
 

 

2022 年 第 2 回東工大本番レベル模試 英語 

解答・解説・採点基準 

全 2 問 90 分 150 点満点 

Ⅰ（85 点） 

解答 

Ⅰ‐1 

広大な海のいたるところで食べ物を探した後，成熟したキング（サーモン）は多くの筋肉を増強している

だけではなく，多くの脂肪を蓄えてもいる 

 

Ⅰ‐2 

確かに，大人のサケが，遠く離れて海で何年も過ごした後，そこで繁殖できるようにと放たれた場所に

戻って来るのが繰り返し目撃されている。 

 

Ⅰ‐3 

Strictly speaking, three-quarters of every breath we take is useless if we could 

separate out the gas we don’t need. 

 

Ⅰ‐4 

エンジンの使用や化学肥料の使用など人間の活動が大量の窒素化合物を放出し，自然なもののサイク

ルに大きな負担をかけること。 

（59 字） 



 

 

 

Ⅰ‐5 

（ア） C （イ） A （ウ） D （エ） B 

 

Ⅰ‐6 

① B ② C 
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解説 

Ⅰ‐1 

第 2 段落第 6 文の After searching for food everywhere in the vast ocean, not only 

has it built up a lot of muscle, but it has also stored a lot of fat という文を，it が指

すものを明らかにして和訳する問題。直前の第 1 段落では，木々と魚との関係は生態系がいかに複雑で

ありうるかということを示すこと（第 1 文），特に栄養素の少ない土地では，木の成長は魚（＝flashes 

of silver「銀色のきらめき」）にほぼ完全に依存すること（第 2 文），そして魚と川が，栄養素の分配に

重要な役割を果たすこと（第 3 文）が述べられている。下線部のある第 2 段落では，このような重要な

役割を担う魚の例としてサケに注目している。下線部がある文の前の部分では，若いサケは海へと泳い

で行き，そこに 2 年から 4 年留まり（第 2 文），成長して大きくなること（第 3～5 文）が述べられてい

る。 

下線部を見ると，まず searching for food という表現は，これが前置詞 after の後に続いている

ことから動名詞が導く句ということになる。search for ～は「～を探す［捜す／求める］」という意味

なので，after searching for food の部分は「食べ物を探した後」という意味の副詞句として訳すこ

とができる。この後に続く everywhere は searching for food を修飾する「いたるところで」とい

う意味の副詞と考えられる。その後に続く in the vast ocean は前置詞 in に導かれた修飾句である

が，直前に副詞が位置することから，形容詞句ではなく動名詞 searching for food を修飾する副詞

句（前置詞句）と考えられ，「広大な海で」などと訳すことができる。この副詞句の後にはコンマが打たれ

ていることから，文の冒頭の after から in the vast ocean までが 1 つの文修飾の副詞句と考えら

れる。 

1 つ目のコンマの後には not only has it built up a lot of muscle が続き，その後にコンマが

打たれている。ここでは現在完了形を成す has が主格の代名詞 it の前に置かれ倒置が起こっている。

これは動詞部分を修飾する否定形の副詞句 not only が強調のためこの部分の先頭に置かれているこ

とによる。build up ～は「～を増強する［築き上げる］」，a lot of muscle が「多くの筋肉」という意

味であるが，この部分は本来 it has built up a lot of muscle という語順なので，「それは多くの

筋肉を増強しているだけではなく」となる。この it「それ」は，これが「多くの筋肉を増強している」と述べ

られていることから，直前の文の，全長が最大 1.5m，体重が最高 30kg（up to 30kilograms）とい

う full-grown king「成熟したキング（サーモン）」のことと考えられる。訳出の際は「成熟したキング

（サーモン）」または「十分に成長したキング（サーモン）」などと表せていればよいが，単に「サケ［サーモ

ン］」としたものは文脈に完全には一致しないので，全く誤りではないものの正解とは言えない。 

2 つ目のコンマの後には but it has also stored a lot of fat が続いている。主語 it は 1 つ目

の it と同様 a full-grown king のことと考えられるが，この動詞部分は also で修飾されている。こ

の also は先に説明した not only と呼応するものであり，接続詞 but と共に not only ～ but 



 

 

also …「～だけではなく…もまた」という慣用表現を成している。store は「～を蓄える」という意味で

あり，a lot of の目的語となっている fat は「脂肪」という意味の不可算名詞である。よって but 以降

の部分は「それはまた多くの脂肪を蓄えもしている」などとなる。store a lot of fat は，ここでは「多

くの脂肪を身に付け」など，同様の内容を表す表現であればよい。 

以上を一文にまとめると，「広大な海のいたるところで食べ物を探した後，成熟したキング（サーモン）

は多くの筋肉を増強しているだけではなく，多くの脂肪を蓄えてもいるのだ。」などとなる。 

Ⅰ‐2 

第 14 段落第 5 文 Indeed, adult salmon are constantly being observed returning 

to the places where they were released so that they can reproduce there after 

spending years out at sea.を和訳する問題。この段落は「サケは，ダムが邪魔をするともはや自由

に動けなくなる多くの水を好む種の一例に過ぎない」という第 1 文で始まっている。これは直前の第 13

段落の，熱心な組織が若いサケを生存可能な川に放っているが（第 1 文），近頃の川はそのほとんどに

ダムや水力発電所があり魚の前進を妨げるので，そのような（ことができる）川を見つけることは容易な

ことではない（第 2 文）という内容を受けたものである。ここで論じられているサケを川に呼び戻すため

の取り組みとそれにまつわる問題は，第 10 段落に始まる，欧州におけるサケ事情に関する記述の一部

であり，第 10 段落では，欧州には（北米と同様）かつて川はサケであふれていたが（第 1 文），欧州では

中世以降森林が伐採されたり過度に開発されたりしたため，木々の平均年齢が 80 歳未満なので，木々

を調べても昔サケがどのくらいいたのかということが分からないこと（第 2～4 文），80 年前にはクマ

もいなければサケの遡上（salmon run）もなかったこと（第 5 文）が，そして第 12・13 段落では，サケ

を川に戻らせるためダムを取り除く取り組みがなされていることが述べられている。下線部のある第

14 段落では，先に述べた第 1 文に続き，第 2 文に「そして，もし魚や他の海洋生物が下流にのみ移動す

ることができ，上流には移動できないとすると，その場合は遅かれ早かれ，ダムより上流には大型の生

物形態はすっかりなくなるだろう」，第 3 文には「実際のところは，魚が再び繁殖する場所へと戻って行

くことができるようダムは現在徐々に除去されている」と述べられ，魚を川に呼び戻すための取り組み

が紹介され，第 4 文では「これは大きな成果であり，希望の元を与えてくれるものだ」と，これらの取り

組みがよい結果を期待できるものであることが述べられている。以上の文脈を踏まえて下線部を訳出

する。 

下線部は，indeed という副詞で始まる。この語は「確かに［実に／事実はそれどころか／まさか］」な

ど文脈により異なる意味を持つので，この語の訳出の仕方は，後にこの文の内容とこの文が置かれてい

る文脈を考慮して検討する。この副詞の後には adult salmon are constantly being observed 

returning が続く。主語 adult salmon は「成長した［大人の］サケ」と表せる。salmon は単数形だ

が集合名詞であるため be 動詞が are となっている。constantly は進行形と共に用いられ「いつも

［繰り返して（continually）］」を表す。being observed returning は observe O ～ing「O が



 

 

～しているのを見つける［発見する］」の受動態の進行形であり，よって直訳すれば「戻る［帰る］のが見

られている［発見されている／目撃されている］」などとなる。returning の後には to the places が

続くが，return to ～は「～に戻る」を表す。さらにその後には the places を修飾する，関係副詞

where が導く節 where they were released が続く。この they はこの文の主語 adult salmon

を指し，release は「〈人・動物〉を解放する」という意味で用いられていると考えられるので，the 

places where they were released は「彼らが放流された場所」となる。しかしながら，the 

places は，これが成長したサケが「戻る」ところであることから，サケの遡上先の川，つまりサケが若い

頃に放たれた川ということになるので，were released は，「解放された」として間違いではないが，

「放流された」とするとより自然な表現となる。以上をまとめると，adult salmon から released ま

での部分は「大人のサケが，彼らが放流された場所に戻るのが繰り返し見られている」などと訳出でき

る。 

次に続く部分は so that に導かれる従属節である。so that はその前にコンマを打たずに用いる場

合は「～するため（目的）［～するように（様態）］」を表す（so that の前にコンマを打つのはこれが「その

結果」という意味の場合）が，この so that の訳出の仕方は，まずこの節全体の内容を把握したうえで，

主節との関係を検討して決定する。so that の後に続く they can reproduce there という部分

は，ここでは reproduce が自動詞として用いられておりしたがって「繁殖する」という意味になるので，

「彼らがそこで繁殖できる」と訳せばよい。there とは，この文の前の部分で言及されている the 

places where they were released のことと考えられる。there の後の after spending 

years out at sea は spending 以降を目的語とする，前置詞 after が導く副詞句である。この動

名詞 spending の意味上の主語は，この節の主語 they，つまり adult salmon である。spending 

years は，spend が時間を表す語を目的語とする場合「〈時間〉を過ごす」という意味になるので，「何

年も費やす［過ごす］こと」と訳すことができる。out at sea はこの動名詞を修飾する副詞句である。at 

sea は「航海中で［（陸地から遠く離れた）海上で］」という意味の副詞句であるが，ここでは「大人のサケ」

が意味上の主語であることを考えると，これはサケが海で過ごすことを航海に例えた比喩的な表現であ

り，よって「海で」と訳出すればよい。out も副詞ということになるが，先に説明したとおりサケは川の上

流で放流され海までの長旅をするので，この out は「遠く離れて」という意味で用いられているものと

考えられる。よって，out at sea は「遠い海で」のように訳出すればよい。so that の後に続く部分は，

「彼らが，遠い海で何年も過ごした後そこで繁殖できる」となるが，ここで so that の訳し方を検討する。

この so that の後に続く部分の内容は，先に説明したとおり，サケが川に戻って来るための取り組みが

なされていることを考慮すれば，下線部の they were released「彼ら（成長したサケ）が（過去に）放

流された」ことの目的と考えられる。したがって，so that は「～するように」と訳すのが適切であり，so 

that以降の部分は「遠く離れた海で何年も過ごした後，彼らが繁殖できるように」と訳すことができる。 

以上より，indeed の後の部分の訳は，「大人のサケが，遠く離れて海で何年も過ごした後，そこで繁

殖できるようにと放たれた場所に戻って来るのが繰り返し目撃されている」となる。先に説明したとお



 

 

り，下線部の直前の 2 文にて魚が川に戻って来るために，期待が持てる取り組みがなされていること，

indeed の後の部分がその期待を裏付ける事実が述べられていることを考えると，この indeed は確

認を表す「本当に［確かに］」という意味で用いられていると解釈できる。よって，下線部全体の訳文は

「確かに，大人のサケが，遠く離れて海で何年も過ごした後，そこで繁殖できるようにと放たれた場所に

戻って来るのが繰り返し目撃されている。」となる。確かに，大人のサケが，遠く離れて海で何年も過ご

した後，そこで繁殖できるようにと放たれた場所に戻って来るのが繰り返し目撃されている。 

Ⅰ‐3 

第 16 段落第 3 文の和文「厳密に言うと，私たちが吸う息の全ては，もし私たちにとって不要な気体

を分離することができるなら，その 4 分の 3 が役に立たないのだ。」を英訳する問題。この段落の第 1・

2 文は「窒素は自然と空気中に豊富にある。私たちにとってきわめて重要な酸素は，窒素の 78 パーセ

ントに比べ，空気中の 21 パーセントしか占めていない」とある。ここでは，大気中の窒素が占める割合

が酸素よりも大きいことが述べられているのである。 

下線部は「厳密に言うと」で始まるが，これは事実や規則に則った正確な事柄を述べる際にその冒頭

で用いる表現である。英語の場合，このようにこれからどのような陳述をするかということを示す際は

しばしば副詞＋speaking という独立分詞構文が用いられるが，「厳密に言うと」は strictly 

speaking が用いられる。これは慣用表現であるため，同じような内容になりそうでも speaking の

代わりに saying を，または strictly の代わりに precisely を用いている場合は正しい表現とはみ

なされない。strictly speaking と同様の意味の慣用表現としては to be precise も認められる。 

「厳密に言うと」の後に続く部分は，「私たちが吸う息の全ては，その 4 分の 3 が役に立たないのだ」

と，そのように述べるうえでの条件を表す「もし私たちにとって不要な気体を分離することができるなら」

という部分から成ると考えられる。人間が呼吸をするときには酸素だけを選り分けて吸い込むことはで

きないので，人間にとっては大量に窒素をも含んだ空気が必要なのである。ここではあえて「私たちに

とって不要な気体を分離することができる」という条件の下では，空気のどのくらいの割合が役に立た

ないのか，つまり不要なのかということを数値で示しているのである（それゆえ「厳密に言うと」という

表現が用いられている）。この部分は主節と，それに対する条件を表す if 節で表すことができる。まず

「私たちが吸う息の全ては，その 4 分の 3 が役に立たないのだ」における「その」は「私たちが吸う息の

全て」を指していると考えられるので，「私たちが吸う息の全ての 4 分の 3 が役に立たない」と読み替え

ると訳し易いであろう。「私たちが吸う息の全て」は all the air we breathe in と表すことができる。

breathe だけでは「空気を吸う」という意味にも，「呼気を吐く」という意味にもなるので in が必要な

点に注意が必要である（「呼気を吐く」という意味の場合は breathe out ～）。または一呼吸ごとの空

気の量を表す可算名詞としての breath を用いて all the breaths we take，または every 

breath we take などと表すこともできる。「～の 4 分の 3」は three-quarters of ～で表すこと



 

 

ができる。また「役に立たない」は useless，または of no use で表せる。または，「役に立たない」を

「（人間が）使えない」と読み替え，we cannot use ～のように表したものも許容できる。 

次に，if 節として表せると先に述べた「もし私たちにとって不要な気体を分離することができるなら」

について検討する。ここで言う「私たちにとって不要な気体」とは，先に述べたとおり，下線部の文の前

で言及されている「窒素」のことと考えられるので the gas と表せる。そして「私たちにとって不要な」

は the gas がどのようなものであるか特定するものなので，the gas を先行詞とする関係代名詞節

を用い，the gas (that) we don’t need，または the gas that is not necessary for us と

表すことができる。「～を分離することができるなら」は if we could separate ～と表せる。また，

「不要な気体」という文脈から「分離する」を「取り除く」と読み替えて if we could remove 

[separate out] ～としてもよい。実際にはこのように分離することは通常できないので，「～できる

なら」は could を用いて仮定法過去で表すのが適切である。 

以上をまとめると，Strictly speaking, three-quarters of every breath we take is 

useless if we could separate out the gas we don’t need.などとなる。 

Ⅰ‐4 

下線が施された第 18 段落第 2 文の But then we came along.が，何によりどのような問題が

もたらされることを意味しているのか問われている。直前の第 1 文には「全体的に見て，どうやら，自然

はこれらの有益な窒素化合物を希少なごちそうだとみなしているようである」とあるが，下線部は but

で導かれているので，第 1 文の内容と矛盾する内容，または対比的な内容を表していると考えられる。

またこの第 1 文には筆者を含めた特定の人々に言及があるわけではないので，下線部の we は筆者を

含めた人々全体を漠然と指していることになる。述部の come along には「〈人・機会などが〉（いつし

か）やって来る［〈赤ん坊が〉生まれる／（様態を表す副詞句を伴って）〈仕事などが〉うまく行く／〈人が〉

ついて来る／一緒に来る（行く）］」などを表すが，人間が主語であることを考えると，「〈仕事などが〉う

まく行く」という意味ではありえない。また直前の第 1 文の内容からすると came along は誰かに「つ

いて来る［ついて行く］」という意味であるとは考えにくい（「ついて来る［ついて行く］」対象となる人や

人々に言及がないため）。よって came along は「やって来た」，または「誕生した」という意味であり，

下線部は「人類が誕生した」，「人間が（この世に）やって来た」，または「人間が登場した」というような意

味と考えられる。下線部直前の第 1 文は，rare treats「希少なごちそう」という表現から，自然界では

窒素化合物が望まれるものでありながら容易には得られないものであるらしいということを述べるもの

であるが，これは直前の第 17 段落にて，「稲妻」が大気中の窒素と酸素を結合し，植物が分解し吸収す

ることのできる化合物を造り出すこと（第 1 文），一部の木々や植物は根に宿る細菌の助けを借りて大

気中の窒素を利用可能な化合物に変換する能力を持つが（第 2 文），木々の種のほとんどはそのような

能力を持たず，必要とする窒素を動物から生じた廃棄物に依存していること（第 4 文）が述べられてい

ることを受けたものと考えられる。つまり，窒素化合物は木々にとって必須であるが，自然界ではどこに



 

 

でも豊富にあるわけではないということだ。これと同様のことはさらにさかのぼった第 16 段落第 11・

12 文に「もし木がサケのいる川のそばで成長するという幸運に恵まれなければ，それは問題を抱えてい

ることになる。通り過ぎる動物が残す排泄物や，あるいは根の届く範囲で腐る丸ごとの死んだ動物は，

したがって，祝うべきことなのである」と述べられていることからも分かる。 

次に人間が登場したことが，具体的にどのようなことを意味しているのか追究するため，下線部の後

の部分の内容を考察する。まず第 18 段落第 3・4 文には「乗り物や暖房装置の現代的なエンジン［発動

機］は稲妻と同じことをする。それら（＝our modern engines）は，化石燃料の燃焼の副産物として，

大気中の窒素を酸素と結合し，風で世界中に運ばれ，雨が降ったときに洗い流されて土壌に戻る化合

物を生成する」と述べられている。「稲妻」については先に述べたとおり第 17 段落に，自然界では稲妻

が，植物が分解し吸収することのできる窒素を含む化合物を生成することが述べられている。つまり，

第 18 段落第 3・4 文によると，現代的なエンジン［発動機］（our modern engines）も植物が必要と

する窒素を含む化合物を世界中の土壌にまき散らしているということになる。続く第 18 段落第 5 文は

then で始まり，「農業があるが，これは窒素を含む合成肥料を加えることで，強引にできるだけ土壌の

生産性を高めようとする」とある。つまり，人間の農業活動によっても土壌に窒素を含む化合物が加え

られているということである。よって，ここでの then は「そのうえ［さらに／その他に］」という意味で用

いられているものと考えられる。続く第 6・7 文では「人間の活動によって放出される窒素化合物の量

は膨大で，先進国では 1 人あたり年間約 100 キログラムである。もし欧州人が自分たちの窒素の排出

量をサケに換算するなら，ドイツの人口密度である 1 平方キロメートルあたり 230 人に対して，年間 1

平方キロメートルあたり 172,500 匹のサケということになるが，そのような莫大な量の魚は，きわめ

て明らかなように，自然のサイクルに多大な負担をかけることになる」とある。本文第 3 段落第 2 文に

あるとおりサケの体は窒素を多量に含有しているが，ここでは人間が放出する年間の窒素の量がサケ何

匹に相当するか計算しているのである。そして人間が放出する年間の窒素の量は単位面積あたりの人

間の数の 750 倍ほどの数のサケに相当するという計算結果を受け，「自然のサイクルに多大な負担を

かけることになる」と述べているのである。つまり，この段落で筆者が主張している問題とは，本段落第

6 文にあるとおり，「人間の活動によって放出される窒素化合物の量は膨大で」であること，そして本段

落第 7 文にあるとおり，それが「自然のサイクルに多大な負担をかけることになる」ということになる。こ

の 2 点のみをまとめると「人間の活動により大量の窒素が放出され，自然のサイクルに多大な負担をか

けること。」などとなるが，指定字数は 60 字以内なのでもう少し具体的な内容を加える必要がある

（「～字以下」という指定がある場合，解答は必ずその 9 割以上となるようにすること）。そこで本段落第

3 文以降の内容を振り返ると，「自然のサイクルに多大な負担をかけることになる」ということに関して

は，例えばそれがどのような形で問題として現れるかということなど，具体的な記述はないが，「人間の

活動」に関し本段落で具体的に述べられている内容，つまり「（乗り物や暖房装置の）現代的なエンジン

［発動機］」や「（農業での窒素を含む）合成肥料」の使用を解答に加え（括弧内は省略可能），「エンジンの

使用や化学肥料の使用など人間の活動が大量の窒素化合物を放出し，自然なもののサイクルに大きな



 

 

負担をかけること。」（59 字）や「自動車のエンジンや農業での肥料の使用により人間が放出する窒素化

合物の量が，自然界で必要とするよりもはるかに多いこと。」（58 字）のようにまとめることになる。 

Ⅰ‐5 

本文中の空欄に適切な文を選ぶ問題。各選択肢の意味は，A「幸いなことに，それは今では変わって

いる。」，B「それはよい兆しだろうか。いや，そうではない。」，C「どうやってこのことをこれほど正確に

分かるのだろうか。」，D「それは植物においてもほぼ同じである。」というもの。空欄を順に考察していく。 

（ア） 空欄は第 6 段落第 6 文である。この段落では，空欄の前までの部分に，クマや他の動物がサケ

を食べた後，放置された食べ残しや，動物たちの排泄物を介して大量の窒素が，サケのいる川の周囲の

森に留まること（第 1・2 文），科学者スコット・Ｍ・ジェンデとトーマス・P・クインによれば，分子分析で川

辺の植物内の窒素の 70 パーセントが海，つまりサケに由来することが分かること（第 3 文），サケ由来

の窒素は木々の成長速度を，魚の肥料がない場合と比べて 3 倍速めること（第 4 文），そして一部の木

の場合は，それに含まれる窒素の 80 パーセントを超える量が魚に由来する（第 5 文）ということが述べ

られている。他方空欄の直後の第 7 文には，「鍵となるのは窒素 15 なのだが，これは太平洋岸北西部

ではほぼ海―あるいは魚―にのみ見られる」と述べられているが，これは空欄の前の部分では食べ残さ

れたサケの身の栄養が，どの程度川周辺の木々に吸収されるかという話題と打って変わって，窒素の同

位体，窒素 15 が話題となっている。さらに後の第 8 文には，「したがって植物中にこれらの分子が存在

する証拠を見出すことは，研究者がその窒素の源との―この場合，サケとの―関連性を見出すことを可

能にするのである」とあるが，直前の文では窒素 15 という元素名が示されていることからすると，「こ

れらの分子」とは，窒素 15 を含む分子ということと考えられる。そしてこれらが植物中にあることがサ

ケとの関連性を示す，つまりサケからの栄養素を吸収していることが分かるということである。空欄の

前では植物中の窒素のうちサケから得られたものの割合について述べられており，どのくらいの窒素が

サケに由来するものかが分かることが前提になっているが，空欄の後ではなぜ栄養素をサケから摂って

いるのが分かるのか，ということが説明されていることになる。この文脈に適切と考えられるのは，何か

を知る手段を話題にしていると考えられる C である。確かに空欄の前では，70 パーセント，80 パーセ

ントという，何らかの測定基準がなければ知りようのない定量的なことにまで言及があることとも一致

している。A「幸いなことに，それは今では変わっている。」は，空欄の後の内容が空欄の前の内容に変化

があったことを示していないので適切ではない。B「それはよい兆しだろうか。いや，そうではない。」は，

空欄の後には空欄前の内容の良し悪しに関連した内容となっていないので，正解ではありえない。D「そ

れは植物においてもほぼ同じである。」は，空欄後が植物と何かを比べる内容となっていないので正解

ではありえない。以上より正解は C となる。 

（イ） 空欄は第 12 段落第 1 文である。この段落では，2018 年にはライン川の川岸が，人々がそこか

ら泳ぎに行かれるほどきれいになっていること（第２文），そしてサケも川，つまりライン川で泳いでいる

が，サケはまだ非常に多くの援助を必要としていること（第 3 文），そして，サケがある川で全滅すれば，



 

 

将来サケが戻って来ることはほとんどなくなることとその理由が述べられている（第 4 文）。他方，空欄

の前，つまり直前の第 11 段落では，かつて欧州に固有だったアトランティックサーモンが，保護団体の

努力により多くの川に戻りつつあること（第 1 文），ライン川の近くで育った筆者は，子供の頃（ライン川

で）両親に水遊びをさせてもらえなかったこと（第 2 文），そして，その当時化学工場は，数種の魚しか生

き残れないほど汚い大量の廃棄物を放出していたことが述べられている（第 3 文）。つまり空欄直前で

はライン川が汚染されていたことが，そして空欄の後ではライン川がきれいになっていることが述べら

れていることになる。この文脈に適切なのは，事態がよい方に変わったことを表していると考えられる

A である。B は，空欄の直前の内容が「よい兆しだろうか」と問われるようなものではないことを考える

と正解ではありえない。C は第 11 段落に正確さを要するようなことは述べられていないので適切では

ない。D は，空欄の前後でライン川が話題となっていることと一致しない。以上より，正解は A となる。 

（ウ） 空欄は第 16 段落第 6 文である。その前の部分の内容は，自然の状態で空気中には窒素が豊

富にあるが（第 1 文），人間にとって重要な酸素は空気中の 21 パーセント，それに対し窒素は 78 パー

セントであり（第 2 文），人間が吸う空気の 4 分の 3 は人間にとって役に立たないが（第 3 文），だから

と言って窒素は人間にとって役に立たないわけではなく，窒素は人間にとっても重要で，人間はタンパ

ク質，アミノ酸などの物質に加工された形でそれを約 2 キログラム体内に抱え持っている（第 4・5 文）

と述べられている。つまり空気中の窒素，すなわち気体の窒素は人間にとって役に立たないが，窒素と

いう元素そのものは重要ということだ。他方，空欄の直後の第 7 文には「私たちと同様に，それらは窒

素を呼吸のために必要としない」とあり，「それら」が指すものが人間と比較されている。空欄には「それ

ら」が指すものが言及されているはずである。続く第 8 文には「それらの関心を引き付けるのは，それが

含まれる特別な化合物である」とあり，「それら」が指すものは，人間と同様，窒素を含む物質を必要とす

ることが分かる。この文脈に適切と考えられるのは，人間と同様の傾向を持つものに言及していると考

えられる D である。A は，空欄の後の内容は，その前の内容に起こった変化について述べるものとなっ

ていないので正解ではありえない。B は，空欄の前後が兆しの良し悪しに関連した内容ではないので，

空欄に適切ではない。C は，空欄の前には人間が体に抱え持つ窒素の量に言及があるので，この内容に

は適合するが，空欄以降にその正確さに関連した内容が続いていないので，文脈には適合していないこ

とになる。以上より，正解は D となる。 

（エ） 空欄は第 20 段落の冒頭にある。この段落では，木々は自分自身の手段だけでは，急速に成長

せず，昔からある自然なままの森林では，木々は最初の 200 年間を母親の陰で過ごし，ゆっくり伸びな

がら驚くほど高密度な幹を発達させること，しかし，現代的な管理された森林では，若い木々は親の陰

がない状態にあり，追加の窒素で栄養を増強しなくても勢いよく伸び大きな年輪を形成し，細胞に通常

よりはるかに大きくなり多くの空気を含むようになるため，菌類の影響を受け易くなること，急速に成

長する木は急速に腐り，長年生きる機会がないが，空気中の余分な栄養素のために，この過程全体が現

在急激に加速していることが述べられている。つまり，自然に育つ木々はゆっくりとしか成長しないが，

高密度な幹を発達させる一方で，管理された現代的な森林の木々は急速に成長するが，腐り易いとい



 

 

うことだ。空欄の直前，つまり第 19 段落では，第 1 文に，「木々は長い間，これらの排出量に気付いて

おり，森林管理者も気付いている」とあるが，これはⅠ－4 で解説したとおり，人間の活動が大量の窒素

化合物を放出しているという第 18 段落の内容を受けたものだ。第 19 段落第 2 文以降には，数十年に

わたって，若い木々は顕著に急速に成長してきており，森林がより多くの木材を産出しているため，森

林の生産量の概算には新たな基準線を必要となっていること，木々が樹齢何歳のときにどれほど急速

に成長するのかということを示す森林管理者の収穫図は，すでに 30 パーセント上方に調整する必要が

あることが述べられている。つまり，人間の活動により大量に排出されている窒素化合物が木々の成長

を速めているということだが，先に示した第 19 段落の第 2 文以降の内容より，木々の急速な成長はそ

の品質に悪影響を及ぼすことが分かる。このような文脈を踏まえると，空欄に適切なのは，第 18 段落

にて述べられている実際に木々の成長が加速していることについて，それが望ましいことではないと主

張していると解釈可能な B である。A は，第 18 段落の木々の急速な成長の傾向が現在の事象として

書かれていることを考えるとつじつまが合わない。C は，第 19 段落の内容が事実について述べるもの

であり，測定など，精度を要することに関するものではないので文脈に合わない。D は，空欄の前後で

木々という植物が話題になっていることに適合しない。以上より正解は B となる。 

Ⅰ‐6 

① 

問いは「木々が栄養素を獲得するうえでどのようにして助けられているかということを正しく説明し

ているのはいずれか？」というもの。各選択肢を検討する。A は「木の根に菌類が作る綿のようなきめの

細かい物質は，その木のために様々な栄養素を作る」というもの。「綿のようなきめの細かい物質」につ

いては，第 7 段落第 4 文に「木々は宿り主の根をきめ細かく綿のような織物で覆う菌類によって助けら

れているのだが，その織物は木々が土壌からあらゆる種類の栄養素を摂ることに役立つのだ」とあるが，

ここの物質自体が栄養素を作るとは述べられていない。B は「古い木が死ぬと，その木が持っていた栄

養素は数多くの微生物に助けられて他の木が使えるようになる」という内容。古い木が死んだ場合の微

生物の働きについては，第 7 段落第 6 文に「すると，微生物の大群が植物の残骸を分解するという几

帳面な仕事にとりかかるが，その後すぐに，栄養素は土壌から放出された栄養素を吸い上げる番となる

次の木に入って行く」と述べられている。この微生物の大群が植物の残骸を分解するということは，Bの

木が持っていた栄養素が微生物により他の木が使えるようになるということに相当すると考えられる

ので，B は正しいと言える。C は「一部の木々や植物は，その葉に棲む特殊な細菌に助けられて大気中の

窒素を窒素化合物に変えることができる」という内容。大気中の窒素を窒素化合物に変える働きについ

ては，第 17 段落第 2 文に「一部の木々と植物は，その根の特別な部分に棲む細菌の助けを借りて大気

中の窒素を利用可能な化合物に変換する能力を身に付けている」と述べられているが，このような働き

を助ける細菌は木々の葉ではなく，根の特別な部分に棲むとあるので，C は正解ではない。D は「大き

な木質細胞を持つ木々は，細胞内の空気を，呼吸のために多くの空気を必要とする細菌に取り除いて



 

 

もらう」という内容。木質細胞内の空気については，第 20 段落に，現代的な管理された森林では若い

木々は，その成長を遅らせる親の陰がないため（第 6 文），窒素を追加して栄養を増大しなくても勢いよ

く伸び大きな年輪を形成し（第 7 文），それらの木質細胞は通常よりはるかに大きくなり多くの空気を

含むが，それによって菌類の影響を受け易くなる（第 8 文のダッシュの前まで）と述べられている。続く

第 8 文のダッシュの後の部分と第 9 文には「なにしろ，菌類もまた呼吸したがるのだ。急速に成長する

木は急速に腐り，したがって，長年生きる機会がないのだ」とあり，細菌はむしろ木を腐らせることが分

かる。よって D は正解ではない。E は「地面には，人間の活動が作り出した有害な窒素化合物を無害な

ものに変換することができる細菌が数多く存在する」という内容。人間の活動により生じた化合物に対

応する細菌については，第 21 段落第 2・3 文に「地中には，かつては重要視され，今や有害なほど大量

に存在する窒素化合物から，これらを最初の成分に分解することによりエネルギーを得る大量の細菌が

存在する。それらがそうする際，気体状の窒素が地上から逃げてそのもともとの場所つまり大気へと戻

って行く一方で，別の窒素は降雨によって地中の奥深くへと洗い流され，そこで飲み水の供給源を汚染

し，私たちのもっとも重要な生命維持形態への渇望を不能にする」と述べられている。この「今や有害な

ほど大量に存在する窒素化合物」とは，Ⅰ－4 の解説で触れたとおり，第 18 段落にて述べられている，

人間の活動により大量に生成されたものである。この第 21 段落第 2・3 文から，地中の細菌はこれか

らエネルギーを得る際に気体状の窒素を発生させ，「別の窒素」，つまり気体以外の形態の窒素は雨に

より地中に流れて飲み水を汚染することが分かるので，地中の細菌は有害な化合物を無害なものにす

るわけではないということになる。以上より，正解は B となる。 

②  

問いは「川にサケがいることの利益として言及されていないのはいずれか？」という内容。各選択肢

を検討する。A は「サケは陸と海における食物連鎖において重要な役割を果たしている」という内容。動

物たちが食べ残したサケの身や，サケを食べた動物の排泄物が土壌を肥沃にすることは第 6 段落に述

べられているが（Ⅰ－5（ア）の解説を参照），第 7 段落ではまず第 3・4 文には，そのようにして土壌に

漏れた栄養素を，木々がその根を「きめ細かく綿のような織物で覆う菌類によって助けられて」吸収す

ることが，そして第 7・8 文には「しかしながら，全ての栄養素がこの織物の細かな網目の中にとどまる

わけではない。必然的にそれらの一部は川へと押し流されそして海へと運び戻されて行くが，そこでは

無数の小さな生命体が待ち構えているのだ」と述べられている。つまり，サケの身から土壌を通って川

へ，そして海へと流れ出た栄養素を，海中の小さな生き物が摂取しているということであるが，このよう

な小さな生き物が海での食物連鎖の基底を成すことは言うまでもないことである。さらに，第 8 段落第

3 文に「サケのいる川辺に栄養素が豊富にあることは，動物，植物，そして鳥の多様性がより多いことに

顕著に表れており，サケの残骸を餌とする生き物―キツネ，鳥，そして昆虫―が今度は森の他の動物の

えじきとなるのである」とあることから，サケは陸地での食物連鎖においても役割を担っていることが

分かる。よって，A は本文中で言及されていると言える。B「サケからの栄養素は，川沿いの木々の成長



 

 

を加速させうる」は，第 6 段落第 4 文に「彼らのデータはまた，サケ由来の窒素は，例えばこれらの地域

のシトカトウヒが，魚の肥料がない場合と比べて最大で 3 倍速く生長するほどに木々の成長を速めるこ

とも示している」とあることと一致している。この「彼ら」とは，同段落第 3 文に名前が言及されている

科学者スコット・Ｍ・ジェンデとトーマス・P・クインのことである。彼らは分子分析により，川辺で育つ植

物内の窒素の由来について研究報告している。C「サケの中の同位体窒素 15 は木々の成長に不可欠で

ある」については，川辺の木々がサケの身から摂れる窒素化合物を栄養素としていることは本文を通し

て繰り返し言及されているが（B に関する説明でも述べたとおり），窒素 15 については，第 6 段落に

「太平洋岸北西部ではほぼ海―あるいは魚―にのみ見られる」（第 7 文）ものとして，「したがって植物中

にこれらの分子が存在する証拠を見出すことは，研究者がその窒素の源との―この場合，サケとの―関

連性を見出すことを可能にするのである」（第 8 文）と述べられるに止まり，木々の成長に不可欠である

とは本文中では述べられていない。D「クマはサケを食べることで，冬に備えるための脂肪を摂ることが

できる」は，第 4 段落最終文に「サケが上流へと懸命に進む中彼らが川で捕まえる魚は，彼らが冬にそ

なえて分厚い脂肪の層をつけるのに役立つのだ」と述べられていることと一致する。E「サケは木々に，

それらに適切な形態で窒素を供給する」は，筆者が第 16 段落第 8・9 文にて「それら（＝植物）の関心を

引き付けるのは，それが（＝窒素）が含まれる特別な化合物である。これらの化合物は反応性が高く，分

解されてタンパク質に変換されたり，植物の遺伝物質に組み込まれたりすることが可能である」と述べ

ていることと一致する。以上より，正解は C となる。 

Ⅰ‐7 

本文内容と一致するものを選択肢から選ぶ問題。各選択肢を検討する。1 は「森林の木々を保護する

ため，森林管理者たちは人間の活動による窒素放出の影響を完全に抑圧した」という内容。第 19 段落

第 1 文に「木々は長い間，これらの排出量に気付いており，森林管理者も気付いている」とあるが（この

「これらの排出量」とは直前の第 18 段落で言及されている「人間の活動によって放出される窒素化合

物の量」（第 6 文）のこと），森林管理者たちがこの窒素排出を完全に抑圧したとは本文において述べら

れていないので正解ではありえない。2 は「木々は窒素化合物を魚，動物，またはある自然現象を通して

得ることができるが，それらを得られる可能性は限られている」という内容。木々がサケから窒素化合

物を得ることについては，第 16 段落に，植物が関心を持っているのは窒素を含む特別な化合物であり

（第 8 文），それらは反応性が高く，分解されてタンパク質に変換されたり，植物の遺伝物質に組み込ま

れたりすることができるというもので（第 9 文），自然界では希少である傾向がある（第 10 文）と述べ

られていることと，続く第 17 段落第 1 文に「稲妻も，大気中の窒素と酸素を結合させて，植物が分解し

て吸収できる化合物を作り出すことにそのエネルギーを使うことでその役割を果たしている」と述べら

れていることと一致する。3「成熟したサケは大胆にも，パートナーを見つけるため自分が生まれた川を

さかのぼって困難な旅をし，それから老齢で亡くなるまでそこに棲む」は，「成熟したサケは大胆にも，パ

ートナーを見つけるため自分が生まれた川をさかのぼって困難な旅をし」という部分については，第 3



 

 

段落最終文に「彼らが上流へ泳ぐことにこれほど多大な努力をそそぐ唯一の理由は，最後の息をつく前

に繁殖活動に従事するためということである」とあることと一致するが，「それから老齢で亡くなるまで

そこに棲む」の部分は，第 4 段落第 3 文に「最後の力をふりしぼって，彼らは自分たちが生まれた川で

交尾し，そして疲れ果てて死ぬ」とあることと矛盾する。4 は「サケが戻って来る川沿いに棲む昆虫のう

ち 50 パーセントの体内の窒素は，海，または言い換えると，魚に由来することが発見されている」とい

う内容。第 8 段落第 2 文に「一部の昆虫内において最高 50 パーセントの窒素」が魚由来であることを

ヴィクトリア大学のトム・ライムヘン博士が発見したとは述べられているが，「川沿いに棲む昆虫のうち

50 パーセントの体内の窒素」が魚に由来するとは述べられていない。よって 4 は正解ではない。5 は

「80 年前，サケはドイツの森林に少ししかいなかったが，かつて召使でさえサケを頻繁に食べることが

できる時代があった」という内容。80 年前のドイツについては，第 10 段落第 5 文に「そして 80 年前，

大した数のクマもサケの群れもいなかった」とあるので，5 の「80 年前，サケはドイツの森林に少ししか

いなかった」は正しいことが分かる。また，第 10 段落第 8 文には「しかしながら，サケがかつてドイツに

多く存在していたことは間違いがない。たとえ証拠が，召使にサケを，週 3 回を超えて出すことは違法

だったなど，大部分において事例に基づく不確かなものであるとしてもだ」と述べられており，週に 3 回

を超えて召使にサケを食べさせてはいけない法律があったということは，それを超えて召使にサケを食

べさせていた，または食べさせようとする主人がいたということなる。よって，「かつて召使でさえサケ

を頻繁に食べることができる時代があった」の部分も正しい。よって，5 は全体的に正しいことになる。

6 は「森林管理者たちは，各種類の木がどのくらいの量の木材を生産できるかということに関する情報

を彼らに与える，収穫図と呼ばれる参考資料を使っている」という内容。「収穫図（yield charts）」に

ついては，第 19 段落第 4 文に「森林管理者の収穫図，つまり様々な種類の木々が樹齢何歳のときにど

れほど急速に成長するのかということを示すスプレッドシート」と述べられており，これが木々の種類ご

との樹齢に応じた成長速度を示すものであり，生産量を示すものではないことが分かる。よって 6 は正

解ではない。7 は「一部の気体の窒素は，雨により地面に洗い流されると私たちの飲用水を汚染するが，

他の窒素は海に戻る」という内容。第 21 段落第 3 文に「気体状の窒素が地上から逃げてそのもともと

の場所つまり大気へと戻って行く一方で，別の窒素は降雨によって地中の奥深くへと洗い流され，そこ

で飲み水の供給源を汚染し，私たちのもっとも重要な生命維持形態への渇望を不能にする」とあり，気

体状の窒素は大気に戻るとあるので，7 は正解ではない。8「クマは常にサケ一匹のほとんどを食べるが，

彼らの食べ残しは森林の他の動物たちにとってはまだ貴重な栄養源である」は，「クマは常にサケ一匹

のほとんどを食べる」が第 5 段落第 2 文の「初めクマは獲物のほとんどを食べるが，季節が深まると選

り好みをするようになる」と矛盾している。よって 8 は正解ではない。ただし，8 の「彼らの食べ残しは森

林の他の動物たちにとってはまだ貴重な栄養源である」は，第 5 段落第 3 文の最後の節と第 4 文の

「彼ら（＝クマ）が捨てた死んだ魚は他の多くの動物に食事の機会を与える。ミンク，キツネ，猛禽類と無

数の昆虫が，少しだけ食べられた残りものを捕食し，また森の深くへと引きずって行く」という内容と一

致している。9 は「80 年以上前の欧州におけるサケの数は，木々ではなく，田舎の小さな家に用いられ



 

 

ている木材を調べることによって計算できるかもしれない」というもの。第 10 段落第 6・7 文に「しかし

もっと前の木々はどうだろうか？ 突き止める 1 つの方法は木材を骨組みとした田舎の小さな家の木

材に含まれる窒素 15 を検査することであろうが，私の知る限りでは誰もそれはやっていない」とある

が，これは直前の第 5 文にて「そして 80 年前，大した数のクマもサケの群れもいなかったので，ドイツ

の木々の中の木材はあまり窒素 15 を含んでいない」と述べられていることを受けたものである。つま

り，昔の木々に含まれている窒素 15 を調べ，サケの数を調べられるのではないかと，筆者は考えたの

である。9 はこの内容と一致することになる。10 は「川に放たれた若いサケは，ダムの助けを得て海に

泳ぎ出し同じ川に戻って来ることができる」という内容。ダムについて，第 13 段落には「これを乗り越え

るために，熱心な組織が多くのサケの稚魚を，生存可能な川へ放流している。しかし，そのような川を見

つけることは必ずしも容易ではない。なぜならば，それらのほとんどにおいて，今日ではダムや水力発電

所が魚の前進を妨げるためである」と述べられている。第 1 文の「これを乗り越えるため」とは，直前の

第 12 段落第 4 文で「成長したサケは必ず若い頃過ごした川に戻って来るので，もしある川のサケが全

て死滅すれば，将来サケが戻って来ることはほとんどないだろう。なぜなら，成長した魚は全て他の場

所で生まれているからだ」と述べていることを受けたものである。つまり，海から川に戻って来るサケが

途絶えないよう若い魚を川に放流しているということであるが，ダムがサケの移動を阻むのでそのよう

な作業も容易ではないということなので，「ダムの助けを得て海に泳ぎ出し同じ川に戻って来ることが

できる」という内容は誤りということになる。以上より，正解は 2，5，9 となる。  



 

 

採点基準 

Ⅰ‐1 10 点満点 

After searching for food everywhere in the vast ocean, not only has it built up a 

lot of muscle, but it has also stored a lot of fat 

「広大な海のいたるところで食べ物を探した後，成熟したキング（サーモン）は多くの筋肉を増強してい

るだけではなく，多くの脂肪を蓄えてもいる」 

＊ 具体的にどのような表現が許容される（あるいはされない）かについては解説を参照。 

1. after searching for food を「食べ物を探した後」のように訳せていれば，2 点加点。 

2. everywhere in the vast ocean を，「広大な海のいたるところで」のように訳せていれば，2

点加点。 

3. not only has it built up a lot of muscle を「成熟したキング（サーモン）は多くの筋肉を増

強しているだけではなく」のように訳せていれば 3 点加点。 

 倒置構文を理解し正しく訳出できていない場合は 2 点減点。 

 not only ～ but also …「～だけではなく…もまた」を正しく訳出できていない場合は次の

4 で減点。 

4. but it has also stored a lot of fat を「多くの脂肪を蓄えてもいる」のように訳出ができてい

れば，3 点加点。 

 not only ～ but also …「～だけではなく…もまた」を正しく訳出できていない場合は 2 点

減点。 

5. it を「成熟したキング（サーモン）」として訳出できていない場合は，1～4 の合計点から 2 点減点。 

 

Ⅰ‐2 10 点満点 

Indeed, adult salmon are constantly being observed returning to the places 

where they were released so that they can reproduce there after spending years 

out at sea. 

「確かに，大人のサケが，遠く離れて海で何年も過ごした後，そこで繁殖できるようにと放たれた場所に

戻って来るのが繰り返し目撃されている。」 

＊ 具体的にどのような表現が許容される（あるいはされない）かについては解説を参照。 

1. indeed を「本当に［確かに］」という意味に訳出できていれば，1 点加点。 

2. adult salmon are constantly being observed returning to the places を「大人の

サケが……場所に戻って来るのが繰り返し見られている」などと訳出できていれば 3 点加点。 

3. where they were released so that they can reproduce there を「そこで繁殖できる

ようにと（彼らが）放たれた」などと訳出できていれば 4 点加点。 



 

 

 so that を「～するように［できるように］」という意味に訳出できていない場合は 2 点減点。 

4. after spending years out at sea を「遠く離れて海で何年も過ごした後」などと訳出できて

いれば，2 点加点。 

 out が訳出できていない場合は 1 点減点。 

 

Ⅰ‐3 10 点満点 

「厳密に言うと，私たちが吸う息の全ては，もし私たちにとって不要な気体を分離することができるなら，

その 4 分の 3 が役に立たないのだ。」 

Strictly speaking, three-quarters of every breath we take is useless, if we could 

separate out the gas we don’t need. 

＊ 具体的にどのような表現が許容される（あるいはされない）かについては解説を参照。 

1. 「厳密に言うと」を Strictly speaking などと訳せていれば 1 点加点。 

2. 「私たちが吸う息の全ては……その 4 分の 3 が役に立たない」を three-quarters of every 

breath we take is useless などと訳せていれば 5 点加点。 

 「～の 4 分の 3」という分数を three-quarters of ～のように正しくできていない場合は

1 点減点。 

3. 「もし私たちにとって不要な気体を分離することができるなら」を if we could separate out 

the gas we don’t need のように表現できていれば 4 点加点。 

 could を用いた仮定法過去になっていない場合は 1 点減点。 

 

Ⅰ‐4 10 点満点 

エンジンの使用や化学肥料の使用など人間の活動が大量の窒素化合物を放出し，自然なもののサイク

ルに大きな負担をかけること。（59 字） 

＊ 具体的にどのような表現が許容される（あるいはされない）かについては解説を参照。 

1. 「エンジンの使用や化学肥料の使用」という内容を含められていれば，2 点加点。 

2. 「人間の活動が大量の窒素化合物を放出し」という内容を含められていれば，4 点加点。 

3. 「自然なもののサイクルに大きな負担をかける」という内容を含められていれば，4 点加点。 

 この部分は「自然界で必要とするよりもはるかに多いこと」のように，人間が放出する窒素化

合物の量が自然からかけ離れた状態を表せていれば加点する。 

 

Ⅰ‐5 各 5 点 計 20 点 

 

Ⅰ‐6 各 5 点 計 10 点 



 

 

 

Ⅰ‐7 各 5 点 計 15 点 

 

  



 

 

Ⅱ（65 点） 

解答 

Ⅱ–1 

激しい怒りは血液を心臓から手足へと勢いよく送り込み，人間が攻撃を始められるよう準備するのだっ

た。 

 

Ⅱ–2 

液体や蒸気，霊的な物質ではなく，神経系の働きによって機械的に引き起こされると考えられた。 

（44 字） 

 

Ⅱ–3 

彼は全世界の聖職者や探検家に調査票を送り，彼らが出会った先住民によって悲しみや興奮がどのよ

うに表現されたかを尋ねた。 

 

Ⅱ–4 

It’s through his work that many of us have come to think of emotions as things 

that either can be repressed, or else build up and require venting. 

 

Ⅱ–5 

① B ② C 

 

Ⅱ–6 

D 

 

Ⅱ–7 

3, 5 

  



 

 

解説 

Ⅱ–1 

第 2 段落第 9 文の Rage sent blood rushing from the heart to the limbs, readying 

a person to launch an attack.という文を和訳する問題。まずはコンマで区切られた文の前半を

解釈する。文の位置する第 2 段落において感情とその働きに関する古い見解について説明されており，

特に第 8 文では「医者は強烈な激情が，体中に熱をかき回し，次にこの体液を活発化させることによっ

て，この繊細な体系を混乱させると考えていた」と述べられていることから，文頭の名詞 rage は，強い

感情の具体的な例としての「激しい怒り」を指していると考えられる。続いて，この文は〈S＋V＋O＋

doing〉という形をしていることから，動詞 sent は授与動詞として「送った」という意味を持つのでは

なく，第 5 文型（SVOC）の中で現在分詞を補語に取り，使役の意味を持っていると判断できる。send 

A doing は「A に〜させる」を意味するため，from 以下の副詞句も含めるとコンマの前の部分は「激し

い怒りは血液を心臓から手足へと流れこませる」となるが，「激しい怒りは血液を心臓から手足へと勢い

よく送り込む」などとしたほうがより自然な訳文となる。次に，後半部は接続詞を挟むことなく現在分詞

readying から始まるため，分詞構文を用いていると分かり，省略された readying に対応する意味

上の主語は主文と同じく rage であると考えられる。readying a person to launch an attack

について，ready A to do で「A が〜するように準備をする」という意味を表すから，この部分は「人間

が攻撃を始められるよう準備する」という意味であると分かる。ここで，仮に ready の動詞的用法を知

らない場合でも，形容詞としての ready は ready to do という形で「〜する準備ができている」とい

う意味を持つことから意味の推測が可能である。最後に分詞構文の解釈であるが，身体に対する感情

の作用という文脈の中にこの文が登場することを踏まえれば，文の後半が前半の結果を示していると

判断できる。以上より，下線部は「激しい怒りは血液を心臓から手足へと勢いよく送り込み，人間が攻撃

を始められるよう準備するのだった。」などと訳出できる。 

Ⅱ–2 

下線が施された第 3 段落第 4 文の this new way of understanding the body は「この身

体を理解する新しい方法」という意味である。形容詞 this が前の文脈を指示することを頼りに下線部

より前から身体の新しい理解方法に関する記述を探して行く。第 3 段落第 1 文で「近代的な情動の概

念の起源」が 17 世紀半ばに端を発することが説明されるが，その後トーマス・ウィリスによる「喜びの高

まりや緊張による震え」の説明（第 2 文），そして約 100 年後の生理学者による体が恐怖に縮み，喜び

により震えること（第 3 文）への見解が示されることから，この「近代的な情動の概念」とはすなわち第

3 段落で説明される感情と身体反応の作用関係に関する新しい考え方であると理解でき，したがってこ

の概念が下線部の指示する対象であると判断できる。改めて設問の要求を確認する。解答すべき事項

は「この身体を理解する新しい方法」においての心の動きによって身体的な反応が起こる過程と，それ



 

 

によって誤りとされた説についての説明である。身体反応の過程については先ほど考えたように第 3

段落の下線部以前に根拠を求めればよく，また誤りとされた説について，近代的な情動の概念が登場す

る 17 世紀中盤以前に唱えられた説として本文中で紹介されるのは第 2 段落の旧説であるから，ここ

に示される内容を解答に含めることが必要だと分かる。ここで，第 3 段落第 2 文ではトーマス・ウィリス

が「喜びの高まりや緊張による震えは不思議な液体や蒸気の働きではなく，格子状の繊細な神経系によ

るもので，その中心は単一の器官，脳であると提唱した」，第 3 文では約 100 年後の生理学者たちが

「身体が恐怖に縮み，喜びに震えるのは単に機械的な作用によるもので，実体を持たない霊的物質は全

く不要であると主張した」と述べられている。新旧の説ごとにこれらの内容をまとめると，まず下線部の

指す新説によれば身体反応は「神経系による」もので「機械的な作用」により引き起こされるとされる一

方で，この考えにより身体反応が「不思議な液体や蒸気」，「実体を持たない霊的物質」に起因するとす

る説が否定されたことになる。ここで，「不思議な液体や蒸気」は第 2 段落第６文で説明される「四体液」，

「実体を持たない霊的物質」は第１・2 文の「悪い風」「邪悪な悪魔」にそれぞれ対応する内容であること

を踏まえると，第３段落第 2 文・第３文には新しい身体の理解における身体反応の過程だけでなく，誤

りとされた説に関しても述べられていることになるため，これら 2 文が解答に十分な要素を含んでいる

と考えられる。以上の内容をまとめると，「液体や蒸気，霊的な物質ではなく，神経系の働きによって機

械的に引き起こされると考えられた。」（44 字）などとなる。 

Ⅱ–3 

第 4 段落第 4 文の He sent out questionnaires to priests and explorers across the 

globe asking how grief or excitement was expressed by the indigenous people 

they encountered.という文を和訳する問題。ここでの主語である he は，前文で「真剣な科学的注

目に値する主題として情動を捉えていた」とされるチャールズ・ダーウィンを指す。send out A は「（あ

ちこちへ）A〈手紙など〉を発送する」という意味であり，その対象は priests and explorers across 

the globe「全世界の聖職者や探検家」である。ここまでで，「彼は全世界の聖職者や探検家に調査票

を送った」という意味になる。続く分詞 asking の意味を考える前に，一旦 how 以下を解釈する。

〈how＋S＋V〉の形の時，how は先行詞を含む関係副詞として働き「〜する方法［仕方］」という意味を

持つ。ここで how に導かれる節の主語は grief or excitement「悲しみや興奮」，述語は was 

expressed「表現された」であり，表現するという動作の主体を示す副詞句 by the indigenous 

people 「 先 住 民 に よ っ て 」 が 述 語 を 修 飾 し ， さ ら に the indigenous people は they 

encountered「彼ら（＝聖職者や探検家）が出会った」によって修飾されるという構造になっている。

したがって，how 以下は「彼らが出会った先住民によって悲しみや興奮がどのように表現されたか」と

いう意味になる。これを踏まえ asking の意味を考える。対応する主語を持っていないため，asking は

形容詞としての役割を果たしている他，コンマを挟まずに分詞構文を構成している場合が考えられる。

形容詞として働いているとする場合，ask は主体を人に取ることから「世界中の聖職者や探検家」を修



 

 

飾していると考えられるが，この時下線部は「彼（＝ダーウィン）は彼らが出会った先住民によって悲し

みや興奮がどのように表現されたかを尋ねている全世界の聖職者や探検家に調査票を送った」という

意味になり，聖職者や探検家が先住民の感情表現を調べていることになってしまう。したがって

asking は分詞構文の中で用いられていると判断でき，またダーウィンが調査票を送り，世界各地にい

る聖職者や探検家に現地人の感情表現について尋ねたという，手順を述べていると考えられるので，

「〜して，そして」という，出来事が続いて起こる付帯状況の意味で分詞構文を訳出すればよい。以上か

ら，「彼は全世界の聖職者や探検家に調査票を送り，彼らが出会った先住民によって悲しみや興奮がど

のように表現されたかを尋ねた。」などとなる。 

Ⅱ–4 

第 5 段落第 6 文の「我々の多くが，情動を抑圧されうるもの，さもなくば蓄積し，発散が必要になる

ものとみなすようになったのは，彼の業績による。」という文を英訳する問題。和文において，「…は〜だ」

の形の強調構文になっていることから文末に置かれた「彼の業績による」ということに焦点が当てられ

ていると考えられるため，英訳する際にも同様に「…は〜だ」という意味を持つ it is 〜 that ...の形

の強調構文を用いる必要がある。「〜による」は，ここでは「〜が原因である」という意味であるから，

through，because of，due to が訳語として用いられる一方，日本語では同じ「〜による」という表

現でも動作主や手段を表す by，情報源を表す according to は用いることができない。「業績」には

work，achievement，feat などが認められる。ここまでで，It’s through his work that ...とい

う訳になる。次に，that 以下に当たる内容を英訳する。「〜するようになる」は come to do などを用

いる。learn to do も日本語では「〜するようになる」という意味であるが，自分の努力でできるように

なるという意味を含むため，ここでは訳語として適さない。「A を B とみなす」は think of [look 

upon/regard/view/consider] A as B，consider [think] A to be B などと表現すればよい。

ここで，A には「情動」という意味の emotions が当てはまる。B の部分を訳出するにあたり，「C か，さ

もなくば D」には either C or D，C, otherwise D，C or else D などが用いられる。「抑圧されう

る」は，「〈感情など〉を抑圧する」を表す repress，suppress，control，contain などを用いて can 

be repressed などと表現できる。「蓄積する」は build up や accumulate を用いることができる。

「発散」について，ここでは感情の発散を表していることから，数値の発散を意味する divergence は

使えず，venting や releasing を用いて表現する。以上より，It’s through his work that many 

of us have come to think of emotions as things that either can be repressed, or 

else build up and require venting.などと訳される。 

 



 

 

Ⅱ–5 

① 

空欄は第 2 段落第 3 文にある。選択肢を空欄に当てはめて前後の内容との整合性を確認する。第 2

段落第 3 文 but 以降は「その奇妙な効果を他の物体においても働かせることがあったため，ヤシの木

が恋に落ちてお互いに思いを寄せ，ネコが憂うつになることがありえた」という意味である。一方，空欄

に A を当てはめるとコンマ前までは「15・16 世紀には，激情はもはや不可解であると考えられていな

かった」という意味になる。これは，本文を通して 17 世紀以降も感情や情動の働きを究明するために

様々な研究が行われていたことから正しくないと考えられるうえ，対立を表す等位接続詞 but 以降で

説明される「人間以外にも激情の影響があった」という内容と対立関係になく，正しくない。B，C には

not が含まれるため，これらを当てはめると〈not A but B〉の形となり，通常「しかし」を用いずに「A

ではなく B」と訳される。B を当てはめると，「15・16 世紀において，激情は人間固有のものではなく，

その奇妙な効果を他の物体においても働かせることがあったため，ヤシの木が恋に落ちてお互いに思い

を寄せ，ネコが憂うつになることがありえた」となり，文を通して激情が人間でなく動植物にも影響を与

えると考えられたという意味になり，前半・後半での内容の整合性がある。したがって空欄を当てはめる

のに B は適切である。C を当てはめると，「15・16 世紀には，激情は人々の生活に必要なものではな

く，その奇妙な効果を他の物体においても働かせることがあったため，ヤシの木が恋に落ちてお互いに

思いを寄せ，ネコが憂うつになることがありえた」となり，but 前後で整合性が取れないため正しくない。

D・E を当てはめるとそれぞれ「15・16 世紀には，激情は科学者からの注目を集め始めていた」「15・

16 世紀には，激情は当時の人々により過小評価されていた」という意味となり，いずれも but 以降の

内容と対立した内容となっていないため答えとして適切ではない。以上より，B が正解となる。 

② 

空欄は第 4 段落第 10 文にある。選択肢はいずれも引用を含み，これは第 4 段落第 9 文以降で説明

されるウィリアム・ジェームズのものである。第 9 文では「身体の反応こそが情動であり，主観的な気持

ちがただついて来るだけなのだ」，第 11 文では「彼は身体の反応が先に来て，主観的な性質，副産物―

彼はそれを「付随現象」と呼んだ―がすぐ後に続くと考えた」というのが彼の考えであったと述べられて

おり，「『常識によれば，…私たちはクマに出会って，恐れ，そして逃げる』が，」で始まる第 10 文は，彼が

具体例を用いて自身の主張を分かりやすく示したものであると考えられる。対比の接続詞 while が文

頭にあること，そして空欄直前の it was more rational to say that から，空欄に入る内容は一般

的な考えとは対比的なものであること，そしてそれが彼の身体反応の後に感情が続くという主張に対応

することが分かる。これを踏まえて各選択肢を検討する。A「我々は『恐ろしく感じないために反射を受

け継ぐ』」は，身体反応と感情の順番に関する彼の主張と関係がない。さらに，遺伝によって恐ろしさを

感じなければ危機回避ができなくなるはずであり，情動の機能性を主張したダーウィン，そしてその流

れをくむウィリアム・ジェームズの主張にも反するものである。したがって正しくない。B「我々は『恐怖を



 

 

感じるからクマに気づく』」は，主観的な感情である恐怖が先に起こってしまっているため正しくない。C

「我々は『震えるから怖い』と感じる」は，これはウィリアム・ジェームズの主張を正しく反映しており，また

「クマに出会った際にまず恐怖を感じる」という一般的な感覚に対比される内容であるため，空欄を埋

めるのにふさわしい。D「我々は『逃げられないために震えに気づく』」は，震えに気づくことは主観的な

感情には当てはまらず，彼の主張に対応しないため正しくない。E「我々は『極限状況下では恐怖を感じ

ることができない』」は，身体反応に関して触れられておらず，ゆえに感情の発生との前後関係を問題と

する彼の主張とは無関係である。以上より，C が正解である。 

Ⅱ–6 

問いは「以下の文のうち，第 4 段落によればチャールズ・ダーウィンの情動に関する研究について正し

いものはどれか」というもの。各選択肢を検討する。A「彼は感情の表現が霊的物質によってどのように

左右されるかを調べるため，長い期間をかけて彼の息子を観察した」は，第 6 文にはダーウィンが自ら

の息子を研究対象にしたという記述はあるものの，その研究目的について，霊的物質による感情への影

響を調べるためであったという記述はないため，本文中の記述から正しいとは読み取れない。B は「彼

の本の中で，彼は情動とは生まれた時点では確立しておらず，成長過程で得られるものであると主張し

た」という内容。第 7 文には彼が 1872 年に本を出版したこと，そしてその中で大胆な主張をしたとの

説明があるが，その内容は「私たちの情動は固定された反応ではなく，数百万年の進化の過程の結果で

あり，それはまだ続いているのだ」というものであった。つまり，彼の主張は情動が人間の成長過程では

なく，進化の過程で獲得されたものであるというものである。したがってＢの内容も誤りである。C は

「彼の本の出版から数年後，彼の理論は哲学者ウィリアム・ジェームズによって否定された」という内容。

第 9 文には「1880 年代には，情動は遺伝的な反射運動であるという見方は科学者の中ですっかり確

立しており，哲学者のウィリアム・ジェームズは身体の反応こそが情動であり，主観的な気持ちがただつ

いて来るだけなのだと主張するほどだった」と説明される。ここで，「情動は遺伝的な反射運動であると

いう見方」は第 7 文でも見たように情動は進化により得られたとするダーウィンの主張であり，またウィ

リアム・ジェームズの主張はその見解の延長である。したがって，ウィリアム・ジェームズは情動の理解に

ついてむしろダーウィン側の立場をとっており，C は正しくない。D は「彼は機能的な観点から情動の説

明を試み，それらは臓器の働きと同じくらい重要であると主張した」という内容。第 8 文に「呼吸や消化

と同じくらい基本的かつ重要で，人間的であるのと同じくらい動物的な私たちの情動がそこにあるのは，

不快感が毒を摂取するのを防いだり，愛や思いやりが結束を結び協力することを助けたりするように，

それらが私たちが生存するのを助けるからである」と説明されており，情動は人間の生存を助けるとい

う機能的な働きを持っており，それは呼吸や消化といった臓器の働きと同じくらい重要であるというの

がダーウィンの主張であることが示されている。よって，この選択肢は正しい。E「自分自身で意識して

笑顔を作ることにより，彼は内なる情動が筋肉の動きによって活性化されることを発見した」は，第 5

文には彼が身震いしたり笑顔になったりした時に使われる筋肉を特定しようとしたことが説明されてい



 

 

るが，ここで発見されたことは明示されておらず，また情動が体の働きに影響を受けるというのはダー

ウィンではなくウィリアム・ジェームズの主張なので，正しくない。以上より，D が正解である。 

Ⅱ–7 

1「古代ギリシア人は，超自然的な力が激しい怒りをもたらすものであると信じていたが，一方で初期

のキリスト教徒は奇妙な流体が心の状態に影響を与えると信じていた」は，第 2 段落第 1 文には「古代

ギリシア人は，反抗的な怒りは悪い風に乗ってもたらされると信じていた」という記述があるため，前半

部分は正しいと考えられるが，続く第 2 文では「砂漠に住んでいた初期のキリスト教徒は退屈さが邪悪

な悪魔によって魂に植え付けられうると考えていた」と説明されているため，後半部分と一致しない。よ

って，1 は正しくない。感情の影響に液体や蒸気などの流体を結びつけて考えていたのは第 2 段落の第

4 文以降で説明される 15・16 世紀頃の医者である。2 は「ジグムント・フロイトの情動に対する解釈は

とても革新的であったので，彼の見解は今日の神経学者によっても全面的に支持されているほどであ

る」という内容。第 5 段落第 6〜9 文にかけてフロイトの理論が現代の情動に対する考えに影響したこ

とが説明されているが，第 9 文では「フロイトの理論の専門的な詳細の多くは正しくないとみなされて

久しいが」とあるため，彼の理論の要素は現代の情動に関する観念に見られるものの全体としてはもは

や支持されていないことが読み取れる。したがって 2 は正しくない。3 は「中東の医師らは医学理論の

媒介者として働き，古代ギリシアの医師による激情の解釈がルネサンス期にヨーロッパで受け入れられ

る原因となった」という内容。第 2 段落第 5 文には「彼らの理解は古代のギリシアの医師であるヒポク

ラテスによる四体液説に依拠していたのだが，これは中世イスラーム世界の医師を通じて広がり，ヨー

ロッパ・ルネサンス期の宮廷医師の文書において最終的に開花したものである」という記述があり，また

この四体液説とは第 7 文において体液が性格や情緒を形作るとする理論であると説明がある。したが

って，古代ギリシアの医師ヒポクラテスが感情の解釈を行う理論を打ち立てたこと，それがイスラーム圏

の医師によって伝えられ，ルネサンス期のヨーロッパの文書に取り入れられたことが分かり，3 は正しい。

4「ジグムント・フロイトは，我々が幼少期に表出した情動を忘れようとするほど，それらが身体的徴候と

してより強く現れると提案した」は，関連する内容が第 5 段落第 7 文「そして一部，特に幼少期の差し迫

った恐怖と猛烈な欲求は心の奥深くへ沈み込み，隠れ，何年も後に夢，衝動，さらには頭痛や腹痛とい

った身体的な症状において現れる」に見ることができるが，情動を抑えることと後々それらが身体的徴

候として表出する強さとの関連は本文中で一切述べられていないので，4 は正しくない。5 は「情動に

対する特定の古い見解はもはや支持されていないが，それらの特質は日常的な言い回しに見出すこと

ができる」という内容。旧説である四体液説について述べた第 2 段落の第 11 文に「私たちが人々を冷

淡だ（phlegmatic）とか不機嫌だ（ill humor）とか言ったり，血が沸騰している（their blood is 

boiling）と言ったりするのはこのためである」という説明があり，支持されなくなった説の用語が日常

会話で使われることで特質を残していることが読み取れる。したがって 5 は正しい。6 は「中世の医師は

ヒポクラテスの考えに影響を受け，激情は基本物質の不均衡によって引き起こされると信じた」という



 

 

内容。3 の選択肢を検討する際に読み取ったように，15・16 世紀の中世の医師は古代ギリシアのヒポ

クラテスの考えを取り入れて感情を理解しようとした。ただし，第 2 段落第 8 文で「医者は強烈な激情

が，体中に熱をかき回し，次にこの体液を活発化させることによって，この繊細な体系を混乱させると

考えていた」と説明されるように，激情が基本物質の不均衡を引き起こすのである。よって，6 は後半が

誤りである。7 は「トーマス・ブラウンは“emotion”という語の使用を提案したが，彼の定義はあまりに

曖昧であったため，その語の使用は十分に実用的ではなかった」という内容。第 3 段落第 5 文に

「（emotion の語は）すでに英語では使用されていたが（フランス語の émotion に由来する），その語

は不明確で，木の揺れから，頬に広がる赤らみまでどんな身体や物体の運動をも言い表していた」と説

明されている。トーマス・ブラウンは新しい身体の理解として emotion の語を提案したのだから，木の

揺れをも含むあらゆる運動を表すものとして語を定義したとは考えにくく，この「不明確」な定義は元々

英語で使われていた emotion のものであると考えられる。また，それにより語の使用が実用的ではな

かったという記述もない。したがって，7 は正しくない。8「ウィリアム・ジェームズは科学的な方法による

身体と情動の相関の分析に限界を感じ，付随現象の概念を導入した」は，確かに第 4 段落第 11 文でウ

ィリアム・ジェームズは身体反応に続いて生起する主観的な感情を付随現象と呼んでいたと分かるが，

これが「科学的な方法による身体と情動の相関の分析に限界を感じ」たためであるとする記述は本文中

にないので，8 は正しくない。感情を理解するのに科学的な方法では不十分と考えたのは，第 5 段落第

3 文で説明されるジグムント・フロイトである。以上より，本文の内容に一致するのは 3，5 である。 

  



 

 

採点基準 

Ⅱ‐1 10 点満点 

Rage sent blood rushing from the heart to the limbs, readying a person to launch 

an attack. 

激しい怒りは血液を心臓から手足へと勢いよく送り込み，人間が攻撃を始められるよう準備するのだっ

た。 

＊ 具体的にどのような表現が許容される（あるいはされない）かについては解説を参照。 

1. sent が使役の意味で用いられていることを理解して Rage sent blood rushing を「激しい怒

りは血液を勢いよく送り込んだ［流れ込ませた］」のように訳せていれば，3 点加点。 

 rage を単に「怒り」と表現した解答にも加点する。 

2. from the heart to the limbs の部分を，rushing を修飾して「心臓から手足へと」のように訳

せていれば，2 点加点。 

3. ready A to do「〜が…するように準備する」の構造を理解し，readying a person to launch 

an attack を「人間が攻撃を始められるよう準備する」のように訳せていれば 3 点加点。 

4. readying 以降が，分詞構文において主文 Rage sent [...] limbs の結果を表す役割を果たし

ていることを反映した（あるいは，矛盾しない）訳出ができていれば，2 点加点。 

 分詞の意味上の主語を「人間」など，主文の主語と異なるものにしている場合加点しない。 

 

Ⅱ‐2 10 点満点 

液体や蒸気，霊的な物質ではなく，神経系の働きによって機械的に引き起こされると考えられた。 

（44 字） 

＊ 具体的にどのような表現が許容される（あるいはされない）かについては解説を参照。 

1. 「液体や蒸気」のように，旧説における身体的な反応の原因のうち実体を持つものが示されていれ

ば，3 点加点。 

 「液体」を「四体液」と具体的に表したものにも加点する。 

 「液体」または「蒸気」のうちいずれか 1 つしか挙げられていない場合，加点を 1 点に留める。 

2. 「霊的な物質」のように，旧説における身体的な反応の原因のうち実体を持たないものが示されて

いれば 2 点加点。 

 第 2 段落第 4 文の表現を用いて「超自然的な力」とした解答も認める。 

3. 「神経系の働きによって」のように，第 3 段落第 2 文に示されるトーマス・ウィリスの主張を反映で

きていれば 3 点加点。 

4. 「機械的に引き起こされる」のように，第 3 段落第 3 文に示される主張を反映できていれば 2 点加

点。 



 

 

 「機械的に」を「自発的に」や「無意識のうちに」などと表現したものにも加点する。 

 

Ⅱ‐3 10 点満点 

He sent out questionnaires to priests and explorers across the globe asking how 

grief or excitement was expressed by the indigenous people they encountered. 

彼は全世界の聖職者や探検家に調査票を送り，彼らが出会った先住民によって悲しみや興奮がどのよ

うに表現されたかを尋ねた。 

＊ 具体的にどのような表現が許容される（あるいはされない）かについては解説を参照。 

1. He sent out questionnaires to priests and explorers を「彼は聖職者や探検家に調査

票を送った」などと訳せていれば 3 点加点。 

 He を具体的に「（チャールズ・）ダーウィン」と具体的に表したものも加点する。 

 questionnaire の訳語として「アンケート」も認めるが，単に「質問」としたものは 1 点減点。 

2. across the globe を，priests and explorers を修飾する形容詞句として「全世界の」などと

訳せていれば 1 点加点。 

3. asking 以降を，主文の付帯状況を表す分詞構文と理解し「そして〜を尋ねた」のように表現でき

ていれば 2 点加点。 

 「聖職者や探検家」や「質問表」を asking の意味上の主語としている場合，加点しない。 

4. how grief or excitement was expressed を「悲しみや興奮がどのように表現されたか」の

ように訳せていれば 2 点加点。 

5. by the indigenous people they encountered を「彼らが出会った先住民によって」のよ

うに訳せていれば 2 点加点。 

 

Ⅱ‐4 10 点満点 

我々の多くが，情動を抑圧されうるもの，さもなくば蓄積し，発散が必要になるものとみなすようになっ

たのは，彼の業績による。 

It’s through his work that many of us have come to think of emotions as things 

that either can be repressed, or else build up and require venting. 

＊ 具体的にどのような表現が許容される（あるいはされない）かについては解説を参照。 

1. 「〜なのは，彼の業績による」を It is … that 〜等の強調表現を用いて，It’s through his 

work that ～のように訳せていれば，2 点加点。 

2. 「我々の多くが，〜ようになった」を many of us have come to 〜のように訳せていれば，2

点加点。 

3. 「情動を〜ものとみなす」を think of emotions as things that 〜のように訳せていれば，2

点加点。 



 

 

4. 「…，さもなくば〜」を either … or else のように訳せていれば，2 点加点。 

5. 「抑圧されうる」を can be repressed ように訳せていれば，1 点加点。 

6. 「蓄積し，発散が必要になる」を build up and require venting ように訳せていれば，1 点加

点。 

 

Ⅱ‐5 各 5 点 計 10 点 

 

Ⅱ‐6 5 点 

 

Ⅱ‐7 各 5 点 計 10 点 

 

 


