
E構文advanced part 5　解答解説
【比較】
詳細：E-active英文法比較参照
主要な比較表現pattern
同級　A=B
  A +V as 形容詞, 副詞as B
「Aは、Bと同じくらい～にVする」
比較級　A > B
 A+V 比較級　than B+V’
「Aは、BがV’するより～に'Vする」
最上級
　A>B>C>D>....Z 
→最上級は、比較を積み重ねた概念なので、比較の対象や範囲を限定しなくては表現できない。
そのため、対象や範囲を示す　of 集団　or in 場所、領域　の表現を（明示していない場合でも）
伴っている。
A +V 　the 最上級 of 集団G or in 場所、範囲F.
「Aは、G or Fの中で最も～にVする」

▲演習
45．If a machine responds in the same ways to speech as a person who understands speech, then we
have just as much reason to say that the machine understands as we have to say that the person does.
A machine that behaves in every way as if it understands is indistinguishable from a machine that
understands.

単語表現
respond to ….「～に反応する、対応する、対処する」
 in the same way as…「～と同じように」
speech「話し言葉、言語、演説」
have reason to  say that < X >「Xと言う理由がある」
behave「振る舞う、行動する」
as if S’+V’ 「まるで　S'がV'するかのように」
indistinguishable「区別されえない、区別できない」
*distinguish A from B「BからAを区別する」

解説：in the same way to speech as...で、to speechは、respondに掛かっている。in the same
way as a person who...は、「～する人間と同じように」となる。
then we have以下単純化するとwe have as much reason to V1 as we have to V2の同級表現で
as以下のwe have to は、reasonの省略で、元は　we have much reason to V2である。直訳はwe
は一般総称なので訳出しないと「V2する理由があると同じようにV1する理由がある」全体を通して　
speechがテーマなので、最初以外のunderstandでは　speechが省略なので補って訳す。 

訳例
　もしある機械が言語に対して、言語を理解する人間と同じような反応をするならば、その人が言葉
を理解するという言うことが出来る理由があると同じように、その機械も言葉を理解すると言うことの
できる理由があることになる。
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46．Yet to an age that worshipped science, the thought that man was just as much subject to the logic
of science as was everything else in nature held a great fascination

単語表現
yet 「にもかかわらず、しかし」
worship「崇拝する」
A be subject to B「Aは、Bに影響される、従う、を前提とする」　Aが圧倒的にBの影響を受けること
を示すが、日本語は文脈によって変える必要がある。Bが動作を示すものの場合、受動的に　「A
は、Bされる」と訳すとうまく行くことが多い。　
logic　　「論理、考え方」
hold a fascination to…「～に対して魅力を持つ」

解説:① as much subject to L as was everything else in N は、同級表現で、元々はas much
subject to L as everything else in N was subject to Lだが、後半のas以下、　was とeverything
が倒置で、subject to Lが省略されている。  直訳「N中のあらゆるものがLに従うと同様にL に従う」
②元々は　held a great fascination to an age…「～時代にとって大きな魅力を持つ」だが、to an
age以下を文頭に持ってきている。 

訳例
　しかしながら科学を崇拝する時代にとって、人間は自然界のあらゆる他のものと同じように科学の
論理に従っているという考えは、大いに魅力があったのだ。

47．Human beings are more alike than unlike, and what is true anywhere is true everywhere, yet I
encourage travel as many destinations as possible for the sake of education as well as pleasure.

単語表現
alike      「似ている」 形容詞で、叙述用法専用である。つまり原則、補語としてのみ使　　　　　　う。
encourage 「励ます、促す、奨励する」encourage O to V「OにVするよう励ます、促す」　　　　　　の
用例も多い
destination　「目的地」
as …... as possible　「可能な限り～に」
for the sake of ...「～のために」（目的を示す）
A as well as B：この文脈ではA＋Bを示す。in addition toの意味に近いが、as well asは接　　　　
　　　続詞なので文構造同志を結びつけることも出来る。「BだけでなくA」と訳し上げてもいいが「A
だけでなくB」と英語の発想順にしなければおかしな場合もあるので注意。
　
pleasure 「楽しみ、喜び、満足」

訳例　
　人間は、異なっているよりは似通っている。そしてどこかで当てはまることはどこででも当てはまる
のだが、私は、楽しみのためだけでなく啓発のために出来るだけたくさんの目的地への旅をお勧め
する。

48．One find that the more complex and multi-leveled the history is ,and the more important the
issues it raises for today, the less possible it is to sustain a fact –value division.

単語表現

one          oneは、1を意味しないときは、①任意の人一人、a personを意味する場合、②集合の
任意の一要素を示す、場合が多い。②の例を挙げると、　I lost my computer, so I need to buy



one. 「私は、コンピューターを失くしたので、一台買わなくてはならない」となり、この場合oneは、
computerの集合の一要素を示している。もちろんこの文では　①の意味である・

complex         「複雑な」
multi-leveled「多層的な」　
issue 　　　「問題、公にすること」　
raise　　　「挙げる、提起する」
sustain　　「維持する」
fact-value division 「事実と評価の区別」

解説：find that以下は、比例構文で、元の形は、副詞節部分が　the history is complex and
multi-leveledとthe issues it raised for today are important（最終的にareが省略される）の二文
で、主節部分はit is possible to sustain a fact-value division. 副詞節のcomplex, multi-leveled
と主節のpossibleがこの場合は反比例する。　詳細：E-active英文法比較の比例構文参照。

訳例
　歴史は複雑であり、多層構造であればあるほど、またそれが提起する問題が今日にとって重要で
あればあるほど、事実と評価の区別を維持するのがより不可能に（より困難に）なる。

49．The most common and the most important system of communication used by man is language.
Language is man’s principal communication system. Of all the wonderful and unique characteristics
of man, his ability to communicate through the use of language is perhaps the most important.

単語表現
common　「広く存在する、広く見られる、共通の」
system　　「体系、制度、システム、方法」
communication「意思の疎通、連絡、通信」
man　　　無冠詞のmanは、人間全体を示している。
principal　「主要な」
unique　　他に同様なものが存在しないことを示す形容詞「唯一の、他に類のない、独特　　　　　
の」
characteristic　　名詞として「特徴」形容詞として「特徴的な、特有な」
through the use of…　「～の使用を通じて、使用によって」

解説：最上級は、S+Vthe最上級 of集団を標準とするが、　of集団の副詞句の部分が文頭に置か
れやすい。Of 集団、S ＋V　the 最上級の形がよく見られ、少し長い文だと文頭に　of が出てくると
構文が分からなくなりやすい。後ろに最上級があるかどうかを確かめる癖をつけるとよい。最上級が
あれば、標準的な形に直して考えることが出来る。

訳例
　　人間が使う最も広く存在し、もっとも重要な意思疎通の手段が言語である。言語は人間の主要
な意思疎通手段である。人間のすばらしく他に類の無い特質全ての中で言語の使用によって意思
を伝える能力がおそらくはもっとも重要かもしれない。

＝練習問題＝　
S+V all the 比較級 because< X >　「SはX故にそれだけ一層〜にVする」の練習

彼女はその絵画が、貴重であるが故に一層手に入れたいと思った。
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　She wanted to get the painting all the more because it is valuable.
彼は、それが難しいが故に一層熱心にその問題を解こうとした。

He tried to solve the problem all the harder because it was difficult.
私は、彼が頼りないので一層いじめたくなった。

I felt all the more like bullying him because he was helpless.
彼らは、その問題については注意深く考えていたが故に一層困惑した。

They were all the more confused because they had been considering the problem carefully.

【仮定法】
仮定法は、非現実、反現実的想定を表すが、現実との距離を時制上の距離に置換して表現する
点が特色である。

詳細：E-active英文法仮定法参照
現在を対象とした非現実的想定→　If 過去時制, S would,should, could, might + r  
（仮定法過去）
過去を対象とした非現実的想定→　If過去完了時制, S would,should,could, might + have pp
  (仮定法過去完了）
反現実的な願望を示す→　wish 仮定法<X> 
  　
▲演習
50．You would conclude, if you believed half what they have written about man, that he must be the
most unpleasant and the most wicked of the animals.

単語表現
conclude that… 「～と結論づける」
half what <  X  >　「Xであるものの半分」
unpleasant　「不快な」
wicked　　  「邪悪な」

解説：もともとwould conclude that< X > if 過去時制という仮定法過去の構文のif節部分が
conclude とthat節の間に挿入されている。
仮定法の形と意味は決まっているので、よく分からない場合必ず詳細：E-active英文法仮定法参照
してください。

訳例
人間についてこれまで書かれていることの半分でも信じるならば、彼が動物の中で最も不快で最も
邪悪な動物に違いないと結論ずけるだろう。

51．下線部には文法上の誤りがある。訂正して訳してみよう。(2007東大改作)
Deep below the ground in California and Wyoming are two huge but silent volcanoes. Scientists
believe that, were they to explode, these supervolcanoes would have set off terrible earthquakes and
put the western United States under a thick blanket of ash 

単語表現
deep below…「～の下、深くに」
huge　「巨大な」
silent　「沈黙の、黙ったままの、全く活動しない」
volcano「火山」
supervolcano「超火山」
set off「始める、引き起こす、相殺する」=start, cause, set in motion
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earthquake 「地震」
blanket　「毛布、一面に覆うもの」
ash　　　「灰」

訂正would have set off →would set off
解説 were they to explode, は、本来If they were to explodeである。これは、仮定法未来の一種の
純粋理論的仮定を示す形なので、帰結説は仮定法未来のそれに準ずる。つまりS would ,should
,could might + r(動詞原形）かS will, shall, can, may +rかのどちらかで、
these supervolcanoes would set off terrible earthquakes and put the western United States under a
thick blanket of ash (haveを落とす）となる。

訳例
カリフォルニアとワイオミングの地中深くに二つの巨大だが休止状態の火山がある。科学者達は、
もし仮にこれらの超火山が爆発することがあれば、すざまじい地震を引き起こし、アメリカ合衆国西
部を分厚い灰のしたに埋めることになるだろうと信じている。

52．Up to a certain age, everything seems so simple. Take nightfall, for example. If you were to 　
ask a young girl to account for the scientific phenomenon of nightfall, she would probably answer
that night falls because it gets dark.

単語表現
up to…　「～まで」
S seem C　「Sは、Cに思える」
nightfall　「日暮れ、夕暮れ、夜の闇」
ask O to V　「OにVするように頼む、求める」
account for…　「～を説明する、引き起こす、占める」
phenomenon「現象」
get dark　「暗くなる」

 解説：第3文if 節以下は、純粋論理的仮定を示す仮定法表現である。　If S' were to r', S would r
「仮にSが'r’するならばSはrするだろうに」の形である。 （rは、動詞の原形）

訳例
　　ある年齢までは万事がとても簡単に思えるものだ。例えば日暮れを例に取ってみよう。幼い女　
の子に科学的現象としての日暮れを説明してくれるように頼んだと仮定すれば、彼女はたぶん、日
が暮れるのは暗くなるからだと答えるに違いない。

53．“In any case that was a refusal. He was only trying to be polite and let you down gently by
allowing you to figure out his meaning with those vague and indirect statements. In Kyoto anything
more direct than that would have been crude and insulting, a serious breach of etiquette. If he had
wanted to reply, he would have done it the first day.”

単語表現
in any case 「いずれにしても」
refusal「拒絶、断り」
be polite 「礼儀正しくする」
let down「失望させる、がっかりさせる」



gently「穏やかに、やさしく」
allow O to V「OにVすることを許す、　OがVすることを可能にする」
figure out「答えを出す、理解する」
vague「あいまいな、漠然とした」
indirect「間接的な」
statement「発言、陳述」
direct「直接的な」
crude 　洗練されていない、粗雑な、武骨な　in natural, uncultivated state
breach　「破ること、違反、侵害」　

訳例

　いずれにしてもそれは、断りだったんだ。彼は、気を使って、そういった曖昧で間接的な言い方で
自分の真意を理解させることでやんわりと断ろうとしていだけなんだ。京都では、それ以上直接的
なのはすべて無骨で侮辱的なもので、重大な礼儀作法の違反になったはずさ。彼が答えたかった
なら、最初の日にそうしていただろうから。

54．The opening of a door by its own accord is an omen that a visitor is on the way, probably an
unwelcome one for some reason; while a door that *slams is also a bad sign, for should the ‘spirit of
the house’ be passing at that time and be hit, his attitude towards the people living in the house might
change. In any event, whoever was responsible for *slamming the door is about to have a bad day.

単語表現
by its own accord　「ひとりでに」
omen「不吉な兆候」　＝bad sign
on the way「途中で」
unwelcome「歓迎できない、歓迎すべからざる」
one　ここでのoneは、visitorの集合の任意の一要素を示している。
for some reason　「どういうわけか、ある理由で」
slam「強く打つ、たたきつける、バタンと閉める」
for＜　文　＞　forが文構造を伴うのは、理由や判断の根拠を示す接続詞としての用法であるが、
等位接続詞なので、「というのも....だからだ」と訳し下げるのが普通。　
spirit of the house　「家の守護霊」
pass　　「通り過ぎる」
hit「打つ，当てる」
attitude toward …「～に対する態度」
in any event「いずれにしても」
be responsible for…「～に責任がある、～の原因である」
be about to V「今にもVするところだ」近接未来を示す。
have a bad day「ついていない日を経験する」

解説：下線部は、理由を表す接続詞のforで、更にその中に、　仮定法未来のif  S’ should be
passing at  that time, A might change (the spirit of the house=S’ , his attitude towards the
people living there = Aとする）がもともとあったが、ifの省略のために倒置が起こっている。訳の骨
格は「というのも万一　S'がその時、通りがかっており、ドアに当てられたりすると、Aが変わるかもし
れないからである」となる。



訳例
ドアがひとりでに開くのはおそらくは歓迎すべからざる訪問者がやってくる途中であることをあら

わす（不吉な）前兆であり、その一方、ドアがばたんと閉まるのもまた悪い兆候である。というのも万
一、家の守護霊がちょうどそのとき通りかかっていて、ドアがぶつかったりすれば、その家に住んで
いる人々に対する態度は、変わるかもしれないからである。いずれにしても、ドアを乱暴に閉めるこ
とに責任があった人は、ひどい一日になりそうである。

【副詞節】
副詞節は、文構造を持って、主節の動詞の説明をする。その動詞の行われる場所、時、様態、理
由、目的などを説明する。

▲演習
55．Though it seems like a crazy thing to do ,it is actually a clever trick of the mind, one that sets up
a difficult situation which allows a person to save face when he or she does fail

 単語表現
<  A  >though<  B  > 　　thoughは、譲歩節を率いる。｢BだがAだ｣
A seem like B　「Aは、Bのように思える」
actually 「実際のところ」    
trick　　「たくらみ、ごまかし、芸当、トリック」　
mind「精神、心、頭、知力、知性」
one 　集合の任意の1要素を表すoneの用法。ここでは、trickを示している。
set up　「組み立てる、準備させる」
situation「状況、場合」
allow O to V「OにVすることを許す、OがVすることを可能にする」
save face「面子を保つ」
fail「失敗する、できない」

訳例
　そうするのは気違いじみているように思えるかもしれないが、それは、実際には人が失敗したとき
でも面子を保てるような難しい状況を作り上げる巧みな精神的なごまかしなのである。　

56．Categories ,especially social categories ,actually only exist because they are viewed as culturally
significant.

単語表現
category 「分類、範疇」
view A as B「AをBと見なす」
exist 「存在する」
significant「意味のある、重要な」

訳例
　分類、特に社会的な分類は、実際のところ、文化的に意味があるとみなされるというだけの理由で
存在するのである。

57．If inspection is technically possible, are nations willing to allow the representatives of foreign
countries, or of an international authority ,to carry out this inspection of their territory?
単語表現



inspection　「調査、検査」
technically「技術的に」
if　　　　　ifは、条件を表すこと多いが、意外に譲歩の意味を含むことも多いの　　　　　　で留意しよ
う。ここでも「もし～としても」
be willing to V「進んでVする、今にもVするところだ」
representative「代表」
authority「権威、権力」authoritiesで「当局」になること多い。
carry out…「～を遂行する、実行する」
territory 「領土、縄張り、領域」

訳例
　仮に、査察が技術的に可能な場合でも、国家は、外国の代表者たちあるいは国際的な権限を
持った代表者達が自分達の領土でこの種の査察をすることを進んで許すだろうか。

58．If nations fear and distrust one another because they possess armaments, it is equally true that
they possess armaments because they fear and distrust one another.

単語表現
fear　　｢恐れる｣
distrust 「信用しない、疑う」
armament「軍備、軍隊、武装」
one another 不定代名詞なので、動詞の目的語、前置詞の目的語として使われることが多い。副
詞句　　　　　　のように使う誤りが多いので注意しましょう。
　　　　　　例　help one another 「互いに助け合う」は、helpが他動詞で目的語を取るので可能だ　
　　　　　が   speak one another「互いに話し合う」は、speakが自動詞なので不可である。前置　　
　　　　詞 to, withをつけると副詞句になり、可である。

訳例
　もし諸国が、武器を所有するがゆえに互いに恐れ不信感を抱きあうとしても、互いに恐れや不信
感を抱きあうがゆえに武器を所有しているというのも同様に真実なのである。

59．Nations are not likely to disarm unless they are confident not merely that violators of the
agreement will be detected but also that they will be brought to justice and the interests of those who
have observed that agreement will be protected.

単語表現
be likely to V 「する可能性が高い」
disarm　「武装解除する」
confident　「確信している、自信がある」
violator　「違反者」
detect　「探知する、見つける」
bring O to justice「Oに裁きを受けさせる」
interest　「興味」の意味が多いが、利益、利子を表す場合もあることに留意しよう。
observe 「観察する」がよく知られているが、｢述べる｣、｢習慣や規則などを守る、従う｣の意味も
　　　　使われるので留意しよう。
訳例　
　　諸国は、その合意の違反者達が見つけられるだけでなく、裁きを受けその合意を守っている
国々の利益が守られると確信しない限り自ら武装解除する可能性は低い。　



60．When Western doctors visited Peking in 1970, they were amazed to see patients wide-awake and
even eating ice-cream, while Chinese doctors were performing operations on their stomachs using no
anaesthetic.

単語表現
Western    「西欧の」
be amazed to V　「Vして驚く」
see O+ r 「Oがrするのを見る」
be wide-awake　「すっかり目覚めている」 
perform operation on「～に手術を行う」
anaesthetic 「麻酔」

訳例
　１９７０年に北京を訪れた西側の医師達は、中国の医者達が、麻酔を使わず胃の手術をしている
間もその患者たちがすっかり目を覚ましており、アイスクリームを食べてすらいたのを見て驚いた。


