

という形で、 節が直前の名詞の内容を具体的に説明する用法です。このような

節を導く のことを、「同格」の といいます 内容的に同じことを言っているからと考えればいい 。

訳し方は「～というＡ 名詞 」です。

名詞↑
彼が試験に合格したという知らせを聞いた

上の英文では 節全体が を修飾し、その中身を説明しています。
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名詞 ↑
英語教育を改善すべきだという提案が出された

上の英文でも 節全体が を修飾し、その中身を説明していま

す。ただこの英文のように、先行する名詞と 節は離れ離れになる場合もあるの

で、その場合は注意が必要です 下線部和訳問題等では頻出 。

また、 節を同格節としてとれる名詞は、以下の２種類しかありません。

⒈「思考・感覚 情 」「認識」「発言」を表す名詞。 要するに｢言う｣｢思う｣｢知る わかる ｣

から派生した名詞｡

｢考え｣ ｢感情｣ ｢意見･考え｣

｢信念｣ ｢印象｣ ｢主張｣

｢知識｣ ｢考え｣ ｢自覚｣

⒉「事実 真実・証拠等 」「機会・可能性」「情報 報告・うわさ等 」「命令 要

求・提案等 」を表す名詞。

｢事実｣ ｢知らせ｣ ｢命令｣ ｢証拠｣ ｢通告｣

｢ﾁｬﾝｽ｣ ｢可能性｣ ｢証拠｣ ｢うわさ｣

｢意見｣

実際、文中で「思考・感覚 情 」「発言」「事実 真実・証拠等 」「機会・可能

性」「情報 報告・うわさ等 」「命令 要求・提案等 」等を表す名詞の 直 後に

節を発見したら、まず「同格の 」であることがほとんどです。ただし、最

終的な確認は、 直後に「完全な文」がきているかどうか 「不完全な文」がき

ていればその は関係代名詞になる で判断します 詳しくは〇〇ぺーじを参照

せよ 。

⑶「前置詞の目的語」になる。

節が前置詞の目的語になるのは珍しく、以下の２種類しかありません。特に

①は頻出で要注意です ②は はたいてい省略され、「 Ｓ Ｖ～」という

形で用いられることが多い 。

① Ｓ Ｖ～ ⒈～の点で
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⒉～であるが故に、～なので

スミス博士のもとで研究できた点で私は幸運だった

テレビは精神を受動的にするのでとても有害だ

② Ｓ Ｖ～ ①もし～ということがなければ

②～ という点 を除いて Ｓ Ｖ～

我々みんなが疲れ切っていなかったらこんな事にはならなかっただろう

その家は買いたいのだが高すぎる

⑷名詞節を作る 節で、決まり文句的なもの。

① ～ 型。

⒈ Ｓ＋Ｖ～ ～のように見える、思われる

私には ジェシーが鍵を握っている人物のように見える

⒉ Ｓ＋Ｖ～ たまたま～した

駅に行く途中で偶然 たまたま 彼に会った

⒊ Ｓ＋Ｖ～ 結果として～だとわかる

わたしにはそうすることができないことがわかった
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上例のように､ は省略されることもある｡

⒋ 人 Ｓ＋Ｖ～ ～がＡの頭 心 に浮かぶ

｢ 物事 人 が の頭に浮かぶ｣が下敷きとなっている仮主語構文｡

は で言い換えられる｡ の活用は

｡真主語には､ 節以外に､ 不定詞や疑問詞節がくることもある｡

彼女がひょっとすると犯人かもしれないという考えが私の心に浮かんだ

⒌ 人 Ｓ＋Ｖ～ ～がＡに次第にわかってくる

彼にだまされていたということが徐々にわかってきた

そのお年寄りの女性と以前どこで会ったのかが次第にわかってきた

｢ 物事 人 が の頭に次第にわかってくる｣｣が下敷きとなっている仮主語構文｡

上例のように真主語に疑問詞節が来ることもある｡

⒍ Ｓ＋Ｖ～ ～ということになる

彼女の言ったことから判断すると、ジェームズ氏は無罪ということになる

⒎ Ｓ＋Ｖ～ ～だといっても過言ではない

タイガー・ウッズはゴルフの天才だといっても過言ではない 差し支えな

い
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⒏ Ｓ＋Ｖ～ ～なのは言うまでもない

彼が入学試験に合格したのは言うまでもない

⒐ Ｓ Ｖ～ ～の可能性がある ない

彼は成功しそうだ

＝

彼女が君のことを誤解したとは考えられない

②その他

⒈ Ｓ＋Ｖ～ それは 実情は・実は ～ということである

実は私には自分の用事があるのです

この構文の応用形として

① Ｓ＋Ｖ～ ～であるにちがいない

② Ｓ＋Ｖ～ ～かもしれない

③ Ｓ Ｖ～ きっと おそらく ～だろう

④ Ｓ＋Ｖ～ ～であるはずがない

などがある。

⒉ Ｓ＋Ｖ～ 前文を受けて だからといって～というわけではない

私は同意した。だからといって私が満足しているわけではない

⒊ Ｓ＋Ｖ～ Ｓ＋Ｖ… ～ではないけれど、…だ

たいして重要なことではないけど、君はなぜ彼の名前を知っているの
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⒉副詞節を作る 。

接続詞の の導く、いわゆる 節が、文中で「主語 Ｓ 」「目的語 Ｏ 」

「補語 Ｃ 」「同格の 節」のどれにもなっていない場合 つまり名詞節になっ

ていない場合 、その 節は副詞節になっているとみます。副詞節を導く

節の意味は、基本的に次の３つと見ていいでしょう。

⑴ Ｓ Ｖ～ ⒈「Ｓが～するために できるように 」 目的

⒉「その結果Ｓは～する」 結果

一番列車に乗れるように私は早起きをした

母親が画筆を片付けてしまい、 その結果 彼は絵をかけなかった

上例は「彼が絵をかけないように母親が画筆を片付けた」と

目的 で解することも可能。後半を

とすれば結果の意味のみ。

⑵

{
形容詞･副詞

｝①Ｓ＋Ｖ Ｓ Ｖ…

形容詞 単数名詞 Ｓはとても～なので…する できる 」［程度･様態

彼はとても親切だったので、駅までの道を教えてくれた

その手紙は事実をわざと誤解させるように書かれている

彼は両親に手紙を書くことができないほど忙しいわけではなかった

上の英文のように、

① と の間に「動詞」や「過去分詞」が入っている。

②否定の ～ 構文。

場合は、後ろから訳しあげるのがポイント。
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物を 学ぶことができないほど年をとった人間はいない

→人間いくつになっても学ぶことはできるものである

{
形容詞 単数名詞

｝②Ｓ＋Ｖ Ｓ Ｖ…

形容詞 複数名詞 又は不可算名詞

「Ｓはとても～なので…する できる 」［程度･様態］

彼はとてもいい少年だったので、みんなから愛された

③Ｓ＋Ｖ～ … 「Ｓは～だ。その結果…だ」 結果

彼は状況判断を誤り、その結果、彼の会社は倒産した

④Ｓ＋ 動詞＋ Ｓ＋Ｖ… 「Ｓは大変なものなので…する」 ［程度･様態］

怒り

彼女の怒りは大変なものだったので彼女は病気になってしまった

⑶Ｓ Ｖ 動詞等 形容詞 分詞 Ｓ＋Ｖ…

①｢ 人 動詞 形容詞 分詞 ～｣の構文の｢ 動詞 形容詞 分詞 ｣の部分は｢ 思っている ｣

や｢ 知っている ｣で言い換えられることが多いのです。

確かにドアにカギをかけましたか

上の英文でも「あなたはドアに鍵をかけたと思ってますか」で訳せてしまいます。

② 節の 直 前に「感情を表す形容詞・分詞」があった場合、その 節は

「～して」「～できて」と訳します。これは副詞用法の不定詞の場合と同じです。

－３４－
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 を参照せよ。

彼が競争に勝てなくて彼女は怒った

あなたに再会できてうれしいです

③ 節の 直 前に「人の性格 質 を表す名詞・形容詞 分詞 」「 型の形

容詞 分詞 」があった場合、その 節は「～なんて」「～とは」と訳します。

これについても副詞用法の不定詞の場合と同じです。

 を参照せよ。

そんなバカなことを言うなんて彼は気がおかしいのか

《ポイント》

①接続詞の が導く、いわゆる 節の働きは「名詞節」になるか「副詞節」

になるかのどちらか。

② 節が「名詞節」になるのは、以下の２つの場合。

⑴ 節が「主語 Ｓ 」「目的語 Ｏ 」「補語 Ｃ 」のどれかになる。

⑵ 節が 直 前の名詞を説明する「同格節」になる。

③副詞節が「副詞節」になるのは、 ～ 構文など、決まり文句的なものが多

い。

⒊関係代名詞の 。

⒈関係代名詞の とは。

には関係代名詞の もあります。関係代名詞の は、主格の関係代名詞

や目的格の関係代名詞 の代用として用いられます。
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野球は少年達が好むスポーツです

上の英文では が目的格の関係代名詞として用いられ、 節全体が を

修飾しています。

↑

そして、関係代名詞の が導く節の働きは１つしかありません。それは 直 前の

名詞 先行詞 を修飾することだけです。

⒉関係代名詞の か 接続詞の か その見極め方。

名詞の直後に置かれるという点で、関係代名詞の と、同格の 接続詞 は見分

けがつきにくいですね。簡単な見極め方法は、

⑴関係代名詞の後には「不完全な文」が来る。

｢不完全な文｣とは､ ､ ､ 又は所有格のどれか一つが欠けた文のこと｡

⑵接続詞の後には「完全な文」な文が来る。

という点です。

名詞 不完全な文

上の英文の の後ろの波線部は主語が欠けた不完全な文。したがって は

「関係代名詞」と分かります。訳は「これはみんなに知られている事実です」。

名詞 完全な文

上の英文の の後ろの波線部は「地球は丸い 」という完全

な文。したがって は同格の「接続詞」と分かります。訳は「ほとんどの人々は

地球が丸いという事実を否定した」。
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《ポイント》

① の直後に「完全な文」がきていれば、その は「接続詞」。

② の直後に「不完全な文」がきていれば、その は「関係代名詞」。

関係代名詞の の導く節 の役割は１つだけ。それは 直 前の名詞を修飾する

ことしかない。
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演習問題 下の英文中のそれぞれの の役割を、選択肢から選べ。

⒈

⒉

⒊

⒋

⒌

⒍

⒎

⒏

ア 名詞節の イ 関係代名詞の ウ 副詞節の

エ 同格の オ 代名詞の
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【解答＆解説】

⒈イ 「彼が私達に語ってくれた知らせ ニュース は私達にとって大きな驚きだった」

【解説】 の直後に「不完全な文」があるので は関係代名詞とみる。 はふ

つう「 人 物事 に について語る」という形をとる。そうなると

が 節内の文には欠けていることになるのだ。

↑  Ｃ

⒉エ 「彼女が有罪であるという証拠は全くない」

【解説】 の直後に 彼女は有罪だ という「完全な文」がある。これは

同格の 。接続詞である。 節は にかかる。

  ↑

⒊ア 「彼がまだそこにいることは確かだ」

【解説】 の後ろに という 「完全な文」が続いている。したがっ

て は接続詞で、文頭の 節全体がになっている。つまり名詞節を作っ

ている。

  Ｃ

⒋オ 「中国の人口はインドの人口より多い」

【解説】この は「 」の代用をしている。つまり代名詞の 。

⒌ア 「彼らはそのスレッドが削除されることを要求した」

【解説】 節全体が の目的語になっている。名詞節を作る だ。もちろ

ん接続詞。

  Ｏ

－３９－
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⒍ウ 「私はあなたがすごくずうずうしくてビックリしている」

【解説】 の後ろに「完全な文」があるから接続詞なのだが、この 節は文の骨組

みからははずれている で「ＳＶＣ」 。これは副詞節を作る

で、直前に という「感情を表す分詞」があるので、「～して」「～で

きて」と訳す 節が｢感情の原因｣を表している 。

⒎ア 「実は僕は結婚しています」

【解説】ＳＶＣのＣに 節全体がなっている。

 を参照せよ。

つまり名詞節を作る だ。もちろん接続詞。

  Ｃ

⒏ウ 「彼がいつでもその部屋に入れるように私は彼に鍵を渡した」

【解説】「 Ｓ Ｖ～ Ｓが～できるように」という構文。副詞節を作る

だ。もちろん接続詞。
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⒋強調構文をつくる 。

⒈強調構文とは。

強調構文とは、 □ ～ の形で、□の部分に自分が強調したい語 句・節

を入れるというものです。この強調構文をつくる については、品詞は考えなくて

結構です 関係詞だ､接続詞だ…と言い切れないので 。

たとえば下記の英文を強調構文にせよという場合、それぞれ以下のようになります。

一週間前私はパーティでジャックを見た

① を強調したければ



② を強調したければ



③ を強調したければ



④ を強調したければ



⒉強調構文か 仮主語構文か その見極め方。

～ … となるという点では、強調構文と仮主語構文は区別がつきにくい

ですね。そんな区別のつきにくい両者を、一瞬で見極める方法を紹介しましょう。

⑴ と の間に「形容詞・分詞」や「副詞 句・節 」がある場合。

と の間に「形容詞」や「分詞」があったら、それは仮主語構文だとみ

て間違いありません。

と の間に「副詞 の仲間 」があったらそれは強調構文だとみて間違い

ありません。
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① 形容詞・分詞 完全な文  仮主語構文

② 副詞 句・節 完全な文  強調構文

副詞 の仲間 とは、具体的には以下の３つです。

①副詞一語

語尾が～ で終わることが多い｡あるいは のような時を表す名詞も副詞として用いられることが多い

１を参照せよ ｡

②前置詞＋名詞

③接続詞＋Ｓ＋Ｖ～

ただし「前置詞＋名詞」が形容詞句になっている場合は例外。仮主語構文

とみなし「前置詞＋名詞」がＣ 補語 になっているとみる。

そのような代表例としては「 抽象名詞」や「 範囲・限界を表す

名詞」などがある。特に「 抽象名詞」は形容詞化するというルールは

頻出。以下はすべて仮主語構文 節が真主語 。

君が一所懸命勉強することが大事だ

彼がその事故で死んだということが信じられない
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人前でそんなことを言ったのは冗談の域を超えている

⑵ と の間に「名詞 句・節 」がある場合。

と の間に「名詞 の仲間 」があった場合、 の後ろの英文が「完

全な文」なら仮主語構文、「不完全な文」なら強調構文とみていいでしょう。

⒈ 名詞 完全な文  仮主語構文

⒉ 名詞 不完全な文  強調構文

⑶注意すべきポイント。

①「不完全な文」とは、Ｓ 主語 ・Ｏ 目的語 ・Ｃ 補語 のどれかが欠けた文のこと。

② ～ の構文で、 の後ろが「不完全な文」であれば、それは強調構文と

見てほぼ間違いない

もちろん文頭の が直前の単数名詞や直前の内容を指す代名詞､その後の が直前の名詞にかかる関係代名詞という英文も中にはあるので､

先頭の が文中で役割を持っているかどうかを確認する必要はある｡つまりその が｢それ｣と訳せるなら強調構文ではない｡逆にその が訳

がつかない 文中での役割を持っていない のなら強調構文ということになる｡下の英文は強調構文のように見えるが､ は｢それ｣と訳せ､また

は単なる関係代名詞で､強調構文ではない｡

関･代

突然雨が降ってきた。それは私たちが心配をしていた問題だった

③強調構文だとわかったら、 と をカッコでくくってしまうといい。する

と文の骨組みが浮かび上がってくる。
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④強調したい語 句 が「人」の場合は、 の代わりに が使われること

もある。

窓を壊したのはトムなんです

ジャックが好きなのはナンシーです

⑤また強調したい語 句 が「物 事 」の場合は、 の代わりに が使われる

こともある。

昨日私を噛んだのはその犬です

かむ

私が買いたいのはそのパソコンです

場合によっては 副詞句を強調した強調構文において の代わりに関係

副詞が使われることもある。

私が彼に最初に出会ったのはその時でした

⑥強調構文が下線部訳問題になっていた場合、うまく和訳するポイントは、上記の例

文の訳し方のように、強調されている語句を和訳の最後にもってくることである。

ただし、以下のように強調されている語句が「 語 句・節 」の場合は、「～

してはじめて ようやく …した」と、前から普通に訳せばいい。

彼らの助けによってようやく私たちその危機を乗り切ることができた

⑦イディオム的な強調構文として以下の構文は頻出。

～ Ｓ Ｖ… 「～してはじめて…する した 」

健康を失ってみてはじめてその価値が分かる
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⑧疑問詞付き疑問文の強調構文。

疑問詞付き疑問文の強調構文の公式は以下の通りです。

疑問詞 平叙文の語順？

要するに、疑問詞の後ろに「 」を置き、その後を「平叙文の語

順」に戻すわけです。たとえば以下のような普通の疑問文の場合、

君が知りたいのは何ですか

これを強調構文にすると以下のようになります。

平叙文の語順

和訳の際には の部分を でくくってしまい、「一体全体」

といった訳を付け足すと良いでしょう。

⑨ ＡではなくてＢ を強調する場合、

⒈ Ｖ～

⒉ Ｖ～

どちらも可能性としてはありうるので、公式としてこれらは覚えておきましょう。

それから のイコール表現に ＢであってＡではない がある。

これを使った場合も、以下の２パターンが考えられます。

⒈ Ｖ～

⒉ Ｖ～

《ポイント》

① と の間に「形容詞」「分詞」があったらそれは仮主語構文。

② と の間に「副詞 の仲間 」があったらそれは強調構文。

「副詞 の仲間 」とは、具体的には「副詞一語」「前置詞 名詞」「接続詞 Ｓ Ｖ

～」の３つ。
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③ と の間に「名詞」があったら、

⑴ の後ろの英文が「完全な文」なら仮主語構文。

⑵ の後ろの英文が「不完全な文」なら強調構文。 例外もたまにあるので注意。

④強調構文だとわかったら、 と をカッコでくくってしまうといい。

⑤ ～ … は「～してはじめて…する」と訳す、

イディオム的な強調構文。

⑥疑問詞付き疑問文の強調構文の公式を覚えよう。

疑問詞 平叙文の語順？
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演習問題 英文は強調構文か、それとも仮主語構文か ⑦は下線部のみ 。

⒈

⒉

⒊

⒋ 皮肉 悟る

貴重な かなり

⒌

⒍

⒎

住んでいる人

－４７－
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【解答＆解説】

⒈仮主語構文

【解説】 と の間に という「形容詞」があるのが見極めのポイン

ト。訳は「彼がその仕事を一人でやったというのはありえない」。

⒉強調構文

【解説】 と の間に という「接続詞 Ｓ Ｖ～」がある

のが見極めのポイント。訳は「私が会合に遅れたのは道に迷ったからだ」。

⒊強調構文

【解説】 の後ろに、 というで始まる、の欠けた「不完全な文」がきてい

るのが見極めのポイント。ちなみに で「Ａの結果に終わる、結果と

してＡをもたらす」という意味。 と を でくくれば、

と が共通して、 がだとわかる。

{ } ～
～ 



訳は「結果として簡単な決断に至るのを困難にせしめているのは、しばしばあま

りに多くのことを考え、結婚後の多くの問題についてあれこれ思いを馳せてしま

うことにある」 。繰り返しになるが、この模範訳のように、強調構文のうまい訳

し方は、強調されている語句を和訳の最後にもってくることである。

⒋仮主語構文

【解説】まず と の間に という「名詞の仲間」

がある。次に の後ろの英文を見るとＳＶＯの「完全な文」がきている。

Ｓ↑ Ｖ Ｏ

－４８－
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これは仮主語構文とみていい。訳は「どれほど時間が貴重であるのかということ

を、私達のほとんどがかなり年をとった後で気がつくというのは、人生の皮肉の

うちのひとつである」。

⒌強調構文

【解説】 と の間に下記に示したように「接続詞 Ｓ Ｖ～」があるのが見極め

のポイント。

{ }
{接 Ｓ↑ Ｖ

訳は「今日の若者たちが 年前の若者たちよりも困難な世界に直面しているのは、

彼らがなすべき決断は、しきたりや伝統によってというよりむしろ、自分自身の

判断によってなされなければならないからである」。

の後の は 、つまり「 既出の複数名詞」の代

用をしている。

 を参照せよ。

更に は の繰り返しを避ける代動詞。 以下は「Ｖ Ｓ」の構造にな

っている。

 を参照せよ。

⒍仮主語構文

【解説】 と の間に という「形容詞」があるのが見極め

のポイント。

語尾が ｰ で終わる語は「形容詞」。 の⒊を

参照せよ。

訳は「シェークスピアの作品の中に見られるいかなる諺も、それ以前に存在して

いたことはおそらく確かである」。

－４９－
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⒎強調構文

【解説】 と の間に「前置詞 名詞」があるのが見極めのポイント。ただ３つの

等位接続詞 と つの が何を結んでいるのかをしっかりと見極める必要があった。

 を参照せよ。

{ }
Ｓ Ｖ～

前

{ }
名詞の仲間

訳は「ある国を旅し、あるいはそこに住み、そしてそこに住んでいる人や彼らの

言語についてわかるようになってはじめて、我々はある国が実際にどのようなも

のであるのかがわかる」。

－５０－
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⒌その他の 。

⒈先行詞を明示する 。

「 のついた名詞が先行詞ですよ」と読者に明示するという用法が

にはあります。

父は真実を愛するがゆえにあらゆるうそを憎んだ

上の例文の がまさにそれで、 節の先行詞は ではなく、 であ

ることを、 とすることで示しています。このような は、日

本語に訳出する必要はありません。

この は、冠詞の とほぼ同じと考えていい。

⒉副詞の 。

副詞の は会話などで用いられることが多いです。通例、疑問文や否定文で用い

ます。副詞の とほぼ同じ意味。用法も同じです。

①「そんなに」「それほど」

そんなに遠くへ行くな

彼はあまり裕福ではない

上例のように、否定文では が強調の意味で前につくことがある。

そんなに金持ちなら、なぜ私の金が必要なの

② 結果を表す節を伴って 「とても」「それほど」

；

その試験はとても難しくて私は落ちました

③ で「それだけ」「そんなに 大して 」といった用法もある。

ピーターはそれだけ使ってしまった

テニスはそれほど好きではない

－５１－
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《ポイント》

①先行詞を明示する がある。このような は和訳の必要なし。

冠詞の とほぼ同じと考えていい。

。
②副詞の がある。副詞の と意味・用法共におなじ。「そんなに」「それほ

ど」等と訳す。

－５２－
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演習問題 次の英文を和訳せよ。

は に引かれる 側面

を 外に 出す､表す

【解答＆解説】

【解答】「私達はたいていの場合、最も自分に似ている人にひかれ、嫌だと思う自分の側

面を表に出している人を嫌う傾向がある」

【解説】全体は以下のような構造になっている。

↓

{



 Ｏ↑

↓

{↑

の は前置詞。「～と似ている」「～のような」。それから

Ｖ～は「～する人々」という意味。

 を参照せよ。

の は「先行詞を明示する 」。後ろの 節 この

は関係代名詞。後続の が、Ｏの欠けた「不完全な文」であることから

－５３－
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判断する の先行詞が であることを文字通り明示しているのみ。このよう

な は和訳に出す必要はないんだった。 ～ までは「私

達が嫌だと思っている私達自身の側面」が直訳。

－５４－
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⒊ のマスター。

英文中では、 と同じように もいろいろな意味、用法で使われています。それ

らの を素早く読み取ることができれば、読解は更にスピードと正確さを増します。

ここではそんな について知識を整理し、その意味を一瞬で読み取る「裏技」を紹介

することにしましょう。

⒈「 Ａ 名詞 」。

「ａｓ＋Ａ 名詞 」という場合の は前置詞で、基本的に「Ａとして の・は 」と訳

せばいいのです。ただ例外として以下のようなものがあります。

① ＢのようなＡ

ユリやバラやチューリップのようなきれいな花が好きです

② Ｂと同じＡ

これは私のと同じパソコンです

③ Ａ 人生の 過去の 成長段階 Ａの頃、Ａの時 になって

子供の頃、彼は幸せだった

特に③は要注意。 の後ろに「人生の 過去の 成長段階」を表す名詞がきていたら「Ａ

の頃」「Ａの時 になって 」と訳す。しっかり頭に入れておきましょう。

それから「Ｓ＋Ｖ 」となる場合、Ｂの部分に「形容詞」が入ることもあります。

我々は事態を重大視している
形

ちなみに「Ｓ＋Ｖ 」型の構文は「ＡをＢとみなす 言う 」という意味になること

がほとんどです。

－５５－
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 ⒏ を参照せよ。

⒉「 Ｓ Ｖ～」。

「ａｓ Ｓ＋Ｖ～」、つまり後ろに節をとる の見極め法は以下の通りです。

⑴「ａｓ Ｓ＋Ｖ～」の は、 ％は「時 ～の時､～ながら 」か「理由 ～ので 」。

だからまず「時」「理由」で訳して、みておかしかったら このあと説明する それ以外

の可能性を考えてみる。

私が部屋へ入っていったとき、彼らは私を無視した

彼女は走りながら泣いていた

小銭がなかったので、彼に電話できなかった

ただ、「時」の が文章後半に現れた「Ｓ ＋Ｖ～ Ｓ ＋Ｖ…」の場合、「Ｓ

は～した。とそのときＳ は…した」と訳す場合があるので注意が必要です。

彼らは楽しげにおしゃべりをしていた。とそのとき玄関のドアが開いた

⑵「ａｓ Ｓ＋Ｖ～」の「Ｖ」が「変化」「進行」を表す動詞 又は節内で比較級が使われている の場合に

は「～につれて」「～と共に に伴って 」と訳せばいい。

暗くなるにつれて湖のあたりはいっそう寒くなっていった

「変化」「進行」を表す動詞とは以下のようなものです。

等 形･分 ｢ になる｣ ｢行く｣

｢成長する｣ ｢すぎる｣

｢増える｣

｢減る｣

－５６－
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⑶上記以外の の意味は、「～のように の通りに・と同様に 」「～のだが」「～とは

違って」。

ただし、このような意味になる場合、 の後ろの形には、以下のような特徴が見られ

ます。

①直前と同じ形の繰り返しになっている。

②「 繰り返しを避けるための省略などによって 不完全な文」になっている。

君はわたしがするようにその仕事をしなければならない

上の英文でも、 の前後で動詞の が繰り返されており、更に左側の の後ろに

はあった目的語 が、右側の の後ろにはなく、 の後ろは「不完全な

文」になっているのがわかります。

それから、特に「～とは違って」という意味になる場合、 の前後で「肯定」と「否

定」が入れ代わることが多いのもおさえておきたいポイントです。

女性とは違って、男性はたいてい野球が好きだ

上の英文でも、 の後ろに「不完全な文」がある のはカンタンにわか

りますが、「ように」「だが」ではうまく訳がつながりません。そこで の前後で

に対する と、肯否定が入れ代わっている点

に着目し、 を「～とは違って」と訳すといい和訳になりますね。

⑷また、以下のような直前の名詞を修飾する「 Ｓ＋Ｖ～」もおさえておきたい。

われわれの知っているような言語は人間の創り出したものである

上の英文では、 が直前の を修飾しています。

直前の名詞を修飾する場合、「 形容詞・分詞」という形で使われることもあり

ます。「 形容詞・分詞」という形をみたら、直前の名詞を修飾しているとみた

らいいでしょう。

－５７－
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静岡県から見た 場合の 富士山が私は好きだ

上の英文では、「 過去分詞」の形をした ～ が、直前の

を修飾しています。

⑸「□ａｓ Ｓ＋Ｖ，」という構造になっている場合は「Ｓは□だけれど」と訳せ

ばいい。

この構文の特徴をいくつかあげてみましょう。

①□の部分には名詞、形容詞、副詞が入る。

彼は若かったけれど、勇敢だった
形

②この構文は「 Ｓ Ｖ□」言い換えることができる。

また「□ Ｓ Ｖ」という言い方をすることもある。

特に「□ Ｓ Ｖ」は、受験では「□ Ｓ＋Ｖ」同様、頻出。

年配の人たちには受け入れがたいことかもしれないけれど、今の若い女性は

金持ちと結婚することによって幸せになれると信じている

【解説】 ～ が「□ Ｓ Ｖ」の構造

になっている。この は、後半の主節の内容を指している。

③場合によっては「Ｓは□なので」と、「理由」を表すこともある。どちらになる

かは文脈で判断する。

－５８－
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④□の部分に動詞 の原形 が入って「（たとえ）どんなに～しても」という意味に

なることもある。

 を参照せよ。

どんなにやっても彼女は決してうまくその仕事ができないだろう

⑹これ以外に「 ～ Ａと同じくらい～」といった原級比較で用いられる があ

ることは言うまでもない。

私は彼と同じくらいの背の高さだ

⑺あとは を用いた決まり文句的なものを押さえればいい。

① Ａにはよくあることだが

ジョンにはよくあることだが、彼は学校に遅刻した

② Ａにはたいていの いつもの ことだが

ジャックは酔っ払って帰宅したが、それは彼にはいつものことだった

①②の は、品詞的には関係代名詞。

③ たまたま、折よく、あいにく

たまたま彼は家にいた

④ Ｓ＋Ｖ～ Ｓ＋Ｖ… ちょうど ～なように、…

ロシア人がウォッカをたしなむように日本人は酒をたしなむ

 Ｓ＋Ｖ～ は｢ちょうど～するときに｣という意味になる場合もある｡見極め方法は､｢ちょうど～なように｣と訳

す場合には､上例のように が結ぶ｢ ｣同士に同じ 又は対照的な 語句の繰り返しがおきやすい点｡｢ちょうど～するとき

に｣と訳す場合にはそのような同語反復はみられない｡

－５９－
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ちょうど私が仕事を終えた時に彼女が電話をかけてきた

⑤ Ａに関する限りでは、Ａはどうかというと Ｓ＋Ｖ～

僕としてはそんなくだらないことには関心がない

文 節 頭で用いる

⑥ Ｓ＋Ｖ～ まるで～かのように

ティムは王様のようなふるまいをする

⑦ の前に通例カンマを置いて 世間並みの Ａとしては

今の教師としては、 彼はよい教師だ

「平均してみれば」という意味を含む。

⑧

⒈ 文頭で だが 実情は そうでないので 、実際のところは

今日お会いしたかったのですが、お会いできませんでしたので、

来週の日曜まで待ちます

直前に仮定の事柄がくる。

⒉ 文中・文尾で 現状は、実際問題として、もうすでに

暮らし向きはよくなったが、現状ではまだ家を買うだけの余裕はない

⒊ 文尾・目的語の後で そのままにして、そのままの

どうか本はそのままにしておいてください

そのままで ふだん着で きてくださいね

⒊の が受験では最も出やすい。指すものによって が他の人

－６０－
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称代名詞に、 が や に変わりうる。

⑨ Ｓ＋Ｖ～ 結局のところ、～

結局のところ彼女はそこにはいなかった

⑩ いわば

彼は、いわば歩く辞書だ 生き字引だ

 とは言わない。 より堅い表現。

⑪ Ａの時点で、Ａ現在で の

Ａ 日時 から

現在のところ

年１月１日現在我が市の人口は約 万人である

⑫

⒈そういうものとして、それなりに ⒈が最も頻出。

彼女は弁護士だから、そのように取り扱われるべきである

⒉ 主に否定文で それ自体で は

金はそれ自体では必ずしも幸福をもたらすとは限らない

⒊ 主に否定文で 厳密な意味での しろもの

というようなご大層な代物

私の部屋は書斎などというご大層な代物なんかではありません

⑬ こんな そんな 程度のものだが、つまらぬものだが

あまり役にもたたなかったが、ナンシーは私にアドバイスをしてくれた

複数のものを指す場合は は となる。

⑭ Ａの場合と同様に

－６１－
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人間と同様に動物も適切に扱われるべきだ

⑮ Ａに対するものとしての

収入に対しての支出

⑯ 原形 ～ ～しさえする

彼女は私が負け犬だとさえ言った

⑰ Ａと比べて 比較して

このパソコンはあれと比べて値段が高い

⑱ ＡとＢの関係はＣとＤの関係と同じだ

読書の精神に対する関係は食物の身体に対する関係に同じである

⑲ 今までのところ、まだ

通例否定文で用いられる。「先のことはわからないが」という含みを持つ。

今までのところ、その船と連絡をとることに成功していない

⑳ 原形 ～ 原形 … …するより むしろ～したい

原形 ～ 原形 …

出かけるより むしろ家にいたい

 原形 ～ 原形 … …するくらいなら ～した方が

ましだ

私と一緒に来た方がいい

彼に金を貸すくらいなら、捨てた方がましだよ

 を用いると、実際 現実 にはしないことが後に続く。

 Ｓ Ｖ～ Ｓ Ｖ… ～するとすぐに…する

 ～ ～するとすぐに ～ Ｓ

－６２－
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 実際、実を言うと

 現状で は 、目下のところ

 Ａに比べて、Ａに対して
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①「 名詞」となる場合、基本的に は前置詞。「○○として の・は 」と訳せ

ばいい。

例外もあるので注意。

②「 Ｓ Ｖ～」となる場合、

⑴ ％は「時」か「理由」。まずこのどちらかで訳してみる。

⑵「Ｖ」が「変化」や「進行」を表すものだった場合 又は節内で比較級が使われている場合 、 は

「～につれて ～と共に 」と訳すといいことが多い。

⑶そのどちらでもなければ、 は「～のように の通りに・と同様に 」「～だが」

「～とは違って」と訳してみる。ただこの意味になる場合、 の後ろは

⒈直前と同じ形の繰り返しになっている。

⒉「 繰り返しを避けるための省略などによって 不完全な文」になっている。

ことが多い。特に「～とは違って」となる場合、 の前後で肯否定が入れ替わ

っていることが多い。

③直前の名詞を修飾する「 Ｓ Ｖ～」「 形容詞 分詞 」に注意。

④「□ Ｓ Ｖ 」となる場合、「Ｓは□だけれど」と訳す。□には「形容

詞」「名詞」「副詞」等が入る。言い換え表現の「□ Ｓ Ｖ」も頻出。

⑤あとは を用いた決まり文句をおさえる。

－６４－
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演習問題 次の英文を和訳せよ。

⒈

当惑した ①広さ､大きさ ②範囲

⒉

は と結びついている 効果的に

⒊① ②

に貸し与える を保持する

所有権 ～ ～しながら､～しつつ

母語 子供のときに初めて習得する言語のこと

⒋

魚の 乱獲

⒌

血管

⒍
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起こる

⒎

⒏

を予測する

⒐

を高く評価する､賞賛する

候補者 有権者

を誤って判断する

について心配するようになる

－６６－
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かっこいい

－６７－
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【解答＆解説】

⒈「子供の頃 とき 、宇宙の大きさについての問題に当惑したのを覚えている」

【解説】 の後ろに「人生の 過去の 成長段階」を表す名詞 がきているので、

は「～の頃」と訳す。

⒉「日本語は人間関係や生活習慣と密接に結びついているので、日本に関する知識がなけれ

ば、能率よく意思を通じ合うことはできないと私は信じる 思う 」

【解説】文頭の の後ろに「Ｓ Ｖ～」の構造が見つかるので、まずは「時」か「理

由」の可能性を考えてみる。主節との意味関係から「～ので」という「理由」の

意味で訳すとうまくつながる。

⒊「①英語は今や非常に国際的である。②それ故英語は、イギリス人がいまだ母語としての

所有権を保持しつつ、他人に貸し与えるような所有物ではない」

【解説】①は解説の必要はないはず。

②について。 は を指している。 は関係代名詞で、 ～

までが先行詞の を修飾している。 の後ろには

つまり「主語 動詞」が省略されている。

 を参照せよ。

文章後半の は、後ろに という名詞のみをとっている

ので、「～として の 」と訳せばいい。

⒋「世界の人口が増えるにつれて、乱獲が原因となって魚の数が減ってきている」

【解説】 節内の動詞が 増える という「変化」を表す動詞なので、 を

「～につれて」と訳す。

⒌「道路と都市の関係は、血液と肉体の関係と同じだ」

【解説】「 ＡとＢの関係はＣとＤの関係と同じだ」とい

う決まり文句。
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⒍「 世紀と同様に、 世紀において大きな社会変革が起きた」

【解説】 の前後で「 名詞」という同じ形の繰り返しがみられるので、 は「～の

ように と同様に 」と訳せばいい。

⒎「ジョンは歩きながらたばこを吸っていた」

【解説】「 Ｓ Ｖ」型。 は「時」を表しているとみなし、「～ながら」と訳す。

⒏「彼が予測したように、空は晴れ上がった」

【解説】 は「～を予測する」という意味で、基本的に他動詞。にもかかわらず後

ろに目的語がない。つまり の後ろに「不完全な文」がきていると判断し「～

のように」と を訳す。

⒐「英語におけるのと同様、 日本語の多くの言葉は、他の言語から拝借された」

【解説】 の後ろには、ＳもＶもない、文としては「不完全な形」がきている。その場

合、「～ように」「～だが」で訳せることが多い。「英語におけるのと同様に」

あるいは「英語においてもそうなのだが」くらいの訳でいい。

「政治家としては彼のことを非常に高く評価するけれど、人間としては 彼のことは 嫌

いだ」

【解説】３つある のうち、先頭の は「□ Ｓ Ｖ 」型で「～けれど」と訳す。

２つ目、３つ目の は共に直後に名詞のみをとっているので「～として」と訳

せばいい。

「たとえどんなに自身の政策を変えようとも、その候補者は有権者から支持されないだ

ろう」

【解説】「□ Ｓ Ｖ 」の□の部分に動詞が入ると「 たとえ どんなに～して

も」という意味になる。

～
動詞 Ｓ Ｖ
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「後になってわかったことだが、彼は状況を完全に誤って判断していた」

【解説】 節内の は「～を発見する」という意味で、基本的に他動詞。にもか

かわらず後ろに目的語がない。つまり の後ろに「不完全な文」がきている。

そこでこの を「～だが」と訳してみる。

「若い頃、次郎はドイツで日本語を教えていた」

【解説】 の後ろに という「人生の 過去の 成長段階」を表す名詞がある

ので、 を「～の頃」と訳す。

「ますます多くのアメリカ人がファーストフードを食べるようになるにつれ、それを心

配するアメリカ人もますます増えてきている」

【解説】 という比較表現が 節内に使われている。そのような場合、

は「～につれて」と訳すといいことが多い。

「ニューヨークで話されているような英語がかっこいいと思っている若者たちもいる」

【解説】「 形容詞・分詞」となる場合、それは直前の名詞を修飾していることが多い

んだった。本問でも は、直前の を修飾

している。

Ｓ↑ Ｖ Ｃ
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《課外授業１》

一瞬で単語を数百個覚えてしまう方法。

それは接頭辞・接尾辞を利用した英単語のおぼえ方です。接頭辞・接尾辞とは、

単語の先頭や末尾に付けて、意味を加えたり品詞を変化させたりするもののこ

とです。たとえば「 」という接頭辞・接尾辞があります。

※ で始まる語の前で用いる時は「 」となることもある。

「 」 は「～の状態 中に に引き入れる」がその基本イメージなのですが、具

体的には以下のような意味を作ります。

⑴名詞・形容詞に付けて

①「…にする」 又は「…を与える」 という意味の他動詞をつくる。

②「…になる」という意味の自動詞をつくる。

つまり、 ○○、○○ という動詞に出会ったら、その 語の 後ろに目的語

になれそうな名詞があれば 他動詞とわかるので 「…にする」 又は「…を与え

る」 と訳せばいい。逆に目的語になれそうな名詞がなければ、 自動詞とわか

るので 「…になる」と訳せばいいと、その意味を類推できるわけです。以下に

そんな 型の動詞の例をあげてみました。

(喜び) → 喜んだ状態にする ⇨ 楽しませる

(勇気) → 勇気ある状態にする ⇨ 勇気づける

勇気を与える

(危険) → 危険な状態にする ⇨ 危険にさらす

(可能) → 可能な状態にする ⇨ 可能にする

(豊かな) → 豊かな状態にする ⇨ 豊かにする

(大きい) → 大きい状態にする ⇨ 拡大する

(光) → 光を当てた状態にする ⇨ 啓発する

(法律) → 法律の状態にする ⇨ 制定する

( ) → 広くする ⇨ 広げる

(深い) → 深い状態にする ⇨ 深くする
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(弱い) → 弱い状態にする ⇨ 弱くする

(急ぐ) → 急いだ状態にする ⇨ 急いで～する

(しっかりした) → しっかりした状態にする ⇨ 固定する

(体) → 体を与える ⇨ 具体化する

力 → 力を与える ⇨ 資格・権限等を

与える

力 → 力を与える ⇨ 法を 施行する

守らせる

題目･称号 → 題目 称号 を与える ⇨ ①資格 権利 を与える

② ～という 題を与える

※ は と受身で使われることが多く､その場合｢資格 権利 を持っている｣

｢ ～という 題が付いている｣という意味になる｡

⑵名詞･動詞に付けて「Ａの中に 入れる 」の意味の他動詞をつくるこ

ともある。

(船) → 船の中に ⇨ 乗船する

(名簿) → 名簿の中に(入れる) ⇨ 登録する

(腕) → 腕の中に(入れる) ⇨ 抱擁する

閉じる → 閉じた中に 入れる ⇨ Ａを囲む

(光を照らす･明るくなる) → 知的に 明るくなった中に入れる ⇨ 啓発する

※ は上記以外に、物質名詞に付けて「…の性質を持った」「…製の」とい

う意味の形容詞をつくることもある。

木製の

また、不規則動詞の過去分詞をつくることもある。

← の過去分詞

この方法なら単純なルール一つで、一度も見たことのないものを含めて何百とい

う単語が一瞬で は「大きくする」 は「鋭くする」といったよう

に 覚えられてしまいます。
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⒋ のマスター。

英和辞典で を調べると 数個もの意味が書かれていて、英文中で現れた が

そのうちのどの意味になるのか見極めるのに本当に苦労します。それに第一それだけの

を頭に入れることは不可能に近いですね。そこで、解釈で必要なものを中心に

の用法を頻度順に５つにまとめてみました。実際⒈～⒊の が、英文中の の

意味の ％以上を占めるといってもいいでしょう ボクはこの３つを「 ベスト３」

と呼んでいます 。ですからまずこの３つを覚えるところからはじめてください。

⒈「～といっしょに」「～と共に」

これはみなさん一番おなじみの ですね。

ジャックは彼の父と一緒に働いている

ただ、おなじみなだけにいろいろな応用形があります。たとえば「時間的な同伴」を

表して「～につれて と共に・ごとに・に伴って 」という意味になることもあります。

父は日の出と共に起きる

夫は年と共に親切になった

また「意見・考え等が一緒」というところから、「～に賛成して」という意味にもな

ります。

私は全くあなたの案に賛成である

更に「共にある いる 」というところから、「合っている」「調和している」「一致

している」という意味にもなります。

その緑のカーテンは赤のカーペットと合わない
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⒉「～を持った」「～を身につけて」 所有・携帯

これはカンタンに言うと「 ～ ～を持っている 」で言い換えられる です。

私はえりのあるドレスのほうが好きである

上の英文でも は「えりを持ったドレス → えりのあるド

レス」となるわけです。

青い目の少女を私は見た

上の英文でも「青い目を持った少女 → 青い目の少女」となります。

⒊「～で もって 」「～のおかげで」 手段・原因

次に頻度が高いのがこの「～で もって 」「～のおかげで」と訳す です。

ベスはその包みを黄色いリボンで もって 結んだ

彼の手は寒さで凍った

⒋「動詞 ＋ Ａ Ｂ」型。

ある動詞の後に「Ａ Ｂ」という形が続く場合、その動詞の意味は次の２つに分

類することができます。

①「ＡにＢを与える」

「ＡにＢを与える」

「ＡにＢを与える」

②「ＡをＢと結びつける」

「ＡをＢと結び付ける」

「ＡをＢと結びつける、関連させる」
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もちろん下の英文のように、形は「動詞 ＋ Ａ Ｂ」型でも、上のルールに当て

はまらないようなものもあるので注意は必要です。

この は､単に｢～で もって ｣という｢手段｣を表しているだけ｡

彼はバットでボールを打った

この は､単に｢～と一緒に｣という｢同伴｣を表しているだけ｡

私は妻とその町を訪れた

⒌ Ｏ Ｃ 構文。

これは分詞構文の一種 独立分詞構文と呼ばれる なのですが、 構文として

覚えてしまった方がカンタンです。「ＯがＣの状態で」が訳し方の基本です。

この 構文の特徴を以下にまとめてみましょう。

①Ｏには名詞 代名詞なら目的格 が入る。

②Ｃには「形容詞」「分詞」「前置詞＋名詞」「副詞」等が入る。

③ＯとＣには、意味上「 ｢ は する になる である ｣という 主語と述語の関係」が成立している。

だから英文中で「 名詞」の直後に「形容詞」「分詞」「前置詞＋名詞」「副

詞」があり、かつそれらと直前の「名詞」との間に「主語と述語の関係」を読み

取ることができたらこの 構文なのではないか、と頭を働かせること。

{
「形容詞」「分詞」

名詞 「前置詞 名詞」 「ＯがＣの状態で」

「副詞」
主語 述語

実際の例文で今度は見てみましょう。特に「Ｃ」のバリエーションに注目して下さい。

風にリボンをなびかせながら
現在分詞

口に食物を頬張った状態で
形容詞

手をポケットに入れた状態で
前置詞 名詞
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テープレコーダーがオンになっている状態で
副詞 ⇨ テープレコーダーで録音しながら

の文中でのうまい訳し方については ⒌ を参

照してください。

余裕のある人は更にあと４つの意味を覚えてしまえばもう鬼に金棒です。

⒍「～に関して」「～に対して」 関係・関連

この機械 に関して はどこか具合が悪い

コンピュータに関する問題は、それらが健康問題を引き起こす可能性があるこ

とだ

⒎「もし～があれば」 条件 ⇔ ～「～がなければ」

主節に「推量の助動詞 」があることが多いの

が、この意味になる の特徴です。

もしこの機械があれば、その石を移動させられるのだが

⒏「 抽象名詞」は副詞化する。

たとえば に「カンタンさ、容易さ」という抽象名詞 がくっついて

となると、これは つまり「カンタンに」という副詞と同じ意味になりま

す。以下にそんな、副詞１語と同じ意味になる「 抽象名詞」の例をあげてみまし

ょう。
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① ＝ 「たやすく、カンタンに」

② ＝ 「やっとのことで、かろうじて」

③ ＝ 「首尾よく」

④ ＝ 「勤勉に」

⑤ ＝ 「親切にも」

⑥ ＝ 「注意深く」

⑦ ＝ 「素早く」

⑧ ＝ 「流暢に」

⑨ ＝ 「落ち着いて」

⑩ ＝ 「精力的に」

⑪ ＝ 「遠慮して」

⑫ ＝ 「暖かく」

⑬ ＝ 「勢いよく」

⒐その他

① Ａにもかかわらず

欠点はあるけれど私はまだ彼を愛しています

あれだけの富がありながらブラウン氏は全く幸福でない

ただし、「原因・手段」を表す に「 名詞」がくっついただけの

～もあるので、そのあたりは区別ができるようにしておかないと

いけない。

こんなにすることがたくさんあるので、いつ会社を出るかわからない
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② こう そう 言って，こう そう やって

父はこう言って部屋を出て行った

③ Ａから始める

背景を知るために新聞のファイルから 調査を 始めた方がいい

英文中のwithの70～80％は、以下の３つのいずれかで訳せる。

①「～と一緒[共]に」「～につれて」
②「～を持って(いる)」「～を身につけている」 [所有・携帯]

 havingで言い換えられるwith。
③「～で(もって)」 [手段]

「～のおかげで」 [原因]

つまり英文中のwithを①で訳して意味が取れない場合、②か③の可能性が高い。

征服のための第一歩は、この３つの意味を覚えるところから始めよう。
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演習問題 次の英文を和訳せよ。

⒈

⒉

⒊

軍事 作戦

⒋

未知の

⒌

素早さ､迅速さ

⒍
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【解答＆解説】

⒈「濃い霧が助けてくれたおかげで、彼は誰かに見られる危険は全くなかった」

【解説】文頭の は「原因」を表しているとみて、「～のおかげで」と訳せばいい。

は を修飾している。文末の 節は同格節で、

を修飾している。

⒉「微笑みながらその女性は私に挨拶をした」

【解説】 の は「微笑みと共に」と考えればいい。

⒊「その作戦の間、彼らは絶えず目でもって意思を伝え合わなければならなかった」

【解説】 の は「手段」と判断し、「～でもって」と訳すといい。

⒋「最初の日本滞在期間中、私は言語や文学や伝統というこんなにもの未知なる豊かさを持

ったその国 日本 に魅了されたのだった」

【解説】 ～ の は で言い換え可能な「～を持った」という意味。

～ 全体が を修飾している。「 Ａにもか

かわらず」と勘違いしてはいけない。

⒌「私達大人は、子供たちが外国語を習得する速さにしばしば驚く」

【解説】和訳する際には、普通に関係詞節を先行詞 にかけて訳せばいい

を和訳に出す必要はない のだが、なぜ となっているかというと、

関係詞節は元々、下のような英文だったのだ。

子供たちは素早く外国語を修得する

は「 抽象名詞」で、副詞の 素早く、迅速に と同じ

意味。この が関係代名詞の となり、 と一緒に節頭に移動し

たのが、問題文の だったのだ。同じ用例をもう１つあげてみよう。
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上の英文の関係詞節は元々以下のような英文だった。

バイリンガルの人はある言語から別の言語へとカンタンに切り替えること

ができる

カンタンに の が となって直前の と一緒に節頭に飛

び出したのだ。全体の訳は「多くの日本人は、バイリンガルの人がある言語から別

の言語へとカンタンに切り替えることができるのをうらやましく思う傾向がある」

となる。

⒍「 年後、多くの人たちは依然として彼女のことをアメリカ人が映画の中でずっと愛して

いた少女だと思っていた。しかし彼女は成長し、そして世界の様々な問題についての知

識を身につけた聡明な女性になっていた」

【解説】 は「ＡをＢとみなす」。

 ⒏ を参照せよ。

～ 成長して、そして～になる の は結果の不定詞。

 を参照せよ。

～ の は で言い換えられる。「～を持った」と考え

ればいい。 ～ は を修飾している。
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⒌クジラ構文のマスター。

⒈「クジラ構文」って

これまで長年の間受験生を悩ませてきたややこしい、覚えにくい、それでいてよく狙わ

れる構文に、いわゆる「クジラ構文」というのがあります。「クジラ構文」という名前

は、

「クジラが魚でないのは、馬が魚でないのと同じだ」

といったように、なぜだか例文にやたらクジラが登場することに由来します。誰しも

受験生なら一度はみたことはある、「 ～ 」「 ～

」といったあの構文です。

このクジラ構文、文法書を読んでもなかなか理解しにくい。覚えにくい。そこで、要は

訳せること、意味が取れることが先決なのだから、文法書的な解説は少々離れて、でも

この悩ましい、覚えづらい構文を、いともカンタンに攻略してしまう方法を伝授しまし

ょう。

⒉基本ルール。

まずこの構文をマスターするための３つの基本ルールを覚えましょう。とはいってもそ

のうちの２つは、とっても単純です。

⑴ルールその１

ルールその１

① ＝ －「～でない」

② ＝ －「～でない」

③ ＝ ＋「～だ」

－８２－
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このように は、「～ で ない」という否定的な意味を持つので「マイナス － 」

の記号、 も「 より ～ない」という否定的な意味をこれまた持つので「マイナ

ス － 」の記号だとイメージするようにして下さい。逆に は「 より ～だ」と

肯定的な意味を持つので「プラス ＋ 」の記号だとイメージして下さい。

あくまでイメージとして。

⑵ルールその２

ルールその２

⑴－ × － ＝ ＋（「～だ」［肯定的］）

⑵－ × ＋ ＝ －（「～でない」［否定的］）

これは中学１年生の数学の公式です。「マイナス×マイナス」は「プラス」つまり

「肯定 ～だ 」の意味になる。また「マイナス×プラス」は「マイナス」つまり「否定

～でない 」の意味になると覚えてください。

⑶ルールその３

ルールその３

「 比較級」と共に用いられる ～ は、 … ～と同じで 「～と同様

に 」という意味。前と後ろをイコールの関係で結ぶ記号だと考えよ。

このルールだけが目新しいでしょう。ただ、一度覚えてしまえばそんなに難しいもの

でもありませんね。

さあ、この基本ルールが頭に入れば「クジラ構文」なんて後はもうカンタンです。

－８３－
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⒊ Ａ ～ Ｂ

⑴まず、このような「クジラ構文」では大前提として、必ず の手前で／を引い

てそこで区切って意味を考えます。

Ａ ～ Ｂ

上のように、まず「Ａ ～」までの意味を整理します。

⑵「 」は「マイナス×プラス」、即ち全体で「マイナス ～でない 」となります。

つまり「Ａ ～」の意味は「Ａは～でない」という意味になる。

⑶次に は、先程も「ルールその３」で言ったように「～と同様に」。という

ことはこれをつなげると

Ａ ～ Ｂ

「Ａは～でない」 「Ｂと同様に」

となる。つまり「ＡもＢも両方とも～でない」ということを言ってるに過ぎないとわ

かります。カンタンですね。全く暗記など必要ありません。実際の例文で使ってみまし

ょう。

【解説】①まず の手前で／を引き、そこまでの意味をとる。

②「 」だから「－ × ＋」でトータル「－」、つまり「～

でない」。全体は「私はスペイン語を話せない」となるはず。

③ は「～と同様に」だから、 は「君と同様に｣。

④前後半をつなげれば「私はスペイン語が話せない＋君と同様

に」 ⇨ 「私は君同様 つまり私も君も 、スペイン語を話せな

い」となる。

⑷「 」は「 ～ 」で書き換えられることから、上記の構文の の部分に

～ を代入すると以下のようになります。
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Ａ ～ Ｂ ⇨ Ａ ～ Ｂ

両者は意味は同じ。例題もこのルールを使って以下のように表現することも可能です。

⇨

これは以下のように、ひとつの公式として覚えてしまいましょう。

Ａ ～ Ｂ

Ａ ～ Ｂ

応用形として次のような形にも慣れましょう。つまり「 」が「 以外の 比

較級」になる場合です。

上の英文の後半の ～ の部分ですが、 「 比較級」なので

まず までで区切って、そこまでの訳をまとめます。そうすると

「大きな 大した 危険はない」となります。次に ～ ですが、 は これまで通

り 「～と同じように くらい 」なので「他の人が町の通りで自転車で走るのと同じく

らい」となります。全体を訳すと「ヘレンはスキーがうまい。毎年北海道にスキーに

行っている。彼女は、他の人が町の通りで自転車で走るのと同じくらい大した危険も

なく、速く斜面を滑り降りることができる」となります。

⒋ Ａ ～ Ｂ Ｃ

⑴今度は の後ろに「Ｓ Ｖ」構造が続く、先程の応用形。

これもまず の手前で／を引いて、そこで区切って意味を考えます。

Ａ ～ Ｂ Ｃ

－８５－
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上のように、まず「Ａ ～」までの意味を整理します。

⑵「 」は「マイナス×プラス」、即ち全体で「マイナス ～でない 」となる。

つまり「Ａ ～」の意味は「Ａは～でない」という意味になります。ここ

まではさっきと同じです。

⑶さあ次に「 Ｂ Ｃ」の部分をどう考えるか。ここが問題です。

正しい考え方はこうです。「ルールその３」で言ったように は「～と同様に」

という意味で、前後を「イコール関係」で結ぶ記号だと考えます。今回の場合、

の結ぶ一方 の左側 が 、つまり「～でない」というマイナス 否定 であ

るなら、もう一方 の右側 も「～でない マイナス 」になると考えるのです。

以下に 等の否定語がついていなくても、です。そうすると、前後半をつなげ

ると以下のようになります。

Ａ ～ Ｂ Ｃ

「Ａは～でない」 「ＢがＣでないと同様に」

これも実際の例文でうまく使えるかどうか試してみましょう。

魂

【解説】①まずこれも手順は同じで の手前で／を引いて、そこまでの

訳をまとめてみる。

なので、「－×＋」になり、トータルで「マイナス」つ

まり「～でない」となるはず。そうすると前半部の訳は、

「愛のない家庭は家庭ではない」

となる。

②次に後半。

魂

の部分。どこにも否定語はついていないが、 の左側が「マイ

－８６－
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ナス ～でない 」だったので、この部分も「マイナス ～でない 」

となると考える。とすると訳は

「魂のない肉体が人間でないのと同様に」

となる。で全体は

「愛のない家庭は家庭ではない。魂のない肉体が人間でないのと

同様に」

楽勝だ ^_^ 。

ただ、「 ～ 」に関しては、場合によっては「ＡはＢよりも

～ということはまったくない」と、ふつうの 否定の 比較構文 単なる「

～ 」の強調形 として訳す場合もあるので、注意は必要です。

クシラ構文なのか、ふつうの比較構文なのかはこれは文脈判断ということにな

ります。以下は普通の比較構文として訳した方事例です。

この問題が、あれよりも解くのが難しいということは全くない

⒌ Ａ ～ Ｂ

⑴ここまでわかってしまうと後はもう「芋づる式」に、つまり同じ要領でカンタンに

意味が見極められてしまいます。

今回は が に変わっただけの話。これも同じようにまず の手前で

／を引いてそこで区切って意味を考えます。

Ａ ～ Ｂ

上のように、まず「Ａ ～」までの意味を整理します。

⑵「 」は「マイナス×マイナス」、即ち全体で「プラス ～だ 」となる。
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つまり「Ａ ～」の意味は「Ａは～だ」という意味になります。

⑶次に は、先程も「ルールその３」で言ったように「～と同様に」。という

ことはこれをつなげると

Ａ ～ Ｂ

「Ａは～だ」 「Ｂと同様に」

となる。つまり「ＡもＢも両方とも～だ」ということを言ってるに過ぎないと

わかります。これも実際の例文で使ってみましょう。

【解説】①まず の手前で／を引き、そこまでの意味をとる。

②「 」だから「－ × －」でトータル「＋」、つまり「～

だ」。全体は「お金は大事だ」となるはず。

③ は「～と同様に」だから、 は「愛と同様に｣。

④前後半をつなげれば「お金は大事だ＋愛と同様に」 ⇨ 「お金は

愛と同様に つまりお金も愛も 大事だ」となる。

【解説】①まずこれも手順は同じで の手前で／を引いて、そこまでの

訳をまとめてみる。

なので、トータルで「プラス」、つまり「～だ」となる

はず。そうすると前半部の訳は、

「私はドイツ語を話せる」

となる。

②次に後半。

の部分。今回は の左側が「プラス」だったので、 以下

の右側 も「プラス ～だ 」になると考える。
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とすると訳は

「あなたがフランス語を話せるのと同様に」

となる。で全体は

「私はドイツ語を話せる。あなたがフランス語を話せるのと同様に」

これまた楽勝だ ^_^ 。

⒍ と 。

これは例文で考えた方がわかりやすいでしょう。

この英文、 の後ろにある はこれまで通り、「前後をイコールで結ぶ

記号」だと考えます。ということは

＝

「彼が持っているもの 額 」 「 ドル」

と、「彼が持っているもの 額 は ドルだ」という意味が成り立ちます。あとはそこに

というニュアンスがつけ加わったとみるのです。 は「マイナス×マイ

ナス」だから、トータル「プラス」。つまり「肯定的」なニュアンスを持つことになり

ます。つまり肯定的なニュアンスをもって あるいはその｢数･量･程度の多さ 高さ ｣を強調して 「彼は ドル

持っている」と言っているわけです。そうするとこんな日本語訳が成り立ちますね。

「彼は ドルも たくさん 持っている」

結果的にこの は「 …」で言い換えられることになりま

す。

この英文の も同じように「前後をイコールで結ぶ記号」だと考えます。という

ことは

－８９－
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＝

「私が持っているもの 額 」 「 円」

と、「私が持っているもの 額 は 円だ」という意味が成り立ちます。あとはそこに

というニュアンスがつけ加わったとみるのです。 は「マイナス×プラ

ス」だから、トータル「マイナス」。「否定的」なニュアンスを持つことになります。

つまり否定的なニュアンスをもって あるいはその｢数･量･程度の少なさ 低さ ｣を強調して 「私は 円持って

いる」と言っているわけです。とするとこんな日本語訳が成り立ちますね。

「私は 円しか持っていない」

「私が持っているのは 円に過ぎない」

結果的にこの は「 …」「 …」で言い換えられ

ることになります。また、 も の変形と考えてかまい

ません。

夢想家

上の英文では の部分を で読み替えればいいでしょう。訳は

「私は兄を尊敬できない。彼は夢想家に過ぎない」。

の場合は、 良い意味でも悪い意味でも 完全なイコール関係で前後

を結びます。「まさしく～に他ならない 同然だ 」等と訳します。

ブラウン氏は天才に他ならない

君がやったことはまさに殺人も と 同じだ

上の２つの英文ではそれぞれ「 ブラウン氏 ＝ 天才 」、「

君がやったこと ＝ 殺人 」となります。

－９０－
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⒎ と 。

これについては「プラス」だの「マイナス」だのといったことはやらないで語呂合わ
ちからわざ

せ、というか力技で覚えてしまいましょう。

は 多くとも、せいぜい と同じ意味になる。これは、

の 「 」と「 」の「 」が、同じ ティーエム つながりに

なっているのを引っ掛かりにして覚えてしまう はこれまで通り「イコール記号」

と考えて結構です 。

そして は 少なくとも と同じ意味になる。これは

の「 」と「 」の「 」が、同じ ティーエル つながりになっているの

を引っ掛かりにして覚えてしまうわけです。

＝ 「多くとも」「せいぜい」

＝ 「少なくとも」

①

②

【訳】①部屋にいるのはせいぜい 人である。

②私は少なくとも ドル持っている。

と が離ればなれになることもあります。

訳し方は同じように を「少なくとも」、全体は「うちの家内は少なくとも体

重が キロはある」と訳します。

応用形として「Ａ ～ Ｂ」というのがあります。これについては

⑴これはまた初心に戻って の手前で／を引いて、まずそこまでの意味をまとめ

てしまいます。

Ａ ～ Ｂ

上のように、まず「Ａ ～」までの意味を整理します。

－９１－
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「 ～」は、 ティーエル つながりで と同じ、つまり「少なく

とも」と考える。とすると前半部の意味はこうなります。

「Ａは少なくとも～だ」

⑵次に は、これまでと同じで「〇〇と同様に」。ということはこれをつなげると

Ａ ～ Ｂ

「Ａは少なくとも～だ」 「Ｂと同様に」

となります。つまり「Ａは少なくともＢと同じくらい～だ」という意味になります。

この構文は参考書には「ＡはＢに勝るとも劣らず～だ」なんて訳がついていて、これ

までならそれを丸暗記するしかなかったのですが、もうこれでそんな苦労はしなくて

もよくなりましたね。

上の英文も上記のルールをつかって「トムは少なくともお兄さんと同じくらい勤勉

だ」と訳せばいいでしょう。

⒏ 比較級 Ａ。

よく参考書などに以下のように書いてあるのを見かけます。

① ＝ 「Ａと同じくらい難しい」

② ＝ 「Ａと同じくらい小さい」

③ ＝ 「Ａと同じくらい悪い」

これも以前なら丸暗記するしかなかったかもしれませんが、今ならこれらも暗記不要で

頭に入れられてしまいます。その考え方はこうです。

は、共に「 比較級」ですね。「 比較級」の後

ろの は「…と同様に」、つまり「 ～ …」で言い換えられるはず。

で、①の は「カンタンではない」つまり「難しい 」ということ

なのだから、結果として「 」と同じ意味になるんだ、と考えればいい
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わけです。

↓ ↓

～｝

⇩

Ａと同じくらい難しい

そうすると同じ要領で、②の は「大きくない」つまり「小さい」という

ことなのだから、結果として②は「 」と同じ意味になる。

③の は「良くない」つまり「悪い」ということなのだから、結果として③

は「 」と同じ意味になるわけです。

この考え方で、今後どんな「 比較級 」が文中に現れても、その意味を 「こ

れは『 原級 』で言い換えてしまえばいい」と カンタンにとることができるよう

になったわけです。

「クジラ構文」の補足

「続・英語語法大辞典」 ページ にこうあります。

これは彼は「それができない」こと

を強調するために、それと対比するのに「飛べない」ことを 例えとして 持ち

出したのです。 以下は付け足し としての例え に過ぎません。要するに

「彼はそれがどうしてもできないのだ」と言おうとしているのです… 以下

はあまり重要性はありません。

ということは

①Ｓ Ｖ ～ …の場合

⒈要するに話者が伝えたい本質は「ＳはＶしない［できない］」という強

い否定。

⒉ 以下は、いかに「ＳはＶしない できない か」ということを強調す

るための例え ということは をはさんで両者はイコールの関係 。
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②Ｓ Ｖ ～ … の場合

⒈要するに話者が伝えたい本質は「ＳはＶする［できる］」という強い肯定。

⒉ 以下は、いかに「ＳはＶする できる か」ということを強調するため

の例え ということは をはさんでこちらも両者はイコールの関係 。
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演習問題 次の英文を和訳せよ。

⒈

頭がいい 身ぶり手ぶりで

⒉

目立つ 女優 ①美しさ ②美人 目立った 普通の

一山の

⒊

頑固な ﾛバ 意志に反して

⒋

～を身につける､獲得する 十分な 日常会話

⒌

～に偶然出会う､見つける ﾛｰﾙパﾝ

－９５－
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【解答＆解説】

⒈「どんなに頭のいいチンパンジーでも言葉を話すことができないのは、 彼らが 空を飛べ

ないのと同じだ。チンパンジーは簡単な考えを伝えるよう教えられることはできるが、

しかしそれは身ぶり手振りを用いてのみである」

【解説】第一文が、典型的な「 ～ 」型。まず基本通り の

手前で区切って、そこまでの訳をまとめてみる。

が「マイナス」、 が「プラス」なので「マイナス×プラス」でトータル

「マイナス」。つまりここは否定的に訳せばいい。「どんな頭のいいチンパンジー

でも言葉を話すことはできない」。

次に 以下だが、 の左側が「マイナス」つまり否定的な意味だったので

ここも否定的な意味でまとめる。「それ チンパンジー は空を飛べないのと同じよ

うに」。２つの訳ををつなげれば模範解答になる。

⒉「彼女はその美しさの故に女優の中でさえ目立っている。彼女のような美人は一山の小石

の中のダイヤモンドと同じように、普通の人の中では目立たずにはいられない」

【解説】第二文がクジラ構文だとわかってもこれはなかなか難しい。これは「

～ 」と「 ～ ～せずにはいられない」がドッキングした形

になっている。つまり はマイナス、つまり否定語に相当するので、「～

目立たずにはいられない」と読み替えることが

できたかがポイントになる。なお、問題文には２つの が使われているが、

最初の は「美しさ」、２つ目の は「美人」の意味で用いられてい

る。 は「一山の中の石の中でダイヤモンド

と同様に」だが、省略を補えば

。「一山の石の中でダイヤモンドが目立たずにはいられないのと

同じように」ということ。

 を参照せよ。
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⒊「うちの上司は大変頑固で私の話を聞こうとしない。ロバをその意志に反して丘の上へと

引っ張り上げることができないのと同じように、彼 上司 の決心を変えることは不可能

だ」

【解説】第一文の は「 どうしても ～しようとする」という「現在の意思」を表す。

第二文がクジラ構文。「 ～ 」型だ。これは「

～ 」と同じように、つまり「Ａが～でないのはＢがＣでない

のと同じだ」と訳せばいいんだった。

以下はもともと、

だったのが、繰り返しを避けるために が省略されてしまっている。

 を参照せよ。

⒋「朝昇龍はとても日本語がうまい。多くの外国人力士は、たった一年で日本語での十分な

日常会話能力を身につけてしまうそうだ」

【解説】第二文後半に がある。これは 、又は で言い換

えられる。

⒌「彼女はあるペットショップで、変わった犬に出会った。その犬はロールパンと同じくら

い小さかった」

【解説】第二文がクジラ構文の応用形、「 比較級 」型になっている。

なら で言い換えられるんだった。

－９７－
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⒍名詞の訳し方。

⒈名詞の動詞的・形容詞的な訳出。

英文読解の高等テクニックとして、「 抽象的な 名詞はできるだけ、動詞化できる場合

には動詞化して、形容詞化できる場合には形容詞化して訳出した方がいい日本語になる

ことが多い」というルールがあります。和訳にはとても重宝するルールなのに、これを

臨機応変に使えている受験生がとても少ないんですね。

依存 はなはだしい

上の英文の主語の ですが、「日

本のアメリカのハイテク技術への完全なる依存」と訳したのではなんともさまになりま

せん。そこで という抽象名詞が という動詞に変化させられること

に着目し、以下のように主語全体を書き換えてみるわけです。

⇨
Ｓ Ｖ

は という動詞を修飾することになるので、副詞の に変え、

の後ろに置きました。訳は「日本は が アメリカのハイテク技術に完全に依存

している」となりますね。主語をこのように日本語に訳すわけです。そうするとあとは

問題文の動詞の は「～を引き起こす・もたらす」ですから、全体は、「日本が

アメリカのハイテク技術に完全に依存していることが将来のわが国にはなはだしい危険

をもたらす可能性がある」となり、自然な日本語に仕上がりました。

それから問題文の動詞の ですが、○○ページでも説明しているように、この動

詞は「Ｓ＝原因」、「Ｏ＝結果」の意味関係でＳとＯを結びます。

日本の米国ハイテク技術 ⇨ わが国将来へのはなは

への完全なる依存 だしい危険

原因 結果

－９８－
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もう一つあげてみましょう。

不安な 単なる､たったの ものわすれ

が「私は不安を感じた」と訳すのはいいとして、問題はまず

。「たったの考え」では意味不明です。そこで を動詞の とし

て訳を考えてみるわけです。 ～ を「～のことを考えただけで」

と訳すわけです 同じ要領でたとえば ～は「～を見ただけで」と

訳せばいい 。次に と ですが、これらはそれぞれ

と形容詞化できますね。そこで以下のように文の形に直してみるのです。

⇨ 妻が腹を立てる

⇨ 私が ものを 忘れっぽい

これをつなげると問題文全体は「私がものを忘れっぽいことに妻が腹を立てるのを考え

ただけで不安になった」となり、自然な和訳ができあがりました。

⒉抽象名詞には受動態もある。

次の英文の意味がわかりますか

ゴｯﾎ 全国的な 認識

問題は抽象名詞の 。辞書を開くと「認識」と出ています。動詞形は

で「認識する」。動詞的に訳すといいとすると、「全国的な認識をすること

は全くなかった」となるのでしょうか しかしそれでは意味が通りません。

実は、抽象名詞は「～すること」という能動的な意味はもちろん、「～されること」と

いう受動的な意味も持ちうるのです どちらの意味になるかは文脈次第となります 。

本問の がまさにそれで「認識されること 」という意

味で使われていたのです。動詞的に上の英文を書き直せば以下のようになります。

－９９－
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⇨

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホは当時フランスでは全国的にまったく認められて

いなかった

もう１つ例をあげてみましょう。

勇気ある 原形 ～ が～することを求める 忍耐強い

～を集める 喝采

この英文中の も「喝采されること 」の意味で使われて

います。動詞的に書き直せば以下のように書き換えられます。

⇨

国民に忍耐 強くあること を求めた大統領の勇気ある演説は広く喝采された を

浴びた

① 抽象的な 名詞をうまく訳せないときは、その名詞を動詞化できる場合には動詞化

して、形容詞化できる場合には形容詞化して訳出してみるといい。

②抽象名詞には受動的な意味もあるので要注意。

－１００－
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演習問題 次の英文を和訳せよ。

⒈

安定した､揺るがない､習慣になった

⒉

ぐいとねじること はずれる

⒊

⒋

ｱｲドﾙ歌手 武道館

⒌

好み 明らかな､わかりやすい

⒍

に驚嘆する 近い､緊密な 類似

⒎

⒏

－１０１－
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【解答＆解説】

⒈「私は子供の頃からずっとテレビを見ている」

【解説】 を動詞化し、 と読み替えてみる。

⒉「私が強くひねると、取っ手ははずれてしまった」

【解説】 を動詞化し、 と読み替えてみる。

⒊「ルークがすぐその問題に答えたので、私達はビックリした」

【解説】 を動詞化し、 と読み替えて

みる。

⒋「その日本人アイドル歌手は武道館でのロックコンサートでデビューした」

【解説】 を動詞化し、 ～ と読

み替えてみる。

⒌「マイクが一人娘を好きだというのはわかりやすい」

【解説】 を動詞化し と読み替えてみる。

⒍「彼女が双子の姉ととてもよく似ているのには驚嘆せずにはいられない」

【解説】 を動詞化し、 と読み替

えてみる。

⒎「誰しも心の中では 人に ほめてもらいたいという気持ちと、 人に 非難されるのが恐ろ

しいという気持ちを持っている」

【解説】 を「賞賛の願望」、 を「非難の恐

怖」ではチンプンカンプン。実は 、 は受動的に訳出しないとう

まい和訳にならない抽象名詞だったのだ。それぞれ

、 、つまり「 人から ほめら

－１０２－
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れたいという気持ち」「 人から 非難されるのを恐れる 恐ろしいと思う 気持ち」

と訳すといい。

ちなみに と は共通して の目的語になっている。 ～

を でくくってみるとわかりやすい。

 ５ を参照せよ。

Ｏ ↑

 

Ｏ ↑

⒏「王様は大変病状が深刻だったので、たえず付き添ってもらう 看護をされる 必要があっ

た」

【解説】 は 付き添う･看護する の名詞形。だからといって 王様自身が病気なの

だから 能動的に訳しても意味をなさない。ここは を

たえず付き添ってもらう、看護してもらう と受動的に訳し

てみるといいのだ。

－１０３－
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⒊「Ａ Ｂ」のうまい訳し方。

次の英文を見てください。

誰でも「テーブルの脚」と訳せますね。このように「 」という構造をみたらふつう

「ＢのＡ」と訳します。このような を「所有 所属 の 」といいます。２、３例 を

あげてみましょう。

その医者の友人 の 人

その花の名前

私の家の子供たち

「所有 所属 」以外でも、「ＢのＡ」で訳せる場合はそう訳して全くかまいません。

三島由紀夫の 全 作品

レンガ 造り の家

イングランドの王様

到着時刻

しかし「Ａ Ｂ」には、「ＢのＡ」ではうまい訳にならない場合があるのです。次の

英文を見てください。

Ｖ Ｏ

Ｓ

になっている「 」の部分を「ＢのＡ」と訳すと「そのＣＤの、その評論家の手厳

しい批評」となってしまい、全く意味不明ですね。このような「 」の訳出に威力を

発揮するのが、これから紹介するとっておきの裏技です。

－１０４－
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⑴主格 関係 の 。

「 」の「Ａ」の方を「自動詞化」又は「形容詞化」できる場合があります。その

場合、「Ｂ」がその「 自動詞化･形容詞化した の 主語」になります。そして両者は主語 Ｂ と述

語 Ａ の意味関係 「ＢはＡする である・になる 」 になる。そして、このような意

味関係を導く のことを、主格 関係 の といいます。例をあげてみましょう。

「 」の「Ａ」にあたる は「存在する」という意味の に換える

ことができる、つまり自動詞化することができます。その場合「Ｂ」にあたる

が主語になって、全体を以下のように書き換えることができます。

⇨
Ｓ Ｖ

「幽霊が存在する」。したがって は「幽霊が存在すること」

と訳したらいいとわかります。終止形に「こと・もの」をつけて名詞の意味にするわけ

です。もう１つ、今度は「Ａ」を形容詞化できる例を見てみましょう。

「 」の「Ａ」にあたる は「人気がある」という意味の に、

つまり形容詞化することができます。その場合も「Ｂ」にあたる がその主

語になって、 動詞をはさんで全体を以下のように書き換えることができます。

⇨
Ｓ 形

「その映画は人気がある あった 」。したがって は「そ

の映画は人気がある あった ということ」と訳せばいいでしょう もちろんこの場合に

は「その映画の人気」と直訳しても十分ではありますが 。

⑵目的格 関係 の 。

「 」の「Ａ」の方を、今度は「他動詞化」できる場合があります。その場合「Ｂ」

がその「目的語」になります。つまり「他動詞 目的語」の形で書き換えられるわけです。

－１０５－
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このような のことを目的格 関係 の といいます。例をあげてみましょう。

「 」の「Ａ」にあたる は「～を教育する」という意味の に換

えることができる、つまり他動詞化することができます。その場合「Ｂ」にあたる

はその目的語になって、全体を以下のように書き換えることができます。

⇨

Ｖ Ｏ

こうして「子供を教育すること」、つまり「児童教育」と訳したらいいとわかります。

もう１つカンタンな例をあげてみましょう。

これも「 」の「Ａ」にあたる は「～を発見する」という意味の

、つまり他動詞化できます。その場合「Ｂ」にあたる はその目的

語になって、以下のように書き換えることができます。

⇨
Ｖ Ｏ

「その島を発見する した 」。したがって は「その島を

発見する した こと」と訳せばいいとわかります この場合も「その島の発見」と直訳で

も十分ではありますが 。

ただし注意したいのは「Ａ」に「自動詞化」することも「他動詞化」することもできる

ような名詞がくることもあるということです。以下の例を見てください。

「Ａ」にあたる を自動詞化するとみれば「 母が愛する ⇨ 母の愛」。

他動詞化すると見れば「 母を愛する ⇨ 母への に対する 愛」。可能性と

してどちらもあり得ます。このような場合は、前後の文脈でどちらにするかを判断する

ことになります。
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⑶同格 関係 の 。

これは後ろのＢ 又は ～ が、前のＡの内容を説明する 言い換える もので、

「Ａ Ｂ／ ～」が「Ａ＝Ｂ」「Ａ＝ ～」の意味関係になるのが特徴です。

「Ａ＝抽象的」、「Ｂ／ ～＝具体的」のイコール関係になる。

Ｂ／ ～の後に「という」を付け足し、「Ｂという ～するというＡ」と訳すとい

いでしょう。以下にいくつか例をあげてみましょう。

チーム勝利という知らせ

喫煙という彼の習慣

実際、上の例のように「 ～」という形に文中で出会ったら、「～するとい

うＡ」型の同格と見なしていいことが大半です。

⑷その他。

①「Ａ 抽象名詞」型。

「『 抽象名詞』は形容詞化する」というルールがあります。たとえば

は、形容詞の と同じです。したがって

は 、つまり「重要な人」という意味になります。以下に同じよう

な例をいくつかあげてみましょう。

とても役に立つ機械

分別のある人

勇気のある人

②「ＢについてのＡ」。

現在の状況についての知識 認識

世界経済についての理解
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③「Ｂのうち 中 のＡ」。

少女たちのうちの３人

④「 名詞 」で一つの形容詞の働きをするもの。  ページを参照せよ。

「Ａ Ｂ」の訳出の手順。

①「ＢのＡ」で訳す。

②それでうまく訳せない場合は以下のどれかの可能性が高い。

⒈主格 関係 の 。

「Ａ」を自動詞化・形容詞化できる →「Ｂ」をその主語にして「Ｓ Ｖ」の形で

書き換えてみる。

｢ ｣を形容詞化できる場合は､ 動詞をはさんで｢ ｣の形に

書き換えてみる｡

⒉目的格 関係 の 。

「Ａ」を他動詞化できる →「Ｂ」をその目的語にして「他動詞 目的

語」の形で書き換えてみる。

⒊同格 関係 の 。

⒋その他。

⑴「Ａ 抽象名詞」型。

⑵「ＢについてのＡ」。

⑶「Ｂのうちの 中の Ａ」

⑷「 名詞 」で１つの形容詞の働きをするもの。
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⒋所有格が「所有」の意味にならない場合のうまい訳し方。

たとえば といった場合、「トムの本」と訳せばいいのは当たり前です。

という所有格は、まさに文字通り 所有 の意味で用いられています。ところが以

下の例はどうでしょう

この場合、「父が所有している突然の死」では意味が成り立ちません。この例のような

所有格が 所有 の意味にならない場合の意味の可能性をここでは紹介します。

⑴「主格」関係。

所有格の後ろの名詞を「自動詞化」又は「形容詞化」できる場合があります。その場合、

その所有格の部分が その名詞の表す動作や状態･性質の 意味上の主語になっています。いくつか例をあ

げてみましょう。

は「死ぬ」という 、つまり自動詞化できます。その場合、所有格の

はその主語になって以下のように書き換えることができます。

⇨ 母が死ぬ 死んだ
Ｓ Ｖ

したがって は「母が死ぬ 死んだ こと」と訳せます。先程の

も

⇨ 父が突然死ぬ 死んだ
Ｓ Ｖ

と読み直して、「父が突然死ぬ 死んだ こと」と訳せますね。

次は所有格の後ろの名詞を形容詞化できる例をあげてみましょう。

は「無実の」という 、つまり形容詞化できます。すると同じよう

－１０９－
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に はその主語となって、以下のように 動詞をはさんで書き換えることが

できます。

⇨ その人は無実だ った

したがって は「その人は無実だ った ということ」と訳せます。

⑵目的格関係。

所有格の後ろの名詞を、今度は「他動詞化」できる場合があります。その場合、その所

有格の部分が その名詞の表す動作の 意味上の目的語になっています。いくつか例をあげてみまし

ょう。

は、「解放する」という意味の他動詞にもなります。その場合、所有格の

はその目的語になって、以下のように書き換えることができます。

⇨ その犯人を解放する した
Ｖ Ｏ

したがって は ｢その犯人を解放した する こと｣ と訳せます。

ただし、文脈が特定できない場合、たとえば といった場合、

「母親が教育すること」なのか「母親を教育する」ことなのかハッキリしないこともあ

ります 可能性として両方ありうる 。このような場合は前後関係から判断することにな

ります。

ただし「所有格＋Ａ Ｂ」という構造の場合は、「所有格」の部分を「Ｓ 主語 」、

「Ａ」を「Ｖ 他動詞 」、「Ｂ」を「Ｏ 目的語 」にして、文の形に書き直してしまう

といいのです。

所有格 Ａ Ｂ

↓ ↓ ↓

Ｓ Ｖ Ｏ

これもカンタンな例をひとつあげてみましょう。
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理論

上の例文の構造は「所有格＋Ａ Ｂ」。したがって以下のようにＳＶＯで書き換える

ことができます。

⇨ 彼がその理論を発見した

Ｓ Ｖ Ｏ

そこで は「彼がその理論を発見したこと」と訳せるわ

けです。

このルールは ページの最初の英文で使えます。

所有格 Ｖ Ｏ

Ｓ

「所有格 Ａ Ｂ」となっているＳの部分を「ＳＶＯ」に書き直してみると以下のよう

になります。

Ｓ Ｖ Ｏ

その評論家はその を手厳しく批評した

 は動詞化した を修飾することになるので､ と副詞に置き換えた｡

この訳に「こと」をつけて名詞化し、全体はこのように訳せます。

「その評論家がその を手厳しく批評したことが、その売り上げに影響した」

これ以上ない模範的な和訳ができあがりました。
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「所有」の意味にならない所有格のうまい訳し方。

①所有格の後ろの名詞を自動詞化・形容詞化できる

→ 所有格の部分を主語にして「Ｓ Ｖ」の形で書き換えてみる。

その名詞を形容詞化できる場合は､ 動詞をはさんで｢ ｣の形に書き換えてみる｡

②所有格の後ろの名詞を他動詞化できる

→ 所有格の部分を目的語にして「他動詞 目的語」の形で書き換

えてみる。

③「所有格 Ａ Ｂ」型

→「所有格 ⇨ Ｓ」「Ａ ⇨ Ｖ」「Ｂ ⇨ Ｏ」にして書き換えてみる。
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演習問題 次の英文を和訳せよ。

⒈

迅速な 鉄道網 を刺激する

⒉

を喜ばせる

⒊

好奇心

⒋

検査官 事の真相 を明らかにする

⒌

決心の固い､確固とした

⒍

障害者

⒎

感染する

－１１３－
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【解答＆解説】

⒈「鉄道網を迅速に構築したことが日本の経済発展を刺激した」

【解説】 は「～を構築 建設 する」という意味の 、つまり他動詞

化できる。そうすると はその目的語として訳にしてみるといい。

⇨ 迅速に鉄道網を構築した
Ｖ Ｏ

⒉「その先生が欠席したことが宿題をやっていなかった生徒たちを喜ばせた」

「その先生が休んだので宿題をやっていなかった生徒たちは喜んだ」

【解説】 は「欠席の した 」という意味の 、つまり形容詞化できる。そう

すると直前の所有格である はその主語として訳してみるといい。

⇨ その先生が欠席した お休みした
Ｓ 形

⒊「教育の目標とは、知識を身につけることと、生徒の心に好奇心を目覚めさせること

だ」

【解説】「 」は「 知識を身につける」、

「 」は「 好奇心を目覚めさせる」

と、それぞれ「他動詞 目的語」の形で書き直すことができる。

⒋「その検査官が慎重にその事故を調査したことが事の真相を明らかにした」

「その検査官が慎重にその事故を調査したおかげで事の真相が明らかになった」

【解説】「所有格 Ａ Ｂ」の構造になっている

の部分を「ＳＶＯ」の形に書き直してみる。

⇨
Ｓ Ｖ Ｏ

その検査官は慎重にその事故を調査した
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⒌「トムは決然として 確固として 民主主義を信じていた」 主格関係の所有格

【解説】 の部分は、 を自動詞化し、 をその主語に

して以下のよに書き直してみるといい。

⇨ 彼は民主主義を信じていた

これに ～ つまり「トムは～において決然としていた」を

ドッキングさせる。「トムは民主主義を信じているという点において決然として

いた → トムは決然として 確固として 民主主義を信じていた」となる。

⒍「私達は障害者がそれを することが できないということを考慮しなければならない」

【解説】 の部分の訳出がポイントになる。

は「～できない」という意味の ～ 、つまり形容詞化で

きる。全体を以下のように書き直してみるといい。

⇨ 障害者はそれをすることができない
Ｓ 形

⒎「鳥と接触することによって新型のインフルエンザは感染する可能性がある」

【解説】 の部分の訳出がポイントになる。 は「～に接触す

る」という意味の他動詞になれる。とすると はその目的語として書き直し

てみるといい。 は ではなく という前置詞を使って意味上の目

的語をとる。それから、 には大きく分けて

①「許可 ～してもいい 」

②「能力・可能 ～できる 」

③「可能性・推量 ～する可能性がある・～だろう 」

の３つの意味があるが、英文 特に評論系 中の は、この文におけるように

「可能性 ～する可能性がある 」を表していることが多い点に注意しよう。

⇨ 鳥に と 接触する
Ｖ Ｏ

－１１５－
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⒌無生物主語構文のうまい訳し方。

「物主語構文」とも言う。

英語では、人間以外の物（つまり無生物）を主語にした構文をよく見かけます。次の

英文を見てください。

主語が これらの写真 と、「物」つまり「無生物」ですね。このよ

うな文の構成は、日本語にはない形なので、和訳の際には、ちょっとしたテクニックが

必要です。上の英文でも「これらの写真は、あなたにアフリカでの暮らしについてのと

てもよいイメージを与えるだろう」と、直訳では今一ついい和訳とは言えませんね。

そこで紹介したいのが「無生物主語 物主語 構文をうまい日本語にするための裏技」で

す。「裏技」といっても結構カンタンで、以下の３つのルールがそれです。

⑴主語 ＝無生物 は副詞的に訳出する。具体的には以下のいずれかの意味で和訳する

とよい。

①原因 理由・手段 …「～なので、～により、～のおかげで」

②条件…「もし～なら」

③譲歩…「～けれど、（たとえ）～としても」

④時……「～の時」

このうち「原因」「条件」で訳出するとよい場合が最も多い。

⑵目的語 多くは「人」 を和訳の主語にして訳出する。

⑶動詞も直訳するより、和訳の主語に応じて、文脈に則した訳語を適宜 つまり自分

の判断で 当てはめる。

自動詞的に訳すといいことも多い。

このルールを使って先程の英文も、主語の を「条件」として、そし

て目的語の を和訳の主語にして 動詞の も主語に合わせ「わかる」と読み換

え 訳出すると以下のような解答ができあがります。

「これらの写真を見れば，あなたはアフリカの生活がよくわかるだろう」
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無生物主語 物主語 構文のうまい訳し方

①主語 ＝無生物 は副詞的に訳出する。具体的には「原因」「条件」「時」「譲

歩」のどれかで訳す。

このうち「原因」「条件」で訳出するとよい場合が最も多い。

②目的語 多くは「人」 を和訳の主語にして訳出する。

③動詞も直訳するより、和訳の主語に応じて、文脈に則した訳語を当てはめる。
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演習問題 次の英文を和訳せよ。

⒈

と出くわす をふりかえる

⒉

真の意味で

⒊

ﾓﾗﾙ 政治家 わいろ

⒋

⒌

人 犠牲など に を強いる

⒍

人 労力 の を省く

⒎

－１１８－
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【解答＆解説】

⒈「その本との出会ったことで、ケニーは自らの過去の人生をふりかえってみた」

【解説】 の を「原因」、Ｏの を和訳の主語にして訳

すといい。

⒉「たとえどんなに富があっても私達は真の意味で幸せにはなれない」

【解説】の を「譲歩」、Ｏの を和訳の主語にして訳すといい。

＋～は 「たとえどんな …して も～ない」と訳すといい構

文。

どんなに話しても状況は変わらないようにみえる

⒊「その政治家は自尊心が高かったので、彼はわいろを受けとらなかった」

【解説】の を「原因」、Ｏ の を和訳の主語にして訳すと

いい。

⒋「翌日 になってみると 、祖父は亡くなっていた」

【解説】の を「時」、Ｏの を和訳の主語にして訳

すといい。

⒌「不注意な運転によって彼は命を失った」

【解説】直訳は「不注意な運転は、彼に、自分自身の命という犠牲を強いた」となる。

うまい和訳を作るにはの を「原因」、Ｏの を和訳の主

語にして訳すといい。

⒍「目下、わが社は仕事がとても非効率的だ。インターネット技術を取り入れれば、我々

はこうした問題を一掃できるだろう」

【解説】第二文の訳出がカギになる。の を「条件」、Ｏの を
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和訳の主語にして訳すといい。

⒎「テレビと新聞によって私達は世界で何が起きているかを常に知ることができる」

【解説】の を「原因」、Ｏの を和訳の主語にして訳す

といい。
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《課外授業２》

に注意せよ

この英文、君達ならカンタンに訳せますね。

急ぎなさい。さもないと学校に遅刻しますよ

しかし、副詞の は「さもなければ」という意味しかないと思ってい

る人は要注意です。なぜならそれでは意味が通じない が受験ではよ

く問われるからです。

この英文、「ジュディはさもなければ考えた」では全く意味不明ですね。しかも

実際には 特に難関大学では このような が問われることの方が多い

んです。

実は、副詞の は、「 」と考え

ると見えてくる英文があるのですね。

ただし、 と共に用いる には「方法」以外に「点」という意味もあ

るので注意。

具体的には以下のように を訳します。

⑴「他 別 の方法で、違ったふうに」

彼女はそうは考えなかった

※「ジュディは違ったふうに 別のやり方で 考えた」ということ。

君は他の方法ですべきだったのに

あなたも両親がしたようにするほかなかっただろう

※ で「Ａとは違った方法で は 」。
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⑵「その他の点で は 」

ナンシーは顔にそばかすがあるがその他の点ではとてもかわいい子だ

寝室がちょっと狭いが、それを別にすればこの家は満足できる

引退後、彼女はその他の点では幸せで平穏無事な田舎暮しをしていた

上記以外に形容詞の もあります。これは とほぼ同じ意味

と考えればいいでしょう。

世の中には、賢い人もいればそうでない人もいる
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第二章

長文読解 発展編

本書のメイン。文字通り英文読解の 上級

なルールが紹介されています。この発展編で、構造

分析的な英文読解から脱皮、飛躍することが可能に

なります。まさに英文読解のファイナルステージと

言ってもいいでしょう。
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⒈「深く、正確に読む」ための１０のアドバイス。

⒈英文同士の関係を意識して読む。

よく学生たちからこんな声を聞きます。

「一文一文はなんとかわかるんですけど、読んでいるうちに前の段落とかに書いてあっ

たこと、よく忘れちゃうんですヨ～ ё_ё 」。

こんな経験は、君達のほとんどの人が一度は 下手をすると毎度 経験したことがあるの

ではないでしょうか。君がもし日本語、たとえば新聞や雑誌 マンガでもいい を読んで

いたとしたら、こんなことはまずありえない話ですね。

ところがこと英語になると、多くの人がこのような現象に陥ってしまう。それはなぜな

のでしょうか？

それは文と文のつながりを考えずに（もしくはわからずに）読んでいるからなのです。

ある単語の意味は、他の単語との結びつき、すなわち「関係」によって決まります。例

えば、 という単語は、 と言った場合、「春 秋 の学期」、

つまり「学期、期間」という意味になり、 と言った場合、「専門用

語」、つまり「言葉、用語」という意味になります。要するに だけ見ていてもそ

の意味を決定することはできないのです。一緒に用いられている語句 表現 が、それぞ

れの の意味に影響を与えているわけです。

これと同じように、ある１つの文は他の文と密接な関係にあり、お互いに関連しあって

います。例えば「天気予報では明日は雨だ。明日のピクニックは中止だ」という文で、

「天気予報では～」の文は「明日の～」の文に対して「原因 理由 」、つまり両者は

「原因 理由 と結果」の関係となっていますね。

「天気予報では明日は雨だ」 「明日のピクニックは中止だ」

原因 ⇨ 結果

このように、たとえ だ、 だといった、いわゆる「つなぎ語 「論理マー

カー」という 」がなくても、連続する２つの文同士は、大抵はある種の論理（例えば｢抽象とそ

の具体例｣｢つけ加え 添加 ｣｢原因と結果｣｢逆接｣｢譲歩｣｢言い換え｣といったような）によって結びついているのです。その

ような連続する英文同士の「論理」「関係」を意識しながら 場合によってはそれを補い
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ながら 読むことが、いわゆる「構造分析」レベルの読解から飛躍するための第一歩とな

るのです。

「でも、先生～そんなこと言ったって、どんなつなぎ語を補えばいいのかわかりません

ヨ～ _ 」

という人。大丈夫です。文と文の間に補ってあげるような「つなぎ語」の可能性という

は大きくわけて３種類しかないのです。それは以下の３つです。

①Ａ⇔Ｂ ← 前後が内容的に「逆（又は対照的）」の関係になる論理。

そのような場合には、「しかしながら」「その一方」「対照的

に」「それどころか」等の日本語を間に補ってやる。

②Ａ＝Ｂ ← 前後が内容的に「イコール」の関係になる論理。

具体的には以下の三種類。

⑴Ａ＝Ｂ Ａの具体例・裏付け

「例えば」「実際」等の日本語を間に補ってやる。

⑵Ａ＝Ｂ Ａの言い換え・説明

「すなわち」「つまり」等の日本語を間に補ってやる。

⑶Ａ＝Ｂ Ａの付け加え

「おまけに」「更に加えて」等の日本語を間に補って

やる。

③⒈Ａ(原因)⇨ Ｂ(結果)

 前後が内容的に「原因とその結果」の関係になる論理。そのような場合

には「それゆえ」「そこで」等の日本語を間に補ってやる。

⒉Ｂ(結果)⇦ Ａ(原因･理由)

 前後が内容的に「結果とその原因［理由］」の関係になる論理。そのよう

場合には「というのは～だからだ」等の日本語を間に補ってやる。

⒊Ａ(問題提起)⇨ Ｂ(解答) この場合は論理関係が明白なので特につなぎ語を補う

必要はない。

特に英文と英文が論理マーカー 「接続詞」「論理接続の副詞 等 」

等 なしで直接連続しているような場合、上記のいずれかの「つなぎ語」を間に補いなが

ら読んでいくようにするといいでしょう。
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それからまた、段落冒頭文の後、論理マーカーなしで第二文が続く場合、その第二文は

①第一文とはイコール関係 具体例・言い換えなど になっている

②第一文とは因果関係 多くは因、つまり論拠 になっている

可能性が高いのです。これも覚えておくといいでしょう。

①連続する英文同士の「論理」「関係」を意識しながら読むことが、いわゆる「構

造分析」レベルの読解から飛躍するための第一歩。

②英文同士の間に補ってあげるような「つなぎ語」の可能性というは大きく分けて

３種類。

英文と英文が論理マーカー 「接続詞」「論理接続の副詞 等

等 なしで直接連続しているような場合、下記の３種類のいずれかの「つなぎ語」

を英文同士の間に補いながら読んでいくようにするといい。

⒈英文同士が内容的に「逆（又は対照的）」の論理関係でつながっていると判断

できれば、

「しかしながら」

「その一方」

「対照的に」

「それどころか」

等の日本語を 両者の間に 補ってやる。

⒉英文同士が内容的に「イコール」の論理関係でつながっていると判断できれば

「例えば」「実際」 「Ｂ＝Ａの具体例・裏付け」の場合

「すなわち」「つまり」 「Ｂ＝Ａの言い換え・説明」の場合

「おまけに」「更に加えて」 「Ｂ＝Ａの付け加え」の場合

等の日本語を 両者の間に 補ってやる。

⒊英文同士が内容的に「原因 ⇨ 結果」「結果 ⇦ 原因 その理由 」の論理関係
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でつながっていると判断できれば

「それゆえ」「そこで」 「Ａ 原因 ⇨ Ｂ 結果 」の場合

「というのは～だからだ」 「 Ｂ 結果 ⇦ Ａ 原因･理由 」の場合

等の日本語を 両者の間に 補ってやる。

③段落冒頭文の後、論理マーカーなしで第二文が続く場合、その第二文は

⒈第一文とはイコール関係 具体例・言い換えなど になっている

⒉第一文とは因果関係 多くは因、つまり論拠 になっている

可能性が高い。
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、
演習問題 以下を、それぞれの英文同士の間にうまいつなぎ語を補って和訳せよ。

⒈

原形 ～ が～することを要求する ～を示す かなりの

信頼 非常に

⒉

英語 規則的な つづり 伝統的な､従来の

批判 研究 ～を発表する を行う

分析 語を つづる に従って

⒊

見方 概して､一般的に 事実に基づいた やり方

相互関連的な

⒋

を使い果たす 供給 不足 様々な

機関 代替ｴﾈﾙギｰ源
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【解答＆解説】

⒈「会話は他人をかなり信頼しているということを示す必要がある。というのは もしその

ような信頼がなければ、生活 していくの は非常に困難、ことによると不可能にさえな

るだろうからだ」

【解説】第一文と第二文の間に「結果 ⇦ 原因 理由 」の論理関係が成立している点に着目

して「というのは～だからだ」というつなぎ語を補ってやるといい。

⒉「英語は、従来の批判のおかげで私達が信じ込んでいたよりも、はるかにその綴りが規則

的なのである。たとえば 実際 年代初頭に発表されたアメリカのある主要な研究は

語のコンピュータによる分析を行い、その単語の実に ％もが規則的なパターン

に従っていることを示した」

【解説】第二文は、第一文の具体例 裏付け となっているので「例えば」「実際」といった

つなぎ語を補ってやるといい。実際、英文中に以下のような語 句・文 が現れたら、

大半は直前の内容の具体例 理由・裏付け と見ていい。

⒈固有名詞

⒉数詞

⒊ 直前の内容とは一見 無関係に見える内容。つまり突然の関係ない話。

本問では、第二文の中の数詞に着目して両者の論理関係を類推することができた。

⒊「男性と女性が異なった物の見方をするという事実に関してはなんら驚くべきことはない。

というのは、男性は概して事実に基づいたやり方で物事を記憶しているからだ。ところ

が その一方 女性は相互関連的なやり方で物事を記憶している」

【解説】第一文と第二文以降の間に「結果 ⇦ 原因 理由 」の論理関係が成立している点に

着目し、「というのは～だからだ」というつなぎ語を補ってやるといい。第二文と

第三文のと間には「逆接 対照的 」の論理関係が成立している点に着目し「ところ

が その一方 」というつなぎ語を補ってやる。すると３つの英文の流れが、よりス

ムーズに頭に入ってくる。

なお余談だが、 は単数形では「やり方、方法 」「物腰」。

となって初めて「マナー、礼儀」という意味になる点に注意せよ。
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⒋「世界は石油の供給を切らしつつあり、エネルギーの専門家たちは 年後には深刻な

石油不足に陥るだろうと確信している。それゆえ そこで 先進国の政府や様々な国際

機関は、今や代替エネルギー源の発見にやっきになっている」

【解説】第一文と第二文の間に「原因 ⇨ 結果」の論理関係が成立している点に着目して、

「それゆえ」「そこで」といったつなぎ語を補ってやる。するとよりスムーズに２

文がつながる。

第四章の「実践演習」を終えたら、以下を確認しましょう。

まず 。後半部の模範訳は以下のようになっていました。

「③我々は、誰かが嘘をついているときにはわかると考えているため、この危険を受け

入れる。④問題は誰かが嘘をついてもわからないことなのだ」

この③と④の文同士の意味のつながり、いまひとつはっきりしないと思いませんか そ

こで間に「しかし」を補ってあげるとどうでしょう。うまくつながりますね。

もうひとつ、 。前半部の模範訳は以下のようになっていました。

「①世界は現代の交通手段や通信技術のおかげで昔 以前 より狭くなってきているとよ

く言われる。②それは部分的な真実でしかないかもしれない」

ここも①と②の間に「しかし ながら 」を補ってあげると、もっとスムーズに流れが見

えてきますね。
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⒉英文のジャンルを見分ける

大学受験に出題される英文のジャンルには大きく分けて以下の４種類があります。

⑴評論文 論説文 …「テーマ」「主張」「サポート 具体例・論拠 」を

持つ文。選挙演説や 新聞の 社説もこれにあたる。

現代入試英文の約 ％はこのタイプ。

⑵説明文……………「主張」がない。ある事物 現象・人物など について

淡々と 時系列などに沿って 説明をする文。

⑶エッセイ………… 個人的な体験 見聞したこと について書きながら、

それについての筆者の思いを語る文。

⑷小説・物語

⑸その他 会話文など

自分がこれからどのジャンルの英文を読もうとしているのかがわかれば、それぞれのジャ

ンルの英文を読む際に注意すべき点を事前に頭に整理することができ、その分読解も容易

になることは言うまでもありません。

「評論文 論説文 」の読み方については ページ以降で詳しく説明している通りです。

「説明文」とは、事件、史実、現状 実情 、人物 団体 などについて、筆者の意見・ 主張

などを盛り込むことなく、事実のみを淡々と説明する文章です。したがって「説明文」に

は「トピック（話題）」とその「事実」についての説明 記述 はありますが、筆者の「主

張」などというものはありません。この「説明文」と「評論文」を混同しないように気を

つけましょう。「説明文」の場合、書かれている事実・情報を頭に整理し、それを正確に

読み取るつもりで読解を進めていくことが大切になります。

「エッセイ」の読み方については ページで説明しています。「小説（物語文）」の読

み方についても ページで説明していますが、更に付け加えるとするなら、「小説 物

語文 」の場合、「ストーリーライン（話の筋・展開を語っている部分）」と「心情表現

（登場人物の心情を語っている部分）」をしっかり区別して読むことです。特に「心情表

現」に関しては、注意しないと読み落としたり、「ストーリーライン」とごっちゃになり

やすいのです。なぜなら、エッセイについても言えることですが、「○○は△△と感じ

た」「○○はうれしかった」「私は悲しかった」と書いてくれていれば、「ここは心情表

現だな」とわかりやすいのですが、その心情を「動作 行動 」「視点」「風景」などで

（代弁させて、あるいは比喩的に）表現することが時としてあるからです。以下はそんな
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心情表現の例です。

「受話器を置いたテッドの手は小刻みに震えていた」

「キャシーに再会するため自転車を走らせるテッドの目に映る街の風景は輝いていた」

それから、「小説 物語文 」「エッセイ」特有の、以下のような心情表現の手法にも注意

しましょう。

彼らは再び彼女の面会の申し入れを拒絶した。ルーシーはため息をついた。他に何

ができるのだろう。彼女は途方に暮れた

の部分は、本来なら あるいは、

とすべきところを、心の中で思ったこと

言ったこと をそのまま文字にしています。このような表現方法を描出話法といいます。

和訳の際には「○○と思った」「○○と言った」という言葉を補ってあげるといいでしょ

う。

⒊全体を貫いているテーマ・筆者の主張・論理展開を的確にとらえる。

⑴パラグラフ間の関連性を意識して読む。

ある１つの文は、他の文と密接な関係にあり、お互いに関連しあっている、と言いま

したが、その密接に関連しあった１文１文の集合体がパラグラフ 段落 です。

評論文 論説文 では、普通ある１つのパラグラフには、一貫した１つの「テーマ」と

「主張（そのテーマに関して筆者が最も言いたいこと。それが書いてある文のことを「ト

ピックセンテンス」と言ったりもする）」があり、この「テーマ」と「主張」に基づい

てそのパラグラフ内の１文１文は密接に関連しあっています。

そして更に各パラグラフは、問題文 本文 全体を貫いている「テーマ」と「 筆者の

主張」に基づいて、密接な関係を持って結びついているのです。

したがって複数のパラグラフで構成されている英文 特に評論文等 を読む場合、本文

問題文 全体を貫いている「テーマ」と「 筆者の 主張」を的確にとららえ、本文 問

題文 全体の構成と各パラグラフ間の関連 論理関係 に注目しながら読み進めていくこ
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とが重要となります。

本文 問題文 全体の「テーマ」は多くの場合（必ずではない）その冒頭部（第１パラグ

ラフの冒頭）に述べられています。各パラグラフの「テーマ」もそれぞれのパラグラフ

の冒頭部に述べられていることが多いものです。したがってこの冒頭部をしっかりと読

み、そこからできるだけ多くの情報を得ると同時に次の展開を予想することが大切とな

ります。

特に評論文などで、まず各パラグラフの冒頭文の先読み 拾い読み をすることで、本文

問題文 全体の流れが見えてくることが多いのはこのためです。

問題文

問 第１パラグラフ

題 ①テーマ

文 ②主張

全 問題文全体を通して貫か

体 れているテーマ・主張を

を ⇔論理関係 常に意識の中心にすえ、

貫 それが各パラグラフの役

く 第２パラグラフ 割と、各パラグラフ間の

テ ①テーマ 論理関係にどのような影

｜ ②主張 響を与えているのかを考

マ えながら読み進めていく。

と つまり「全体」と「部分」を

主 ⇔論理関係 常に関連させながら読み

張 を進めていくのだ。

が 第３パラグラフ

あ ①テーマ

る ②主張
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⑵パラグラフの展開パターン

代表的なパラグラフの展開の仕方として、以下のようなパターンがあります。

① 「テーマ」⇨ 「主張」⇨ 「具体例」や「理由」 ⇨ 「主張の再提示」

②

{
⇨ 「主張」⇨ 「具体例」や「理由」

「一般論」 又は「譲歩」 ⇨

⇨ ［逆接 ⇨ 「主張」⇨ 「具体例」等

「一般論」→「それに反する筆者の主張」パターンの方が多い。

③

{
⇨ 「主張」⇨ 「具体例」や「理由」

「定義 「～とは何か？」等 」⇨

⇨ ［事実」や「一般論」⇨ 「主張」

④「分類 比較 」⇨ 「主張」

「分類 比較 」の仕方には２種類ある。

⒈両者の類似点を列挙していくやり方

⒉両者の相違点を列挙していくやり方 ⒉のパターンの方が多い。

⑤ 「分類 比較 」

⑥

⒈「疑問」⇨ 「解答」

「なぜ未成年者に喫煙と飲酒が許されていないのだろうか。それにはわけ

がある。つまり…」

⒉「問題提示」⇨ 「解決」

「大都市は様々な問題を抱えている。まず第一に…。これらの抜本的な解

決策とは…」

⑦

⒈「事実 結果 」⇨ 「その原因」
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「現在のアフリカは飢餓問題に苦しんでいる。そしてその原因は大きく分けて

２つある。第１の原因は…。第二の原因は…」

⒉「事実 原因 」⇨ 「その結果」

「現代の若い女性の過激なダイエットが問題となっている。この種のダイ

エットにより、結果として将来、女性たちに健康上の大きな障害が出る

可能性が高いという指摘がある。具体的には、例えば…」

①本文 問題文 全体を貫いている「テーマ」と「 筆者の 主張」を的確にとららえ、

本文 問題文 全体の構成と各パラグラフ間の関連 論理関係 に注目しながら読み

進めていくことが大切。

②全体を通して貫かれているテーマ・主張を常に意識し、それが各パラグラフとど

のような関連性をもち、またそれにどのような影響を与えているのかを考えなが

ら読み進めていく。つまり全体と部分を常に関連させながら読むことが大切。

⒋予想 しながら読む。心情を追う。

評論文 論説文 の場合、論理を構成する語句等に注意しながら、文と文、パラグラフと

パラグラフの論理展開を予想し、そこに込められた筆者のトーン 筆調 やテーマ、主張

を的確に理解することが大切になります。そして更にそれをベースにして、「というこ

とはこの先こんな展開になるのでは… 」「筆者は○○を肯定 否定 する立場に立って

いるな…」といったように、これから先の展開を予想しながら読み進めることがまた大

切になります。物語文でも、登場人物の置かれた立場や問題の状況がつかめれば、その

人物の反応や話の展開を予想することが可能となります。

しかし、特に物語などの場合は、自分が立てた予想に反する展開がなされることも実際

－１３５－

ハイパー長文読解



大いにあり得ます。なぜなら物語というのは、読者の予想を裏切るように書くことが、

読者の心を引きつけるからです ある意味その裏切り方が大きければ大きいほど、読者

に強いインパクトを与える良い作品だといえるかもしれません 。しかし、予想が当た

るか外れるかは重要な問題ではありません。目にする文章を、自分の頭の中でどれだけ

想像力をふくらませながら次の展開を思い描くことができるかが大切なのです。

自分が思い描いた予想や展開を頭の一方に置きながら、英文中の登場人物の行動、態度、

台詞から少しでも多くの情報を得ようという気持ちで読み進めていくといいでしょう。

そして仮に自分の常識、知識に基づく予想に反した展開が起こった場合、それを修正す

ると共に、

「自分 の中の常識・知識 と筆者の考え方や登場人物の気持ちにどのくらいの温度差

があるか」

「なぜこの人はこう考えるのだろう その根拠になっているのはなんなのだろう 」

ということを探る気持ちで読むこともまたとても大切な作業です。

それから特にエッセイ 筆者が日常生活で見聞きしたこと、過去・現在に体験したこと

感じたことを心の赴くままに書き綴った文 では、書き手 作者 の心の内面に入り込み

書き手の気持ちになりきって、つまり書き手と一体化して、その心情 の変化・展開 を

理解し、それ追いかけながら読むことが大切になります。

①特に評論文の場合、論理を構成する語句等に注意しながら、その先に続く内容や

論理展開を予想しながら読み進めることが大切。

②物語の場合、予想を覆す展開になることも多いが、外れたと分かればその時点で

修正をすればいい。またそれ 修正する と同時に、「自分 の中の常識・知識 と

筆者の考え方や登場人物の気持ちにどのくらいの温度差があるか」、「なぜこの

人はこう考えるのだろう その根拠になっているのはなんなのだろう 」という

ことを探る気持ちで読むことも大切。

③エッセイでは、書き手 作者 の心の内面に入り込み、書き手の気持ちになりきっ

て 書き手と一体化して 、その心情 の変化・展開 を理解し、それ追いかけなが
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ら読むことが大切。

⒌字面の裏側の意味を予測して読む。

⑴二項対立主義。

たとえばこんな文章があったとします。

「ワーカホリックとはなんでしょうか 年前はそのような言葉はありませんでした。

私の職場でもそのような言葉を使う人は誰一人いませんでした…」

ちまた

こう書いてあった場合、「ということは今では、巷でよくその言葉を耳にするというこ

とか…」といったふうに、語られていることの裏側の意味を予測しながら読み進めてみ

ること、それが読みを深め、更に展開を素早くつかむことにつながることが多いのです。

もちろん、裏の意味の可能性として複数考えられる場合もあります。

「西洋においては、実用主義第一で、古着で服をそろえたり、傍目から見てこん

な物でいいのかと思うくらい質素な服装をする若い女性が多い。無用に若いうち

から外見にお金を使うことになにか抵抗感でもあるのかと思ってしまうくらいで

す…」

このような文章の場合、

①東洋 日本 の若い女性は逆に、外見に金をかけることをいとわないということを言

いたいのか

②西洋の若い女性は、外見以外にもっと大切にする価値観があるといいたいのか

など、裏の意味の可能性はいろいろ考えられますね。

ただ一般的に言えることとして、「西洋 アメリカ等 と東洋 日本等 」が、１つの英

文で語られる場合、対比的・逆の関係として扱われることがほとんどです。たとえば以

下の文章を見てください。

「アメリカでは、親は年をとっても子供たちとは同居しないことが多い。これは自

－１３７－

ハイパー長文読解



立自由を愛するお国柄のゆえなのであろうか。また、アメリカ人は『○○は好き

だ』『○○はいやだ』と、本当にはっきりとものを言う。これは自己を主張する

ことを幼いころから教育されてきたからであろう。ただ、その反面 差別 を表す

あるいは 差別 につながる 表現には非常に敏感である」

もしこのようなパラグラフの後に、「日本では…」という書き出しのパラグラフがあっ

たとしたら、「日本ではその逆だ」という内容になるのではないのか つまり

①親は年をとると子供たちと同居することが多い

②はっきりと自己を主張することがない ものを言わない

③ 差別 あるいは 差別につながる表現 に鈍感である

といった内容が予測できます。

同じように対比的・逆の関係で扱われやすいテーマ 概念 としては、以下のようなも

のがあります。覚えておくといいでしょう

「過去と現在 代 」 「人間と動物」

「精神 心 と物質 体 」 「大人 老人 と子供 若者 」

「科学と宗教 哲学 」 「文明 開発 と自然 環境保護 」

「男と女」 「理想と現実」

「理論と実践」 「権力を持つ者と持たない者」

「先進国と途上国」 「富める者と富まざる者」

「都会と田舎」 「生と死」

「個 自己 と全体 他 」 「東洋 日本 と西洋 アメリカ 」

「一般論と（筆者の）主張」

このように二者を対立 対比 的にとらえる思考・分析の仕方を「二項対立主義

」といい、欧米人の論理的な思考 パターン のベースになっています。

⑵英語は否定して終わることはない。

「〇〇政権は駄目だ」「××はやめなければならない」「△△は違う」

といったような、あるものを否定した形で文が終わってしまうことは 特に評論文

では 英語ではほとんどありません。そのような英文を見かけたら、
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「ということは、それに代わる 筆者なりの 代案・主張がこの後展開されるはず。

それをしっかり押さえて読もう」

という気持ちが大切です。これもある種、字面の裏側を予測して読むことにつながり

ますね。

ただ英語の場合、あるものを否定して、それに代わる筆者自身の主張を述べ、それで

おしまいということもありません。なぜなら英語は「論証責任」を要求する言語だか

らです。あるもの否定し、それに代わる 筆者なりの 代案・主張を述べたなら、

①なぜそれが駄目なのか

②なぜ自身の代案・主張が何が正しいのか

ということを、論理的、客観的に証明することが求められるのです。

言い方を変えれば「英語は言いっ放しは許されない」のです 読者の「なぜ そう言

えるの 」に必ず論理的な証拠を提示しなければならない 。

ですから別にあるものを否定する・しないに限らず、

「私は～だと思う」「～だと信じる」「〇〇は～すべきだ」

といった「主観 主張 」を述べただけで英文が終わることも 同様に ありません。

それをサポート 論証 する、「客観 論拠・具体例 」が必ず必要になるのです。

したがって読者の側は、英文中で筆者の「主観」を表す内容が現れたら、その後に

「論拠 理由 」「具体例」といった「客観」が続くことを予想してその後を読まな

ければなりません。「主観」と「客観」は常にセットで現れる。そう思っておくと

いいでしょう。英語、特に評論文というのは、このように主観と客観の繰り返しで

成り立っているといっても過言ではありません。

①語られていることの裏側の意味を予測しながら読み進めてみる。それが読みを深

め、更に展開を素早くつかむことにつながることが多い。

②「西洋と東洋」等、対比的・逆の関係で扱われやすいテーマ 概念 を覚えておく

といい。
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③英語は言いっぱなしは許されない。特に評論文は、主観と客観の繰り返しで成り

立っている

⒍筆者の主張と社会通念（あるいは時代背景）とを照合してみる。

評論文 論説文 において、たとえば「環境破壊」「殺人」は「悪」。「温暖化防止」

「人助け」は「善」といったように、社会通念上、善悪の価値判断が示されている 世間

で一致している ような「テーマ」「問題」があったとします。そのような題材を筆者が

あえて「テーマ」とする として書く 場合、その展開の仕方には２つの可能性が考えら

れます。それは

①「社会の大勢的意見に同調する」

②「 社会の大勢的意見に 同調しない」

この２つです。もし筆者が、社会の大勢的意見に同調する方向へ話を展開しようとして

いる態度がうかがえるなら、単に同調するだけなく筆者独自の根拠があるのかどうか

単に同調するだけでは読者の知的好奇心をかき立てたり、引きつけたりすることはで

きないでしょう あるいは逆に大勢的意見に反する方向へ話を展開させようとしてい

る筆者の態度がうかがえるなら、それは社会の通念を意識した上でのことなのか 、も

し意識しているとするなら、大勢的意見を跳ね退けてまで強く訴えようとするその根拠

あるいは意図は何なのか… 。「それを知りたい」という気持ちが、読者である私達とっ

てとても大切な姿勢になります。

特に評論文などでは、まず一般的な内容、誰もが認めるような内容を書き、その後で前

文の内容をひっくり返してそれとは相反する筆者の独自の主張、視点を持ってくるとい

う展開が多いことに注意しましょう。

・一般的な内容

・誰しもが認めるような内容

⇩ それをひっくり返して
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筆者独自の主張・視点

このような展開が好まれるのは、以下の理由からです。

①まず世間一般の物の考え方を筆者自ら煎じ詰めて述べることにより、

⒈これから語る議論のための土台 前提 作りができる。

⒉「自分は世間の人の あるいは大勢的な 物の考え方を理解していますよ」とい

うことを読者にアピールできる。

②特に⒉により、決して一方的 独断的 な視点から筆者が主張を展開しようとしてい

るわけではないことを読者にアピールする。

③結果、その後の自身の主張に「客観性」や「説得力」を持たすことができる。

「人を殺すのは「悪」だ。どんな人間にも生きる権利があるのであり、それを

他の人間が奪うことなど許されない。が、しかしそれが許されるべき場合が

ある。更に言えば、それが「善」だとみなされる場合が存在する。例えば…」

上の文でも、筆者の主張・論点は「人を殺すのは悪だ」ではなく、「それ 人を殺すこ

と が許される場合がある」という方にあることが容易にわかりますね。

「ひっくり返る」という点では、英文(特に評論文系)を読んでいると、以下のような展

開もあります。

「主観(＝主張)」

↓

「それとは真逆の内容」

このような展開に出会ったら、その(真逆の)部分は、主張に客観性を増すために付け加

えられた「譲歩」だと思ったらいいでしょう。理解しやすいように日本語で例を挙げ

てみましょう。

「原発は即時撤廃すべきだ。原発は我々に便利さ、豊かさを与えてくれている。

原発の与えてくれる恵みが無くなることは、ある意味現代の豊かさの終わりを意味

するかもしれない。しかし、それでも今回の震災に絡んだ原発事故の影響の大きさ
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を考えると、原発の即時撤廃こそが、我々にとって正しい選択であると思うのだ」

この例でも、波線を引いた「譲歩」部分は「原発は即時撤廃すべきだ」という「主観(=

主張)」に (原発がもたらしてくれる恩恵、そしてそれを撤廃した際に我々が払わなけれ

ばならない代償がどんなものかは、筆者は重々承知していますよという)客観性を増す

効果を出しています。そしてこの例のように、「譲歩」が終わって再び「主観(=主

張)」に戻る際には、往々にして「逆接の論理マーカー」がそこに置かれるものです。

したがって読者の側は、「逆接の論理マーカー」が現れたら、「これで譲歩は終了。こ

こから主観(=主張)に戻るのだろう」と予測を立てることができるのです。

①社会通念上、善悪の価値判断が示されている 世間で一致している ような「テー

マ」「問題」を筆者があえて「テーマ」とする として書く 場合、その展開の

仕方は以下の２つ。

①「社会の大勢的意見に同調する」

②「 社会の大勢的意見に 同調しない」

「同調する」展開の場合、単に同調するだけなく筆者独自の根拠があるのかどうか

「同調しない」展開の場合、それは社会の通念を意識した上でのことなのか 、も

し意識しているとするなら、大勢的意見を跳ね退けてまで強く訴えようとするそ

の根拠あるいは意図は何なのか… 。「それを知りたい」という気持ち で読み進

めること が大切。

②評論文などでは、まず一般的な内容、誰もが認めるような内容を書き、その後で

前文の内容をひっくり返して、それとは相反する筆者の独自の主張、視点を持っ

てくるという展開が多い。

③「主観 主張 」を述べた直後にそれとは真逆の内容が表れたら、それは「譲歩」。

そして「譲歩」が終わって再び「主観 主張 」に戻る際には、往々にして「逆

接の論理マーカー」がそこに置かれるもの。
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⒎抽象的内容の後に具体的説明あり。

評論文 論説文 などの場合、あまりに抽象的な内容 表現 で、それが何を言いたいのか

よくわからない文章に出くわすことがあります。しかしそのような内容 表現 の後には、

多くの場合、その内容を具体的に言い換えたり説明したりする文が続くのが普通です。

ということは、その具体的な言い換え 説明 部分を正確によ読み取ることができれば、

そこから「抽象的内容 表現 」の表す意味を、なんとか類推することができるのです。

抽象的内容

↑ 具体的な言い換え 説明 から

抽象的表現の表す意味を類推する。

具体的言い換え 説明

パラグラフ内の展開としては「第一文」が抽象的で、パラグラフ内のそれ以降の英文が

抽象的な 第一文の内容を具体的に説明していくことが多いです。

以下の英文もそのような展開になっています。

個、個であるということ 自立 独立 した

Ａを切望する、心から求める 一体感

Ａに変わる 孤立

孤独

上の英文で難しいのは第一文。特に ですね。「２つの刃の剣」と

いう文字通りの意味ではないでしょう 主語が「我々が個であるということを尊重する

－１４３－

ハイパー長文読解



こと」なのですから 。どうやら抽象的な 比喩的な 意味を持っていそうです。そこで、

それを具体的に言い換えてくれている後続の内容をヒントに、

を含む第一文 が言わんとしている内容を読み取るわけです。後続の英文はこんなふう

に訳せます。

「私達は自由になり、自立 独立 したいと思っている。そして他者から独立している

という感覚は、そのような私達の欲求を満たしてくれる。が、これには別の一面があ

ることも私達は知っている。私達のそれぞれ一人一人の中にある何かが、一つである

という感覚 一体感 を心から求めている。その結果、個であるということは孤立に変

わり、孤立は孤独に変わることがありうるのだ」

ここから「我々が個であることを尊重することが、自由で、独立した存在でありたいと

いう感覚を満たしてくれる一方で、我々に孤立、孤独をもたらす可能性がある」という

ことなのではないか、と を含む第一文 が言わんとしている内容

を類推できます。実際、 とは「両刃の剣」という意味で、これは辞

書によれば、『 両側に刃のついた剣は振り上げた時に自分をも傷つける危険があるこ

とから 一方では非常に役に立つが、使い方を誤ったりすると害になる危険性も持って

いるというもの』とあり、先程の類推が正しかったことがわかります。

なお、抽象的内容 表現 を具体的に言い換えたり、説明したりする際には、「抽象 ⇒

具体」を示す論理マーカーが入ることも多いので、これを類推の際のヒントにすること

も覚えておくといいでしょう 〇〇ページを参照せよ 。

また、英文中に、

①固有名詞

②数詞

③ 直前の内容とは一見 無関係に見える内容。つまり突然の関係ない話。

を含む文が現れたら、それらは直前の内容の具体例 理由 であることがほとんどです。

ただ、万が一具体的説明を示す文が見つからない場合、その抽象的内容をできるだけ自

分の身近で具体的にあるような例で置き換えて考えてみるといいでしょう。

しかし、問題文の冒頭が いきなり 「固有名詞」や「個別的な事例」で始まっていた場

合には、どう考えればいいのでしょうか その可能性は以下の２つと見ればいいでしょ
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う。

①その「固有名詞」「個別的な事例」は、その文章の「テーマ」と密接な関係を持っ

ており あるいは「テーマ」そのものであり 、それらについてこの後更に具体的に

掘り下げられていく可能性。

②その「固有名詞」「個別的な事例」は、単なる「枕詞」「前置き」「（本当の「テ

ーマ」への）呼び水」のようなもので、その後に筆者が語りたい「テーマ」が現

れる可能性。

このうち、特に評論文系においては、②のパターンが圧倒的に多いと言えるでしょう。

それから、 「 など、「いくつか

の いろいろな・様々な 」「ある」といった形容詞のついた 複数 名詞は、直後で詳し

く 具体的に 言い換えられる 説明し治される 可能性が高いものです。これも覚えてお

くといいでしょう。

①抽象的な内容 表現 の後には、その内容を具体的に言い換えたり説明したりする

文が続くことが多い。その具体的な言い換え 説明 部分を正確に読み取ることが

できれば、そこから「抽象的内容 表現 」の表す意味を、なんとか類推すること

ができる。

②英文中に、「固有名詞」「数詞」「 直前の内容とは一見 無関係に見える内容。つ

まり突然の関係ない話」 のいずれか が現れたら、それらは直前の内容の具体例

理由 であることがほとんど。

③万が一具体的説明を示す文が見つからない場合、その抽象的内容をできるだけ自

分の身近で具体的にあるような例で置き換えて考えてみる。

④「いくつかの いろいろな・様々な 」「ある」といった形容詞。

「 など、「いくつかの いろ

いろな・様々な 」「ある」といった形容詞のついた 複数 名詞は、直後で詳し
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く 具体的に 言い換えられる 説明し治される 可能性が高い。

⒏具体例を通じて筆者は何を言いたいのかを考えてみる。

抽象的表現とは逆に、あまり具体例が長かったりたくさんあったりすると、それに振

り回されてしまうことがあります。具体例とは、読者の理解を助けるために与えられて

いるものです。したがって、具体例に終始するような展開に出会ったときには、与えら

れたそれらの具体例を大きな枠 くくり・範疇 でとらえ直したときに明らかになる共通

した特徴を見いだし、そこから筆者の言おうとしている主張の輪郭を浮かび上がらせる

ことが大切です。

「毎夜、星々は北極星を中心に円を描いて空を動く。季節は春→夏→秋→冬と流れ

ていく。そしてそれを、 日を一年として繰り返している。雪の結晶は２つとし

て同じ形をしたものはないが、しかしそれらは全て六角形をしている。水は摂氏

０度で氷となり、 度で沸騰し、蒸気となる。光は一秒間に地球を７周半する。

トラやシマウマにはシマ模様があり、ヒョウやハイエナには斑点がある。動物達

は生殖を通して、植物達は受粉を通してその種を保っている…」

上の文章は、具体例に終始しています。それらを大きな枠でとらえ直して見えてくる共

通した特徴を考えてみるわけです。すると「自然界に 見られる様々な事象に は一定の

法則性が存在する」という特徴が見えてきますね。

具体例に終始するような展開に出会ったときには、与えられたそれらの具体例を

大きな枠でとらえ直したときに明らかになる共通した特徴を見いだし、そこから

筆者が言おうとしている主張の輪郭を浮かび上がらせる。
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⒐パラグラフごとにメモを取って読み進めていく。

読んでいて前の内容を忘れないためのもう一つの方法として、パラグラフごとにメモを

取りながら読むことをお勧めします。そのパラグラフで述べられている重要だと思われ

る個所を問題文の そのパラグラフの 右端にメモ書きするわけです。

ただ、そのパラグラフのどの個所が重要なのか判断できない、という人も中に入ると思

います。その場合、各パラグラフの第一文 又は最終文 をメモ書きしてみるといいでし

ょう。そのパラグラフのどこが重要なのか 筆者の主張はどこにあるのか を読み取る

より正確なルールについては次章で詳しく説明します。

それではメモを取る練習を次の英文で実践してみましょう。これは中央大学で実際に出

題された英文です。

①第一パラグラフ

先程第一文といいましたが、あるパラグラフの第二文が逆接語で始まっている場合、

第二文の方に筆者の主張があるものです 〇〇ページを参照せよ 。そこで、ここでは

逆接語である を含む その第二文をメモ書きします。

「どれくらいうまく書けるかを基にして、人に知られ、評価され、認められ、仕事

を与えられ、昇級（成功を達成するか否か）させてもらえる」

それから最終文。

「あなたが語る言葉があなただ」

－１４７－

ハイパー長文読解



以下はこのパラグラフの全訳です。

「今日皆さんは大学で学び始めるとき、どれくらい自分の書くものによって自分が表

現されて 表されて いくかに気づいていないだろう。しかし、皆さんは、どれくらい

うまく書けるかを基にして、人に知られ、評価され、認められ、仕事を与えられ、昇

級（成功を達成するか否か）させてもらえるのである。教授や大学の事務局長や学部

長、賞や入学の審査委員会、人事部長などの人たちには、通常あなたと直接よく知り

合う時間はない。あなたは、書面で自分のことを知ってもらわなければならない。あ

なたが語る言葉があなたなのだ」

②第二パラグラフ

ここも、まずは第一文をメモ書きしてみましょう。

「書くことを学ぶのには他にも大切な理由がある」

その「理由」が第二文に語られているので、そこもメモ書きします。

「書くということは自分が何者なのか、そして何を考えているのかを発見する最善

の方法の１つだ」
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最後に最終文です。

「 書くことで 自分の知識、考え、信念、感情を発見できる」

以下はこのパラグラフの全訳です。

「書くことを学ぶのには、そのほかに－おそらくそれほど実用的ではないが、それに

劣らず有意義な－理由がある。書くということは、自分が何者なのか、そして何を

考えているのかを発見する最善の方法の１つである。テロリズムに対する適切な対応

について、妊娠中絶について、強制的な薬物検査について、また死刑に関して、厳密

にはどう考えているのか。そのようなテーマについての自分の意見を紙に記すことは

－日記や日誌など、自分しか読む者がいない場合でも－自分の心を探り、自分の

仮説を調べ直し、自分の潜在意識の中にまで入り込んで、自分が本当は何を考えてい

るのか、そしてなぜそう考えるのかを発見することを皆さんに要求する。自分の考え

を書き出していると、紙の上で見える形になった考えが心の中では漫然としていた別

のアイディアを刺激することがよくある。この過程で自分の意見が変わることも多々

あるだろうし、そこから行動を起こそうと決心することさえあるだろう。少なくとも、

自分の知識、考え、信念、感情を発見するであろう」

③第三パラグラフ

このパラグラフも第二文が逆接語で始まっています。したがってその第二文をメモ書

きします。
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「話し言葉はつかみどころがなく、言葉は空中に消えてしまう」

ということは裏を返せば、「書いたものは、自分が書いたページに 記録として 残

る」ということですね。

最終文ですが、 という固有名詞が含まれています。「固有名詞」を含

む文」が現れたら、それらは直前の内容の具体例 理由 であることがほとんどなんで

したね。ですからここはメモ書きする必要はありません。

以下はこのパラグラフの全訳です。

「もちろん、話すことによって、自分自身や自分の知識、理解力、価値について多くの

ことを発見できる。しかし、話し言葉はつかみどころがなく、言葉は空中に消えてし

まう。書いたものは、あなたが書いたページのまさにそこにとどまっているのだから、

矛盾を解決したり、修正を加えたり、区別したりしながら、自分の思考を見、把握し、

明確にし、調べ、そして調べ直すことができる。書くことだけが、自分自身を完全に

そして正確に発見することを可能にする。小説家の ． ．フォースターは、『自分の

言っている言葉を見るまでは、自分が何を考えているのかがどうしてわかるだろう』

と語り、このことをうまく言い当てている」

④第四パラグラフ

ここも第一文をメモ書きしてみましょう。

「ものを書くと、その結果学習効果も上がる」

－１５０－

ハイパー長文読解



更に最終文をメモ書きします。

「書くことは１つの学習の手段であり、理解と記憶を助けてくれる」

以下はこのパラグラフの全訳です。

「ものを書くと、その結果学習効果もまた上がる。『南北戦争』とか『ハムレット』と

か火星に生命が存在する可能性について書いた、あの高校のときのレポートを覚えて

いるだろうか。テーマは何であれ、今では同じ時代に学んだ他の何よりも、そのテー

マをずっとよく理解しているし、また覚えてもいるだろう。その理由の１つは、受動

的にあるテーマについて読んだり、先生がそのことについて話しているのを聞くのと

は違って、書いている間に、能動的にその学習過程に参加したからだ。こうして、書

くことは１つの学習の手段であり、理解と記憶を助けてくれるのである」

⑤第五パラグラフ

－ －

－

まずここも第一文をメモ書きしてみましょう

「書くことを学ぶもう一つの理由は、書くことが絵や彫刻や作曲に匹敵する自己表現

の手段、つまり喜びにもなるということだ」

そして最終文です。

「 書いたものの 結果が他人の関心を引き、魅力を感じさせるものであるなら、それ

はますます結構だ」
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以下はこのパラグラフの全訳です。

「書くことを学ぶ、まだもう１つの理由があるが、それは、書くことが絵や彫刻や作曲

に匹敵する自己表現の手段、つまり喜びにもなるということだ。自分の言いたいことを

まくし立てるための効果的手段として、書くことは感情的な息抜きや自己満足を与えて

くれる。あるテーマについて自分の考えや感情を表現することには、何か自己実現的な

ものがある。書くことは、すべて自分の個性という署名がされた、料理をするとか、写

真を撮るとか、家を設計するとか、焼物を作るなどの創造的な活動と比較できる。その

結果が他人の関心を引き、魅力を感じさせるものであるなら、それはますます結構なこ

とだ。

どうでしょうか。このようにメモ書きをして読むことによって、前に書いてあった内容

を忘れないだけでなく、全体の論旨 話の展開 がよりスムーズに理解できることがわ

かるはずです。

読んでいて前の内容を忘れないために、パラグラフごとに重要と思われる個所を、

メモを取りながら読むといい。

そのパラグラフのどの個所が重要なのか判断できない場合、各パラグラフの第一文

又は最終文 をメモ書きしてみるといい。
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状況や流れがよくつかめなくてもあわてない。

特に物語文等に多いのですが、読者の興味を引くためにわざと不明瞭な書き出しで始ま

っていることがあります。

そのような英文に出くわした場合、まずは、現状で「分かっていること 情報・状況 」

と、「分かっていないこと」を整理することです。そして「分かっていないこと」を探

すつもりでそれ以降の文章を読んでいくのです。ほしい情報が得られるまで忍耐強く冷

静に読み進めることです。大切なのは「必要な情報はこの先にきっと書いてあるはず」

と信じる気持ちです。

また小説などでは、バリエーションといって、同じ内容 人・物 なのに、出てくるたび

に毎回その表現を変えることがあったりします（同じ言葉を繰り返すのを嫌う）。

ジェイソン ⇨ 殺人鬼 ⇨ ヤツ ⇨ あの悪魔 ⇨ 死に神

あるいは、文中のほんのちょっとした言葉 あるいは時制等 に意外な意味が込められ

ていたりすることもあります。

そういった物語 小説 攻略の基本は以下の通りです。

①まず設問が本文の内容を類推するのに役立つものなら、先に設問を読んでメモ書き

しておく。そして登場人物や場所、出来事など、読み進める際の助けになりそうな

キーワードを整理しておく。

②「５Ｗ１Ｈ」をメモにとりながら読み進める。特に

⒈「時と場所（ と ）」そしてその中で「事件とその動機 原因 、展開

（ と と ）」が、どのように主人公の心理との関連の中で進み、結

末へと向かっていくのかに着目する。

⒉登場人物同士の人間関係も整理してみる 関係図をメモ書きするのもいい 。

⒊セリフ等も、一体それが誰のセリフなのか毎度確認する。

⒋ といった代名詞が指すものは誰 何 なのかも確認しながら読

み進める。

⒌登場人物のセリフ、行動などから、その性格、思考、心理を読み取る。

③語り手は誰なのか

ストーリーの語り手 は、「作者自身」なのか「登場人物の一人」なのか

それとも「主人公自身」なのか。要するに誰の、どんな視点でストーリーが語られ
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ているのかを読み取る。

④会話が多い場合には、繰り返しになる部分が省略されてしまっていることが多い。

文法的に不完全な個所に出会ったら、省略の可能性を考慮して、もし省かれている

ものがあるならそれを補ってみる。

 を参照せよ。

また会話の決まり文句 慣用句 などを日頃から増やす努力も必要。それらも設問とし

て問われやすい。それについては、ホームページの「頻出会話表現のまとめ」をしっ

かり読み込んでおくこと。

①書き出しが不明瞭な英文に出会ったら、

⒈現状で「分かっていること 情報・状況 」と、「分かっていないこと」を整

理する。

⒉そしてその「分かっていないこと」を探すつもりでそれ以降の文章を読んで

いく。

ほしい情報が得られるまで忍耐強く冷静に読み進めること。大切なのは「必要な

情報はこの先にきっと書いてあるはず」と信じる気持ち。

②物語 小説 攻略の基本。

⒈まず設問が本文の内容を類推するのに役立つものなら、先に設問を読んでメ

モ書きしておく。そして登場人物や場所、出来事など、読み進める際の助け

になりそうなキーワードを整理しておく。

⒉「５Ｗ１Ｈ」をメモにとりながら読み進める。そのポイントは以下の通り。

⑴「時と場所（ と ）」そしてその中で「事件とその動機 原

因 、展開（ と と ）」がどう主人公の心理との関連の

中で進み、結末へと向かっていくのかに着目する。

⑵登場人物同士の人間関係も整理してみる 関係図をメモ書きするのもいい 。

⑶セリフ等も、一体それが誰のセリフなのか毎度確認する。

⑷ といった代名詞が指すものは誰 何 なのかも確認しな
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がら読み進める。

⑸登場人物のセリフ、行動などから、その性格、思考、心理を読み取る。

⒊ストーリーの語り手 は、「作者自身」なのか「登場人物の一人」

なのかそれとも「主人公自身」なのか。要するに誰の、どんな視点からスト

ーリーが語られているのかを読み取る。

⒋会話が多い場合には、繰り返しになる部分が省略されてしまっていることが

多い。文法的に不完全な個所に出会ったら、省略の可能性を考慮して、もし

省かれているものがあるならそれを補ってみる。
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⒉パラグラフの展開と評論文 論説文 系の英文の読み方。

⒈文章は「メイン」と「サポート」によって構成されている。

人はなぜ文章を書くのでしょう その動機 行動の本質 は、書く側の人間が、ある「テ

ーマ」について自分なりの「主張」を読み手の側に伝えたい そして「理解 共感 」し

てもらいたい から、と言えますね。したがってそのような動機をもって書かれた文章

特に評論文 論説文 には、「テーマ」と「筆者の主張」が存在するものなのです。た

だし、ある「テーマ」について、自分の言いたいことを書くだけ書いてそれでおしまい、

では説得力のある文章にはなりません。そこでほとんどの文章には、「主張」に説得力

を持たせるための「具体例」「理由」「譲歩」といった内容が付け加えられるものです。

つまり「テーマ」「主張」をその英文のメインとするなら、「具体例」「理由」「譲

歩」といった個所は、サポートと見ることができます。この「メイン」と「サポート」

によってほとんどの文章は構成されているのです。

「テーマ」「主張」 メイン

＋

①具体例・事実

｝②理由・論拠 サポート

③一般論・前置き・引用等

「原子力発電と我々の暮らしについて論じてみたい。 私は原子力発電に賛成だ。

なぜなら、原子力なしに現代の生活水準を維持することは不可能だからだ…」

「テーマ」 「原子力と我々の暮らし」

「主張」 「原子力発電に賛成だ」

「理由」 「原子力なしに現代の生活水準維持は不可能だから」

上記の日本文は非常に明快な例ですが、基本的に英文においては「１つのパラグラフで

扱っているテーマは１つだけであり、それに関する筆者の主張も１パラグラフに１つの

み」という暗黙のルールがあります（サポートは複数のことは十分ありうる）。
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「テーマ」は書かれないことも多いですが、「テーマ」のない つまり何について書くわ

けでもなくただダラダラと書いただけのような 英文は、受験英語では存在しないとい

っていいでしょう。

そのパラグラフの「主張」を述べている文のことをトピックセンテンス

といいます（トピックセンテンスは１文のこともあれば、２、３文にわたる

場合もある）。トピックセンテンスを読めば、極端な話、サポート部分を読まなくても

そのパラグラフ全体の内容はつかめてしまいます。

「僕は、 軍のユーゴ空爆に賛成だ。 なぜなら、ユーゴは国際社会のル

ールに反しているからだ。国連の調停案にも頑として応じず、非人道的な

コソボでのアルバニア人虐殺を続けている…」

上記の例文では、下線部がトピックセンテンスになっており、そこから先は単なるその

サポートでしかありません。

英文の読解において一番大事なのは、このメイン（つまりトピックセンテンス）がどれ

なのかを見抜く目を養うことだと言っていいでしょう。

①評論文 論説文 は、基本的にメイン 「テーマ」「主張」 とサポート 「具体例」

「理由」「譲歩」など の２種類で構成されている。

②パラグラフの「主張」を述べている文のことをトピックセンテンス

と言う。トピックセンテンスを読めば、極端な話、サポート部分を読

まなくてもそのパラグラフ全体の内容はつかめてしまう。

③英文の読解において一番大事なのは、このメイン つまりトピックセンテンス

がどれなのかを見抜く目を養うこと。
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⒉トピックセンテンスの見極め方。

⑴トピックセンテンスが示されやすい場所。

最も示されやすいのはパラグラフの冒頭 第 文 です。その次に多いのがパラグラフの

最終文。数は少ないがパラグラフの中間部にくることもあります。

したがって、

パラグラフの冒頭 第 文

⇩

パラグラフの最終文

⇩

パラグラフの中間部

の順にまずパラグラフにざっと目を通して、トピックセンテンスを探してみるといいで

しょう。

⑵トピックセンテンスを見抜くヒントになる語句。

①筆者の「主観」を表現する語句。

⒜ 「私は思う」 「私は信じる」 「私は望む」

「私は思う」 「私は主張する」 「つまり」

「私は望む」 「私は主張する」

⒝ 「私の意見では」

「私に関して言えば」

「私に関するかぎり」

⒞ 「Ｃのように見える のようだ 」

「Ｃのように見える のようだ 」

「Ｃのように見える のようだ 」

⒟ 特に強制力の強い 助動詞

強調の などもこれに含まれる。

⒠主観的な判断を表す形容詞
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「良い」「悪い」等

⒡強調構文

②「例えば」「なぜならば」「第一に」等、サポート部分を示す語句を含む文の直前の

英文は、トピックセンテンスであることが多い。

「最近の女子高生は態度が悪い。例えば、この前電車に乗っていた

ときもおばあさんが荷物を持って立っているのに席を譲ろうとも

しない。また、公園でたばこを吸っているのを見かけたりもした

ことがある」

上記の例文では「例えば」の直前、つまり「最近の女子高生は態度が悪い」の

部分がトピックセンテンスになっています。

もちろんこれらの語句があるからと言って１００パーセントそれがトピックセンテ

ンスだと軽率に決めてかかるのは危険ではあります。が、これらが１つの目安にな

ることは間違いありません。

⑶トピックセンテンスを探す手がかりが見つからない場合。

英文を読んでいても、中にはトピックセンテンスを探す手がかりがないようなものもあ

ります。あるいはあるいはトピックセンテンス自体がないパラグラフというのも中には

あったりします。その場合は、以下の２つの考え方をしてみるといいでしょう。

⑴パラグラフ内で一番一般的 抽象的 な内容を述べている英文がトピックセンテン

スである。

⑵明確な１文としてトピックセンテンスが示されていない場合は、全体を読んで、

個々の事象を大きな枠でとらえ直したきに、そこに現れる共通した特徴、概念を

見いだし、そこから筆者の言わんとする主張を浮かび上がらせる。

「東京は物価が高い。もちろん地価もだ。１ルームマンションが７～８万

すると聞いた。空気も悪い。ベランダに洗濯物を干したら、夕方には

灰が積もっていた。犯罪も多いそうだ。特に独り暮らしのお年寄りが

－１５９－

ハイパー長文読解



狙われやすいらしい」

上記の例文は、明確なトピックセンテンスを持っていませんが、全体から得られ

る共通した特徴から、「東京は住むには適さない」という主張が浮かび上がって

きます。

⑷「トピックセンテンス」を探す際のその他の注意点。

①過去形は原則として筆者の主張とはみなさない。つまり、トピックセンテンスは

基本的に「現在時制」 又は 等の助動詞など を用いて述べられる。

②現在完了を主節に用いて筆者の主張が述べられることもまずない。特に現在完了

進行形を用いた英文があったら、その逆の内容が筆者の主張であることが多い。

現在完了進行形とは ～ これまで～し 続け てきた 。

たとえば以下のような英文があった場合

わが国はこれまで平等の原則に固執し続けてきた

この内容の逆、つまり「わが国は、今後は平等の原則に固執し続けるべきではな

い し続けることはないだろう 」というのが筆者の言わんとしたいことではない

のか と予測できる。

③あるパラグラフの第２文に逆接語 等 が含まれていた場合、第

２文の方がトピックセンテンスである可能性が高い。

逆接語を含む英文 特に逆接語から始まる英文 は、第２文でなくてもトピックセン

テンスが含まれてれていることがあるので、そのような英文がパラグラフ内にあっ

たら注意が必要。

④「一般化」や「譲歩」を表わす論理マーカーは「逆接」「対比」を表わす論理マー

カーとセットで用いられ、その 「逆接」「対比」を表す論理マーカーの 後に筆者

の「主張 つまりトピックセンテンス 」がくることが多い。

「一般的に言って老人は記憶力が悪い。しかし、昔のこととなると彼

らの記憶力は頼りになる。何十年も前のことを、まるで昨日のこと
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のように覚えている。先日もうちの祖父は…」

「なるほど、最近の若者は頼りない。昔なら男は 歳にでもなれば、

侍なら元服、つまり一人前の大人とみなされた。女も ～ 歳で嫁

に行くのは当たり前だった。しかし、現代という時代性を考慮に入

れると、一概にそうとも言えないのではかろうか｡ 価値観の多様化

高度情報化、国際化等、現代の若者を取り巻く情勢は過去に例を見

ないほど複雑だ」

上記の２つの例文の場合、「しかし」という逆接語の前までは、単なる「 譲

歩の 一般論」であり、「しかし」の後に「主張」が述べられています。

⒈「一般化」を表す論理マーカー

「一般的に言って」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

「だいたい」「概して」

「たいていの場合には」

「 〃 」

「多くの場合」

「大雑把に言って」

「ある程度は」

「大部分は」

「大抵の人々は」

⒉「譲歩」を表す論理マーカー

Ｓ Ｖ～ 「なるほど～だ」

Ｓ Ｖ～ 「なるほど～だ」

Ｓ Ｖ～ 「なるほど～だ」

Ｓ Ｖ～ 「なるほど～だ」

Ｓ Ｖ～ 「はじめのうちは～だ」

Ｓ Ｖ～ 「～かもしれない」
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Ｓ Ｖ～ 「確かに～だ」

Ｓ Ｖ～ 「確かに～だ」

Ｓ Ｖ～ 「確かに～だ」

｢確かに～だ｣という表現の場合､｢譲歩｣を示す場合と､ それとは逆に 筆者の主張を補足する際に用いられることもある｡

なども単なる推量を意味することもあるが､段落冒頭のこれらの語句､それから逆接の論理ﾏｰｶｰと共に ｡

用いられている場合は､ ｢譲歩｣を表すと思っていい｡

⑤「主張」の再提示を導く論理マーカーがある。パラグラフ末において、筆者は自分の

「主張」を最後にもう一度読者に提示することがある。その際によく使われる論理マ

ーカーである。

「このように」 「要するに」

「だから」「それ故」 「要するに」

「それ故」 「要するに」

「それ故」 「要するに」

「それ故」 「要するに」

「結論として」

⑥ パラグラフ冒頭の疑問文は、そのパラグラフの論証すべき「テーマ」を表して

いることが多い。又、パラグラフ末尾の疑問文は、次パラグラフの論証すべき

「テーマ」を表わしていることが多い。

「平和とは何であろうか。ある人が『平和とは戦争と戦争の間の期

間』と言ったのを聞いたことがあるが、この表現は極めて、政治的

というか、皮肉的な言い方で私は好きになれないし、人類が求める

べき真の平和とはそのようなものではないはずだ…」

「 愛 と 恋 の違いは何だろう。ものの本によれば 愛 とは…」

上記の例文では、冒頭の疑問文が「テーマ」となっています。

「第二次大戦後の日本を表して、『日本は今だ独立国ではない』『日本

はアメリカの属国である』などと言う人々がいる。彼らは、日本は真の

独立を果たさねばならないと言う。では彼らの言う『真の独立』とは何

であろうか 」
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上記の例文では、末尾の疑問文が次のパラグラフの「テーマ」を暗示しています。

それから複数のパラグラフからなる英文においては、第一パラグラフ冒頭 ある

いは末尾 の疑問文は、その文章全体を貫く「テーマ」を示していることが多い

ということも覚えておくといいでしょう。

①トピックセンテンスが示されやすいのはパラグラフ冒頭 第一文 。

②トピックセンテンスを見抜くヒントになる語句を覚える。

③「例えば」「なぜならば」「第一に」等、サポート部分を示す語句を含む文の

直前の英文は、トピックセンテンスであることが多い。

④トピックセンテンスを探す手がかりが見つからない あるいはトピックセンテン

ス自体がないパラグラフというのも中にはある 場合。

⒈パラグラフ内で一番一般的 抽象的 な内容を述べている英文がトピックセン

テンス。

⒉明確な１文としてトピックセンテンスが示されていない場合は、全体を読ん

で、個々の事象を大きな枠でとらえ直したきに、そこに現れる共通した特徴、

概念を見いだし、そこから筆者の言わんとする主張を浮かび上がらせる。

⑤「トピックセンテンス」を探す際のその他の注意点。

⒈トピックセンテンスは基本的に「現在時制」 又は 等の助動詞 を用い

て述べられる 「過去形」は原則として筆者の主張とはみなさない 。

⒉現在完了を主節に用いて筆者の主張が述べられることもまずない。特に現在

完了進行形 ～ これまで～し 続け てきた を用いた英文が

あったら、その逆の内容が筆者の主張であることが多い。
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⒊あるパラグラフの第２文に逆接語 等 が含まれていた場

合、第２文の方がトピックセンテンスである可能性が高い。

逆接語を含む英文 特に逆接語から始まる英文 は、第２文でなくてもトピッ

クセンテンスが含まれてれていることがあるので、逆接語を含む英文がパラ

グラフ内にあったら注意が必要。

⒋「一般化」や「譲歩」を表わす論理マーカーは「逆接」「対比」を表わす論

理マーカーとセットで用いられ、その 「逆接」「対比」を表す論理マーカ

ーの 後に筆者の「主張 つまりトピックセンテンス 」がくることが多い。

⒌パラグラフ末において、筆者は自分の「主張」を最後に再提示することがあ

る。そのような「主張」の再提示を導く論理マーカーを覚えておくといい。

⒍パラグラフ冒頭の疑問文は、そのパラグラフの論証すべき「テーマ」を表し

ていることが多い（又、パラグラフ末尾の疑問文は次パラグラフの論証すべ

き「テーマ」を表わしていることが多い）。

複数のパラグラフからなる英文においては、第一パラグラフ冒頭 あるいは

末尾 の疑問文は、その文章全体を貫く「テーマ」を示していることが多い。

⒎パラグラフの「テーマ」「トピックセンテンス」を見抜くこれらのルールは、

本文全体の「テーマ」「トピックセンテンス」を見抜く際に、拡大適用されう

る。

⒊サポート部分の見極め方。

実は、サポート部分を見抜くヒントになる語句があるのです。その一覧をあげてみましょ

う。

①「具体例」を導く論理マーカー

「例えば」

「例えば」
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「例えば」

「一例をあげよう」

「Ａの一例として」

「例えば」

「Ａの例証として」

「実例として」

「例証してみよう」

「このことはＡに見受けられる」

特に、これらの論理マーカーがパラグラフの冒頭にあった場合、そのパラグラ

フ全体が前のパラグラフの「具体例」になっているとみていい。

②「理由」を導く論理マーカー

～ 「その理由は～である」

③「具体例 事実 」を列挙 記 する際によく用いられる論理マーカー

「まず第一にＡ。第二にＢ。第三にＣ。その次にＤ。最後にＥ」

「まず第一にＡ。第二にＢ。第三にＣ」

「一つにはＡ。もう一つにはＢ」

「第一にＡ。第二にＢ」

「更に加えて」

「更に加えて」

「更に加えて」

「更に加えて」

「～もまた」

④「固有名詞」「数詞」「 直前の内容とは一見 無関係に見える内容。つまり突然の関

係ない話」。
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「主張 トピックセンテンス 」には、より抽象的な表現が使われるのに対して、

「具体例」や「理由」といったサポートには、より具体的な名詞（固有名詞）や事

件・事実を表わす名詞が使われることが多い。つまり、英文を読んでいて

⒈固有名詞

⒉数詞

⒊ 直前の内容とは一見 無関係に見える内容。つまり突然の関係ない話

のいずれか を含む英文が現れたら、それは、直前の内容の具体例 理由 だとみて

ほぼ間違いない。

では次の英文を見てみてください。上記のような考え方ができるようになると、英文の

見方が変わってくるはずです。

，
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，

法政大

第一パラグラフの冒頭文は、ニューヨークの「良い」側面について記述されているので、

一見この都市に対する肯定的な評価をする英文のように見えますが、着目したいのは、

第二パラグラフ、第三パラグラフ、第四パラグラフそれぞれの冒頭文です。

と、具体例を列挙する際に用いる 論理 語句が使われています。しかも

全てその具体例は「問題 」です。

「具体例を表す表現の前には筆者の主張があることが多い」

というルールから、第一パラグラフ最終文を読んでみると、「その街 ニューヨーク に
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はいくつかの深刻な問題がある 」と確かに

筆者の「主張」が見て取れます。どうやらこの英文が のようです。第

一パラグラフで筆者は「ニューヨークには深刻な問題が いくつか ある」と「主張」を

まず提示し、後に続くパラグラフで具体的に個々の問題を列挙しているのではないかと

類推できます。そして最終段落は、「主張 の再提示」をする際に用いる

という論理マーカーが使われています。筆者はここで第一パラグラフの自

身の「主張」を繰り返しているのだろうとわかります。更に最終段落内には

という「言い換え」を表す 論理 語句が使われています。直前の筆者の「主張の

再提示」が更にこの語句の後ろで 別の言葉で 簡潔にまとめられていることが類推でき

ます。

第一パラグラフ

↓ 「ニューヨークにはいくつかの深刻な問題がある」

第二パラグラフ …

「最初の、そして最も重要な問題は…」

↓

第三パラグラフ …

「第二の深刻な問題は…」

↓

第四パラグラフ …

「最後の問題は…」

↓

第五パラグラフ …

「結論としてニューヨークは…しなければならない」

＝

…

「言い換えればニューヨークは…しなければならない

このように各パラグラフの冒頭部 と論理マーカー を見ただけで、文章全体の流れ、構

成が見えてしまったわけです。全ての評論系の英文がこのように明快な構造になってい

るとは限りませんが、このような 大きな全体の 流れをつかむ読み方を知っておくこと

－１６８－

ハイパー長文読解



は今後の読解に、また具体的な設問を解く際に大いに役立ちます。

【全訳】

ニューヨークは魅力と景観美に満ちているので、世界中からの訪問者が、この市の有名な

劇場、美術館や無数のエスニック・レストランやすばらしい景観を楽しみにやって＜る。ニ

ューヨークは天国のように思われるが、実際はそうではない。この市は深刻な問題をい＜つ

か抱えているからである。

第１の、そして最大の問題は、ニューヨーク の不十分な公共交通システムである。数多

くの住民がこの大都市を移動するのに市バスと市電に頼っている。ニューヨークの交通シス

テムの毎日の時刻表はまった＜あてにならないのだ。午前７時４５分に到着するはずのバス

や電車が、８時、あるいは更に遅くになってやっと到着することもあるのだ。時には、３台

のバスや路面電車が次々に群れをなして到着することもある。その上、バスの運転手や路面

電車の車掌か遅延していて遅れた時間を取り戻したいという理由で、凍りつくような天気に

雪の降る中でバスや電車がくるのを待ち望んでいる人々を乗せないことも珍しいことではな

い。不幸にも乗客たちはこの持久戦の犠牲者になってしまう。例えば、あるとき私は、０度

以 下の天侯であまりに長く待たなければならなかったので、ひどい風邪をひいた。それか

ら、経済学の試験の当日に、電車は 分遅れてやってきたことがあった。私たちはバスや電

車の停留所での待ち時間を考慮に入れておかなければならないのだ。

第２の深刻な問題は、市の道路の極端に混雑した状況である。どこへ行ってもまった＜車

が多すぎる。市内居住者が引き起こす交通渋滞に加えて、多くの通勤者が郊外から市内に通

じる高速道路や橋を通って車でやって＜る。こうした交通量の増加が交通渋滞をさらにひど

いものにする。道路の混雑を解消するために、市の職員たちは住民に、車を自宅に置いて公

共交通機関を利用してほしいと思っている。ニューヨーク市は、この巨大都市に入って＜る

のに、市の輪送システムを利用するように郊外住居者に訴えかけた。しかし、住民は市の公

共交通磯開か貧弱であることを知っているので、この要請は無視されている。更に、郊外居

住者は車を運転する便利さを好んでいる。車を運転すれば好きなように自由に行ったり来た

りができるからである。

最後の問題はニューヨークにおける合理的な住宅供給の欠如である。この市は、若＜て野

望のある実業家や専門職の人々にとって、刺激的なライフスタイルを提供する魅力的な都市

である。また、この市は専門的訓練を要しない仕事を得る機会か多＜あるので、移民たちも
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引きつけられる。この街の住民になりたいと思っているこれらの人は皆、アパートやフラッ

トや一人暮らし用の家のような、家賃の手頃な賃貸住宅を必要している。しかし、不幸にし

て賃貸物件かひど＜不足しているために、家賃か高騰し、そこで人々は市を離れていくので

ある。例えば、キャスリーンとスージーの寝室が２つあるフラットの家賃は、最近 ドル

から ドルに上げられたため、スージーはウインストンヘ移り、そこで教師をしている。

キャスリーンの方は、ワンルームマンションを探していて、今のところ、家賃は場所次第で

月に ドルから ドルであることがわかっている。

要するに、ニューヨークは、公共輸送システムを改善し、都心部ののろのろ運転よって引

き起こされる大渋滞を解消し、家賃を、支払いのできる水準まで引き下けておかなければな

らないのである。言い換えれば、ニューヨークはイメージアップをしなければならない。さ

もないと、この市はこれらの嘆かわしい問題を解決する行政責任の欠如のために、単なる当

たり前の１都市に、まもな＜なってしまうことだろう。

①サポート部分を見抜くヒントになる語句がある。

⒈「具体例」を導く論理マーカーがある。

⒉「理由」を導く論理マーカーがある。

⒊「具体例（事実）」を列記する際によく用いられる論理マーカーがある。

②「主張 トピックセンテンス 」には、より抽象的な表現が使われるのに対して、

「具体例」や「理由」といったサポートには、より具体的な名詞（固有名詞）や

事件（事実）を表わす名詞が使われる。

つまり、英文を読んでいて、

⒈固有名詞

⒉数詞

⒊ 直前の内容とは一見 無関係に見える内容。つまり突然の関係ない話

を含む英文が現れたら、それは、直前の内容の具体例 理由 だとみてほぼ間違い

ない。
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⒋まとめ

ここまでの内容から、 特に評論文系の 英文を読む際に、読み手の側が注意すべきこと

は以下の通りです。

⑴メインとサポートを見極める。特にメイン、つまりトピックセンテンスがどれなのか

を見極める。

それがすぐに分からなくても、少なくとも何について筆者は語っているのか（つま

り「テーマ」）を理解する。そしてその「テーマ」について、筆者はどんな判断を

しているのか（肯定的・批判的・中立的等）といった点に注意しながら読み進める。

⑵サポート部分はメイン トピックセンテンス に対して、どんな役割 「具体例」「理

由」「 譲歩の 一般論」… を果たしているのかを理解して読み進める。

⑶サポート部分が複数ある場合、サポート部分同士の関係 「具体例の列挙」「理由の

列挙」「具体例 理由」… についても考えてみる。

場合によっては、サポートのサポート 「具体例」「理由」等 になるようなパラグ

ラフもあったりする。

これらのことをする場合、先にあげたような論理マーカーに注意を払うことによって、

その作業がより素早く、正確にできるようになることでしょう。
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⒊要約問題への応用。

⒈要約の基本手順。

ある英文を要約する際、まず以下の４つのことを頭に整理することが大切です。

⑴問題文全体を貫いている「テーマ」は何か？

⑵筆者はその「テーマ」に対して、どのような話の組み立ててで読者に、その「テー

マ」に対する自身の考え、つまり「主張」を伝えようとしているのか？

⑶筆者の「主張 結論といってもいい 」は何なのか？

⑷サポート部分 具体例・理由等 はどこか？

⑸ 字を超える要約は「○○が……すること から 」とまとめる。それ以下の字数で

要約する場合は「○○の 体言止め」でまとめる。

「体言止め」とは、語尾を名詞・代名詞などで止める使い方のこと。

⒉要約の中に入れるべきもの。

⑴トピックセンテンス 筆者の主張を一言で述べている文 があればそれを入れる。

⑵トピックセンテンスがなければ、それを自分で作って入れる。

指定字数が少ない場合は、「テーマ」と「主張」に的をしぼってまとめる。

⑶「キーワード」を入れる。

キーワードとは、その語がなければ要約にはなり得ないまさに「鍵」となる語のこと。

キーワードはトピックセンテンスの中にある場合もあるし、それ以外に書かれている

場合もあります。

⑷指定字数が多い場合は、具体例等、サポート部分も入れる。

具体例というものは、筆者が自らの主張を読者により明確に、説得力をもって伝える
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ための手段、味付けであり、あくまでもサポートでしかありません。したがって本文

を要約する際には、基本的には「削るべき部分」となります。

ただし、制限字数が多く具体例も書かなければ字数が埋まらないといった場合もあり

ます。そのような場合、しかも具体例が複数あるような場合には 制限字数に応じて

具体例をどの程度入れるかを決めるのですが 、そのどれか１つを抜き出そうとする

よりも、すべての具体例を包括する概念 共通項 は何かということを考えてみた方が

いい。つまり 抽象度を上げて 具体例を一般化するのです。そのやり方として、以下

のようなものがあります。

①同類に属する語を上位の語で代表させる。

キャベツ

ニンジン

タマネギ ⇨ 「野菜」

ほうれん草

トマト

②個々の行動 事実 を上位の行動 事実 に統合する。

⇨ 「ジョンはロンドンに行った」

お金があればいいものが食べられる

いい服も買える

いい車にも乗れる ⇨ 「お金は大事だ」

いい家にも住める 「お金は様々な願望をかなえ

老後も安泰だ てくれる」

③「 様々な ○○にも見られるように…」「○○に例証されるように」といった

フレーズで簡潔にまとめる。
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原発といえば、古くはスリーマイル島

}での事故が思い出される。そして有名 「様々な事故にみられ

なチェルノブイリ。最近では、中越地 ⇨ るように、原発 事故

震による柏崎原発の被害にも寒気がした 恐ろしい」

⒊要約の際に削る 捨てる べきもの。

⑴指定字数が少ない場合はサポート部分は捨てる。

⑵同じ内容を 別の表現などで 繰り返している箇所。付け加え情報的な箇所。

⑶筆者の「主張」とは全く関係ない箇所。

余談 世間話、言い訳、ぼやき等 、文章冒頭の話のつかみネタ等。

①まず初めに、問題文の「メイン 「テーマ」「主張 結論 」 」「サポート」「論

旨展開」を整理する。

②要約で入れるべきもの。

⒈トピックセンテンス 筆者の主張を一言で述べている文 。

⒉トピックセンテンスがなければ、それを自分で作る。

指定字数が少ない場合は、「テーマ」と「主張」に的をしぼってまとめる。

⒊キーワード。

⒋指定字数が多い場合は具体例。

制限字数が多く、具体例も書く必要が出てくる場合は、その制限字数に応じて

具体例をどの程度入れるかを決める。特に具体例が複数あるような場合は、ど

れか１つを抜き出すより、すべての具体例に共通する概念 共通項 を抜き出す

「具体例の一般化」 。
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③要約で捨てるべきもの。

⒈指定字数が少ない場合はサポート部分は捨てる。

⒉同じ内容を 別の表現などで 繰り返している箇所。付け加え情報的な箇所。

⒊筆者の「主張」とは全く関係ない箇所。

【演習問題】

⒈次の英文を 字以内で要約せよ。
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⒉次の英文を 字以内で要約せよ。
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【解答＆解説】

⒈「テレビは子供たちに様々な悪影響を与える」

【解説】第二パラグラフ、第三パラグラフ、第四パラグラフが、その書き出しから具体例の

列挙であることがわかる。そこから第一パラグラフの内容を要約するのだが、具体

例については「様々な 悪影響 」を使ってまとめてみた。キーワードは「テレビ」

「 悪 影響」だ。

全訳

多くの人々は、テレビを見て育った子供の世代に対してテレビが与えた影響について心配

している。

１つには最近の研究によると、テレビのおかげで私達は創造的な想像力失ってしまうこと

が示される傾向にある。一部の教師が感じていることだが、テレビは子供が頭の中で想像す

る能力を奪ってしまい、その結果、視覚的に示さないと簡単な物語も理解できない子供が生

まれてくるというのだ。

第２に、テレビをあまりにも幼いときに見すぎると、子供は現実から逃避しがちになる。

こうして子供たちは成長して行動に反応することはできるが、行動を起こすことのできない

受身的傍観者になってしまうのである。

第３の心配の種は、小学校の教師がしばしば口にするのであるが、子供は、学習の挫折に

耐えられなくなっているという不平だ。子供はテレビで ～ 分ですべての問題が解決され

るのを見ることに慣れてしまっているので、即座に満足を与えてくれないような活動には、

たちまちくじけてしまうのだ。

⒉「知識が増えればそれだけより良い思考ができるようになり、正しい結論に至る可能性が

高まる」

【解説】まず、要約すべき個所を抜き出してみる。まず第一パラグラフ冒頭文。それから

「～と思って差し支えない」と筆者の主張が感じられる書き出しの第三パラグラフ

冒頭文。そして最後に最終パラグラフだ。第二段落は具体例なので飛ばす。
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思考は知識に左右される

自らの知識と理解力を伸ばせば伸ばすほど、よりよい思考のための基盤を築き

上げることができると思っていい

経験と知識は良い思考のための必要不可欠な基盤であり、それらは我々が正し

い結論にたどり着くチャンスを広げてくれるという事実は、なぜ年齢を重ねる

につれて知恵が深まっていくのかという理由を我々が理解する手助けとなる

この三ヶ所をまとめれば「知識が増えればそれだけより良い思考ができるようにな

り、正しい結論に至る可能性が高まる」ということになる。キーワードは「知識」

「思考」だ。

全訳

思考は知識に左右される。なるほど、知識の豊富な人間が必ずしも思考に長けているわけ

ではない。がしかし、思考に長けた人間にもし豊富な知識があるなら、それがない場合より

もずっとよい仕事をすることが出来るだろう。おまけに、自らの知識を増やすことにより、

好奇心を呼び覚まされ、また思考が必要な分野により自身が気がつくようになるので、人は

しばしばよりものを考えるようになるのだ。

良い思考にとって、知識が重要であるということの最も良い例の一つは、職業選択の分野

の中に見ることができる。多くの高校生達は、自分がつきたいと思う職業について慎重に考

える。しかし、いかに彼らの思考方法が良いものであったとしても、自分達にとって良い結

論にたどり着くことは出来ないだろう。というのは、彼らは、自分自身の可能性についての

現実的な知識を持っていないし、また自分がつくことが出来る仕事の種類がそれほど分かっ

ていないし、自分がやりたいと思っている仕事の種類についても十分には分かっていないか

らだ。
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自らの知識と理解力を伸ばせば伸ばすほど、我々は、それだけよりよい思考のための基盤

を築き上げることが出来るのである。それ故、出来るだけ幅広く、ためになるものを読むべ

きである。そして、できるだけ多様でためになる経験を積むべきである。

経験と知識は良い思考のための必要不可欠な基盤であり、それらは我々が正しい結論にた

どり着くチャンスを広げてくれるという事実は、なぜ年齢を重ねるにつれて知恵が深まって

いくのかという理由を我々が理解する手助けとなる。
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⒋論理マーカー

「論理」というと、なにかそれだけで難しく聞こえるかもしれませんが、実はそんな

に大したものではないのです。なぜなら結局のところ「論理」といってもそれは３種

類しかないからです。具体的には以下の３つです。

⒈Ａ⇔Ｂ

前後が内容的に「逆（又は対照的）」の関係になる論理。

⒉Ａ＝Ｂ

前後が内容的に「イコール」の関係になる論理。

具体的には、「抽象とその具体例」「追加（添加）」「言い換え」等。

⒊①Ａ（原因）→Ｂ（結果）／Ｂ（結果）←Ａ（原因）

前後が「原因とその結果」「結論とその原因」の関係になる論理。

②Ａ（問題提起）→Ｂ（解答）

そして論理マーカーとは、その前後を上記３種類のいずれかの論理で結びつける語句の

ことを言います とも呼ばれている 。論理マーカーは、品詞として

は「接続詞」「副詞」「前置詞 句 」等があります。では具体的な論理とそこで用いら

れる頻出の論理マーカーを見ていくことにしましょう。

⒈前後を「逆 又は対照的 の関係」で結びつける論理マーカー。

以下にあげた語句によって結びつけられたＡとＢ 前半と後半 は、内容的に「逆 又は

対照的 の関係」になります。

① 「Ａ。しかしＢ」

Ｓ＋Ｖ～ Ｓ＋Ｖ… 「～だけれど、…だ」

Ｓ＋Ｖ～ Ｓ＋Ｖ…「～だけれど、…だ」

Ｓ＋Ｖ～ Ｓ＋Ｖ… 「～だけれど、…だ」
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② 「Ａ。しかしながらＢ」

「Ａ。にもかかわらずＢ」

「Ａ。それでもなおＢ」

「Ａ。それでもなおＢ」

「Ａ。にもかかわらずＢ」

「Ａ。にもかかわらずＢ」

③ 「Ａ。その一方（で）Ｂ」

「Ａ。その一方（で）Ｂ」

④ 「Ａ。これにもかかわらずＢ」

 のイコール表現に などがある。

⑤ Ｓ Ｖ～ Ｓ Ｖ…

「～という事実にも関わらす、…だ」

⑥ 「Ａとは逆に、Ｂ」

⑥ 「Ａ。それどころかＢ」

⑦ 「Ａ。対照的にＢ」

⑧ 「Ａ。対照的にＢ」

「昔のテレビ番組は楽しかった。しかしながら、今のＴＶはつまらない」

「私は、その料理はおいしいと思った。これに反して、妹はまずいと思ったようだ」

「野球は若者に人気がある。その一方で、相撲は人気がない」

「彼は裁判で無罪の判決を受けた。それでもなお、彼女は、彼は有罪だと言い張っ

た」

「彼はおとなしい女の子が好きだ。それとは対照的に、僕はにぎやかな女の子が好

きだ」

《注意事項》

⑴上記の中で ①の は接続詞 それ以外は全て副詞

なので、例えば空欄補充問題などで 空欄の 直後にカンマ があったら、そこ

に入れることはできない。

ただし、 だけは、文中・文末で、 カンマで区切られてたりして 用いら

れると、副詞になり、「しかしながら 」という意味になる。
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この 副詞の は、 と異なり、文頭に置くことはできない。

；

テッドは我々に話したがらなかった。でも結局は話してくれた

重要なことは、けれども、メモを２回以上読み返すことの大切さを理解す

ることです

⑵また はなんの脈絡もなく冒頭で用いられることはない。つまり

⒈第一パラグラフの冒頭に がきたり

⒉ Ｓ＋Ｖ～ Ｓ＋Ｖ…

Ｓ＋Ｖ Ｓ＋Ｖ… はＯＫ。

というような使われ方はしない。

⑶「それどころか」という は、直前の内容の程度を更に強めた

文を導くこともある。

「彼のことは好きじゃない。それどころか大嫌いだ」

⒉前後を「イコールの関係」で結びつける論理マーカー。

以下の語句によって結びつけられたＡとＢは「イコール関係」が成立します。

ＢはＡの内容の「具体例」や「言い換え」や「付け加え」であったりします。内容的

には両者は基本的に同じ［イコール］である点がポイントです。

⑴「Ａ 抽象 ＝Ｂ その具体例 」

① 「Ａ。たとえばＢのような」「ＢのようなＡ」

「Ａ。たとえばＢのような」「ＢのようなＡ」

② 「Ａ。たとえばＢ」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」
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「彼にはたくさんの長所がある。例えば、頭がいいし、性格も温和だ」

《注意事項》

⑴ も後ろにカンマ があったら使えない。逆に

は、通例カンマで区切って用いる。

⑵「たとえば」という は の略で 品詞的には間投詞。 動詞の

と異なり 直後がカンマなどで区切られる。ただ ～ で「ねえ、お

い、ちょっと」といった意味の呼びかけとして 口語で 用いられることもある。

⑵「Ａ＝Ｂ 言い換え 」

① 「Ａ。すなわちＢ」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

② 「Ａ。言い換えればＢ」

③ 「Ａ。要するにＢ」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

「半年前、すなわち今年の四月に彼は大学生になった」

「もう会いたくない。要するに君のこと嫌いなんだ」

⑶「Ａ＝Ｂ Ａの付け加え的内容 」

① ～ ～ 「Ａは～だ。Ｂもまた～だ」

～ ～

② 「Ａ。更に加えてＢ」
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「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

③ 「Ａに加えて、更にＢ」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

「私、夕食にごはん３杯食べちゃった。それに加えて おまけに 、デサ

ートも食べちゃった」

「優しさに加えて、彼は誠実さも兼ね備えている」

④ 「Ａは言うまでもなく、Ｂ」

⑷「Ａ＝Ｂ Ａと類似・同様の内容 」

「Ａ。同様にＢ」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

⑸その他

「Ａ。より正確にはＢ」

Ｂには、Ａのより正確な内容 言い換え がくる。

⒊前後を「原因 理由 と結果の関係」で結ひつける論理マーカー。

⑴「原因 ⇨ 結果」の関係

① 「Ａ。その結果Ｂ」 Ａ＝原因 理由

Ｂ＝結果
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② 「Ａ。それ故Ｂ」

「 〃 」

「 〃 」

「 〃 」

③ 「Ａ。その結果としてＢ」

④ … 「Ａ。こういうわけで…だ」

「Ａ。このような理由でＢ」

「 〃 」

⑤ ～ … 「～なので、 その結果 …だ」

～ … 「 〃 」

～ … 「～だ。それ故（だから）…だ」

⑥ … 「Ａの理由で、Ｓ＋Ｖ…だ」

「彼は宿題をしてこなかった。その結果、居残りをさせられた」

「今日は風邪気味だった。それ故学校を休んだ」

⑵「結果 ⇦ その原因（理由）」の関係

① ～ … 「～だ。というのは 原因は …だからだ」
結果 原因

～ … ｢ 〃 ｣

② ～ …

「～だ。その理由 の一つ は…だ」

「アメリカは殺人事件が多い。というのはアメリカは銃が多いからだ」

③Ａ Ｂ 「Ａ。なぜならＢ」
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彼のことで腹を立てても無駄だ。 だって なぜなら まだ子供なのだから

ほとんどの学生は 文頭の が論理マーカーだということを知らない。

要注意だ。

もちろん には「 通例文尾で 意図･予想･計画などに反して 結局」

「やはりとうとう」といった意味もある。

私は彼女が試験に落ちると思ったが結局は受かっ てよかっ た

ほう、やっと来てくれたね

⒋その他の頻出の論理マーカー。

⑴

①「Ａ。それよりはむしろＢ」 Ａ⇔Ｂ

「Ａ。それどころか ところが Ｂ」

ＡとＢは「逆 対照的 」の関係になる。

「都会の華やかさもいいが、それよりはむしろ個人的には田舎の静けさが好き

だ」

②「Ａ。その代わりにＢ」 Ａ⇔Ｂ

ＢはＡのまさに 代わり となる内容になる。ただ両者の関係は、対照的に

なることが多い。「 ＡをせずにＢ」という言い方もある。

「妹は、母の手伝いはしないで、代わりにテレビを見ていた」

⑵ 「Ａ。さもなければＢ」

Ａは条件。Ｂはそれに反した場合の結果。

「しっかり勉強しなさい。さもないと、お父さんみたいになっちゃうわよ」
前半の条件に反した場合の結果
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⑶

①「Ａだ。 ところが 実はＢだ」 Ａ⇔Ｂ

ＡとＢは「逆 対照的 」な内容になる。

「彼は金には困っていないと言った。ところが実は借金まみれだった」

②「Ａだ。それどころか実際Ｂだ」 Ａ＝Ｂ Ａの程度を更に強める内容

ＢはＡの程度をより強めた内容になる。

「彼女は気にしちゃいないよ。それどころか実際、喜んでいるんだよ」

実際の英文では②の用法で用いられることが多い。

⑷

①「Ａだ。それどころかＢだ」 Ａ＝Ｂ Ａの程度を更に強める内容

ＢはＡの程度をより強めた内容になる

「彼を尊敬なんかしちゃいない。それどころか軽蔑しているよ」

②「Ａだ。むしろその代わりＢだ」 Ａ⇔Ｂ

ＡとＢは「逆 対照的 」の関係になる。

「自分のことばかり話すのは良くないよ。むしろその代わり人の話をよ

く聞くようにすべきだ」

③ 「Ａだ。もっと正確に言えばＢ」 Ａ＝Ｂ
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ＡとＢは「イコール」の関係になる。

「僕は野球のことは詳しくない。もっと正確に言えば、ルールもろくに知ら

ないんだ」

⑸結論を導く論理マーカー

① 「結論として」

② 「いずれにせよ しても 」

③ 「要約すれば すると 」

これらの論理マーカーの後ろには、文字通り「結論」又は「主張の再提示」となる

内容がくる。
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演習問題

①以下の英文の空欄に入れるのに最も適当なものを選択肢から選べ。

□

⑴ ⑵ ⑶ ⑷

②次の文章の（ １ ）（ ２ ）に入れるのに最も適当な語句を、それぞれ下の選択肢か

らひとつずつ選べ。

（ １ ）

（ ２ ）

（ １ ）

⑴ ⑵ ⑶ ⑷

（ ２ ）

⑴ ⑵ ⑶ ⑷

③次の英文を読んで設問に答えよ。
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設問 本文のタイトルとして最も適切なものを、ア ～エ の中から一つ選びなさい。

⑴ ⑵

⑶ ⑷

④次の英文を読んで、後の問いに答えよ。
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設問 空欄 ～ に入れるのに最も適した語 句 をそれぞれ①～④から選べ。なお、

選択肢の単語は全て小文字にしてある。

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④

① ② ③ ④
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【解答＆解説】

①

【解答】⑶

【解説】空欄の前の英文は「今は外出するには遅すぎる」。空欄の後ろの英文は「雨が降

りだした」。空欄の後ろは、「遅すぎる」という外出しない方がいい根拠に対す

るつけ加え的な内容 更なる根拠 になっている。このような 論理 関係で前後を

結びつけることができるのは⑶ しかない。意味は「おまけに」。

⑴ は「にもかかわらず」という意味で、前後を逆の 論理 関係で

結びつける。

彼女の両親は反対した それでも彼女はボブと結婚した

⑵ は「少なくとも」という意味で、単独では論理マーカーとは言えな

い。 等とセットで という形で用いられることがあるが、その

場合は ワンセットで 「逆接」の論理マーカーということになる。

このカーペットは良くはなかったが、ともかく安かった

②

【解答】 ⑷ ⑴

【解説】

（ １ ）

まず選択肢を眺めると、⑴と⑵は副詞だけど⑶と⑷は接続詞だ。こんなふうに選択

肢の品詞が何種類かあった場合、入れるべき空欄の前後の「形」がまず第一のヒン

トになることが多い。今回もそう。 の前後をよく見てみると、

Ｓ＋Ｖ～ Ｓ＋Ｖ…

つまり が２つの「Ｓ＋Ｖ」を結びつけるような構造になっているのに気づ
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くはず。こんな構造を導けるのは「接続詞」しかない。答えは⑶か⑷のどちらか

だとわかる。

⑶Ｓ＋Ｖ～ Ｓ＋Ｖ… 「…しない限り、～だ」

⑷Ｓ ＋Ｖ～ Ｓ ＋Ｖ… 「Ｓ は～だ。その一方、Ｓ は…だ」

どう見ても の前後を結びつけるのにふさわしいのは⑷。 は、このよう

に前後を「逆 対比的 」の関係で結びつける。

「古代ローマ人は体の右側は良い側で、その一方、左側は邪悪な精神を宿して

いると信じていた」

（ ２ ）

こちらは選択肢全て副詞句なので「形」ではなく、「論理」で答えを導く。ただ

⑵ このことからはじめて は、ある特定の論理を導くというものではないので正解になる可能

性は低いと最初に見切っていい。⑴ このような理由で は、前後を「原因と結果」の関係で、

⑶ それにもかかわらず は前後を「逆 対比的 」の関係でそれぞれ結びつける論理マーカー。

⑷ あいにく､残念ながら は、不本意な 残念な 内容がその後にはくるだろう。

次に の前後の英文を読んでみる。

「しかし今日では、左利きは徐々に社会に受け入れられるようになって来てい

る。そしてある種のスポーツにおいては有利であるとさえみなされている」

「左利きの人は 仲間外れにされている という気分をもう味合わなくてもよく

なっている」

どうみても両者の関係は「原因と結果」の関係だ。つまり答えは⑴になる。

【全訳】

古代ローマ人は体の右側は良い側で、その一方、左側は邪悪な精神を宿していると信じ

ていた。古代ローマの「右」にあたる語 から現代英語の ができてお

り、これは 巧みな を意味する。一方、彼らの「左」にあたる語 は「邪悪な」

や「悪意のある」を意味する。このせいで、左利きに対して否定的な態度が生まれたのか

もしれない。
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しかし今日では、左利きは徐々に社会に受け入れられるようになって来ている。そして

ある種のスポーツにおいては有利であるとさえみなされている。このような理由で、左利き

の人は 仲間外れにされている という気分をもう味合わなくてもよくなっている」

③

【解答】⑶

【解説】まず第一パラグラフ第二文に という逆接語が含まれている。あるパラグ

ラフ内で第二文に逆接語が含まれている場合、その第二文に があ

ることが多い 〇〇ページを参照せよ 。

「しかしながら最近の調査によって、こういう俗説はかなり誇張されたものであり、

実はチョコレートはむしろ健康によいということが証明されている」

これが第一パラグラフであるので、この文は本文全体を貫く トピックセンテンス

となっていると類推できる。とするとこの時点で正解は⑶とわかってしまう。

⑴「チョコレートと癌」 ⑵「チョコレートと食習慣」

⑶「チョコレートと健康効果」 ⑷「チョコレートと体重増加」

一応その後の展開だが、第二～第四パラグラフが「第一に 」「第二に

」「最後に 」という、具体例の列挙を示す語句で始まっているとこ

ろから、これらはすべて、トピックセンテンスをサポートする具体例なのだろうと

わかる。

第五パラグラフは、「ココアとチョコレートの消費と我々の健康への影響について

このあとで述べますよ」と述べることにより、第六パラグラフ以降がその具体的影

響の列挙となるであろうことを暗示させている。実際第六～題十パラグラフは、予

想通り、ココア、チョコレートを摂取した場合の体への好影響の具体例となってい

る。

第六パラグラフ…カカオポリフェノールがガンやその他の重篤な病気を防ぐ可

能性がある

第七パラグラフ…カカオポリフェノールがストレスを防いだりストレスからの

回復を早めたりする
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第八パラグラフ…ポリフェノールを与えると、ストレスからよりうまく回復で

きる

第九パラグラフ…チョコレート特有の芳香が脳によい影響を与えアルファ波が

出る

第十パラグラフ…チョコレートのプラス効果は糖分によるもので、糖は集中力

を高める

最終段落の冒頭文が それ故、結果として という「主張の再提示」

を示す論理語句になっている。

「このようなわけで、研究者のひとりは、一日あたり消費する総カロリーを考えながら、

毎日の食事の中にチョコレートを取り入れてはどうかと勧めている」

実際これは研究者の言葉を借りてはいるが、要するに「チョコレートは体にいい

から毎日食べよう 」と、第一パラグラフ内容を繰り返している。

【全訳】

チョコレートを食べることは、しばしばにきびや体重の増加や虫歯など、健康への悪影響

を連想させる。しかしながら最近の調査によって、こういう俗説はかなり誇張されたもので

あり、実はチョコレートはむしろ健康によいということが証明されている。

まず第－に、２つの研究（１つはペンシルヴェニア医科大学によるもので、もう１つはア

メリカ海軍兵学校によるものである）によると、チョコレートはにきびとは何の関係もない

ということだ。また別の専門家も、にきびは食べものとは直接関係がないと言っている。

次に、チョコレートは虫歯の原因ではない。それどころか、チョコレートの原材料である

ココアバターは、歯をコーティングして歯垢ができるのを防いでくれるから、実は歯にはよ

いのだ。

最後に、チョコレートを食べすぎるともちろん体重は増えるであろうが、ある程度砂糖が

含まれる食べものなら、どんな食べものでも同じことになるだろう。そういうわけで、チョ

コレートと体重の増加を単純に結びつけることはできないのである。

専門家の研究報告を見ると、ココアとチョコレートの消費が私たちの健康にどのような影

響を及ぼしているかを、さらに知ることができる。

最も目覚ましい発見のひとつは、チョコレートに含まれるカカオポリフェノールがガンや
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その他の重篤な病気を防ぐ可能性があるというものだ。また、ストレスや花粉症などアレル

ギー症状に対する抵抗力も高めてくれる。日本食品分析センターで行われた調査によって、

チョコレートには緑茶や赤ワインよりも多くのポリフェノールが含まれていることがわかっ

た。

東京医科大学の武田弘志教授によるネズミを使った実験では、カカオポリフェノールがス

トレスを防いだり、ストレスからの回復を早めたりと、人間に作用することがわかっている。

実験では、ネズミはストレスの多い環境に置かれ、ポリフェノールを含むエサを与えられた。

まず初めに健康なネズミが２つのグループに分けられて、一方のグループはポリフェノール

入りのエサで飼育され、もう一方はポリフェノールの入っていないエサで飼育された。その

後で、ネズミは全部自由に動くことができない環境の中に閉じこめられた。その結果、ポリ

フェノールを与えられたネズミは、与えられなかったネズミに比べてあまりストレスの影響

を受けなかったことが証明されたのである。

さらに研究によって、ずっとストレスにさらされているネズミに何度かカカオポリフェノ

ールを与えると、ストレスからよりうまく回復できることがわかった。

また別の研究でも，チョコレート特有の芳香が脳によい影響を与え、その結果、脳がリラ

ックスした時に発生するというアルファ波が出ることが明らかになっている。

チョコレートのプラス効果は，間違いなく糖分によるもので、糖は集中力を高めると言わ

れる。糖の一つであるグルコースは脳の主要なエネルギー源だ。ある調査によると、グルコ

ースの効果を試す運転実験をしたところ、グルコースによってドライバーの集中力が高まっ

たという結果が出たそうだ。あるグループは砂糖入りのドリンクをもらい、またあるグルー

プは砂糖の入っていないドリンクをもらった。そして、彼らはそれを飲んだ後で、運転しな

ければならなかった。低速で運転していたときには何の違いも見られなかったが、高速運転

になると明らかな相違があった。砂糖入りドリンクを飲んだグループのほうが運転が上手だ

ったのだ。

このようなわけで、研究者のひとりは、一日あたり消費する総カロリーを考えながら、毎

日の食事の中にチョコレートを取り入れてはどうかと勧めている。
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④

【解答】 ⑴④ ⑵① ⑶④ ⑷④ ⑸② ⑹③ ⑺② ⑻④ ⑼① ⑽① ⑾② ⑿③

【解説】この問題も、⑾以外は全て論理マーカーについての知識を問う問題になって

いる。

⑴空欄直前の 原因 とはもちろん「アフリカの飢餓の原因」のこと。そし

て空欄直後に 干ばつ 、 人口過剰 とある。ここから

両者は「抽象的表現とその具体例」の関係になっていると見る。そんな関係で

前後を結びつけられるのは たとえば～のような のみ。

⑵直前文の

「関係機関の多くは、干ばつや人口過剰といった様々な原因を挙げている」

と直後の文である

「彼らは 食料援助や人口抑制のような解決策も提案している」

は、共に多くの関係機関のアフリカの飢餓問題に対しての見解。つまり両者は

並列関係にあると見る。そんな関係で前後を結びつけられるのは、 もまた

のみ。

それから論理を考える上で注意したいのは、 のように、論理マーカーが文

中に カンマなどではさまれて 挿入されてしまっている場合、必ず文頭に移動さ

せて、その前の文と（論理マーカーを含む文と）の論理を考えるようにすること。

…

↓

… …

↑ ↑

両英文を結びつけうる論理を考えてみる

⑶ ～ 逆接の論理マーカー Ｓ Ｖ… で「なるほど～がしかし…」

となる ページを参照せよ 。

⑷④が正解になる理由は、「それどころか」という は、直前の内

容の程度を更に強めた文を導くこともあるんだった 「論理マーカー」についての

ページを参照せよ 。本問の空欄前後はまさにそのような内容になっている。
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⑸ここは、第５パラグラフ冒頭の がヒントに

なっている。ちなみに … という表現は、具体例 理由 を列記する

際に用いる論理マーカーだった。

⑹①は文法的に入り得ない。その理由は は従位接続詞なので、２つの

Ｓ Ｖを結びつける。 を含む英文にはＳ Ｖは１つしかない。

次に前後の意味関係に注目してみると、（ ）をはさんで対比的な関係になって

いることに注目し、逆接の論理マーカーを選ぶ。

⇔

世界の全ての農家 本当に貧困な者たちだけ

⑺空欄をはさんで前後の関係は原因と結果の関係になっている。

「利益は一握りの （ ）「十分な食物が貧しい大多数の

金持ちの所に行く」 人達には作られてこなかった」

［原因］ ［結果］

前後をこのような論理で結びつけることができるのは その結果 のみ。

⑻まず空欄を含む文の全体構造に着目しよう。

…

Ｓ Ｖ Ｓ Ｖ

ここから、２つのＳ Ｖを結びつけることのできる品詞が求められていることに気づ

かなければならなかった。このような構造を作れるのは ～なので か

どんな仕方で～しても だが、文意に合うのは 。

⑼ で「ＡではなくてＢ」という意味になる。

⑽空欄直後の 人口過剰 は、直前の の言い換

え。このような関係で前後を結びつけることができるのは「即ち」という意味の

のみ。

⑾空欄直後に 主語の欠けた 「不完全な文」が続いている点に着目し、主格の関係代名

詞が入れる

このように関係代名詞の格は、後続の節内の欠けている格と一致する。

しかも先行詞は「人 」なので が正解になる。

また後半に ～ とあり、 は前後を等しい構造で結びつけ

るというルールからも答えは とわかる。
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{
～

～

～

も主格の関係代名詞になれるが、直前にカンマ や前置詞がある場合には、基

本的に使わないというルールがある。

⑿空欄直後には、そこまでの内容をまとめ、全体の結論を述べる内容がきている。そこ

から結論を提示する論理マーカーが入ると判断する。①②④はいくつかの項目を順番

に列挙する際に用いる論理マーカーだ。

【全訳】

毎日我々はアフリカにおける飢餓の問題について耳にする。関係機関の多くは、干ばつや

人口過剰といった様々な原因を挙げている。彼らはまた食料援助や人口抑制のような解決策

も提案している。

なるほど干ばつや人口過剰のような現実がアフリカにおける飢餓の問題をより悪化させて

いることは確かである。しかしながら、これらの現実はアフリカの飢饉の本当の原因ではな

い。その根源は貧困なのである。そして貧困それ自体に対してなんらかのことをして初めて

我々はアフリカの飢餓の問題を解決することができるのである。

私は干ばつや人口過剰の問題を無視しようと言っているのではない。むしろそれどころか、

それらの背後にあるものを知るために、それら 干ばつや人口過剰 について慎重に調査すべ

きだと私は思っている。

雨不足は世界中の農家にとっての問題である。しかし、それが原因で死ぬのは本当に貧困

な者たちのみなのである。ならばなぜアフリカ人はそんなにも貧しくなってしまったのだろ

うか 過去数百年間において、ヨーロッパの入植者達のせいで、農耕に最も適した土地は取

り上げられ、輸出用の換金作物が植えられてしまい、そしてその利益は少数の裕福な者達の

元へと行ってしまった。その結果として、大多数の貧しい者達のために生産される十分な食

料がなかったのである。そして干ばつによってひどい影響を受けるのは既に飢餓状態にある

これらの人々なのである。食料援助は原因ではなく、症状に対処するものであるので、唯一

の長期的なこの問題に対する解決策は、食料援助にではなくアフリカの農業の慣習を変える

ことにあると私は提案するのである。

さて、それでは関係当局が口にする二番目の問題、即ち人口過剰の問題について見てみよ

う。なるほど、アフリカの人口増加率は他のいかなる大陸よりも高い。しかしながら、アフ
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リカの農民にとってたくさんの子供を持つことは合理的なことなのである。というのは家族

で営む農場ではたくさんの労働者が必要であり、子供達の３人に１人は成人になるまでに死

んでしまうことを彼らは知っているからなのである。世界中で行われた調査によって、生活

水準を挙げるための最善の方法は、出生率を下げることだというのはわかっている。しかし

それは、出生率の低下が高い生活水準を生み出すということを意味するものではない。それ

故、アフリカの親達が、自分達の子供が生き延びることができると確信を持てたとき、そし

て自分達がちゃんとした稼ぎができると確信を持てたときに、彼らはそんなにたくさんの子

供を持つ必要がなくなるだろう。

結論として、アフリカにおける飢餓に関連して干ばつや人口過剰という言葉を我々が耳に

するとき、真の敵、即ち貧困というものを心に留めておくべきだと私は言いたいのだ。

論理マーカーについて、もっと演習を重ねたい人は、「山下りょうとくのホームペー

ジ」内の「頻出論理マーカーのまとめ」を読み込んで、更にこれについての理解を深

めよう。
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⒌実際の長文総合問題の解き方の手順

⒈基本的な手順。

長文総合問題を解く上で必ず実行してほしいのは、いきなり本文 問題文 を読み始めるの

ではなく、まず先に「注釈」や「設問」に目を通すことです。その理由は、それをするこ

とにより以下の３つのメリットが得られるからです。

①設問の種類がわかる。また アクセント問題や単語・熟語問題などのような 本文を読

まなくても正解が出せる設問がある場合には、先にそれを解いてしっておける。

②本文 問題文 の 物語・エッセイ・評論文といった 種類、更に「テーマ」「展開」

「登場人物」等についての予測が立てられる。

③設問の対応箇所を探すつもりで本文を読んでいくことができるので、本文中に設問と

の対応箇所が見つかった時点で解いてしまえる。つまり「読みながら解きながら」が

でき、解答時間の短縮につながる。

そして設問に目を通す際にはキーワード と思われる語句 に下線を引いておくといいでし

ょう。

設問が複雑、あるいは数が多い場合には、設問の要旨を余白にメモ書きするのもいい。

下線を引いたキーワードが本文 問題文 中に 集中的に 現れ出したら、そこが設問との対

応箇所である可能性が高いと判断できます。

キーワードとは、主要品詞、つまり「名詞」「動詞」「形容詞」「副詞」等。中でも最大

のキーワードは「名詞」です。

それから選択肢 を読むか読まないか については、以下が基準となります。

①短くて、しっかり目を通してもさして時間がかからないと判断できる場合には読んで

おく。

②内容が複雑な場合は、中身までこの時点で詳しく吟味せず、キーワードに下線を引く

だけにとどめる。

③設問に目を通した段階で、選択肢を見なくても本文 問題文 中の対応箇所を見つけ出

すのに十分な情報が手に入った場合は、 時間の無駄なので あえて選択肢まで目を通
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す必要はない。

そして設問の先読みからの本文 問題文 の「テーマ」の類推の仕方ですが、ピックアップ

したキーワード同士を大きな枠でとらえ直した時に浮かび上がってくる共通した特徴や概

念、あるいは連想されるものを考えてみるといいでしょう。それがその英文の「テーマ」

である可能性が高いのです。

⒉内容一致問題の解き方。

内容一致問題の解き方の手順は以下になります。

①選択肢はキーワードに下線を引くくらいにとどめる。

他の設問から本文の「テーマ」が予測できてしまった場合には、時間がなければ

この時点で選択肢は全く目を通さなくてもいいくらい。

②本文 問題文 をある程度 たとえば２パラグラフとか、 行とか自分で決めておく 読

んだところで、その時点の情報で解ける設問 あるいは消せる選択肢 がないか、選択

肢をチェックしてみる。この「２パラ 行・ 行… 読んでは選択肢のチェック」を

繰り返して解いていく。

③消去法で正解をあぶり出していく。

これは、内容一致問題以外でも言えること。本文 問題文 中に明確な正解の対応箇所

が見つからない場合には、確実に不正解だと分かる選択肢から消していくやり方 つま

り消去法 で正解をあぶり出していくといい。

④ これも内容一致問題以外でも言えることだが 、「最も」「唯一の」「必ず」「絶

対」「決して～ない」等の語（要する程度があまりに著しい語）が使われている選

択肢は×であることが多い。

｢絶対に｣ ｢すべての～｣ ｢いつも｣

｢唯一の～｣ ｢ほとんど～ない｣ ｢決して～ない｣

｢例外なく｣ ｢ ほとんど いつも｣

｢必ず｣ ｢間違いなく｣
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⒊その他の設問の解き方。

空欄穴埋め問題、タイトル選択問題、指示語説明問題など、その他の設問についての考

え方については、このあと 「実践演習」で 具体的に問題を解く中で説明をしていきま

す。

⒋本文 問題文 を読み進めていく手順。

さて設問の先読みがすんだら、次に本文 問題文 を読み進めていくわけですが、その際の

手順が以下になります。

⑴第一パラグラフと最終パラグラフだけは第一文 冒頭文 と最終文。それ以外のパラグ

ラフは第一文 冒頭文 のみをまず読む。

第一パラグラフと最終パラグラフについては、２～３行程度の短い構成のものな

ら、この時点で 冒頭と最終文のみと言わず 全部読んでしまってもいい。

⑵大文字の逆接語を含む英文、 … のようなトピックセンテンス

を暗示させるようなフレーズ ページを参照 を含む英文もあれば、そこも読んで

おく。

①大文字の逆接語を含む英文。
＋

② … など
のフレーズを含む文。

⑶ここまでをしたところで設問に目を通し、解ける設問、消せる選択肢がないかチェッ

クする。具体的に言うと「テーマ タイトル 選択問題」などはこれで解けてしまうこ
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とが結構ある。 内容一致問題などの それ以外の設問も、この段階で選択肢を限定で

きたり、場合によっては解けてしまうこともあったりする。

ただこの読み方は、全てのジャンルの英文に使えるわけではありません。評論文 論説文

では ％使えますが、小説 物語文 では使えません。

エッセイについては、パラグラフがあまりにも細かすぎるようなものには使えません（そ

うでない場合は使えることが多いですね）。

評論系長文問題の解き方の手順

⒈まずざっと本文に目を通し、「全読み」「部分読み」どちらで対処すべき問題なの

かをチェックする。

「全読み」タイプの英文とは以下の３種類。

①数多くの設問が本文中に分散されており、全ての設問を解こうと思ったら、

結局英文すべてに目を通さなければならないようなもの。

②パラグラフ 段落 があまりに細かく分かれすぎているような英文。

※パラグラフは一定のボリュームがあっても、設問とのからみ上、「全読み」

が要求されるような問題もある。

③小説・物語。 本文中に「人名」「セリフ」が多用されることが多い。

④会話長文。

⒉「部分読み」タイプの攻略の手順。

設問の読み解き方や本文の内容の類推の仕方などは「全読み」タイプにも適用可。

⑴注釈をチェックする。

⑵設問をチェックする。

①目的

⒈設問の種類やタイプを探る。

⒉本文の種類 「評論文」「説明文」「エッセイ」「小説・物語」 とテーマ
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を探る。

⑴評論文 論説文 …「テーマ」「主張」「サポート 具体例・論拠 」を

持つ文。選挙演説や 新聞の 社説もこれにあたる。

現代入試英文の約 ％はこのタイプ。

⑵説明文……………「主張」がない。ある事物 現象・人物など について

淡々と 時系列などに沿って 説明をする文。

⑶エッセイ………… 個人的な体験 見聞したこと について書きながら、

それについての筆者の思いを語る文。

⑷小説・物語………

⑸その他 会話文など

②キーワードのチェック

キーワードとは「名詞」「動詞」「形容詞」「副詞」といった主要品詞。中

でも名詞は最大のキーワード。「名詞は嘘をつかない」という原則がある。

名詞の中でも特に「数詞」と「固有名詞」は二重線を引いておく。

「数詞」「固有名詞」は、具体例に属する英文中に含まれることが多い。

つまり段落中盤部 ボリュームゾーン に現れることが多い。

③「テーマ」の探し方

⒈「テーマ」…抽象度が高い

「具体例」…抽象度が低い 裏を返せば「具体性が高い」。

⒉チェックしたキーワードを頭の中で並べてみた場合 抽象度を上げてみる に、

それを包括する概念が見えたら、それが本文のテーマである可能性が高い。

注釈をチェックする際にも、これをしてみるといい。

⒊大学受験で用いられる英文は、社会通念や世間一般の常識から逸脱するよ

うな「テーマ」のものはないと思っていい。

④各設問の解き方

⒈下線部和訳問題。

まずは下線部だけの情報で訳してみる。もしそれで訳せない場合は、下線

部の前後を膨らませて補足情報を手に入れる。

⒉空欄穴埋め問題。
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空欄穴埋め問題のタイプは以下の５種類。

⒜単語・イディオム問題 ⒟「形 構造 」がヒントになる問題

⒝文法・語法問題 ⒠文脈問題

⒞「論理」がヒントになる問題

⒞は、論理マーカーが選択肢となる設問と、空欄前後の論理 マーカ

ー をヒントに解くものの２タイプがある。

⒜や⒝は、本文の内容に関係なく解けてしまうので、このタイプは本文に

本格的取りかかる前に目を通し、解けるなら先に解いてしまうといい。

⒞は「論理マーカー」自体を問うものと、それをヒントとするものがある。

⒊下線部説明問題

⒜下線部が指示語やそれを含む語句であった場合。

パラフレーズや 解答の 対応箇所は、下線部の前後にあることが大半。

中でも下線部が などの指示語だったり、 名詞だっ

たりしたら直前でそれを指すものを探せばいい。

ただし の後にコロン があったときは、その はコロンの

後ろの内容を指していることもあるので注意。

：

このことは言っておこう。彼はまったく正直だ

「その理由を書け」というような設問の場合、下線部の後ろに解答

のカギがあることが多い ただし､そうでないこともあるので注意は必要 。

「それ それら 」という意味の が文 節 の主語になっている

場合、その は、直前の文 節 の主語を指していることが多

い ただし､そうでないこともあるので注意は必要 。

また 、 や、 の付いた名詞は、直前の

内容を抽象的に 一言で 言い換えたもの。したがって、その名詞の意味

がわからなかったら 問われていたら 、直前の内容をその名詞に当ては

めて はめ込んで 代入して 、文全体の訳 解答 をまとめてしまえばいい。
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代入して 正しいかどうかを 確認する作業は必ず行うこと。

直 前でその名詞が指しているであろう内容をそこにはめ込んで意味を取る｡

}
↓

…… 名詞

、 、 の付いた名詞は、 直前の内容を

抽象的に言い換えた表現のために 抽象度の高い難語 表現 であることが

多い。それだけにこの類推法を知っておくと、 語句の 知識だけで勝負

しようとするライバルに勝つスキルとなりうる。

⒝下線部が単語やイディオムなどだった場合、以下のの２つ可能性がある。

⑴単純な知識問題 このタイプは、本文を読む前に解けてしまう。

⑵文脈・論理問題 簡単な単語にあえて下線が引かれている場合、

その語の「意外な意味」「その文脈での特殊

比喩的 な意味」が問われていることが多い。

あるいは逆に 単語集にも載っていないような 難解な語に下

線が引かれている場合は、文脈からその意味

を類推させる設問だと見たらいい。

⒋内容一致問題。

⒜選択肢は事前に読まない 読んだとしてもキーワードに下線を引くくらい

にとどめる 。

⒝消去法で正解をあぶり出していく。

これは、内容一致問題以外でも言えること。本文 問題文 中に明確な正

解の対応箇所が見つからない場合には、確実に不正解だと分かる選択肢

から消していくやり方 つまり消去法 で正解をあぶり出していくといい。

⒞正解の選択肢と本文中の対応箇所は、内容的には一致するが、表現方法

は必ず異なる。これを「同一内容異表現の原則」と言う。

⒟ これも内容一致問題以外でも言えることだが 、「最も」「唯一の」
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「必ず」「絶対」「決してない」等の語(要する程度があまりに著しい

語)が使われている選択肢は×であることが多い。これを「極論不一致

の原則」と言う。

｢絶対に｣ ｢すべての～｣ ｢いつも｣

｢唯一の～｣ ｢ほとんど～ない｣ ｢決して～ない｣

｢間違いなく｣ ｢ ほとんど いつも｣ ｢いかなる｣

｢例外なく｣ ｢必ず｣

⒠ ○○段落の内容に一致する選択肢を選べといった ある段落限定の内容

一致問題は、その段落の冒頭文と最終文を読むと、正解が得られること

が多い。

⒌タイトル選択型問題。

タイトル選択型問題の選択肢は、先に全部読んでおいた方がいい。なぜな

ら間違っている選択肢も、部分的に本文の内容を語ってくれている可能性

が高いから。これは本文のテーマ予想に役立つ。

タイトル選択問題以外の設問の選択肢の先読みに関するアドバイス。

⒜選択肢が短い、又は読みやすい場合 日本語の場合も 読んでおく。

⒝選択肢が長い、構造が複雑な場合には、キーワードに下線を引くだけに

留める。

⒞設問だけで対応箇所を探す十分な情報が手に入った場合には、読まない。

⒍要約問題。

これについては、 ページを参照せよ。

⑶本文 問題文 のまずここを読め。

①第一パラグラフと最終パラグラフだけは第一文 冒頭文 と最終文。それ以外の
パラグラフは第一文 冒頭文 のみをまず読む。
⒈第一パラグラフと最終パラグラフについては、２～３行程度の短い構成のも
のならこの時点で 冒頭と最終文のみと言わず 全部読んでしまってもいい。

⒉第一文が情報として不完全だったり、曖昧だった場合は、その前後を読んで
不足している情報を補うのはかまわない。

②大文字の逆接語を含む英文、「私は思う」系のフレーズ …
など のような、トピックセンテンスを暗示させるようなフレー
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ズを含む英文もあれば、そこも読んでおく。

①大文字の逆接語を含 む英文。＋
② …
などのフレーズを含む英文。

冒頭文の後にすぐ設問が続いている場合には､ 情報的に連続している

可能性が高いので その設問は解いてしまった方がいい｡

③「 まず第一に 第二に …」といった論理マーカーは、具
体例 理由 を列記する際に用いる。こういったフレーズを含む箇所も、あら
かじめ、 あくまでザックリ 読んでおくのはかまわない。

④本文 問題文 が長い場合には、部分読みの途中でも、いったん 部分読みを

止めて、そこまでの情報で解ける設問を探してみるのもいい。

⑷それ 部分読み が終わったら。

①設問に目を通し、解ける設問、消せる選択肢がないかチェックする。

具体的に言うと「テーマ タイトル 選択問題」などはこれで解けてしまうこと

が結構ある。 内容一致問題などの それ以外の設問も、この段階で選択肢を限

定できたり、場合によっては解けてしまうこともあったりする。

②解けない設問については、この時点でもう一度キーワードを この時点では選

択肢も含め チェックし、本文中にそれを探し、対応箇所をあぶりだしていく。

③その結果、ある段落を全読みしなければならなくなった場合は、

⒈基本は「読みながら解きながら」。つまり設問の対応箇所が見つかった時

点で設問を解いてしまう。

⒉その段落を「分割読み」し、分割した所までで一旦読みを止め、そこまで

の情報で正解となる選択肢や消せる選択肢を探してみる。

のいずれかの手法で正解を導き出していく。
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⒊「全読み」タイプの設問へのアプローチ。

⑴基本は「読みながら解きながら」。

本文を読んでいく中で、設問の対応箇所が見つかった時点で その場で 解く。

つまり「読む」作業と、「解く」作業を同時進行で行っていく。

⑵「分割方式」で。

本文を複数分割し、その分割した箇所まで読んだところで、 一旦読みを止め
解ける設問、消せる選択肢がないかチェックをする。
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演習問題 以下の英文を読んで、設問に対する最も適当な答えを選択肢①～④から選べ。

・

－２１３－

ハイパー長文読解



－

①

②

③

④

①

②

③

④
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ＣＭＵ

①

②

③

④

①

②

③

④

ＣＭＵ

①

②

③ Ｍ＆Ｍ

④ Ｍ＆Ｍ

①

②

③

④

①

②

③

④
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①

②

③

④

日本大学

【解答＆解説】

【解答】 ④ ② ① ④ ② ① ③ ②

【解説】

⑴設問から得られるヒント。

まず設問の意味は以下の通り。

「本文によると、減量したければ…」

「欲しいものについて考えるということに対する世間一般の思い込みは何だった

か 」

「ＣＭＵ カーネギーメロン大学 の研究員達が発見したことは何か？」

「ケアリー・モアウェジは、この調査は…だろうと信じている」

「ＣＭＵ カーネギーメロン大学 の調査で想像された２つの行動は何か？」

「次のそれぞれの文のうち正しいのはどれか？」

「調査によると、習慣作用は…をもたらす」

「この記事の筆者が強調したいのは…」

ここから少なくとも以下のことがわかる。

効果的な減量法について言及され、更に何らかの調査がカーネギーメロン大学で行わ

れ、そこで何らかの発見があり、また 習慣作用 の何らかの効果がわか

った。

⑵パラグラフ冒頭文中心の先読み。

第一パラグラフ
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冒頭文「痩せたいと思うなら、好きな棒キャンディーを食べているところを想像すればよ

い」

最終文「この画期的な発見は、欲しいもののことを考えるとそれをもっと欲しくなり、も

っと食べたくなる、という世間一般の思い込みを変えることになる」

第二パラグラフ冒頭文

「カーネギーメロン大学の研究チームは、食べ物の摂取を何度も想像することが実際の飲

食に及ぼす影響を調査した」

第三パラグラフ冒頭文

「「これらの結果から、欲しい食べ物に対する欲求を低下させるために、その食べ物につ

いて考えることを制御してしまうのは根本的に間違った方法だとわかります」と、准教

授で本調査の筆頭研究者であるケアリー・モアウェッジは言う」

第三パラグラフ内に を含む英文があるのでここも読んでおきます。

「これらの発見は今後、健康に悪い食べ物や麻薬、たばこなどに対する欲求を低下させ

る方法を考え出すのに役立つと思います」

第四パラグラフ冒頭文

「今回の調査のために、研究チームは一連の実験を行った」

第五パラグラフ冒頭文

「この結果が によるものではなく、エムアンドエムを食べるのを想像した

ことが原因であることを確認するために、次の実験では想像の内容 コインを入れるこ

とや、エムアンドエムを食べること と、それを想像する回数が調整された」

第六パラグラフ冒頭文

「これらの実験によって明らかになったのは、食べ物の摂取の想像に続いて実際に食べる

量が減るのは、習慣作用、すなわちある食べ物をもっと食べたいという気が漸進的に低

下することによる、というものである」

第七パラグラフ

冒頭文「「習慣作用とは、我々がどの程度食べ物や商品を消費し、それをいつやめ、別の

食べ物や商品の消費にいつ切り替えるかを決める基礎的なプロセスです」と研究

員は言う」

最終文「想像と体験の差は、以前に考えられていたよりももっと小さいのかもしれませ
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ん」

⑶設問の解法。

まずこの時点で、第一パラグラフの情報から、 の正解は④ 好きなものを食べることに

ついて考える 、 の正解は② 欲しいもののことを考えるともっと欲しくなる とわかっ

てしまう。

そして第三パラグラフの情報から、 の正解は① 食欲を低下させるために食べ物につい

て考えることを避けるのは間違いだ 、 の正解は④ 人々が体に良くないものを食べる

のを減らすのに役立つ方法を教える とわかってしまう。

更に第一、第三、第六パラグラフの情報から、 の正解は① ある食べ物を食べている

ところを想像すれば、その食べ物の摂取は減る とわかってしまう。

また第六パラグラフの情報から の正解は③ 食べ物に対する欲求のゆるやかな減少 と

わかってしまう。

また第七パラグラフの情報から、［ の正解は② 想像と体験の密接な関係 とわかってし

まう。

ちなみに③で使われている は「ＡがＢに対して与える影響」

という意味。

どうでしょうか。この手順によって、本格的な本文 問題文 の読解を始める前の段階で

以外の全ての設問の正解が出てしまいました。あとは の対応箇所となっているであ

ろう第四パラグラフを読んで、その答えを出せばいいだけです。

つまり残った設問もピンポイントで対応箇所 パラグラフ のみに目を通す作業をする

だけで、他は読む必要はない。

そうすれば正解は② キャンディーを食べることと洗濯機にコインを入れること とわかり

ます。

【全訳】

痩せたいと思うなら、好きな棒キャンディーを食べているところを想像すればよい。むし

ろ、キャンディーを最後の一口までむさぼり食べているところまで想像しよう。カーネギー

メロン大学の研究者達による新たな研究では、ある食べ物を食べているところを想像すると、

その食べ物の実際の摂取量が減るという。この画期的な発見は、欲しいもののことを考え
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るとそれをもっと欲しくなり、もっと食べたくなる、という世間一般の思い込みを変えるこ

とになる。

カーネギーメロン大学の研究チームは、食べ物の摂取を何度も想像することが実際の飲食

に及ぼす影響を調査した。チームは、ある食べ物の摂取を単に想像することでも、それに対

する食欲が低下することを発見したのだった。

「これらの結果から、欲しい食べ物に対する欲求を低下させるために、その食べ物につい

て考えることを制御してしまうのは根本的に間違った方法だとわかります」と、准教授で本

調査の筆頭研究者であるケアリー・モアウェッジは言う。「逆にエムアンドエム 小さいチ

ョコレートキャンディー や固形チーズといった小型の食べ物を食べるのを何度も思い浮か

べた人の方が、また別の同じように楽しいことをやった人よりも食べる量があとで減ったこ

とが、我々の調査でわかりました。これらの発見は今後、健康に悪い食べ物や麻薬、たばこ

などに対する欲求を低下させる方法を考え出すのに役立つと思います。また皆さんが健康に

よりよい食べ物をどう選ぶのかについて我々が知るのにも役立つでしょう」

今回の調査のために、研究チームは一連の実験を行った。その実験とは、食べ物の摂取を

精神的に刺激すれば、あとで実際にそれを食べる量が減るか否かを調べる、というものであ

る。最初の実験では、参加者は一度に１つ、合計 回繰り返し行う動作を思い浮かべた。対

照グループは、 枚のコインを洗濯機に入れる動作を思い浮かべた。別のグループは、 枚

のコインを洗濯機に入れてエムアンドエムを３個食べる動作を、対して第３のグループは、

３枚のコインを洗濯機に入れ、エムアンドエムを 個食べる動作を思い浮かべた。次に、参

加者全員は、エムアンドエムが満杯入ったボウルから好きなだけ食べた。エムアンドエムを

個食べる動作を思い浮かべたグループは、他の２つのグループよりも実際に食べる量が明

らかに少なかった。

この結果が対照課題 ＝コインを洗濯機に入れること によるものではなく、エムアンドエ

ムを食べるのを想像したことが原因であることを確認するために、次の実験では想像の内容

コインを入れることや、エムアンドエムを食べること と、それを想像する回数を調整し

た。やはり、 個のエムアンドエムを食べている姿を思い浮かべた参加者たちが、あとで

それを食べる量が他のグループの参加者よりも少ないという結果が出た。

これらの実験によって明らかになったのは、食べ物の摂取の想像に続いて実際に食べる量

が減るのは、習慣作用、すなわち、ある食べ物をもっと食べたいという気が漸進的に低下す

ることによる、というものである。明確に言うと、ある食べ物の摂取を想像するだけで実際

にそれを食べる量が減るということがこれらの実験で証明されたのである。単にその食べ物

－２１９－

ハイパー長文読解



のことを何度も考えたり別の食べ物を食べているところを想像したりするだけでは、参加者

が与えられたものを実際に食べる量はさほど影響を受けなかった。

「習慣作用とは、我々がどの程度食べ物や商品を消費し、それをいつやめ、別の食べ物や

商品の消費にいつ切り替えるかを決める基礎的なプロセスです」と研究員は言う。「習慣作

用は、見る、嗅ぐ、聞く、触れるといった知覚による感覚的情報によって支配されるだけで

なく、あるものを消費する体験を心の内にいかに思い描くかによっても決まるということが、

我々の調査結果からわかります。ある程度ではありますが、単に想像するだけでも実際に食

べることの代わりにはなります。想像と体験の差は、以前に考えられていたよりももっと小

さいのかもしれません」

－２２０－
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第三章

読解で役立つその他のルール

「『その他のルール』とはいえ、これらをマスターすれば

未知の単語の意味の類推力・読解力・英文和訳力に更に

磨きがかかること請け合いです。キラリと光る上手い和

訳の作り方を、 項目に渡って紹介していきます。

－２２１－
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⒈品詞編

⒈「一般の人」を表す の対処法。

「一般の人」を表す が文中に現れた場合の対処法は２通りあります。

①「我々・私達」「人」「自ら・自分」などと訳す。

人は自らの義務を果たさなければならない

人は生まれつき悪人なのではない

②訳さない。

土地を耕さなければ、よい作物は得られない

都会では道に迷いやすい

実際の英文の訳出ではどちらが多いかというと、「訳さない」方がすっきりとしたいい

訳になることが多いのです。

なお、噂とか限定された地域に用いられる は、どんな場合でも訳出しません。

ジェニーは結婚するといううわさだ

カナダでは何語を話すのですか

この地方では小麦を作ります

また は「 店・事務所・学校などの特に明示されない 関係者（たち）」の意味で

用いられることがありますが、この場合も普通訳出しません。

あの店ではよいシャツを売っている

ときに「世間 の人々 」「当局」という意味で訳出することもあります。

世間の人がなんと言おうと、私はそれをやりとげます

－２２２－
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新聞によれば当局はその政治家を昨夜逮捕したそうだ

⒉文修飾の副詞のうまい対処法。

下の英文、一見訳しづらいですね。その原因は 明らかに 、 理

にかなって という副詞です。

① 企てる 陰謀

②

このように、文頭で主節とはカンマで区切られた副詞（①）や、修飾している語句が一

見よくわからないような副詞（②）は、文全体にかかっているのではないか、と判断す

るのです。そして、これらの副詞のうまい訳出法は、それを形容詞化し文全体を仮主

語構文にしてしまうことです。上例の英文も、以下のように書き換えると訳しやすくな

ります。

① → ～
形

② →
形

このように書き換えれば①は「彼がその陰謀を企てた人たちのうちの一人だというこ

とは明らかだった」、②は「ジムが彼らの申し出を断ったのも無理はない もっとも

だ 」となり、先程より格段に日本語にしやすく、またらしくなりますね。

他にもいくつか例をあげておきましょう。

→ 彼が解雇されたのは当然だ

→ 君が間違っているのは明白だ

－２２３－
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→

彼らが時間通り着いたのは運がよかった

⒊名詞にかかる形容詞をうまく訳せないときの対処法。

⑴主語と述語の関係で言い換える。

以下の英文、直訳ではなかなかうまい日本語になりません。

問題は「 」。「成長している意識」「高まっている意識」では日

本語になりません。このような和訳しづらい「形容詞 分詞 名詞」をうまく処理する

テクニックは、「形容詞 分詞 名詞」の部分を 動詞を加えて 「主語と述語」の形で書き

直してしまうことです。たとえば、 親切な女の子 は その

女の子は親切だ と書き換えられます。

⇨
形 名 主 述

同じ要領で上の問題文も

主 ↑ 述

と書き直せば「地球温暖化に対して何かすべきだという意識が高まって きて いる」

とカンタンに訳せてしまいます。

⑵品詞を転換させる。

簡単な例を１つあげてみましょう

－２２４－
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「全ての話」では意味がよく分かりません。この場合、名詞の の方を形容詞的

に、形容詞の の方を名詞的に訳してみるといいのです。すると「話の全て 一

部始終 」とうまく訳せます。

⒋「Ｓ＝原因」「Ｏ＝結果」の関係になる動詞達。

「～を引き起こす」型の動詞、 主語が「物・事」だった場合の

～について説明する や ～に寄与する 意味する

～に対して責任がある 等は、「Ｓ＝原因」「Ｏ＝ 結果」と

いう意味関係 にな ることが多く、「Ｓが原因となって結果としてＯが生じる」と訳せる

ことが多いのです。

「～を引き起こす」型の動詞には

等がある。

「～を引き起こす」型

Ｓ Ｏ

原因 結果

Ｖ

上であげた動詞を用いた例をいくつか紹介しておきましょう。すべてＳとＯは「原因

と結果」の意味関係になっているのがわかるはずです。

その台風はその地域に多大な損害をもたらした
原因 結果

働き過ぎはしばしば病気をもたらす
原因 結果

－２２５－
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食べ過ぎは肥満の問題をもたらす
原因 結果

彼が欠席した訳はそれでわかった
結果 原因

彼の失敗の大部分は性格を見れば分かる
結果 原因

塩分の摂りすぎは高血圧をひき起すことがある
原因 結果

あの雲だと雨になる
原因 結果

ただし、 の場合「Ｓ＝Ｏ」の意味関係になることもある。

‘ ’ ‘ ’

日本語の「犬」は英語では の意味である

上の英文では確かに「犬 ＝ 」の関係になっている。

あの地すべり事故は多くの不幸を生んだ
原因 結果

その計画は経済的混乱を生み出した
原因 結果

「原因と結果」の関係になる他の構文に ＡはＢに対して責任が

ある があります。「Ａ＝原因」「Ｂ＝結果」の関係になります。

誰がこの失態に対して責任があるのか

原因 結果
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⒌ のうまい訳出法。

を「Ａに依存している 頼っている 」と

訳すことについては知っている受験生も多いのですが、それだけでは長文ではうまい日本

語にならないことが多いのです。つまり以下のような訳し方をすべき

があります。

「Ａに左右される」

「Ａにかかっている」

「Ａによる」

「Ａで決まる」

「Ａ次第だ」

天気 それは天気次第だと思う

供給 需要

価格は需要と供給に左右される

試験

試験での成功は君がどれくらい一生懸命勉強するかにかかっている

文章によって訳し方を使い分けると、よりこなれた日本語訳を作ることができるようにな

ります。

更に の応用形として以下のような語法もおさえておきたいですね。

① 原形 ～ Ａが～するのをあてにする

ボクは君が時間を守ってくれると当てにしている

② Ｓ＋Ｖ～ ～することをあてにする  は仮目的語｡ が真目的語｡

＝

ティムは私が約束したことをすると当てにしている

－２２７－
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③ ＢのことでＡに頼る をあてにする

我々は事件の進展に関する情報をインターネットに頼っている

④ それは情況次第さ、時と場合によるね  が

の後に省略されている｡

⒍ のついた名詞について。

下の英文を訳せますか。

たった１つだけ難解な単語が含まれています。それは 。しかしこの単語、

たとえその意味を知らなくても、直前についた を手がかりに読み解くことが可能

なのです。それは がついた名詞は、直前の内容

を一言で 抽象的に 言い換えたものだからです。その名詞の意味がわからなかったら、

直前の内容をその名詞に当てはめて はめこんで 文全体の訳をまとめてしまえばいいの

です。

直前でその名詞が指しているであろう内容をそこにはめ込んで意味を取る｡

}
↓

…… 名詞

たとえば上の英文も、 部分に直前の内容を当てはめてしまえばいい。つま

り「テッドが無断で奥さんの買い物をキャンセルしてしまったことが夫婦喧嘩の原因だ

った」と訳せば、 を「無茶、無謀」という意味だとわからなくても問題な

く訳せてしまいます。もう一例みてみましょう。

－２２８－
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この英文の のついた 前提 は確かに難解な単語ですが、 がついて

いるので、直前の内容をそこに当てはめて訳をまとめてしまえばいい。すると「勤勉 一

生懸命働くこと が常に最善の結果をもたらしてくれるということが必ずしもあてはまら

ない」と、なんとかなってしまいます。ちなみに は「あてはまる」という熟

語ですが、この英文がＳＶＣなので を 動詞で置き換えてしまえばいい。つまり

～ 常に正しいというわけではない と読み解けばいいのです

 を参照せよ。

なお問題文全体の訳は「日本では勤勉 一生懸命働くこと が常に最善の結果をもたらし

てくれると言われてきた。しかし、今日のハイテク社会ではこの前提が必ずしも成り立

つとは限らない」。

－２２９－
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⒉構文編

⒈比較で大切なこと。

⑴省かれた部分を補って訳す。

原級比較や比較級において 以下、 ～ の後半の 以下が省かれてし

まっていることがあります。理由は、 それについては既に述べられていたり、また社

会的常識であるという理由で 分かりきっているからなのですが、和訳の際には、その

省かれている 以下、 以下がなんなのかを たとえ実際には和訳に出さないと

しても 意識して訳すことが大切です。

上の英文の場合、「祖父は今朝は、ずっと具合が良くなりました」と訳せます。この内

容から「昨日 昨夜 よりも 」 あたりが省かれているので

はないか、と類推するのです。

特に否定の原級比較・比較級で 以下、 以下が省かれた場合の対処法については

については を参照してください。

⑵強調の ～ 。

「 ～ 」の「Ａ」の部分に「時」「数」「量」「程度」などを表す語句があ

った場合、 ～ は、「同じくらい」という意味ではなく、その「時」「数」

「量」「程度」がいかに「多い 少ない 」「早い 遅い 」「はなはだしい」のかを強調

する意味で使われていることが多いのです。いくつかその例をあげてみましょう。

① 時･時代等 早くもＡには

その科学者は早くも１５世紀にそれを発見していた

② 時･時代等 Ａになってもまだ

残っていた

その習慣は１９世紀になってもまだ残っていた

－２３０－
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③ 時･時代等 ついＡのことだ

メキシコでその地震が起きたのはつい去年のことだ

④ 数･量･金額 Ａほどもたくさん

彼はコミック本を 冊も持っている

財布

彼は財布の中に ドルも持っている

⑶ に関する注意事項。

の後の倒置や代動詞に注意しましょう。

① や の後の倒置。

Ｓが長すぎる場合 あるいは比較の対象を明確にしようして に、以下のようにＳと

Ｖがひっくりかえる倒置が起きることがあります。

⒜～

⒝ ～

②比較構文等に使われる代動詞の種類と選び方。

⒜ 以下に があったら

 その は、 の 左側の完了形 を含む箇所 の代わりと判断。

⒝ 以下に 動詞 があったら

 その 動詞は、 の 左側の 動詞 を含む箇所 の代わりと判断。

⒞ 以下に があったら

 その は、 の 左側のその他すべての動詞 を含む箇所 の代わ

りと判断。

 は直前の
Ｖ Ｓ の代用と見る｡

→
Ｓ Ｖ

－２３１－
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⑷関係代名詞的に用いられる 先行詞に比較級がついている場合に用いられる 。

関係代名詞として使われているかどうかの見極めはカンタンで、 の後ろに「Ｓ

主語 」「Ｏ 目的語 」「Ｃ 補語 」のどれか一つが欠けた、いわゆる「不完全な

文」が続いていたら、その は関係代名詞。関係代名詞だとわかれば、比較級が

前についている名詞 つまり先行詞 に 以下をかけて訳したらいいでしょう。和

訳は否定的な訳し方がピッタリはまることが多いですね。

↑

ビルは自分にとって健康に良い以上にたくさん食べる

⇨ ビルは体によくないほどたくさん食べる

 は という名詞を先行詞にとる主格の関係代名詞と見ることができる｡

↑

宇宙は誰もが数えられるよりもっと多くの星々からできている

⇨ 宇宙は数えきれないほど多くの星からできている

 は それ以上に多くの星 を先行詞にとる､目的格の関係代名詞と見ることができる｡

⑸ を用いたセット表現。

① いつもより

② 昔 のＡ より、ほど

③ 実際 のＡ より、ほど

④ 見た目より、ほど

⑤ Ａ以外の

ロミオ以外のどんな男とでも結婚していい

－２３２－
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⒉形式目的語 仮目的語 構文。

目的語が長すぎるような場合に、本来目的語を置く位置に、仮の目的語 仮目的語、又は

形式目的語 、 を置いて、本当の目的語 真目的語 を節の後半に持ってくるという、

いわゆる形式目的語 仮目的語 構文というものがあります。その３大代表選手が以下の

３つです。

①「 名 形･分･名 ＯはＣだと思う みなす 」

{
原形 ～

⇨ 形･分･名 ～ ～するのはＣだと思う みなす

Ｃ 節等

その政治家は、そんなことを人前で言うのは失礼だと思った

②「 名 形･分･名 ＯをＣにする」

{
原形 ～

⇨ 形･分･名 ～ ～するのをＣにする

Ｃ 節等  の場合､ に入る分詞は､過去分詞のみ｡

そのコンピュータシステムのおかげで業務がより容易になるだろう

③「 名 形･分･名 ＯはＣだと思う 分かる 」

{
原形 ～

⇨ 形･分･名 ～ ～するのをＣだと思う 分かる

Ｃ 節等

その嵐の中をベースキャンプに戻るのは大変苦労だった

更にこの形式目的語構文には慣用的なものもあり、それらは文法・作文問題で頻出です。

以下のものはしっかり覚えましょう。

特に⑴～⑷は頻出。

－２３３－
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⑴ Ｓ＋Ｖ～ ～するよう取り計らう、気をつける

私はそんなまちがいが二度と起こらないように気をつけよう

⑵ Ｓ＋Ｖ～ ～するのを当然とみなす

私は親友が同意するのは当たり前だと思った

⑶ 原形 ～ ～するのを習慣にする

私は朝食前に散歩することにしている

⑷ Ｓ Ｖ～ ～する した のはＡのおかげだ

原形 ～ Ａに対して～する義務を負っている

君が名誉を回復できたのは友人たちのおかげです

我々は社会に対してこの国をよりよい所にする義務がある

⑸ Ｓ＋Ｖ～ ～だと言う

うわさでは彼女は若いころ女優だったそうだ

⑹ Ｓ＋Ｖ～ ～するということを当てにする

君は両親が財政的な援助をしてくれるのを当てにすべきでない
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⑺ Ｓ＋Ｖ～ ～だと思う

私は彼女が犯人だと思う

これらは、目的語が長すぎるからというよりは、直接後ろに節等を目的語を

とることができないので、仮の目的語 を立てて、その後に本当の目的語

を置いたというものが多い。

⒊否定の落とし穴。

⑴否定語を含まない否定表現に注意。

以下は、どこにも否定語 等 がついていないので、知らないと意味をとりま

ちがえてしまいかねません。頻出の表現ばかりなのでしっかり覚えましょう。

① ～ 全く～ない

その男は全く紳士なんかではなかった

② ～ 全く～ない

彼女はその結果には全く満足していない

③ ～ ～がない

その計画には全く危険がない

《｢ 全く ではない｣と｢ がない｣の見分け方》

⒈ は「Ａから遠い」という意味から転じて「Ａからはほど遠い →

全くＡではない」という否定の意味を表す。 の後には「名詞 の仲

間 」以外に「形容詞 分詞 」もこれる。

彼は全く幸せではない
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⒉ の後には「嫌なもの、あってほしくないもの」 具体的には｢不安･苦痛･心配な

ど｣ を表す名詞が入る。

彼女の作文には間違いがない

上の英文の の後ろの だが、確かに 作文 にとって

間違い は「あってほしくないもの」だ。

④ 等 原形 ～ 関係詞節～ 決して～ない

ジェームズは決して君を裏切りはしない

そこでトムに会うなんて全く予想外だった

⑤ 原形 ～ ⒈～しない ⒉～できない

彼女は現われなかった

その理由が僕には分からない

⑥ ～ ～を超越している

～

彼のしたことは私の理解を超越している 越えている

⇨ 彼のやったことは理解できない
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彼女は嘘をつくような次元を超越している

⇨ 彼女は決して嘘をつくような人ではない

 ～の元々の意味は｢～を超越している｣｡そこから｢～の力が及ばない｣､ ｢ 非難･賞賛等 を超越している｣

という意味が出てきた｡ ～で書き換えられる｡

信じられない

ありえない

疑いもない、確実だ

言葉にできない、筆舌にしがたい

比較できない ほどいい

絶望的で

⑦ 原形 ～ ～するほどバカではない

俺は飲酒運転をするほど馬鹿じゃないよ

⑧ 原形 ～ いまだ～していない

原形 ～

その仕事はほとんど完成したが、まだ２、３しなければならないことがある

彼はまだ真実を聞いていない

⑵修辞疑問に注意。

形は疑問文なのに、内容は疑問文ではないという英文があります。これを修辞疑問と言

います。漢文でいうところの 反語表現 のことです。

「やつが負けるなんてことがあるだろうか いやない 」

上記の日本語も、形は 肯定の 疑問文ですが、意味的には否定文です。英語にもこのよ

うな表現があります。

この世界がどうなるかなんて誰が知っていようか いや誰も知らない
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この英文は以下のような否定文で書き換えられます。

修辞疑問については、例文をたくさん見ることでなれるのが一番。そこで以下に修辞

疑問の例をあげてました。

彼に助けを求めて何の役に立つだろうか いや何の役にも立ちはしない

→ 彼に助けを求めても無駄だ

どうしたらあなたに感謝の気持ちを表せるだろう いやできない

→お礼の申し上げようもありません

誰がそんなゴシップを信じるだろうか いや誰も信じない

彼の献身的行為を忘れることができようか いやできない

それは重要だろうか いや重要ではない

→ そんなことかまうもんか

ただ、単なる疑問文という場合もありえます。これは、先程の「やつが負けるなんてこ

とがあるだろうか」という日本文もそうですね。単なる疑問文なのか修辞疑問なのか

は前後の文脈次第となります。
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⑶二重否定の構文に注意。

数学で「マイナス×マイナス＝プラス」になるように、英語でも二重の否定は、 強い

肯定になります。代表的な二重否定の構文を以下にあげてみました。

① 原形 ～ … 「～すれば必ず…する」

彼らは会えばいつも喧嘩する

② 原形 ～ 「必ず～する」 習慣的行為

原形 ～ 「必ずと言っていいほど～する」

彼は必ず朝食前に散歩する

③ 原形 ～ 「必ず～する」 一回限りの行為

学校に行くときに、必ずこの手紙をポストに入れてくれ

⑷部分否定に注意。

部分否定とは「～というわけではない」と訳すもののことですが、どういう場合にこれ

が起きるかということがわかっていれば、部分否定の表現をすべて暗記する必要はあり

ません。では、それはどういう場合かというと、「例外がない 例外を認めない ような

形容詞・副詞 ｢すべて｣｢完全に｣｢いつも｣｢必ず｣等 に がついたとき」に起きる（つまりその場合

に「～というわけではない」という意味がつけ加わる）のです。

⑴ 「全て～というわけではない」

⑵ 「 〃 」

⑶ 「両方～というわけではない」 ちなみに｢両方 とも ～ない｣は ｡
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⑷ 「いつも～というわけではない」

⑸ 「必ずしも～というわけではない」

⑹ 「まったく～というわけではない」

⑺ 「 〃 」

⑻ 「 〃 」

⑼ 「 〃 」

その他 ｢完全に｣ ｢正確に｣ ｢それぞれの｣

｢全体の｣ ｢完全に｣ ｢たいてい｣

全てのヘビをこわがる必要はない。全てのヘビが毒があるというわけではない

私は彼の両親とも知っているわけではないが、実際、父親の方は知っている

⒋ 節のない仮定法に注意。

この英文、 節が見当たりませんが、助動詞の過去形を使っている点から、仮定法では

ないかと判断できます もちろん には｢過去の習慣｣や｢過去の意志｣を表す用法もあるが､そう考えて訳しても意味不明になってしまう 。

この英文は、主語になっている名詞 が、 節の代わりをしているので

す。つまりこの英文の直訳は「親友が君にそんなことを言いはしないだろう」ですが、

これは「もし彼 彼女 が親友であるなら、君にそんなことを言いはしないだろう」と表

現し直すことが可能です。

したがって英文中において、 節は見当たらないないが

①現在の内容を述べている中に、突然「助動詞の過去形 Ｖ 原形 ～」が現れた

②過去の内容を述べている中に、突然「助動詞の過去形 ～」が現れた

ら、仮定法ではと判断し、 節にあたる内容が、文中のどこかにもぐり込んでいると考

えてみることです。そして、 節の代用をしていると思われる語句を見つけたら、それ
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を和訳の際には 節のように訳出するといい訳になります。

以下に 節以外の語句が、 節の代わりをしている様々な例をあげてみましょう。

⑴「名詞」が 節の代用をしている例。

とてもそこは静かだったので、ピンが一本落ちても でも落ちたら 聞こえたかも

しれないくらいだった

⑵「副詞」の が 節の代用をしている例。

スミス氏は大変な金持ちだ。さもなければそんな高価な車を買えないだろう

⑶「不定詞」が 節の代用をしている例。

もし彼が話すのを聞けば、君はひょっとしたら彼を我々のリーダーと思うかもし

れない

不定詞が「もし～なら」と、条件 仮定 の意味を表す場合の見極めは、主節に助

動詞の過去形や推量の助動詞 等 が使われているということ 別の言

い方をすれば「強制力の弱い助動詞」と言ってもいい。

を参照せよ 。

⑷「前置詞＋名詞」が 節の代用をしている例。

もし私の立場なら、あなたはどうするだろうか

もう少し注意していたら、君はこんなばかな間違いはしなかったろうに

⑸「 比較級の付いた 名詞句＋ Ｓ＋Ｖ 仮定法 ～」の名詞 句 部分が 節の代用をして

いる例。
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もしあと２、３歩歩いていたら、彼は木の根につまずいていたことだろう

 は省略され｢名詞 ～｣という形になることもある｡

⒌「理由」「条件」を表す意外な接続詞。

⑴「理由」を表す意外な接続詞。

① Ｓ Ｖ～ 「というのは～だからだ」

ちょうど 時だった。というのは なぜなら 私はその時時報を耳にしたからだ

② Ｓ Ｖ～ 「 今はもう ～だから」

みんな集まったから出発できるぞ

③ Ｓ Ｖ～ 「～だから」

非難する

それについて彼は知らなかったのだから、誰も彼を非難することはできない

④ Ｓ Ｖ～「～という理由で、～なので」

私のおいは経験がなかったという理由で許された  ｢根拠｣

⑤ Ｓ Ｖ～ 「～という点において、～だから」

人は話せるという点で、他の動物とは違う

⑵「条件」を表す意外な接続詞。

① Ｓ Ｖ～ 「もし～の場合に 備えて 」
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もし私が遅れたら、待っていないで昼御飯を始めて下さい

雨が降る場合に備えて傘を持って行きなさい

② Ｓ Ｖ～ 「もし～なら」

あなたの母さんが私達が一緒にいるのを見たら、なんて言うでしょう

③ Ｓ Ｖ～ 「もし～なら」

もし君が正しいなら、私は前言を撤回して謝罪するつもりだ

④ Ｓ Ｖ～ 「もし～なら」

時までに帰宅するのなら出かけてもよい

⑤ Ｓ Ｖ～ 「～でない限り」

もっと速く歩かない限り、始発列車に乗り遅れますよ

⑥ Ｓ Ｖ～ 「もし～なら」

もしあなたが僕の申し出を受け入れてくれるなら、君のためになんでもします

⑴｢ ～｣や､｢ ～｣という形はない｡

⑵｢ ～｣は命令文なので､基本的に文頭で用いる｡

⑶｢ ｣｢ ｣以外は仮定法で使うことはない｡
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⒊その他

⒈「 ＋名詞＋ 」の形で１つの形容詞の働きをするもの。

① a number of A / numbers of A:多くのＡ =many A

=a crowd of A / crowds of A

=a host of A / hosts of A

=scores of A

numberの前にgood, large, great, amazing(驚くほど), increasing[growing](ますます)等､
いろいろな形容詞がつくことも多い｡
(ex) An increasing number of people are giving up smoking.

たばこをやめる人の数がますます増えている
the number of Aは｢Aの数｣｡要注意｡
(ex) What is the number of people present?出席者(の数)は何人ですか

② a large amount[quantity] of A:多量のＡ =much A

=large amoutns[quantities] of A

=a good[great] deal of A
(ex) He spent a large amount of money during the trip.

彼は旅行中に多額のお金を使った
the amount of Aは｢Aの総額､総計｣｡要注意｡
(ex) What is the amount of money you spent?

君が使った金額は全部でいくらですか
=a volume of A / volumes of A

 the volume of Aは「Ａの量」
(ex) the volume of water in a container容器の中の水の量

③ a lot of A / lots of A :多くのＡ ③は可算名詞、不可算名詞両方に使える。
=plenty of A

=a mass of A / masses of A
(ex) a mass of e-mails電子メールの山
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masses of treasureたくさんの宝
=a body of A
(ex) a large body of information大量の情報

a body of water水塊（池・湖・海など）
large body of the people国民の大多数

=no end of A (切りがないほど)たくさんのＡ
(ex) I have no end of trouble私はとても悩み事が多い

=loads of A

=a bunch of A
(ex) I asked him a bunch of questions彼にたくさんの質問をした
 は｢一束の ｣という意味になることもある｡

=an abundance of A
(ex) an abundance of valuable informationたくさんの貴重な情報

④ a handful of A:わずかのＡ =a few[little]

(ex) Only a handful of people came to the ceremony.

ほんの数えるほどしかその式典には来なかった

⑤ a spot of A:少量のＡ、ごくわずかのＡ =a little

=a trace of A / traces of A
(ex) I had a spot of whisky.少量のウイスキーを飲んだ
=a hint of A
(ex) a hint of garlicニンニク少々
=a bit of A

a bit of Aで「一つのＡ」という意味になることもある。

⑥ a (certain) kind[sort] of A:一種のＡ
=a form of A
(ex) He had a kind of feeling that his son would soon come back.

彼はなんとなく息子がすぐにでも戻って来るような気がした

a kind[sort] of A を｢Aの一種｣､a form of Aを｢Aの一形態｣と訳す場合もある｡
(ex) Ice is a form of water.氷は水の一形態である
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また all kinds[sorts / manner] of A は｢あらゆる種類のA｣となる｡

⑦ a series of A:一連のＡ、相次ぐＡ
=a sequence of A

=a chain of A

=a succession of A

=a train of A / trains of A
(ex) A series of rainy days made our vacation spoilt.

一連の雨(続き)で我々の休暇は台無しになった

⑧ a variety of A:さまざまなＡ、多様なＡ
=various A

=varied A

=different A

=diverse A

=a diversity of A
(ex) The US has a variety of races.アメリカは多様な人種がいる

the variety of Aは｢Aの多様性｣｡ただ､場合によっては a variety of A が､｢Aの種類(一種)｣となることもある｡
(ex) I was surprised at the variety of his interests.

彼の関心事の多様性には驚いた
He discovered a new variety of dragonfly.

彼はトンボの新種を発見した
large, great, wide 等が variety の前につくこともある｡
(ex) There were a large variety of flowers.種々さまざまの花があった

⑨ a wide[large] range of A:広範囲のＡ
(ex) shoes in a large range of sizes

いろいろなサイズをとりそろえた靴
an area with a narrow range of temperatures 気温変化の小さい地域
a range[chain] of mountains山脈、山並み
ただし「the range of A」は「Ａの幅」と訳す。

(ex) The range of prices for gasoline was narrow in Japan.
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日本では、ガソリンの価格の上下の幅はわずかだった

⑩ dozens of A:何十ものＡ
hundreds of A:何百ものＡ
thousands of A:何千ものＡ
millions of A:何百万ものＡ
(ex) This home page links directly dozens of useful sites.

このホームページは、何十もの便利なサイトと直接リンクしています

⑪ a bit of A:⒈少々のＡ
(ex) a bit of money少しの金

⒉ひとつのＡ
(ex) a bit of luckひとつの幸運

⑫ a couple of A:⒈２つの
１対の
(ex) a couple of eggs[girls］２つの卵［２人の少女］

a couple of players２人１組の競技者
⒉２、３の =a few

いくつかの
(ex) a couple of days ago数日前に

 が省略されることもある｡

⑬ an array of A:ずらりと並んだＡ
(ex) an array of actors[umbrellas]ずらりと並んだ俳優[かさ]

⑭ a minimum of A:最小限(度)のＡ
(ex) at a minimum of expense最小限度の費用で

⑮物質名詞(不可算名詞)を数える際に使う表現。
⒈ a cup of coffee 「一杯のコーヒー」
⒉ a glass of water 「一杯の水」
⒊ a slice of bread 「一枚のパン」
⒋ a loaf of bread 「一塊のパン」
⒌ a bottle of ink 「１本のインク」

－２４７－

ハイパー長文読解



⒍ a sheet of paper 「一枚の紙」
⒎ a spoonful of sugar 「（スプーン）一杯の砂糖」
⒏ a lump of sugar 「（一個の）角砂糖」
⒐ a cake[bar] of soap 「（一個の）石けん」
10.a piece of baggage[luggage]「（一個の）荷物」
11.a piece of furniture 「（一個の）家具」
12.a piece of information 「１つの情報」
13.a piece of advice 「１つの忠告」

glasses[spectacles]「眼鏡」
scissors 「はさみ」
trousers 「ズボン」
chopsticks 「箸（はし）」
pajamas 「パジャマ」

14.a pair of pants 「パンツ」
shoes 「靴」
socks 「靴下」
gloves 「手袋」

 informationやadvice,news等の抽象名詞を数える場合には｢a piece of～｣を用いる｡
｢a pair of～｣が前につく名詞は､常に複数形で用いる名詞である｡

⒉いろいろな「～について」とそのニュアンスの違いについて。

「Ａに関して の 」「Ａについて は 」という意味になる前置詞には以下のようなものが

あります。

このうち が最も一般的な語です。

は内容が専門的で高度な場合に用います。つまり同じ「について」でも は、
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「 拡散的に 周辺」がその『核』のイメージなので、 といった場合、「Ａ

について 話題を広げて あれこれ話す」という「拡散的」なニュアンスになります。

の場合、「接触」がその『核』のイメージなので、あるテーマについてより密に 近づい

た 、つまり「専門的な」という意味が生じるのです。

「日本についての本」 →

 では一般的内容。 では専門的内容を暗示。

「核融合についての論文」 → ×

論文は専門的なので通例 を用いる。

は としばしば交換できます、 は 全般的に 軽く触れる場合に用いられます。

といった場合、「Ａについてちょっと話す」といったニュアンスになります。

は「～をめぐって」の意で、しばしば 長期にわたる 意見の対立・不一致を含意し

ます。

その夫婦は金のことをめぐってけんかした

は の堅い語です。

は、書き言葉で多く用いられ、疑問詞節が続く場合に好まれますが、それ以外では

が普通です。

ジムはその事について手紙をよこした

石油についていえば、価格は暴騰している

その問題に関してどんなご意見がおありですか

なくなった金については犯人は何も知らなかった

その提案について私は全面的に反対です

どちらを選ぶべきか決められない

は、既に出た話題に関連して別のことを述べる場合に用います。通例次の文、又は
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節の初め つまり文頭、節頭 に置かれます。時に軽蔑や無関心を含意します。

ナンシーには親友がほとんどいない。彼女の兄はどうかと言えば、いつも友

人に囲まれている
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第四章

実践演習

実際の過去の入試問題を通して、本書で学んだルール

を演習していきます。ここまでで培った知識と実力を、

思う存分本章で発揮してください。
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ＰａｒｔⅠ

英文読解編

以下の英文を和訳せよ。

⒈

思い出すこと 能力 めったに～ない 悪い 結果､大変な目

⒉

小樽商科大

形 副 たとえどんなに が 形 副 だとしても 印象的な 解決策

計算機

⒊ ①

②

お茶の水大

原子 拡大する､広がる ギﾘｼｱ人 を と比較する､にたとえる

－２５２－
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⒋

広島県立大

⒌ ①

②

神戸大

ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ に取り組む

～ ～に疑いの余地はない､～なのは間違いない 断固たる決意 信念

～を生み出す､発明 考案 する 物理学 ～を探求する､詳しく調べる 分野

原形 ～ あえて～する ～を詳しく調べる､研究する

⒍

～を収納する､入れる 先端を突き出す､先端が突き出る

⒎

鳥取大
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⒏

鳥取大

氷河 溶ける

⒐ ① ②

名古屋大

語い 一連の 複雑な ～に関する

幅 ～を使用する ～ ～する際に は

東京農大

の理由で を非難する バｶげた ～をたたく

① ②

③

④

⑤

信州大

いじめ 組織的な 乱用 する 関係

に基づく いて ､ が原因となった て 体の 強さ､体力

体の 大きさ 人格的影響力 単なる～ 人の 数

上下関係 正確な 定義 ～を構成する､形成する

背景 逃れられない 行動
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東北大

構造 ～を複製する 世代 進化 分子の

①

②

③

④ お茶の水大

原形 ～ ～するために戦う 議論 誘惑 ～を否定する

～を支持する､裏付ける 見解､物の見方 を言うのを差し控える､ を言わずにおく

極端な形においては､極端な場合 真実の一部 しか伝えない話

～を受け入れる ～がわかる､～を識別する 嘘 をつく

①

②

③

小樽商科大

のおかげで､ によって 交通手段 部分的に､不十分に

地球を半周する から まで

原形 ～ 昔は ～したものだ ～を必要とする

を意識するようになる 到着すると すぐに
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①

②

の到来を告げる 打ち上げ 測定など各種のﾃｽﾄのための 試験用機器を装備した

軌道 をもたらす 太陽系

① ②

福岡大

実際は､本来 と 両方 意見の 不一致

地球温暖化

①

②

③ ④

⑤ ⑥

－ －

⑦

お茶の水大

～を埋める ～を繰り返す 比較的に を恐れる

が原因で死ぬ よくある､一般的な 馬鹿げた 密接に

～ ～という理由で 飲み物､食べ物 蛇口
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① ②

③

－

④ －

－

大阪大

～を形成する 数億年 生じる

億 着実に 複雑な 多様な 独特な､精巧な

現れる 作り上げる 驚異 なるもの 組織

業績､偉業

①

②

③

④

⑤

－

⑥
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⑦

⑧

名古屋大

熱烈に が好きになる に満足している

古典的作品 ～を試してみる の代わりに 意識

わずかに触れるだけの ～を作る 不滅の 傑作

死に物狂いの､必死の 糖衣 最終学年 さらわれること

出会い 講義をする ～を刺激する 目を見開いて

一言一句､一語一語
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【解答＆解説】

⒈「自分 達 の人生の中の大半の出来事をあまり思い出せないからといって、それが重大

な結果となる をもたらす ことはめったにない」

「自分 達 の人生の中の大半の出来事をほとんど思い出せないからといって、 私達が 大

変な目にあうなどということはめったにない」

【解説】

は 、は 、 がＯのＳＶＯ構文。し

かし、 を「完璧未満の思い出すこと」ではチンプンカンプン

そこで「名詞の訳し方」を思い出し、 を動詞的に訳出してみる。

の後の は目的格とみて、以下のように「他動詞 目的語」の形に読み換えてみ

る。

⇨
Ｓ Ｖ思い出す Ｏ ↑ ～未満に 完璧に

つまり「自分の人生の中の大半の出来事を完璧未満に思い出す → あまり思い出せない」

と訳すといいのだ。さらにこの英文は無生物主語構文になっている。この主語の部分を

「譲歩 たとえ～としても 」としてとらえ、上記のような模範解答となった。

⒉「ある人々はコンピュータの能力を大変価値が低いものだとみなしているので、たとえど

れほどコンピュータが素早くて、その解決策が印象的であるとしても、彼らはそれ コ

ンピュータ を、真の知性を全く持たない巨大な計算機に過ぎないとみるのである」

【解説】

は 、は 、 がＯ、 がＣのＳＶ

ＯＣ構文。その場合 は「ＯをＣとみなす」という意味になる。

をＣだとみなす理由は「 抽象名詞は形容詞化する」というルール

があるから。つまり は 形 と同じ意味になる。

同じような例をいくつかあげてみよう。
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⒈ ＝ 「重要な」

⒉ ＝ 「同様に価値のある」

⒊ ＝ 「とても役に立つ」

⒋ ＝ 「役に立たない」

⒌ ＝ 「いくらか役に立つ」

⒍ ＝ 「世界的に有名な」

⒎ ＝ 「勇気のある」

⒏ ＝ 「役に立つ」

⒐ ＝ 「学識のある」

＝ 「分別のある」

＝ 「前途有望な」

上例のように、この形で用いられる抽象名詞の前には 等の形容

詞がつくことが多いのもその特徴だ。

次に の と、後ろの はいわゆる ～ 構文 とても～なの

で… を作っていたことに気づいたか。

そしてその 節内の文構造だが、以下のようになっている。

{ } ～
Ｓ Ｖ Ｏ

印象的な 解決策

に結ばれた２つの 節が、共通して にかかっていることがわからないと

いけない。なお は後ろに名詞のみをとっているので「～として」と訳せばいい。それ

から ～ の は で言い換えられる、つまり「～を持っている」と訳

せばいい だ 「 のマスター」のページを参照せよ 。

⒊「①宇宙や原子の世界に対する我々の理解は信じられないほど進んだ。②ギリシア人の神々

は、現代人や我々 現代人 が持っている力に比べれば、無力な子供のようなものだっ

た」
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【解説】

①

は 、は 。 は「信じられないほ

ど」と訳す（「否定の落とし穴」のページを参照せよ 。

↓

{ } ↑ ↑  拡大した↑ 信じられないほど

②

は 、 は 。直後の は「～のような・に」と訳す前置詞。

以下は、文章後半の分詞構文と見る。文章後半の分詞構文は「そして…する」

「…しながら」と訳すことが多いのだが、本問ではそれでは今一ついい訳にならないので

「～と比較すると」と、「時」又は「条件」で訳すといい。

 を参照せよ。

以下の構造は下の通り。

{～

↑

⒋「多種多様な動植物が共に生息する場所では、ほんのわずかな種類の動植物しか生息して

いない場所に比べて、よりよく調和がとれていると言われる」

【解説】

文頭の は仮主語。 節が真主語。全体を「～ ＝ 節 だと言われている」とまと

めればいい。

まず問題は 節内の 。 ページ 注 の①の意味 ～な所で

は で訳せばいい。
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は「多くの異なった 様々な 種類の」と、全体で形容詞のよう

に訳す。これについては「 ＋名詞＋ の形で一つの形容詞の働きをするもの」

のページを参照せよ。

それから文末の だが、本来

とすべきところを繰り返しを避けてこうなっている。

 を参照せよ。

このような省略された語句を補って読み解く英文の例をもう１つあげてみよう。

下線部の は確かに意味不明だ。そこで左側の英文で下線部と対応する語句

を、上下に並列するよう並べてみて、上にはあって下にはないものを補ってみる。そうす

ると意味が見えてくる。

⇩

もしこの問題が解決されなければ、その計画は実行できません

このように前後関係から明白だと判断された場合、日本人の目から見ると一見「何だこ

れは… 」と思うような大胆な省略が行われるのも珍しくないので注意しよう。

⒌「①アインシュタインはかつて、『私がそれほど頭がよかったということじゃないんです。

ただいろいろな問題に他の人より長く取り組んだということだけなんです』と語った。

②彼の偉大さの理由がたとえなんであるとしても なんであれ 、間違いなく、この断固

とした信念のおかげで、彼は新たな物理学を生み出し、他には誰もあえて研究しようと

しなかった分野を探求することができたのだ」

【解説】

①

Ｓ Ｖ～、 Ｓ Ｖ～については ページを参照せよ。

は「単に～ な だけ」と訳し、 と同じ意味。それから という比較級の

後ろに 以下が省略されている。その理由については「比較で大切なこと」のページ
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を参照せよ。ここは文脈から、自分と他の人 科学者 とを比較していると判断し、「他の

人よりも」と言葉を付け足すといい。

②

節は、後ろに主節 以下 をとっているので副詞節と判断し、「たとえ

～しても」型、つまり「たとえ彼の偉大さの理由が何であるとしても」で訳す。

 を参照せよ。

の後ろに が省略されている。その理由は

「 節が副詞節 つまり「たとえ～しても」型 で主語が抽象的な名詞 句 で、か

つ が 動詞の補語の場合は 動詞は省略できる」

というルールがあるため。要するに「たとえ～しても」型の は、節内の 動

詞が省略されやすいということ。そのような例文を１つあげておこう。

あなたの問題が何であろうと、彼の かかえている 問題よりはましだよ

主節部分は が作るＳＶＯＣ、「Ｏが～するのを許す」がその意味だが、たとえ

それがわからなくても は「知覚」「思考」以外の動詞なので、「Ｓのおかげで

Ｓが原因となって 、結果としてＯはＣする」型で訳をまとめてしまえばいい。

 の⒉ を参照せよ。

{ 生み出す < > 物理学

Ｓ断固とした決意 Ｖ Ｏ
探求する < >↑分野

他の あえて～する 研究する

Ｃ

次に だが、この を「断固とした決意」という意味

だとわからなくてもなんとかなる方法がある。それは に がついて

いるからだ 「 のついた名詞について」のページを参照せよ 。

つまり が直前についているので 直前の内容をここに当てはめてしまえばいいのだ。
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「いろいろな問題に他の人より長く取り組んだことのおかげで彼 アインシュタイン は～

できた」と訳せばいい。

⒍「彼のジャケットのポケットは 大きさが十分ではなくて タバコの箱を入れようと思えば

必ずその先端がつきでてしまうのだった」

【解説】

と という２つの否定の意味を持つ語が含まれた英文。いわゆる二重否定に

なっている。二重否定は強い肯定の意味になる（「否定の落とし穴」のページを参照せ

よ ので「～すれば必ず…する」といった訳がはまることが多い。

問題文の構造は以下の通りのＳＶＣ。

～
↑ ↑  Ｃ↑ ～を入れる

⒎「コカコーラを飲んだからといってロシア人がアメリカ人ように考えないのは寿司を食

べたからといってアメリカ人が日本人のように考えないとの同じだ、とハンチングト

ン博士は主張する」

【解説】

まず骨組みだが が、 が、 節全体がＯのＳＶＯ構文。

したがってこの場合、 は「言う」くらいの訳でいい。

 を参照せよ。

さて 節内だが、「 ～ 」型のクジラ構文。このクジ

ラ構文は、 の手前で区切ってそこまででまず訳をまとめてみるんだった。

Ｓ Ｖ Ｏ Ｃ

～ は と同じ。つまりマイナス 否定 とみなす。骨組みは

が作るＳＶＯＣ。「Ｓが原因となって のおかげで 結果としてＯはＣする」型で訳してみ
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る。

 の⒉ を参照せよ。

「コカコーラを飲んだおかげでロシア人がアメリカ人のように考えることはない → コカ

コーラを飲んだからといってロシア人がアメリのように考えることはない」とまとめたら

いい。

次に 以下だが、 は「～と同じだ」という意味で、前後をイコールで結ぶ記号と

考えるんだった。そこで左側がマイナス 否定 なので、 以下もマイナス、つまり否定

的に訳をまとめる。すると「寿司を食べたからといってアメリカ人が日本人のように考え

ないとの同じだ」と 以下の訳がまとまる。

⒏「氷河は１年間につき、アメリカ合衆国の４分の１にあたるほども の 広い範囲で溶け

ている」

【解説】

は 、は で問題ないのだが、わかりにくかったのは 以下。

以降は、直前の を後置修飾している。

 氷河  ↑溶ける ↑

一年につき

この ～ は、強調の ～ 。詳しくは「比較で大切なこと」を参照せよ。そうす

ると は「アメリカ合衆国の４分の１にあ

たるほども の 広い」と訳す。 の は「～につき」という意味。 で書き換え

られる。
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⒐「①単語を増やすことは子供の語彙力を伸ばす 高める 。②この明らかな事実の背後には、

新しい言葉を学ぶときに子供が利用する広範な情報に関する一連の複雑は問題がある」

【解説】

①

文頭の は動名詞。 がになっている。

 を参照せよ。

が、 がＯのＳＶＯ構文。

  Ｏ↑ 語彙

②

は「前置詞 名詞」なのでにはなれない。その後の

は。ということは、その後ろにある がということにな

る。これは ＭＶＳの倒置構文。

 を参照せよ。

～
～の背後に Ｍ 前置詞 名詞 明白な事実  一連の 複雑な ↑問題 ～に関する

は「一連の」と訳し、ワンセットで１つの形容詞とみなす（「 ＋名詞

＋ の形で一つの形容詞の働きをするもの」のページを参照せよ）。 は「ある、い

る」と訳す自動詞。

は「～についての」と訳す前置詞 「いろいろな「～について」とそのニュ

アンスの違いについて」のページを参照せよ 。

以降は、以下のような構造になっている。 は後ろに不完全な文 の

Ｏがない が続いているので関係代名詞と判断し、 にかける。

 ９を参照せよ。

名 ↑ ↑ 関･代 利用する↑ < >

は、直訳は「情報の広範な幅」だが、「広範な情報」と

意訳したらいい。
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「人類に災いをもたらすという理由で 科学 技術を非難することは、親指をたたいたこ

とで自分の作ったハンマーを非難するのと同じように馬鹿げている」

【解説】

まず文頭の という不定詞だが、になっており「～すること」と訳せばいい。

 を参照せよ。

全体は以下のようにＳＶＣ構文になっている

 という形容詞がＣである理由については １の⒊ を

参照せよ。

非難する < >技術  災い 人類  Ｃ馬鹿げた

は「ＡをＢにもたらす」だが、 の⒎ を用い

ての類推が可能だ。 については「①病気 ② 邪 悪 ③不幸、災い」と３つの意味がある

が、ここでは「不幸、災い」の意味と見るのが妥当だろう。

次に全体が「 ～ 」のクジラ構文になっている点に注目。まず

の手前で区切ってそこまでの意味をまとめるんだった。 は「マイナス×マイ

ナス」で「プラス」、つまり肯定の意味で訳せばいい。

「人類に災いをもたらすという理由で 科学 技術を非難することは馬鹿げている」

次に 以下だが、 の左側が「プラス」つまり肯定の意味だったので、この部分も

肯定的に訳せばいい。 はもちろん「～と同様に」と訳す。

「親指をたたいたという理由で自分の作ったハンマーを非難するのと同じように」

ちなみに は「名詞 Ｓ Ｖ」の構造なので

にある通り、 を にかけて訳せばいい。

「①いじめとは、力を組織的に乱用することであると言うことができる。②社会集団の中

には、体力や大きさや能力、人格的影響力、単なる人数の多さ、あるいは認識された

上下関係が原因となった力関係が常に存在するだろう。③力は乱用され ることがあり
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うる。④そして何が乱用を形成するかについての正確な定義は、社会的、文化的背景に

よる 左右される だろう。⑤しかし、人間行動を調べる際には、これは逃れられないも

のである」

【解説】

①

～ は「 」の受け身。「ＡをＢだと言う」と訳せばい

い。

 の⒏ を参照せよ。

は「力の組織的乱用」と直訳しても間違いではないが、

が を他動詞化できるので 目的格なので、以下のように「他動詞 目的語」の

形に置き換えて訳してもいい。

力を組織的に乱用する
他 ↑ 副

②

文の骨組み自体は単純で、 が、 がの、「がある、い

る」と訳すいわゆる 構文。ただ 以下の並列構造がややこしかっ

た。

  ↑力関係 社会集団

～が原因となる

このように 以下のカンマは「並列のカンマ」で、全体は「 」

の並列構造だったのだ。 ～ までは を修飾する形
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詞句となっている。

 の⒊ を参照せよ。

③

この は「可能性」。長文中 特に評論文系 の は、本問のように「可能性 ～

の可能性がある、～でありうる、～しうる 」の意味で使われていることが多い。

④

は 、 が。

正確な  ↑定義 ～を形成する 乱用

{ } 背景

の訳し方については「 のうま

い訳出法」を参照せよ。

⑤

この英文自体解説の必要もないだろう。ただ、文中の という形容詞だが

「逃れられない」でいいのだけれど、その覚え方について一言アドバイスしておきたい。

このような形容詞は分解して覚えるのだ。つまり

否定の意味の接頭辞 逃れる ～できる

こう考えれば、「 逃れられない」と丸暗記しなくてもすんでしまう。

同じような例をもう１つ。 だ。「考えられない」という意味なのだが、

これも分解すると

否定の意味の接頭辞 考える ～できる

丸暗記しなくても「考えられない」という意味は自然に出てくるはずだ。 と

いう核になっている語を覚えておけば何から何まですべて覚えなくてもいい この単語

は 考え の動詞形と考えると覚えやすい のだ。
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「ＤＮＡの構造と、それが世代から世代へどのように複製されていくのかということを

発見したおかげで、結果として生命それ自体と進化というものが分子レベルで単純に見

えるようになった」

【解説】

は 、は 、 と が共通してＯ、 ～

がＣのＳＶＯＣ構文。 は「知覚」「思考・認識」以外の動詞なので「Ｓのお

かげで、結果としてＯはＣする」型で訳をまとめればいい。

↑構造

 ～
↑ 世代

{ } ～
 原形 〈 〉↑ 分子レベルで

Ｏ進化

Ｃ

の後の はこれまた目的格なので「～を発見したこと」と、「他動詞 目的

語」の形で置き換えて訳してもいい。

は で言い換えることができる。「どのように」「～の仕方」と訳

せばいい。

 を参照せよ。

「①もし議論に勝とうとして 勝つために 戦っているとするなら、相手の見解を支持する

事実を否定し、自分が知っていることを言うのを控えたいという誘惑は大きく、自分

の側を支持することしか言わなくなる。②極端な形をとった場合、それは真相の一部し

か伝えなかったり、あるいは嘘をついたりさえするように人を仕向ける。③我々は、誰

かが嘘をついているときにはわかると考えているため、この危険を受け入れる。④問題

は誰かが嘘をついてもわからないことなのだ」
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【解説】

①

～ までは主節よりも左側にあるので副詞節、つまり文の主要素にはならない。

 ５ を参照せよ。

は 、 が、 がＣのＳＶＣ構文。 ～ 、 ～

の不定詞句が 並列して と同格になっているのだが、

と離ればなれになっているので分かりにくかったという人もいたかもしれない。

～
↑ 誘惑  Ｃ

{
～

～を否定する↑〈 〉 関･代 ～を支持する 見解

～を控える 〈 〉

原形 ～ で「～したいという誘惑」となる。

の後の は 後ろにはＳのない不完全な文が続いているので 関係代名詞で

を修飾している。

～は文章後半の分詞構文。「そして～する」でまとめればいい。

 の⒉ を参照せよ。

②

は 、 が、 がＯ、 ～、 が共通

してＣになっている。

極端な形をとった場合

{ 〈 〉真実の一部

  ～を促す Ｏ

Ｃ

全体が「Ｓ Ｖ Ｏ 原形 ～」型なので「ＳはＯが～する方向に仕向ける」と訳せば

いい。
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 の⒊ を参照せよ。

③

が、 が、 がＯのＳＶＯ構文で問題ないはず。

節内の について解説しておこう。この は「わかる」「区 識 別す

る」という意味。「言う」という との区別は以下の通り。

⒈「区 識 別する わかる」という は とセットで使うことが多い。

⒉「言う」という は「人」しか基本的に目的語にとれないが、「区 識 別す

る わかる」という は「人」「物 事 」どちらも目的語にとれる。疑問詞節

や 節、 節を目的語にとることもある。

なぜ彼がそれをしたのか分からない

④

の後に接続詞の が省略されたＳＶＣ構文。

 を参照せよ。

  Ｃ

問題は 不完全な文構造だ。これも に基づいて

省略された語を補ってみる。直前で同じ構造となると

この英文を参考に を完全な文に戻して④を書き直せば以下のようになる。

問題は、私達がいつその人が嘘をついているのかわからないということだ

問題は、誰かが嘘をついていても それが いつなのかわからないことだ

節内のＳの だが、これは「一般の人」を表している。 のように「一般の人」

を表す代名詞として 等があるが、これらの訳し方には以下の２種類がある。

⒈「私達・我々」「人」「自分・自ら」などと訳す

⒉ は訳さない

意外に⒉、つまり訳さない方が簡潔でいい訳になることが多い。
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「①世界は現代の交通手段や通信技術のおかげで昔 以前 より狭くなってきているとよく

言われる。②それは部分的な真実でしかないかもしれない。③というのは、かつて江戸

から京都まで旅をするのに要した時間よりも少ない時間で東京からリオデジャネイロ

まで地球を半周することができる一方で、到着すると学ぶことがどれほどたくさんあ

るのかを昔 以前 よりも意識することにもなるからである」

【解説】

①

冒頭の は仮主語で、 節全体が真主語の仮主語 形式主語 構文。「～ 節 だ

とよく言われ てい る」と訳せばいい。あと と比較級が使われているのに

以下が省かれている理由については「比較で大切なこと」を参照せよ。ここは文脈から、

今と昔を比べていると判断し、「昔 以前 よりも」と言葉を付ーけ足すといい。

②

先頭の は直前の内容を指す代名詞の 。「それ」と訳す。

③

先頭の が「 Ｓ Ｖ～ というのは～だからだ」という意味の接続詞であること

に気づいたか。見極めのポイントは の後ろに Ｓ Ｖ… の構造がくる点。ただ本問

の場合、

Ｓ Ｖ～ Ｓ Ｖ…

と、 と Ｓ Ｖ… の間に 節 副詞節 が割り込んでしまっていたのが、 の見

極めを更に難しくしていた。

接続詞の には大きく分けて

⒈「～の間 時 」

⒉「～けれど」「～のに」 ≒

⒊「その一方 で 」 ≒

⒊は主に文中盤でカンマと共に用いられることが多い。

賢者は真理を求めるが、その一方愚者はこれを侮る

の３つの意味があるが、ここでは⒉の意味で訳せばいい。
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と は、「副詞 副詞」の同格

になっている

 の⒉⑸ を参照せよ。

の は「どれほど、いかに」と訳せばいい。

 を参照せよ。

それから と比較級が使われている。ここも同じく「昔 以前 よりも」を補

ってやるといい。

「①人工衛星の打ち上げ成功は宇宙時代の到来を告げた。②試験用機器を装備した衛星を

軌道に乗せたことによって、地球、月、太陽系についての知識は大きく広がった」

【解説】

①

が、 が。 の後の は が

～を打ち上げる と他動詞化できるので 目的格と判断し、これまでと同様「他動

詞 目的語」の形で「人工衛星をうまく打ち上げた → 人工衛星の打ち上げに成功した」

と読み直してもいい。

↑

②

が、 が。 の後の も目的格。これも「他動詞 目的

語」の形で書き直せる。

↑

だが、「非常に増えた知識 をもたらした 」ではとても良

い日本語とは言えない。このような「形容詞 分詞 名詞」部分がうまく訳せないときの

対処法については「名詞にかかる形容詞をうまく訳せないときの対処法」を参照してほし

い。つまり
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{ }主 述

と読み替え、「地球、月、太陽系についての知識が大きく増大した」と訳せばいい。

最後に についてだが、これについては「『～を引き起こす』型の動詞…」のル

ールを使えばいい。

本問においてもやはりとＯの間に「原因と結果」の意味関係が成立している。

試験用機器を装備した衛 ⇨ 地球、月、太陽系について

星を軌道に乗せたこと の知識は大きく広がった

 原因 Ｏ 結果

「①地球温暖化についての論議は、本来科学に関するものでもあり、同時に政治的なもで

もある。②地球温暖化が生じつつあるのか、そして また どの程度生じつつあるのかに

ついての意見の不一致があるだけでなく、もし地球温暖化が生じているとするなら、

それに対して何をすべきかについて、更にいっそう大きな論議があるのだ」

【解説】

①

全体構造は以下のような ＳＶＣ。

～
↑ 議論 地球温暖化  Ｃ Ｃ

は「～について、～をめぐって」という意味 「いろいろな『～について』とそ

のニュアンスの違い』を参照せよ 。

②
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この英文は「 ＡだけでなくＢもまた」の構文だが、

が文頭に出て、Ａにあたる部分が「疑問文の語順」になってしまっている

 を参照せよ。

{ }疑問文の語順 意見の不一致 生じる

は前置詞 の後ろに置かれているので「～かどうか」でいい。

は「どの程度」と訳し、上の図のように と が共通して直後の Ｓ

Ｖをとっている。それから だが「生じつつある」と訳す。「生じてい

る真っ最中だ」では訳にならない。進行形を「～しつつある」と訳す際のポイントは、

⒈瞬間的に終わる動作 「 死ぬ ｣「 溺死する ｣等

⒉ある時点での達成 完了 を表す動詞 ｢ 止まる ｣｢ 起こる ｣等

が進行形になると、その動作・達成 完了 への接近、つまり「～しかかっている」

「～しつつある」という意味を表す。

祖父は死に瀕している

その列車はとまりかけていた

進行形がこのような意味を表す理由は、進行形は元々、

⒈比較的短い期間に起こったこと 行為・動作 を述べる

⒉その出来事 行為・動作 はまだ終わっていない している最中 進行中 ･途中である

といったことを暗示するから。

そうしてみると、上例の も「出来事 行為・動作 」だが、

はその「出来事 行為・動作 」がまだ終わっていない その途中であ

る 。つまり「死にかかっている」「止まりかけている」という意味になるのだ。

さて 以下だが、本来なら

となるべきところが、 の後ろ 右側 で繰り返しを避けるために が省略さ

れてしまっている。

 を参照せよ。
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は比較級を強調する副詞で「更に」と訳す。「～でさえ」ではない。

は「疑問詞 原形 ～」で「疑問詞 す べきか」と訳す。

比較級を強調する副詞について

特に文法問題用等で覚えておきたいのは「 」「 」「 」

「 」。「はるかに、ずっと」等と訳す。

彼は 前より ずっと元気そうですね

彼はおじよりはるかに背が高い

２つのうちで こちらがはるかによい

 は比較級の後ろに置かれることもある｡

彼は以前よりたいそう賢い

上記以外に代表的なものには や がある。これらは「更に」等と訳す。

彼女はずいぶん背が高い。が彼女の兄さんはさらに高い

去年地震があったが、今回のはさらに大きかった

 も比較級より後ろに置かれることがある｡

昨日は暑かったが、今日はいっそう暑い

ただし注意したいのは「 複数名詞 」を、 で強調することはできな

い点。この場合、必ず「 複数名詞 」の形にしなければならない。

ちなみに「 不可算名詞 」の場合は で強調することができる。

年前と比べて、女性の喫煙者が今でははるかに多くなっている」

その仕事を終えるのには君が想像するよりはるかに多くの時間がかかる
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だろう

「①驚くべき数の人々が一生のある時に、自分が生き埋めにされることを恐怖と共に想像

したことがある。②そのことで幾度となく悪夢に悩まされる人さえいる。②その一方、

インフルエンザにかかるというのははるかに一般的な経験であるが、インフルエンザ

で死ぬのではないかと恐れる人は比較的少ない。馬鹿げた恐怖感は、我々の危険とい

う考えと密接に関係している。おそらく、喫煙 ー これは避けることのできる唯一最

大の危険であるが ー この喫煙をする人やロッククライミングやバンジージャンプを

する人の多くは、水道水よりも安全だという理由で瓶入りの水を飲むような人たちで

あろう」

【解説】

①

は 数多くの の言ってみれば強調形。このような

「 名詞 」の形でワンセットで形容詞のように働くものについては「

＋名詞＋ の形で一つの形容詞の働きをするもの」を参照せよ。

更に難しいのが 以下の文構造。「前置詞 名詞」を でくくるとそれがみえ

てくる（ ５ を参照せよ）。

驚くべき数の  ある時期 一生の うちの

 恐怖と共に Ｏ 生きたまま埋められること

こうして骨組み以外を でくくってみると、上記のように単なる ＳＶＯだった

のだ。 は「一生 人生 のある時期に」、 は

「恐怖と共に」と訳せばいい 共に を修飾 。

は「生きたまま埋められるという考え」が直訳。 は「同格」。

 を参照せよ。

生きたまま は形容詞でありながら を修飾している珍しい用法。
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②

は とみなして訳す。

 の⒊ を参照せよ。

  ～を繰り返し見る Ｏ ↑悪夢

は「それについての繰り返して見る悪夢」が直訳。

③

は「その一方で」という意味で、接続詞の と同じ意味。 につい

ても 同様、後ろに を補ってあげるといい。

比較的に   ～を恐れる ～が原因で死ぬ インフルエンザ

のような否定語を含む英文を訳出する際のポイントは以下の通り。

「否定語はできるだけ述語 動詞など を否定するように和訳する」

「否定語を述語にして和訳する」

このどちらかで対処するといい。
この英文も、「インフルエンザが原因で死ぬのではないかと恐れる人は比較的少ない」と
訳すといい。 主 述

④

は を指す。 は比較級を強調する副詞。「はるかに、ずっと」と訳す。

と同じ意味・用法の副詞には他に 等がある。

⑤

骨組みを作っている は、 の受動態。「動詞 」

型は

⒈ＡにＢを与える

⒉ＡをＢと結びつける

のどちらかになることが多いんだった。

 の⒈ を参照せよ。

は「結びつける」型。したがって「馬鹿げた恐怖は、我々の危険という考えと密接
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に に結びついている」と訳せば正解になる。 の は同格。

⑥

は「おそらく」という意味の副詞。

全体の構造は以下の通り。

{
－ －

}
避けることができる危険

{↑

 ↑ ビン入りの水

～ は たばこを吸う と同格になっている。 は最上級を強調す

る副詞で「ずば抜けて」等と訳す 本問では「唯一」という で強調しているの

で、あえて和訳に出さなくてもいい 。 と同じ意味・用法の副詞に

等がある ただし だけは の右側に置かれる 。

これはずば抜けて最高の参考書だ

には２つの意味がある。

⒈～の間で の・に

⒉～のうちの１つ 一人 ～

このうち⒉の を知らない学生が非常に多い。要注意だ。本問も⒉の意味で使わ

れている。

⑦

Ｓ Ｖ～は「～という理由で」という意味の接続詞 「『理由』

『条件』を表す意外な接続詞』を参照せよ 。 は を指す。

の直訳は「蛇口から出てくる飲み物」だが、要するに「水道水」

の意味。
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「 億年前、地球は形成された。おそらくその数億年後、生命が地球に誕生した。そ

れからの 億年の間に、生命は着実により複雑に、より多様に、そしてより精巧になっ

た。そしてついに、約 万年前に、地球は人類、すなわち全てのうちで最も複雑で最

も精巧な種を生み出したほんの6,7千年前に―すなわち地球の歴史からすれば、1年に

対しての1分にも 満たない程のわずかな間であるが 文明が出現し、我々に人間世界を

築きあげることを可能にさせ、それとともに進化の驚異に人間独自の進化の驚異、すな

わち芸術、科学、社会組織、精神的偉業という(進化の)驚異をつけ加えたのであった。

【解説】

①②は解説はいらないだろう。

③

ポイントは文章中盤の 。このような は「そしてついに」と訳すことがあ

る。 の後ろのダッシュ － は同格。「つまり、すなわち」と訳せばいい。

④

は 、は 。 と

は、ここも同格の関係。ただ直後の 節が難しかった は関係代名詞｡ が先行詞 。

「 ＡとＢの関係はＣとＤの関係と同じだ」が使われていた。

 ページを参照せよ。

に先行詞の を代入して書き直せばこうなる。

その期間 ､ 千年 と地球の歴史との関係は、１分未満と１年の関係と同じだ

→ 地球の歴史からみれば、その期間は１年に対する１分にも満たない

は文章後半の分詞構文。「そして～」で訳せばいい。 原形 ～ は

「Ｏが～することを可能にした」だが、 の⒉ を利用し、「Ｓ

のおかげで 結果として ＯはＣできた」つまり「文明のおかげで我々は～することができ

たと」訳してもいい。 以下の構造は以下の通り。

{
…
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～ の部分は「ＳＶＯＭ ⇨ ＳＶＭＯ」の倒置。

 を参照せよ。

本来なら「 ＡをＢに与える」だったものが、Ａが長すぎたために「

」の語順になってしまっている。

Ｂ進化の驚異 Ａ人間独自の進化の驚異

直後のコロン は、「すなわち」と訳せばいい。

 を参照せよ。

コロン以下は を同格として説明して 言い換えて い

る。

「① 年前アメリカ中西部で育った少女時代は，本を読むことが熱烈に好きであったもの

の、日本文学はそれほど読んだとは－それどころか多少なりとも読んだことがあると

すら－言えません。②たいていの場合は『若草物語』や『大草原の小さな家（ローラ・

インガルスの物語）』シリーズや『トム・ソーヤー』のようなアメリカ児童文学の古

典的作品に満足していたので、私には朝食にシリアルとミルクの代わりにご飯と魚を

食べたいという願望がないのと同じように、日本文学を試しに読んでみたいという願

望もなかったのでした。③ 年の春に日本へ 日間旅行したにもかかわらず、日本文

学は高校に入るまで私の意識の中に入ることはありませんでしたし、それも、私たち

が１年生の国語の時間に俳句を作るように先生から課題を出されたときになってやっ

と、ごくわずかに触れる程度のものでしかなかったのです。④その時先生が芭蕉や他の

俳人の不滅の傑作を私たちに紹介したとしても、私には何の印象も与えませんでした。

⑤私が実際に覚えているのは，自分が必死に努力した結果作り出した俳句のことだけで，

茂みに降った雪がカップ・ケーキの白い糖衣に似ているとかいうものでした。

⑥私の最初の記念すべき日本文学との出会いは、高校 年生になる前の夏で、９週間に

わたって日本語と日本文化に集中して触れた間のことでした。⑦イリノイ州エヴァンス

トンの私が通っていた高校では、月曜から金曜まで毎日午前中、 名の私たちのクラ

スは日本語の勉強をしました。⑧ある日の午後のこと、シカゴ大学のエドウィン・マッ
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クレラン教授が日本の詩歌に関する講義をしてくれたのですが、これが私に大いに刺

激を与えたので、後で私は興奮のあまり目を大きく見開いてその講義の内容をほとん

ど一語一語聞いた通りに友人に繰り返すことができたほどだったのです」

【解説】

①

まず先頭の は２つのＳ Ｖをつなぐ接続詞。「 Ｓ Ｖ～ Ｓ Ｖ…

～だけれど、…だ」という全体の骨組みを予想する。後半の主節が、カンマの後ろの

～ といというのはわかりやすいのだが、 節のＳ Ｖは複雑だ。

～けれど ↑ アメリカ中西部

～
Ｓ Ｖ 熱烈に ～を好む 読書  

このように ～ までを でくくることによって、 節のＳ Ｖが見え

てくる。ちなみにこの は、後ろには という名詞しかないが、この名詞は「人

生の過去の成長段階を表す名詞」なので、この は「～の頃」と訳す。

それから の後の 節だが、以下のように分析する。

{ }
私はそれまでそれほど日本文学を、いやそれどころかいささかなりとも日本文学を

読んだことがあるとは も 言えない

②

先頭の は「たいていは」という副詞句。その後の という形

容詞がどんな働きをしていたかわかっただろうか。実はこれ形容詞で始まる分詞構文だっ

たのだ。

 を参照せよ。

～ …
形   Ｏ↑

文章前半の分詞構文のたいていは「時」「理由」「条件」「譲歩」のどれかで訳せる。こ
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こでは「理由 ～なので 」と訳すといい。

そして主節部分だが、ここは「クジラ構文」になっている。これまで通り、 の手前

で区切って、まずそこまでの意味をまとめてみる。

は掛け算をすればトータル「マイナス」つまり否定の意味になるのはもうわかる

はず。そうすると「日本文学を試してみようという願望はなかった」となる。

続いて 以下だが、 ～ を「～しなければならなかった」と訳しては意味不

明だ。ここは の後ろに が繰り返しを避けるために省略されているのではと

気づいてほしかった。

 を参照せよ。

{ } { }
の左側が「マイナス」つまり否定の意味だったので、 以下も否定的に訳をまと

める。「シリアルとミルクの代わりに、朝食に魚とご飯を食べたいという願望がなかった

のと同様に」と訳す。

③

先頭に ～にも関わらず という前置詞がある。前置詞を文章冒頭に見かけたら、パッ

と以下のような全体構造を頭に予想できなければならない。

名詞 ＋～
前 ～にも関わらず

そこで以下のような分析ができる。

前 名 ↑↑ ↑

～
 文学  入る Ｏ意識 ～まで

ただ難しいのは 以下。特に の訳出だ。こ

の部分が という等位接続詞の右側にある点に着目し
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を思い出せたか。

等位接続詞の後ろが「不完全な形」で、その意味がとりにくい場合、、同構造に

なっているその直前の文 箇所 を参考に、繰り返しによる省略によって生じた

「不完全な形」を元の「完全な形」に戻してみる。

この部分を元の「完全な形」に戻すと以下のようになるはず。

日本文学はその時 でさえ ほんのわずかに私の意識の中に入ってきたにすぎなかった

は「そしてその時」くらいの訳でいい。

 の⒊ を参照せよ。

の部分は、 の受け身。つまり「動詞 」型。

「ＡをＢに与える」の受け身と考えたらいい。

 の⒎ を参照せよ。

④

先頭の だが、「もし～なら」と訳しても意味がつながらない。ここは前に が

省略されているとみて「たとえ～としても」と訳す。

 を参照せよ。

も「ＡをＢに与える」型。

⑤

と はダッシュ － によって結ばれ、同格となっている。

⑥

これが強調構文とわかったか。その理由は と の間にはさまれている語句

が という「副詞」だからだ（〇〇ページを参照せよ）。 のような

「時」を表す名詞は、大半は副詞として文中で機能するんだった。

～
副詞

  記念すべき Ｏ↑出会い
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⑦

「前置詞 名詞」や「副詞」を でくくっていくと が、 が、

がＯと見えてくる。

  Ｏ

⑧

は 、が 、 がＯのＳＶＯ構文にな

っているのはいいとして、問題は で始まる関係詞節。

実際関係詞節 特に関係詞節が長い場合など は、直前にカンマがあろうがなかろうが、そ

こで／で区切って訳し下げるのがいいんだった。本問でも …の部

分を、「そしてその講義はとても私を刺激してくれたので…」と訳し下げるといい和訳に

なる。
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ＰａｒｔⅡ

長文総合問題編

次の英文を読み、設問１～ に答えよ。
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注 ハイエナ 霊長類 腱 アキレス腱

靱帯 じんたい 腐肉を食べる動物

⒈下線部⑴の内容と合うように下の英文を完成させたい。最も適したものをａ～ｄから一つ

選べ。

⒉下線部⑵の内容を表すのに最も適したものをａ～ｄから一つ選べ。
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⒊空所 Ａ に入れるのに最も適したものをａ～ｄから一つ選べ。

⒋空所 Ｂ と Ｃ には同じ語句が入る。最も適したものをａ～ｅから一つ選べ。

⒌下線部⑶の内容を表すものとして最も適したものをａ～ｄから一つ選べ。

⒍下線部⑷が言及している人体の特徴に最も合致するものをａ～ｄから一つ選べ。

⒎空所 Ｄ に、次の【 】内の単語をすべてふさわしい順序に並べ替えよ。

【 】

⒏下線部⑸の内容を表すものとして最も適したものをａ～ｄから一つ選べ。
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⒐本文の内容に合致するものをａ～ｄから一つ選べ。

この文章のタイトルとして最も適したものをａ～ｄから一つ選べ。

早稲田大学
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次の英文を読んで下の問に答えよ。
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注 復員兵援護法

⒈

⒉
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⒊

⒋

－２９３－

ハイパー長文読解



早稲田大学
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【解答＆解説】

【解答】⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍

⒎

⒏ ⒐

【設問から得られるヒント】

長文問題を解く上で必ずまずやってほしいのは「注釈」や「設問の先読み」。特に「設問の

先読み」をすることにより、以下の２つのメリットが得られる。

①本文の「テーマ」「展開」「登場人物」等についての予測が立てられる。

②設問の対応箇所を探すつもりで本文を読んでいくことができるので、本文中に設問との

対応箇所が見つかった時点で解いてしまえる。つまり「読みながら解きながら」ができ、

解答時間の短縮につながる。

今回大きなヒントになるのは設問の⒐と だ。

⒐のような内容一致問題については、その選択肢の全てを読んで訳す必要はない。「名詞」

を中心にキーワードをピックアップし、それらを大きな枠でとらえ直した時に浮かび上がっ

てくる共通した特徴や概念、あるいは連想されるものを考えてみるといい。それがその英文

の「テーマ」である可能性が高いのだ。

⒐の場合、

「チンパンジーのアキレス腱（を調べること）」 「長距離を歩くこと」

「チンパンジー」 「人間の長い足と長い歩幅」

「持久走 の能力 」 「歩行」

「人間」 「狼や犬」

「気候変化」

これらから、

①「人間」と「他の動物」が、「 長距離を 走る・歩く」能力の点から比較されているの

ではないか

②「進化」に関係する話ではないか
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と予測が立てられる。

のような「タイトル選択問題」の場合は、選択肢を全て先読みすることをお薦めする。

なぜなら、間違っている選択肢も、本文の語られている内容の一部は表してくれているから

なのだ 本文で語られる内容全体を一言で表していないから不正解にはなるのだが 。

では訳してみよう。

ａ．人間は生まれつき歩くものである

ｂ．人間は走るように生まれついている

ｃ．動物の中で最も速く走るもの

ｄ．人類と他の動物の起源

これらから「（人間の）進化」「人間と歩行（走ること）」について語られるのであろうこ

とが予測できる。

【展開】

第一パラグラフ

まず第一パラグラフの第一文に着目する。多くの場合、第一パラグラフの第一文には本文

の「テーマ」あるいは「トピックセンテンス」が来るものだが、この第一文は現在完了で

書かれている。

長距離歩行は人類の進化に重要な役割を果たした、と長年考えられてきた

「トピックセンテンス」を探す際のその他の注意点でも述べたように、現在完了を主節に

用いて筆者の主張が述べられることはまずない。特にここでは「～と長年考えられてき

た」とあるので、「もしかしたら現在はそうは考えれられていないという展開になるので

は…」と予測がまずできる。

第二文は、第一文の内容を補足する働きをしている。「ヒト属のさまざまな種を（他の種

と）区別する特徴の多くは、歩行に役立つものである」から、「歩行」こそ人類の進化に

役立ったのだ（と考えられてきた）、と第一文をサポートしている。
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その後、第三文に で始まる文章が現れる。「過去と現在 代 」が１つの英文で語ら

れる場合、対照的な意味関係になることが多いんだった。ただ、ここで はその後の

という「付け加え」を表す論理マーカーから、

「長距離歩行」 「走ること」

が「人類の進化に重要な役割を果たした」というのが、「今」の人類進化に対する考え方

なのか、と予想を修正する。そしてこれが「トピックセンテンス」になっているのではな

いかと予想する。この時点でもう「 の答えは ｂ．ではないか」と予測できてしまう。

そして「人間は走るように生まれついている 」を「テーマ」と

して念頭に置きながら、これ以降の展開をおさえていけばいいと判断できる。

第一パラグラフのまとめ

「長距離歩行だけではなく、走ることも、人類の進化において、重要な役割を果たした」

第二パラグラフ

第二文に という 大文字ではないが 逆接語が見つかる。筆者の主張は第二文以

降にあるのではないかと予想する。すると第三文に

私達が優れている点 ところ は持久走である

と、先程の「トピックセンテンス」につながる英文が見つかる。そして第四文は

という「付け加え」を表す論理マーカーで始まっており、文字通り、人類の、

他の種よりすぐれている点についての付け加えが、この後書かれていることが予想できる。

実際、

私達は高速で長距離を走る

という内容でそれが確認できる。 以降は「個別的な事例」であり、直前の

内容をサポートする具体例だろうと予想できる。

このパラグラフの最終文で、「長距離を楽々走れる霊長類は、人類だけだ」と「主張の再
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提示」をしている。

第二パラグラフのまとめ

「人類が 他の種よりも 優れている点は持久走 長距離を楽に走れること である」

第三パラグラフ

このパラグラフは、第一文が疑問文だ。パラグラフ冒頭の疑問文は、そのパラグラフの論

証すべき「テーマ」を表していることが多いんだった。そこで、

「持久走それ自体が初期の人間に進化上の優位を与えたという考えを裏付ける証拠とは」

が本パラグラフの「テーマ」だろうと予想できる。あるパラグラフの冒頭が疑問文の場合、

それに対する解答は、基本的にそのパラグラフ内に示されているものである。したがって

その「答え つまりその具体的証拠 」を探るつもりでこのパラグラフを読んでいく。

第二文に

「長い脚やそれによって可能となる大きなストライドなどの特徴の多くは、走ることだ

けでなく歩くことにも役立つ」

といっているが、第三文に という逆接の論理マーカーがあり、第三文以降の方

が重要なのだろうと判断できる。

ちなみに、第三文以降の は、直前の 文の 内容を逆転させる働きをするのみで、

そこまでの展開全てをひっくり返すほどの力はない。そのような力を持つ逆接の論理マー

カーは、大文字の である。 で始まる文を見つけたら、そこまでの展開が、ひっ

くり返されるのではないか？と予測を立ててみるといい。

さて、第三文以降は「人間の腱と靱帯が、人が走るのに多いに役立っている」という内容。

どうやら、「持久走それ自体が初期の人間に進化上の優位を与えたという考えを裏付ける

証拠」は「人間の腱と靱帯」のようだ。

第三パラグラフのまとめ

「人間の腱と靱帯が、人が走る際に多いに役立っている」
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第四パラグラフ

第一文の「人間とチンパンジーの体の違いによって、人間の長距離走への適応が強調され

ている」がこのパラグラフの「トピックセンテンス」だ。これ以降は、その具体的な体の

違いが述べられており、第一文のサポートになっている。

また、第四パラグラフは「人間の腱と靱帯」がどのようにチンパンジーと違うのかが具体

的に述べられており、このパラグラフ全体が、第三パラグラフをサポートする働きをして

いる。

第四パラグラフのまとめ

「人間は頭と肩の筋肉のつながりが少なく 弱く 、また腱が大きいために長距離走がチ

ンパンジーなどよりも得意だ」

第五パラグラフ

第一文でリーバーマンの分析、つまり「走ることも、人類の進化において、重要な役割を

果たした」を支持している。 という「主観的な判断を表す形容詞」から、これ

が「トピックセンテンス」と判断できる。第二文と第三文は、 「人間が 長距離を 走る

ことができたことが、具体的にどのように初期の人間にメリットをもたらしたのか」が書

かれており、第一文 「トピックセンテンス」 のサポートになっている。

第五パラグラフのまとめ

「人間は進化の途上ですぐれた長距離を走ることができるようになったおかげで、大きな

恩恵を被った」
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【設問解説】

⒈《ポイント》

⑴ 原形 ～ ～するのはもっともだ 当然だ

⑵ には「（…が）下手な、不得意な」「〔能力が〕劣った」という意味がある。

は「走るのが不得意な者」が直訳。

私はドイツ語がよくできない

筆無精

不作

⑶ 大きさ 年齢 の割に は

⑷ は「～だと結論づける」だが、後ろに 節を目的語にとっているので「思

う みなす 」型と判断できる を參照せよ 。

⑸それぞれの選択肢の訳は以下の通り。

「ネコは私達よりもはるかに小さいが、私達より頭がいいと言うことができる」

「それ ネコ と一緒に走ることによって私達はヘトヘトになるが見た目が良くなる」

「私達は大きさの点でははるかに大きいが、めったにネコに追いつくことができな

い」

「私達が追いかけているとき、ネコは一番速く走ると私達は考えているかもしれな

い」

⒉《ポイント》

⑴文頭の は、元々関係副詞で、本来「 」だったものが先行詞

が省かれたと考えるといい。「～な点」と訳す。

⑵ の意味は「優れている、勝っている」。

⑶それぞれの選択肢の訳は以下の通り。

「ネコを追いかける際における私達の短所」

「私達の人間としての主要な義務」

「私達の優れた特徴」

「私達がネコに追いつくことができる場所」

⒊《ポイント》

⑴第二パラグラフ第三文～第五文の内容から正解が導き出せるはず。
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⑵選択肢の意味は以下の通り。

「途方に暮れて、困ってしまって」

彼が同席していないことをどう説明しようか困ってしまった

「無料で」「無駄に」

ただではこの情報はあげられません

彼はその本をむだには読まなかった（読んだだけのことはあった）

「無駄に」

その登山者を救助しようとしたが無駄だった

…で 「…の重みで、…のせいで」

年のせいで彼女の健康は衰えた

「カンタンに、容易に」

⒋《ポイント》

⑴「歩くこと」「走ること」の両方を初期の人間は行い、それが 進化に 役に立ったこと

は、筆者は第一パラグラフにおいて既に述べている。

⑵選択肢の意味は以下の通り。

時を表す名詞 Ａの間 Ａもの長い間

５年もの間

ＢだけでなくＡもまた

その女性は金ばかりでなく着物もくれた

Ａにもかかわらず

その事故にもかかわらず、彼女はいたって元気だ

ＢというよりもむしろＡ
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私は大都会よりむしろ小さな村で生活をしたい

Ａと関係なく、Ａにもかかわらず

彼らは費用にかまわずやるつもりだ

⒌《ポイント》

⑴ は「交互に」という意味。

⑵それぞれの選択肢の意味は以下の通り。

「ある距離を置いて」

「同時に」

①「大変、ひどく」

②「はるかに」 比較級・最上級を強調する。

「交互に、順番に」

彼らは順番 交互 に歌った

⒍《ポイント》

⑴下線部⑷の直訳は「人間とチンパンジーの体の違い」。

⑵本問のようにパラグラフ第一文に下線が引かれている場合、以下のどちらかの可能性が

高い。

①下線部は直前の内容を指している。その場合、冠詞の

などがついていることが多い。

②下線部の具体的内容は、直後の文章で説明されている。

今回は、下線部の直後の文章をヒントにする、②のタイプだった。それに気づけば

より大きなアキレス腱 が正解だとわかったはず。

⒎《ポイント》

⑴ ～ ～した だった かもしれない

助動詞の直後の は「過去の目印」と考えるといい。たとえば ～に

ちがいない に がくっつけば「～した だった に違いない」、 ～

するはずがない に がくっつけば「～した だった はずがない」である。
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ちなみに ～は「～すべきだった のに実際にはしなかった 」、

～は「～する必要はなかった のに実際にはした 」という意味

になる。

⑵ 原形 ～ ～しようとする

⑶ ～を最大にする

⑷ ～ ～する可能性

⑸ ～に出くわす、遭遇する

⒏《ポイント》

⑴ Ａに対する欲求、興味、好み

直後に をとる は「食欲」ではない。

⑵ 現在の、今日の

⑶選択肢の意味は以下の通り。

「私達が今日ジョギングを好むこと」

「私達が今日歩くことを好むこと」

「私達が走ることにおける現在の強みをもっていること」

「私達が最近ジョギングの準備をしていること」

⒐《ポイント》

⑴ は、本文第二パラグラフの最終文の内容と一致している。

⑵選択肢の意味は以下の通り。

「チンパンジーのアキレス腱を調べることによって、私達は、チンパンジーもまた持

久走者である 長距離を走ることができる と結論づけることができる」

「人間は長距離を走ることによってではなく、長距離を歩くことによって気候の変化

を克服した」

「私達の長い足と長い歩幅は歩くためよりむしろ持久走に役立つ」

「オオカミやイヌは、人間と、長距離を走ることができる能力を共有している」
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【全訳】

長距離歩行は人類の進化に重要な役割を果たした、と長年考えられてきた。ヒト属のさま

ざまな種を区別する特徴の多くは、歩行に役立つものである。すなわち、長い脚、より細い

ウエスト、より短い足指である。ところが今、ユタ大学の生物学者デニス Ｍ ブランブルと

ハーバード大学の人類学者ダニエル Ｅ リーバーマンは、私たちの種を形作るにあたって、

走ることも重要な役割を果たしたと主張している。

水浴びさせられるのを避けようとする猫を追いかけたことがあれば、私たち人間は、大き

いわりには走るのがとても苦手だと結論づけるのも当然だ。ただし、猫を追いかけるには全

力疾走がいる。私たちがすぐれているのは持久走である。しかも、私たちは高速で長距離を

走る。ジョギングする人の多くは１マイルを７分半で走り、男子マラソンの一流選手は１マ

イル５分のペースを２時間以上続けられる。ジョギングする人は ポンドの馬が速歩す

るスピードについていけるだろう。動物で持久走が得意なものはめったにいない。人間はオ

オカミや犬、ハイエナ、馬等、他のいくつかのグループとこの能力を共有しているが、長距

離を楽々走れるのは霊長類では私たちだけである。

持久走それ自体が初期の人間に進化上の優位を与えたという考えを裏付ける証拠としては

どんなものがあるだろうか。長い脚やそれによって可能となる大きなストライドなどの特徴

の多くは、走ることだけでなく歩くことにも役立つ。ただし、走ることと歩くことには力学

的な違いがある。歩く人は地面につけた足に体重をかけて腰をひねり、重力に助けられる。

対照的に、走る人は、スプリングの役目を果たしてエネルギーの貯蔵と放出を交互に行う腱

と靭帯に助けられて、はずみながら進むのである。

人間とチンパンジーの体の違いによって、人間の長距離走への適応が強調されている。人

間はチンパンジーより頭と肩の筋肉のつながりが少ない。つながりが弱いおかげで，頭は走

行中に回転する肩とは独立して動くことができる。チンパンジーのアキレス腱と土踏まずの

腱は、どちらも人間よりずっと小さい。人間が走る場合、それらはスプリングの役目を果た

し、エネルギーを吸収して放出するのである。

ブランブルとリーバーマンの幅広い分析は、初期の人間に対する科学的な見方に重要な訂

正を加えるものだ。私たちの祖先はアフリカのサバンナの暑さの中で、歩くだけでなく、比

較的短時間の長距離走をしながら広い範囲を動き回っていたのかもしれない。彼らは、ほか

の死骸清掃動物に先んじて、動物の死体に出くわす可能性を最大限にしようとしていたのか

もしれないし、槍投げ器や弓が発明される前は、獲物を追いかけて捕まえるのに適応してい

たのかもしれない。現在私たちがジョギングを好むのは、人間をすぐれた持久走動物にした
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初期の淘汰（とうた）圧力のおかげなのである。

【 ＆ 】

第一パラグラフ

～ Ａにおいて～な役割を果たす

進化

特徴

～を区別する

様々な

種

ヒト属

人類学者 人類学

Ｓ Ｖ～ ～だと主張する

～を形作る

第二パラグラフ

～を追いかける

～を避ける

（短距離を）全速力で走る

耐久性 力］ ～に耐える

一続き 一列 になって進む 動く

Ａに遅れずについていく

馬が 速歩で進む

めずらしい

霊長類

第三パラグラフ

証拠

～を裏付ける、支持する

それ自体
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利点、強み、メリット

特徴

歩幅

力学的に

～を助ける

重力

振る

地面に しっかりと立った足 しっかり立たせる

それとは 対照的に

跳ねる

Ａとして の 役目を果たす、機能する

バネ

～を貯蔵する、貯める

～を開放する

第四パラグラフ

～を強調する

Ａへの適応

筋肉

つながり

原形 ～ Ｏが～するのを可能にする

Ａから 独立して、別個に

回転する

かかと

土踏まず

～を吸収する

第五パラグラフ

幅広い

分析

訂正する、直す
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イメージ、見方

祖先

～を歩き 動き 回る

比較的 に

力走

Ａに順応 適応 する

獲物を追いかけ回す

槍 やり 投げ器

弓

～を発明する

淘汰の圧力

優れた、熟達した

－３０７－

ハイパー長文読解



【解答】⒈ｃ ⒉ｄ ⒊ｅ ⒋ｂ

【設問から得られるヒント】

まずは、選択肢の「名詞」を中心にキーワードをピックアップして、そこから浮かび上が

ってくる共通した特徴や概念、あるいは連想されるものを考えてみる。すると見えてくる

のは「アメリカの大学教育 高等教育 の優秀性」だ。

【展開】

第一パラグラフ

まず第一パラグラフの第一文に着目する。

高等教育におけるアメリカの優位は高まり続けており、この先何十年も他国を寄せ

つけないだろう

前半は現在完了進行形で書かれているが、 の後ろの に着目し、この英文が、この

パラグラフのトピックセンテンスであると同時に、本文全体を貫くトピックセンテンスにな

っているとみる。「現在完了進行形 未来時制」で「過去 のある時期から ・現在・未来」

に渡ってアメリカの高等教育における優位に揺るぎがないことが強調されているのだろうと

みる したがってこれは「現在完了進行形を用いた英文があったら、その逆の内容が筆者の

主張であることが多い」というルールの例外 。そしてこれは、設問の先読みからのテーマ

予想とも一致する。

この後はサポートで、「アメリカの大学の衰退の可能性」についても言及しながらも、優秀

な大学を作ることの難しさが

①資金

②優秀な学生や教師を引きつけ、劣った者は辞めさせる制度上の取り決め

③大学を効率的に運営する経営構造や、効果的な資金集めの仕組み

④優秀さを保証する多くの方策や手続き

などの点からも難しいことが指摘されている。
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第一パラグラフのまとめ

「高等教育におけるアメリカの優位は高まり続けており、諸々の点からかんがみて、

この先何十年も他国を寄せつけないだろう」

第二パラグラフ

第一文は、本文全体を貫いているトピックセンテンス 第一パラグラフ第一文 の内容と明ら

かに矛盾する。

日本とヨーロッパは、高等教育におけるアメリカの優勢に挑戦することができるであろ

う

それに第三パラグラフの第一文では、また「高等教育におけるアメリカの優位は 世紀にな

っても続くであろう」と、言っているところから、この部分は「譲歩」の内容で、この後

「逆接の論理マーカー」が現れ、その後で筆者の先程の主張へとまた戻っていくのではない

かと予想する。すると第四文に という、予想通りの「逆接の論理マーカー」が登

場する。

しかし、アメリカの指導的立場に挑んで成功するには劇的な改革を実行する必要があ

るが、それは多くの特別権益団体、例えば有力な教育省、教育分野の行政担当者、教

員や職員を代表する組合、学生と親たちの反対にあうだろう。

と、日本とヨーロッパの大学の前に立ちはだかるハードルをあげ、アメリカの優位を揺るが

すことの難しさを暗に述べている。

ちなみに だが、「～をふくめて」と訳すのもいいが、速読のためには
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「 は と同じで『例えば～のような』と訳すといいことが多い。

の後ろには直前の内容の具体例が来る」

と覚えておくといい。たしかに 以降は 多

くの特別権益団体 の具体例になっている。そしてそのことがわかれば、

を含む部分 の意味が たとえ わからなくても、 具体例となっている

以下の内容をそこに当てはめて 「有力な教育省、教育分野の行政担当者、教員や

職員を代表する組合、学生と親たちの反対にあうであろう劇的な改革」と訳せばこの箇所を

なんとか切り抜けてしまうことができるのだ。ぜひ覚えておこう。

このパラグラフは最終文で、日本とヨーロッパの大学がアメリカの優位を揺るがすことの難

しさを述べて締めている。これがこのパラグラフのトピックセンテンスと見ていい。

いずれにしても、この分野ですぐに成功することは考えにくい

第二パラグラフのまとめ

「日本やヨーロッパの大学が、アメリカの高等教育における優位を揺るがすのは難しい」

第三パラグラフ

第一文で という、前後を「原因と結果 結論 」の関係で結ぶ論理マーカーが使

われている。つまり第二パラグラフの内容を「原因」とする「結果 結論 」が第三パラグラ

フの主旨であると判断できる。

それ故、高等教育におけるアメリカの優位は 世紀になっても続くであろう

これは本文全体を貫くトピックセンテンスの内容とも一致する。この英文がこのパラグラフ

のトピックセンテンスと見ていい。その後の第二文だが、

－３１０－

ハイパー長文読解



世紀にアメリカとヨーロッパの間で大学と研究に関する力関係のバランスが劇的に

逆転したのには、いくつか原因があった

と、これ以降は、なぜアメリカの高等教育がヨーロッパのそれをしのぐようになったのか、

その理由 原因 が語られることが予想できる。

ここで着目したいのが「いくつかの」という意味の だ。

「 など、「いくつかの いろいろ

な・様々な 」「ある」といった形容詞のついた 複数 名詞は、直後で詳しく 具体的に

言い換えられる 説明し治される 可能性が高い」

というルールがある。そこで はこの後、具体的に説明されるであろうこと

を予想する。すると直後に 、それ以降で 、 、 、 、 と

「具体例の列挙 記 を表す論理マーカー」が見つかる。「アメリカの高等教育がヨーロッパ

のそれをしのぐようになった理由 原因 」が６つに渡って具体的に述べられているのであろ

うことがわかる。以下がその理由のまとめだ。

①アメリカの人口とＧＤＰの急激な増加（結果としてアメリカは他国よりもはるかに大

きな資源を教育につぎ込むことができた）。

②戦争と独裁政権によるドイツ文化圏の弱体化。

③第２次世界大戦と冷戦中の連邦政府による防衛関連研究のための大学教育への多大な

投資。

復員兵援護法（多くのアメリカ人に大学進学の機会を与えた）。

④大学の効果的運営、と諸制度の整備。

⑤外国に対する門戸の開放と英語の支配的な地位によるアメリカ教育の世界への拡大。

⑥アメリカの大学はナンバーワンと見なされていることによる恩恵。

第三パラグラフのまとめ

「諸々の理由から、高等教育におけるアメリカの優位は 世紀になっても続くであろ

う」
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【設問解説】

⒈《ポイント》

⑴設問の意味は「本文によれば、以下の選択肢のうちどれが正しいか」。

⑵各選択肢の意味は以下の通り。

「アメリカの、特にトップ に入る大学は、たいていみな 年未満の歴史である」

※第一パラグラフ最終文に不一致。

「外国の大学は、非常に強い特別権益をもついかなる外部団体によっても邪魔される

ことはない」

※第二パラグラフ第四文に不一致。

「外国の学者にとって、アメリカでなされた調査研究について知ることは、ますます

必要不可欠になってきている」

※第三パラグラフ第 文に 。

「外国の大学が、自らの教育制度を改善するためには、 、 の小さな調整をしさえす

ればいい」

※第二パラグラフ第四～五文に不一致。

「アメリカを含むほとんどの社会において、個々の大学のランキングは極めて急速に

変わる」

※第一パラグラフ第五文に不一致。

⒉《ポイント》

⑴設問の意味は「本文によれば、以下の選択肢のうちどれが正しいか」。

⑵各選択肢の意味は以下の通り。

「アメリカの高等教育は、英語のもつ世界的な力によって全く助けられていない」

※第三パラグラフ第八文に不一致。

「政府の投資は、アメリカにおける大学教育の発展に重要な役割を果たさなかった」

※第三パラグラフ第六文に不一致。

「経済と人口の成長と大学教育の優秀性の間には関連性がない」

※第二パラグラフ第二文に不一致。

「アメリカは大学教育の質と研究能力の点においてこれまで常に議論の余地のないリ

ーダーであったわけではない」

※第三パラグラフの第二文に 。この第二文で筆者は、「 世紀に、アメリカとヨ
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ーロッパの間で、大学と研究に関する力関係のバランスが劇的に逆転した」と述べ

ている。書かれていることの裏側を読めば、「 世紀のある時点まではヨーロッパ

の大学の方がアメリカよりも優位に立っていた」ということ。つまり選択肢は本文

と矛盾しないのである。

「大学の運営の仕方は、その大学によってなし遂げられる優秀さのレベルと無関係で

ある」

※第三パラグラフ第七文に不一致。

⒊《ポイント》

⑴設問の意味は「以下の選択肢のうちどれが本文の主旨を最もよく説明しているか」

⑵選択肢の意味は以下の通り。

「アメリカは高等教育における優位を誇っているが（勝っている）が、その優位は近

い将来脅かされることだろう」

「外国の大学は、アメリカの大学によって保たれている大きな優位を克服する（はね

のける）ためにあらゆる努力をすることができるし、またそうすべきだ」

「世界中の人たちがうらやむような世界クラスの大学制度を作りあげるのには、何十

年がかかる」

「優秀な大学制度を発展させるのに必要となる主要なものは、資金としっかりとした

行政上の取り決めである」

「長いことアメリカが、高等教育における大きな優位を失う可能性はほとんどない」

⑶本文の第一文（トピックセンテンス）が理解できればカンタンにｅ．が正解とわかった

はず。

⒋《ポイント》

⑴設問の意味は「本文によれば以下の選択肢のうち、どれが最も起こる可能性が高いか」

⑵選択肢の意味は以下の通り。

「世界ナンバーワンにランクされているにも関わらす、アメリカの大学はおそらく魅

力的でなくなっていくだろう」

「アメリカの高等教育の優秀性は、確実に、ますます多くの外国の学生たちがアメリ

カで勉強したいと思うようにせしめるであろう」

「アメリカの大学は現時点で多くの優位な点を持っている。しかしそれらの優位は時
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がたてば確実に低下するだろう」

「ヨーロッパや日本の大学がアメリカのトップの大学に追いつくのは、単に時間の問

題だ」

「アメリカの大学はトップの地位を保ち続けることができるであろう。というのは外

国の大学はもはや競争したいと思っていないからだ」

⑶ が第三パラグラフ第 文、 文に一致する。よってこれが正解。

【全訳】

高等教育におけるアメリカの優位は高まり続けており、この先何十年も他国を寄せつけな

いだろう。アメリカの大学が衰退することはあり得るが、そうなるとしてもそれは徐々に起

こることであり、少なくとも、長期にわたって高等教育におけるアメリカの優位が脅かされ

ることはないであろう。すぐれた大学を確立するには何十年もかかるので、外国の競争相手

はなかなか追いつけない。そうするには、資金だけでなく、優秀な学生や教師を引きつけ、

劣った者は辞めさせる制度上の取り決めや、大学を効率的に運営する経営構造や、効果的な

資金集めの仕組みや、優秀さを保証する多くの方策や手続きが必要である。アメリカのよう

に動きの激しい社会でも、序列はなかなか変わらない。向上した学校もあれば衰退した学校

もあるが、アメリカの大学の上位 校のほとんどは、 年前にはすでに傑出していたし、ど

の大学も少なくとも１世紀の歴史を持っている。

日本とヨーロッパは、高等教育におけるアメリカの優勢に挑戦することができるであろう。

両者にはそのような行動に必要な資金も、文化的資源も、教育程度の高い人物もそろってい

る。既ににいくつか優秀な大学もある。しかし、アメリカの指導的立場に挑んで成功するに

は劇的な改革を実行する必要があるが、それは有力な教育省、教育分野の行政担当者、教員

や職員を代表する組合、学生と親たちを含む多くの特別権益団体の反対にあうであろう。大

学別度を再活性化するには、これらの国々は現行制度の規則や規制から自由な新しい機関を

設立する必要がある。いずれにしても、この分野ですぐに成功することは考えにくいので

ある。

それ故、高等教育におけるアメリカの優位は 世紀になっても続くであろう。 世紀にア

メリカとヨーロッパの間で大学と研究に関する力関係のバランスが劇的に逆転したのには、

いくつか原因があった。まず第一に、アメリカの人口とＧＤＰはヨーロッパよりはるかに急

激な率で増加した。その結果、アメリカは他国よりもはるかに大きな資源を教育につぎ込む
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ことができた。２番目に、戦争と独裁政権がドイツ文化圏を大いに弱体化させた。３番目に、

第２次世界大戦と冷戦の間、アメリカは、連邦政府による防衛関連研究のための大学教育へ

の多大な投資や、何百万人ものアメリカ人に大学進学の機会を与えた復員兵援護法の恩恵を

受けた。４番目に、アメリカは大学をより効果的に運営し、長所を伸ばすような制度を発達

させた。５番目に、アメリカの外の世界に対する公開の程度と、英語の支配的な地位のおか

げで、アメリカの教育はほかに類を見ないほど世界的に広がった。６番目に，アメリカの大

学はナンバーワンと見なされているおかげで、多くの点で利益を得ている。例えば、アメリ

カの大学が学究的世界を支配すればするほど、アメリカで行われている研究をよく知らない

ことは高くつくようになる。したがって海外のますます多くの学生や研究者たちがアメリカ

に研究をしに来ようとする。今度はそれが世界の学問の中心としてのアメリカの地位をいっ

そう高めるのである。

【 ＆ 】

第一パラグラフ

優位 な点

Ａ 陳述･資格など に対して その妥当性を 争う、Ａに挑む

十年

腐敗する、衰退する

原形 ～ ～する可能性がある

少なくとも

Ａを危険にさらす

Ａに対する資格、権利

第１位

競争相手

Ａの速度を遅くする 落す 、Ａを遅らせる

Ａを確立する

制度上の取り決め

Ａを引きつける

Ａを辞めさせる

経営構造
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Ａを運営する

効率的に

効果的な

資金集めの仕組み

多くのＡ

方策、方針

手続き

Ａを確実にする

優秀性

向上する、改善する

衰退する

傑出した

第二パラグラフ

支配、優勢

資源

教養のある、教育程度の高い

指導的な立場

Ａを実行する

改革

Ａに反対する

権益、利権

教育省

教育分野の行政担当者

組合

Ａを代表する

教職員

Ａを再活性化する

Ａを設立する

①機関 ②制度

規制
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現在の

いずれにせよ

急速な

分野

第三パラグラフ

優位

逆転

原因

その結果

ＡをＢに捧げる 注ぐ

Ａと比較して

独裁政権

Ａを弱める

文化圏

利益を得る

巨大な

投資

連邦政府

防衛関連の

冷戦

機会

Ａを促す、伸ばす

開かれていること、開放

優位な、支配的な

世界的な

知力・勢力・理解などの 及ぶ範囲

無比の、匹敵する相手がいない

多くの点で

Ａの結果として

ＯをＣとみなす
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海外の

原形 ～ ～しようとする

今度は

Ａを高める

学問 研究
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