
E composition 中上級編#6

問題6
現代社会では、お互いの利害関係によって結びつくことが多い。ともすれば人間そのものは社会的、経
済的地位の陰に隠れて、かすんでしまいがちである。もっと個人の魅力に基づいた人間関係を築き、潤
いある社会にしたいものだ。

①現代社会では、お互いの利害関係によって結びつくことが多い。

日本語解析
現代社会では　結びつくことが多い　お互いの利害関係を通して

超絶基礎でやっている「Sは、Vすることが多い」のpattern
↑↓

　　　　　　　　　　　          S  +often + V

例　
彼女は遅れてくることが多い

She often comes late.

主語の検討
ここでは一般論だが、現代社会における自分を含んだ人間全般について語っている感じがするのでwe
を選択する。

時制の検討
現在の一般論なので現在時制

表現の検討
「現代社会」
modern society
社会一般の概念的なものを示す場合societyは不可算。

「〜と結びつく」
connect with /to
relate with/to

参考）結びついている、という状態ならbe related to /withやbe connected to/withがよく使われる。「絆
（きずな」）には　tieやbondが使われる。

「互いの利害関係を通して」
through mutual interests
*mutual「互いの」
interests(通常複数形で）「利害、利益」
interestには「利子」の意味もある。

以上から
「現代社会では　結びつくことが多い　お互いの利害関係を通して」
を英語化!
→　In modern society we often connect with/relate to each other through mutual interests.
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②ともすれば人間そのものは社会的、経済的地位の陰に隠れて、かすんでしまいがちである。

日本語解析　　
人間自身は　傾向にある[隠れ　かすむ]　社会経済的地位の背後で

主語の検討
「人間自身」
people themselves
human beings themselves

時制の検討
一般論で現在で良さそう。

表現の検討
「Vする傾向にある」
tend to V
be apt to V

「Aは、Bの背後に隠れ霞む」
文字通りやると
A be hidden and blurred behind B
A look blurred,hidden behind B
blur「霞ませる、ぼやけさせる」

しかし、等価の原則で考えると、意味が同じで、自然な英語表現であれば良い。意味としては、人間自身
は、社会経済的な地位の背後で見えない、社会経済的な地位より重要でないように見える、あるいは、一
般に我々は、人間自身よりむしろ社会経済的な地位に注意を払う、という意味になりそう。

何かの背後にあるということを示す重要な表現はbehindである。behind...というだけで〜の背後にあるも
のは見えないという意味も表せる。
例　The sun went behind a cloud.「太陽は、雲の背後に隠れた」

↓
A seem/appear to have less importance than B/to be less important than B
we/you pay more attention to B to A
等も考えられる。nativeproof-reader は、be masked by...を挙げてくれた。なかなか我々は思い
つかない。意味が明確で良い表現だと思う。

「地位」
status
position
通常不可算名詞、具体的地位の場合可算。

以上を用いて
「人間自身は　隠れ　かすむ傾向にある　社会経済的地位の背後で」を英語化!
↓
We tend to pay more attention to social or economic status than to people themselves.
別解）
Human beings themselves tend to be hidden  behind their social or economic status.
Human beings themselves tend to be masked by social or economic status.
People themselves tend to appear less important than their social or economic  position.

2



③もっと個人の魅力に基づいた人間関係を築き、潤いある社会にしたいものだ。

日本語解析

欲する　[築き　人間関係を  +  する　社会を　より潤いあるものに]
　                 ↑修飾

　　　　 基づいた　より　個人の魅力に　

主語の検討
ここでもweで①と統一する。

時制の検討
ここも一般論で現在時制で良い。

表現の検討
「築く」
establish
build
develop

「人間関係」
human relationship
可算

「〜に基づく」
based on…
参考）
「A は、Bに基づいている」

A be based on B

例
This movie is based on a true story.
この映画は、実話に基づいている。

「個人の魅力」
　individual charm

「潤いある社会」＝豊かな社会
affluent society　→解答では、社会を形容する表現として単体でaffluentを補語として用いて　　　　　

　　　　　いる。

「OをCにする」
make O+C

以上を用いて
「欲する　[築き　人間関係を  +  する　社会を　より潤いあるものに]

　　↑修飾
　　　　　基づいた　より　個人の魅力に 」を英語化!

↓
We want to establish human relationships based more on individual charms and make our society
more affluent.
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全体を俯瞰してみると
In modern society we often connect with/relate to each other through mutual interests.
We tend to pay more attention to social or economic status than to people themselves.
(Human beings themselves tend to be hidden behind their social or economic status. )
We want to establish human relationships based more on individual charms and make our society
more affluent.
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