
 

 

Ⅲ章Ⅲ章Ⅲ章Ⅲ章    練習問題練習問題練習問題練習問題    解答解答解答解答    
 
ⅢⅢⅢⅢ1111----1.1.1.1.  

 (1) この現象を観察するために十分なサイズと考えられる，幅 600×奥行き 600×高さ 400mmの透明プ
ラスチックの容器を用意した．その上に取り外し可能なふたをのせ，それに測定端子を挿入するための穴

を中央付近にあけた． 
(2) 哺乳類の類縁関係を推定するという研究は，これまでさまざまな観点から研究がおこなわれてきた．
18世紀半ばに「分類」という概念が確立されると，主として外部形態の比較に基づく分類表がほぼ完成し
た． 
(3) 近年コンピューターの目覚しい発展により，複雑な挙動を示す現象を，数値計算の手法を用いて解明
していこうとする傾向が強まってきた．複雑な現象とは，たとえば動植物の組織的な行動，株価変動や人

口増加などの社会現象，世界的な気候の変動などである．  
    
ⅢⅢⅢⅢ1111----2222．．．． 言い換えるべき語句にアンダーラインをつけ，言い換えた語句を矢印とともにカッコ内に示す．

挿入する語句は，矢印なしでカッコ内に示す． 

(1) 医薬品店舗（→薬局）で購入可能な（→買える）綿棒を利用して，立体構造物のモデルを作成する手
法をご紹介申し上げます（→紹介します）．その際，加熱によって融解し（熱すると解け），冷却によって

固化する（→冷やすと固まる）ホットメルトボンドと称する（→いう）接着剤を使用し（使い）ます．綿

棒の端同士を圧迫した（→押しつけた）ままで当（→この）接着剤を浸透させ（→しみこませ），そのまま

保持して（→手に持って）空冷させる（→冷やす）と，１分を待たずして（以内で）固化し，強固な（→

しっかりした）構造が構築されるという次第です（→出来上がります）． 
(2) 肺気道，血管系等々（→など），人体内部の管状構造は，多重に（→何回も）分岐を重ねて（→くりか
えして）末端の微細な（細かい）管構造に到達し（→の集まりになり），分岐系と総称される（→よばれる）

複雑な構造を形成するに到る（→かたちづくる）．さらに，多数の末端細管（→の管）は人体内の所定の（→

決められた）空間内を概略（→だいたい）均一に分布していて，空気や血液を各部位（→部分）に均等に

輸送する（→運ぶ）という所要の（→必要な）機能に（→はたらきに）適合する形態を所有している（→

形をもっている）． 
(3) 時間経過に伴い（→とともに）不規則変動を示す（→不規則に変動する），いわゆる乱雑信号の解析（→
を解析する）技術は，偶然性を内在する（→含んでいる）複雑系の解明にとって（→するときには）必要

不可欠である．なかんずく（→とりわけ），信号波形の特徴に（→に）フラクタル性が存在する（→ある）

場合，その（→それを）解析（する）技術の近年における（→が近年）飛躍的（に）発展（したこと）に

よって，豊富な知見の獲得が保証される（→知識がえられる）のである． 
 

ⅢⅢⅢⅢ1111----3333．．．．  

(1) 本研究室で開発した，自動制御によってデータ採取をする実験法は，すでに体系化されてオートマテ
ィックサンプリング法として定着している．この新技術（→オートマティックサンプリング法）の開発の

きっかけは，データサンプリング条件を固定すると測定精度が悪いという問題点にあった． 
(2) ケプラーが惑星軌道の規則性，とくに楕円軌道であることを発見したいきさつには，正多面体の入れ
子構造を作るという幾何学の問題があった．後にニュートンが確立した一般的な運動法則から，この軌道

が導かれることが証明できる．この天体の法則性（惑星軌道の規則性）は，一見関係がないと思われる知



 

 

的興味の追求から発見されたのである． 
(3) 葉脈の形を見ると，一定の傾向があることがわかります．1本の太い管から，数本の細い管が分岐し，
それがさらに細い数本の管に変化します．その際，1 段下の支脈（→管）は，だいたい同じ数ずつ生成さ
れるのです．このような規則性は，河川にも見られます． 
 
 
 

ⅢⅢⅢⅢ1111----4444．．．． 多重の解釈が可能になる語句にアンダーラインをつける．俳句の下に，いくつかの解釈を記す． 

(1) 蚤虱（のみしらみ） 馬の尿（しと）する 枕もと  
 １．枕もとのすぐ近くに馬がいる．  
 ２．枕もとに尿の音が聞こえてくる． 
 （注： 蚤，虱，および馬が尿をするとも解釈できるが，これは除外してよいであろう） 
(2) 荒海や 佐渡によこたふ 天河（あまのかわ）  
 １．佐渡島の上に水平に横たわっている．  
 ２．こちら（あるいは天空）から佐渡島に向かって延びている． 
(3) 痩蛙（やせがえる） 負けるな一茶 是（これ）にあり 
 すもう（あるいは争い）をしているのはだれ（何）とだれ（何）かによって，解釈が異なる． 
 １．蛙どうしの争い  
 ２．蛙と，それをいじめる子供  
 ３．子供同士（蛙にたとえている） 
 

 
ⅢⅢⅢⅢ2222----1111．．．．  

(1) 寡って（→かって），東京湾にお台場と呼ばれる（→よばれる）人工島があった．現在其処（→そこ）
は開発され，日本科学未来館と言う（→いう）ミュージアム（→博物館）が建設されている．最新のサイ

エンス（→科学）について一般にアッピールする様な（→うったえるような）展示が行われ（→おこなわ

れ）ている．特に（→とくに）其の（→その）４Ｆ（→階）には，ドーム状のスクリーンをもつシアター

（→劇場）が有り（→あり），様々な（→さまざまな）映像が映写されている． 
(2) Symmetry（→シンメトリー（Symmetry））という言葉は，ヨーロッパの美のスタンダード（→基準）
として重要なファクター（→要素）に成って（→なって）いる．BC.5世紀に建設された Parthenon（→パ
ルテノン）神殿も，至る（→いたる）所に Symmetry（→シンメトリー）を取り込んでいる．一方，Symmetry
（→シンメトリー）のコンセプト（→概念）は，自然科学でも重要であり，其れ（→それ）を基に多くの

素粒子が発見されている． 
 
ⅢⅢⅢⅢ2222----2222．．．．     

(1) コンドライトと呼ばれる，宇宙の始原的（→始まりのときの）情報含有（→を含む）隕石がある．コ
ンドライトは，太陽系形成（→が形成される）以前の原始太陽（をとりまく）星雲（の）情報を我々に与

えてくれる．この隕石の成分をハイインテンシティー（→強力な）X-Ray（→X 線）ＣＴ装置で観察した
ところ，珪素塩や金属鉄硫化物（の）粒子の他に，微細（な）空隙が多数確認された． 
(2) 生体内でカルシウム塩･（→や）珪酸塩が分泌（され，それらが）集積される現象は頻繁に（→しばし



 

 

ば）観察される．脊椎動物，珊瑚，（あるいは）貝の殻構造（の）骨格はその好例である．それらの骨格形

状（→の形）には，無生物的（なしくみで）結晶成長（したこと）の結果と見なせるものと，鋳型成型の

ように器官（の）形状にディペンド（→依存）するものがある． 
 
Ⅲ2-3． 下記の文章は，漢字と仮名の使いわけ，送り仮名のつけ方，冗長な表現などについてい

くつかの欠陥を含んでいる．それらを修正し，平易で簡潔な文章にせよ． 

(1) 科学とはいったいなんだと思えば良いだろうか（→なんだろうか）．この問題を考がえて（→考えて）
見ようとする時（みると），現代社会ではそれが大変困難なことでは（→では）ないだろうかという疑問が

生じるのである（→削除）．まず始じめ（→はじめ）に，私たち人間が知恵と心をどのようなやり方で（→

にして）身に付けて行った（→いった）かという事（→こと）から始じめて行こうと思もう（→始めよう）． 
(2) 色がいくつか（→削除）付いて（→ついて）いる夢を見る人は，異常であろう（→だ）という俗説が
あるようである（→削除）．しかしながら，分裂病患者や躁鬱病（そううつびょう）患者と見なしてよいと

確信できるような（→みなせる）人に，色のついた夢をみるかどうかということを（→削除）尋ずねて（→

たずねて）みると，特にそうではないのだ（→削除）と答える場合が多いようである（→削除）ようだ． 
 

 
ⅢⅢⅢⅢ3333----1111．．．． 例８の語句の解釈２～５については，一意的な解釈になるよう言い換えた語句が本文中

に与えられていない．それぞれの解釈について，適切に言い換えた語句を作れ． 

解釈２：｛（平面の仕上げをほどこした）窓をもつ｝水槽 

   →窓に平面の仕上げをほどこしてある水槽 

解釈３：｛平面の（仕上げをほどこした）窓をもつ｝水槽 

   →仕上げをほどこした平面の窓をもつ水槽 

解釈４：（平面の）（仕上げをほどこした窓をもつ）水槽 

   →仕上げをほどこした窓をもつ，平面からなる水槽 

解釈５：（平面の）（仕上げをほどこした）（窓をもつ）水槽 

   →仕上げをほどこしてあり，平面からなり，窓をもつ水槽 

    

ⅢⅢⅢⅢ3333----2222．．．．  

(1)  北にゴビ砂漠を見ながら旅をしたのは，玄奘三蔵か私かがあいまいである． 
 解釈 1：北にゴビ砂漠を見ながら玄奘三蔵が旅したルートを，私はバスで走った． 
 解釈２：北にゴビ砂漠を見ながら，玄奘三蔵が旅したルートをバスで走った． 
(2) 「電圧を上げすぎると」が「確実な反応をしない」にかかるのか，「不安定な挙動を始める」にかかる
のか，あいまいである． 
 解釈１：電圧を上げすぎると確実な反応をしないような回路は，不安定な挙動を始める． 
 解釈２：電圧を上げすぎると，確実な反応をしない回路は不安定な挙動を始める． 
 
(3)  ５０歳を過ぎてから測量したのか，５０歳を過ぎてから作成したのかあいまいである． 
 解釈１：伊能忠敬は，５０歳を過ぎてから日本全国を測量し，その成果による実測図（伊能図）を作成

した． 
 解釈２：伊能忠敬は，５０歳を過ぎてから，日本全国を測量した成果による実測図（伊能図）を作成し



 

 

た． 
 また，業績の結晶は伊能図か，記念館なのかがあいまいである． 
 解釈１：当記念館は，忠敬翁の業績の結晶であり世界的に有名な伊能図を紹介する施設である． 
 解釈２：当記念館は忠敬翁の業績の結晶であり，世界的に有名な伊能図を紹介する施設である． 
 

ⅢⅢⅢⅢ3333----3333．．．．     

(1) 現代の科学者達は，宇宙の構造だけでなく物質の構造を考える際にも，通常の 3次元空間だけでなく
4次元空間や 5次元空間を考え始めている． 
(2) 一般の人々が何に興味があるのかマスコミの人はよく知っているので，マスコミ側の発想には参考に
なることが多い． 
(3) 環境の変化に強い適合性をもつ生物であれば，高度の乾燥状態でも，少なくとも短期間ではそれほど
被害を受けないだろう． 
 
ⅢⅢⅢⅢ3333----4444．．．．  

  2 度の世界大戦でさまざまな技術（が）発達した．レーダー（や）ソナー（は）まさにその例である．
ソナー（は），超音波を受信し対象物を探知する装置である．レーダー（も），超音波の代わりに電磁波を

使うという違い（は）あるが，やはり同様のはたらきをもつ．これらの技術（が）発達したために，現代

の交通手段の安全性（が）保証されているのである． 
 
ⅢⅢⅢⅢ3333----5555．．．．    下記の文のカッコの中に，「の」「を」「に対して」「に対する」「について」「についての」

「に関して」「に関する」のどれかを入れよ． 

(1) 自然界になぜ多様な生物がいるのかという問題（を）考えてみよう． 
  （「について」でもよい） 
(2) この問題（についての）最初の学説は，アリストテレスによって与えられた． 
  （「に関する」でもよい） 
(3) 生物進化（に関する）概念の発達には，ビュフォンの脊椎動物（についての）考察が貢献している． 
  （前半は「の」でもよい．後半は「に対する」でもよい） 
(4) この問題（に対する）ひとつの解答がダーウィンによって与えられた． 
(5) 進化が起きるきっかけ（に関する）学説が，ド･フリースによる突然変異説である． 
  （「についての」でもよい） 
(6) 遺伝子の複製時の変異（に関する）知見が蓄積され，進化（に対する）考え方も大きく発展した． 
  （前半は「についての」でもよい） 
 

ⅢⅢⅢⅢ3333----6666．．．．  

(1) この学説を否定できても，その根拠となった実験（→実験結果）を否定することはできないだろう． 
(2) 講演はすばらしかったが，その後の議論（→議論の内容，あるいは議論の結果）は納得できなかった． 
(3) この公式の証明を検討したところ，いくつかの間違いが見つかった．（このままでよい） 
(4) 自然科学とは，自然現象を観察し，それを支配する理論（→法則）を解明することである． 
  （「それを説明する理論を構築する」でもよい） 
(5) 提案された仮説は真理だろうか．この疑問は（→反論には）ほとんどの研究者が賛同した． 



 

 

 
ⅢⅢⅢⅢ3333----7777．．．．     

(1) 地下から採掘し地上で拡散する石油と違って，地上で循環する資源を原料にしたいという要請から，
生分解性を備えた新しい合成繊維が開発された． 
(2) 最近まで近代文明の影響を受けなかった南太平洋諸島のマオリ族の人々は，長年の経験から星の動き
などをよく知っていて，それに基づく航海術を発達させた． 
(3) ケプラーが活躍した頃は．水星，金星，地球，火星，木製，土星という 6個の惑星しか知られていな
かった． 
 
ⅢⅢⅢⅢ3333----8888．．．．  

(1) ６の約数は１，２，３，および６である． 

(2) 1 つの知見が確立するには，理論あるいは数値計算と，実験結果が一致することが必要である． 

(3) この分野についての予備知識を得るには，田中（1998)，高橋(1998)，および佐藤(2001)の論文の，少
なくとも 2つを読む必要がある． 
  
 
ⅢⅢⅢⅢ4444----１．１．１．１． 下記の文章を，３つの段落に分けよ． 

(1) 今回の公演を見て驚いたことは，人工音の洪水とも言うべき中で芝居が進行しているということであ
る．シンセサイザーで合成した音に，ときどき鳥の声や波の音などの自然音が混じり，それが超現実的な

雰囲気をかもし出していた．この演出家がこのような企画を生み出すとは，想像だにしなかった． 
 公演に先立って，また公演中も，音響関係のスタッフが常時 10人以上動員されているそうである．これ
は，前代未聞のことである． 
 演劇における音響効果を見直す時期が来たようだ． 
(2) 高校の物理の教科書を見ると，力学と熱，波動と光，電気と磁気，原子という順序で並んでいます．
大学の教科書でも，多少高いレベルで同じ内容のことが説明されています． 
 この教育体系は，20世紀初頭に活躍したドイツの物理学者であるプランクやゾンマーフェルトによって
書かれた教科書にならっているのです．それから 60年以上経過していますが，それに代わる体系は現れて
いません． 
 この体系は，理科系の学生には理想的なものですが，文科系の学生には必ずしも最良のものではありま

せん． 
 
ⅢⅢⅢⅢ4444----2222．．．．  

(1) この測定値は大きな誤差を含む．（しかしながら），実験が無意味だったというわけではない． 
(2) 計算結果は，これら 2つの量に相関がないことを示している．（しかし），実験結果はそれに反する． 
  （「ところが」，「一方」でもよい） 
(3) 月面のクレーターは，隕石の衝突によるものである．（しかしながら），火山の噴火によるカルデラで
ある可能性も排除できない． 
  （「なお」，「ただし」でもよい） 
 
 



 

 

ⅢⅢⅢⅢ4444----3333．．．．  

(1) （ｘ＋ｙ)2 ≧４ｘｙ が成り立つ．（ただし），等号はｘ＝ｙのとき成り立つ． 
(2) エルニーニョは，数年毎に起きる気候変動である．（なお），昔は突然起きる大漁をエルニーニョと呼
んでいた． （「ただし」でもよい） 
(3) 写真に写っている影は，現像の際の汚れである可能性がある．（一方），他の写真については，その可
能性は考えられない． （「ただし」でもよい） 
(4) ｘとｙが，ｙ＝ａｘという関係にあるとしよう．（ただし），ａは正の定数である． 
  （「ここで」でもよい） 
 
ⅢⅢⅢⅢ4444----4444．．．．     

(1) 石油や石炭を使う火力発電は，地下に眠っていた炭素を掘り出して，二酸化炭素として空中に放出す
ることを意味する．（ところで），石炭や低品位の石油は硫黄を含んでいて，それらを燃やすと酸化硫黄が

出て，それが酸性雨をもたらす．（ただし），脱硫装置を設置すれば，この弊害は除去できる．（それでも），

二酸化炭素の発生は抑えることはできない． 
 （一方），空中の二酸化炭素を炭素に還元して地下に戻す過程も存在する．（すなわち），光合成である．

（ただし），光合成でできたバイオマスが地上に放置されたら，やがてそれらは二酸化炭素になる．（した

がって），二酸化炭素を減らすには，酸素の少ない地下に蓄積しなければならない．（なお），石炭紀とよば

れる地質年代では，このことが大量におきたのである． （最後のカッコでは，「そして」でもよい） 
(2) スキーがよく滑る理由を考えて見よう．（さて），よく滑るためには，何が必要だろうか．機械の滑り
を良くするためには，潤滑油を用いる．（ところで），雪は小さい氷の粒からできており，液体ではない．（し

やがって），氷が解けて潤滑油の働きをする水ができる仕組みが必要である． 
 スキーが滑っているとき，摩擦熱のために氷が解けて水ができるという説明がある．（しかし），滑りだ

す前では，この仕組みは働かない．（ところが），滑り出すときもスキーは良く滑る． 
 最近の研究によれば，氷の表面にはミクロな厚さの水の膜が常にできているそうである．（すると），こ

の膜が潤滑油の働きをする可能性がある． 
 
ⅢⅢⅢⅢ4444----5555．．．． 下記の文章に含まれる接続詞，あるいはそれと同じ働きをする語句（下線部）は，正し

い用法に従っているか，あるいは必要かどうかを検討せよ．正しければ○，不必要であれば×印

をつけ，正しくなければ訂正せよ． 

(1) エネルギー保存法則は，何度か疑われたことがある．まず（→かって），天王星の運動がエネルギー保
存法則を満たさないことが昔から知られていた．ここで（×），天王星の外側にもうひとつ惑星があって，

それを考慮すれば保存法則が満たされるという説もあった．はたして（○），1846 年に海王星が発見され
た．こうして（○），この問題は決着したのである． 
(2) フランスの物理学者Ｐ．キュリーは，静止したラジウムから自然に熱が出ることを見出した．すなわ
ち（○），エネルギー保存法則が破れることになる．しかし（×），その後，原子核反応によって放射線が

出ていること，したがって（→さらに）その際全体の質量がわずかに減少していることがわかった．後に，

アインシュタインによって質量エネルギーという考え方が提唱され，こうして（→結局）エネルギー保存

法則は正しいことがわかった． 



 

 

 
ⅢⅢⅢⅢ5555----1111．．．．  

(1) 2 つの相反する仮説の判定について，今回の実験は決定的な結果を与えなかった．しかしながら，筆
者は前者が正しいと（考える）． 
(2) 厳密な理論の結果と一致しているので，この実験結果は普遍性があると（断言できる）． 
  （「結論される」でもよい） 
(3) 測定精度の範囲では，ＡとＢが比例しているかどうかの判定は不可能であった．したがって，問題に
している仮説の真偽は（不明である）． （「未定である」でもよい） 
(4) この装置で得られた 2種類のデータのうち，一方が従来の結果と完全に一致していることから，他方
も信頼できると（推定される）． 
 
ⅢⅢⅢⅢ5555----2222．．．． 下記の文章は，同じレベルでない項目を同列に並べてリストアップするという欠陥を持

っている．文を 2つ以上に分け，平易で正しい文章に改造せよ． 

(1) 午前の講演では，ロケット技術の概要が説明された．とくに，燃料ポンプの性能，噴射ガスの流れ，
固体燃料の装填法など，興味ある問題点が指摘された． 
(2) 空がなぜ青いのかという問題を理解するには，太陽光がいろいろな色を含むこと，空中のちりの存在，
青色の光は散乱されやすいことなどを考慮する必要がある．同様の考察で，夕日の太陽は赤いことも理解

される． 
(3) 本研究の結果，次の結論が導かれる． 
 １．遺伝子操作によって得られた品種は，従来より多量の収量を保障する． 
 ２．期待どおりの収量を得るのは，平均気温が通常より２度高い必要がある． 
以上から，この品種の普及は，とくに発展途上国に大きな利益をもたらすと考えられる．  
 
 
ⅢⅢⅢⅢ5555----3333．．．．  

(1) 地球の環境を決定的に支配しているのは，水の挙動である．その挙動は，水の存在形態が多様である
ことと関連している．水は，気体，液体，固体の３つの状態をもち，地球上では水圏，地圏，気圏の 3 圏
に分かれている．これら多様な存在形態が，密接に関連しながら相互に転換しているのである．  
(2) 日本の森林に対する酸性雨の悪影響を防いでいるのは，緩衝能（外的な影響の効果をおさえるはたら
き）の高い森林土壌である．すなわち，火山灰を多く含む土壌条件によって，緩衝能が高く保たれている

のである．酸性雨による森林の衰退が問題になり，その湖沼への影響が調査され始めて，日本でもやっと

酸性雨の関心が高まった．一方，すでに欧米では，酸性雨の森林への影響，水棲生物の死滅が大問題にな

っている．日本でこれらの問題が顕在化しないのは，気象条件が欧米と違うことに加えて，森林土壌の緩

衝能があるからである． 
 
 
 


