単元別／実力定着度確認問題〈解答・解説〉 〔第１・２講／関係詞(1)〕
１．
(1) It is said that the time (Ans.①when) such things could happen has come.
・そのような事が起こりうる時代がやって来たといわれている。
[２文に] (It is said that) the time has come.
＋Such things could happen at it(=the time). → at which 又は when
(2) There are numerous cases (Ans.③where) Japanese modesty can cause misunderstanding. ・日本人の謙虚さが誤解を引き起こす多くの場合がある。
[２文に] There are numerous cases.
＋Japanese modesty causes ～ in them(=the cases).→ in which 又は where
(3) Some plants can resist herbicides, the chemicals (Ans.④whose) function
is to kill weeds.
・植物の中には除草剤、つまりその働きが雑草を除去す
るものである化学薬品に耐えて生き残るものもある。
[２文に] Some plants can resist herbicides, the chemicals.
＋Their function (The function of them) is → whose function is ～.
(4) He often says irresponsible things and takes halfway measures; that’s
(Ans.②why) I don’t like him.
・彼はよく無責任なことを言い中途半端な手段を講じる。そんな訳で彼が嫌いだ。
[２文に] that’s the reason. ＋ I don’t like him for it(=the reason).
→ ※ 先行詞 the reason を含む関係副詞 why１語にする(この why 節は名詞節)。
(5) Recycling is the process (Ans.④by which) materials are given a second
life. ・リサイクルとは、物質が二度目の命を与えられる過程である。
[２文に] Recycling is the process.
＋Materials are given a second life by it(=the process). → by which
(6) Mr. Jackson (④Ans. , who is from Chicago,) desires to be mayor of the
city. ・ジャクソン氏はシカゴ出身なので、シカゴ市長になるのを望んでいる。
[２文に] Mr. Jackson desires to be mayor of the city.
＋Because he is from Chigago → , who is from Chigago,
(7) A few clues formed reliable evidences (Ans.③on which to prove) him a
real criminal. ・いくつかの手がかりは、それに基づいて彼が真犯人であるこ
とを証明できる信憑性のある証拠になった。
[２文に] A few clues formed reliable evidences.
＋to prove him a real criminal on them(=the evidences) → on which to～
(8) He mentioned a movie, (Ans.④the title of which) I can’t remember now.
・彼はある映画のことを語ったが、私は今その映画の題名が思い出せない。
[２文に] He mentioned a movie.
＋I can’t remember the title of it(=the movie) now. → the title of which

２．
(1) こうして要らなくなったものを処分しているのです。（不足語 how）
This is [ how we get rid of things we no longer need ].
[２文に] This is the way.
目的格の関係代名詞の省略
＋We get rid of things we no longer need in it(=the way).
→ (in) the way how → the way 又は how
(2) その資料を閲覧したら、元にあったところへ戻しておきなさい。
（不足語 where）
Put the references [Ans. back where they belong when you look them
through ].
[２文に] Put the references back when you look them through.
＋They belong to the place → 先行詞 the place を含む where１語に
(3) 君がゴルフのクラブを借りた人が返却を求めて待っています。（不足語 whose）
The man [Ans. whose golf clubs you borrowed is waiting to have them
returned back ].
[２文に] The man is waiting to have them returned back.
＋You borrowed his golf clubs. → whose golf clubs
(4) 何よりもまず、君は日本語と英語の基本的な違いを知っておかなければならな
い。（不足語 where）
First of all, you [Ans. must know the basic point where Japanese and
English differ ].
[２文に] First of all, you must know the basic point.
＋Japanese ～ differ at them(=the basic point). → at which 又は where
(5) あなたの知人だと思っていた人は赤の他人でした。（不足語 who）
The man [Ans. who I guessed was your acquaintance turned out a complete
stranger ].
[２文に] The man turned out a complete stranger.
＋I guessed he was ～. → he を who に変え、先行詞 the man の後に続ける
(6) 時間ほど浪費しがちなものはないし、時間ほど気をつけなければならないもの
はない。（不足語 of, about）
There is nothing [Ans. of which we are apt to be so wasteful as of time
and about which we should be more careful ].
[２文に]
We are apt to be so wasteful of it(=the nothing)
There is nothing.＋ and
of which {as of time}
We should be more careful about it(=the nothing)
about which {than time}
(7) ショーを見る人を楽しませるのを仕事とする人がエンターテイナーである。
（不足語 whose, who）
A man [Ans. whose work is to amuse people who watch a show ] is an
entertainer.
[３文に] A man is an entertainer.＋His(=The man’s→whose) work is to
amuse people. ＋They(=people→who) watch a show.

単元別／実力定着度確認問題〈解答・解説〉 〔第３・４講／関係詞(2)〕
１．
(1) There really are few choices; just take (Ans.③whichever) you think will
last longer.
・実際ほとんど選択肢はありませんから、どれでもあなたが長
もちするだろうと思うものを選んでください。
[２文に] just take anything.＋You think it(=anything) will last longer.
whichever〈whatever〉
(2) (Ans.③That) there are many problems in his plan is easily understandable.
S
V
C
・彼の計画には多くの問題点があるということは容易に理解できる。
※(
)の後に完全文が続くので、関係代名詞ではなく接続詞の that を選択
(3) I will see (Ans.④what) sights there are left to see in Rome.
・ローマで観るべき残されている名所はすべて観るつもりです。
[２文に]I will see any sights.＋there are they(=any sights) left to ～
what sights
(4) A: I really hope it’ll rain tomorrow.
B: From (Ans.②what) you just said, it seems you don’t want to go on a
picnic.
= the thing which
・A: 明日は雨になることを本当に願うよ。
・B: 君が言ったことからすると、ピクニックに行きたくないようだね。
(5) Many people criticized me, but I did what (Ans.③I thought was right).
・多くの人が私を非難したが、私は自分が正しいと思うことをしたのだ。
[２文に] I did a thing.＋I thought (that) it(=the thing) was right.
what
←先行詞を含む関係代名詞
(6) Mr. White is (Ans.③what is called) a jack-of-all-trades.
・ホワイトさんは、いわゆる何でも屋だ。
＊what is called, what we call：いわゆる
(7) The monograph is written in such plain English (Ans.④as) beginners can
understand.
・その論文は初学者にもわかるようなわかりやすい英語で書かれている。
※such がついた先行詞に、相関的に疑似関係代名詞 as が用いられている。
もし(
)に that を用いると、that 以下は副詞節となり程度・結果を表すが、
その場合 understand の目的語 it(=the monograph)が必要。

２．
(1) 彼は息子に必要以上の金を与えるべきではなかった。（不足語 more）
He [Ans. shouldn’t have given his son more money than was necessary ].
(2) 人は現実の中で見たいと思っているものを映画やテレビドラマの中に見ている
ようだ。（不足語 what）
It seems that we [Ans. see in movies or TV dramas what we would like to
see ] in reality.
V
O (see の目的語)
(3) 現代の問題点は、未来に対する信頼が昔のようなものではなくなっているとい
うことだ。
The trouble with our time is [Ans. that confidence in the future is not
what it used to be ].
(4) 脳に対する思考の関係は身体に対する運動の関係と同様であって、どちらもや
りすぎは良くない。（不足語 what）
[Ans. Thinking is to the brain what exercise is to the body ], and
S
V
M
C´
S´
V´
M´
overdoing is not good in either case.
C
(5) 君は将来どんな仕事を引き受けてもうまくやるだろう。
（不足語 whatever） You’ll [Ans. do well in whatever business you may
undertake ] in the future.
※You’ll do ～ in any business.＋you may undertake it(=the business) ～
whatever business
３．
(1) They gave up the political campaign, which people seemed indifferent to.
Ans.彼らは政治運動を断念したが、それは人々がその運動に無関心であるよう
に見えたからだ。
※～, which people seemed indifferent to
＝ because people seemed indifferent to it(=the political campaign)
(2) There must have been good reason in the policeman’s attitude why she
could not help showing so great an antipathy towards him.
Ans.その警官の態度の中に、彼女がなぜ彼に対してそれほどの大きな嫌悪感を
示さざるを得なかったかの十分な理由があったに違いない。
(3) The English are an intensely religious people, by which is not meant
that they are superior or inferior to peoples of other nations.
Ans.英国人は非常に敬虔な民族であるが、これにより彼らが他の国々の民族よ
りも優れているとか劣っているとかいうことを意味するのではない。
※ by which 以下 ＝ and that they ～ nations is not meant by it(前半部)

単元別／実力定着度確認問題〈解答・解説〉 〔第５・６講／比較〕
１．
(1) She is (Ans.④the) more affectionate to her infants for their
helplessness.
・彼女は、自分の幼子たちが無力であるためにその分ますます愛情を感じた。
＊ (all〈so much〉) the＋比較級＋for～〈because S＋V〉
～のためにその分ますます〈かえって〉…
＊ none the less＋for～〈because S＋V〉～にもかかわらずやはり…
(2) Nothing is more precious than time, yet nothing is (Ans.② less valued).
・時間ほど貴重なものはなく、それなのに時間ほど重んじられないものはない。
＊value(他動)～を評価する、尊重する
valuable(形)貴重な、高価な
※less valued の後に than time が省略されている。 ※yet の意味に注意。
(3) There are many reasons to learn a foreign language (Ans.④other than)
the fact that it is a required subject at school.
・外国語は学校で必須教科だという事実以外に外国語を学ぶ多くの理由がある。
(4) When we are told not to come, we become (Ans.②all the more) eager to
go.
・来るなと言われると、その分ますます行きたくなる。 ※上記(1)参照
(5) Light is (Ans.③no less) necessary than fresh air to good health.
・光は、新鮮な空気(が健康に必要であるの)と同様に、健康に必要である。
Light is no less necessary (to good health) than
fresh air (is necessary) to good health.
肯定的内容であることにより
＊ A whale is no more a fish than a horse is (a fish).
than 以下が
A
B
C
D
否定的内容
A は C が D でないのと同様に B でない／A が B でないのは C が D でないのと同じだ
＊ A whale is no less a mammal than a horse is (a mammal). than 以下が
A
B
C
D
肯定的内容
A は C が D であるのに劣らず B である／A が B であるのは C が D であるのと同じだ
(6) Waiting ten minutes for an important announcement seems (Ans.③like as
many) hours. ・重大な発表を 10 分間待つのは 10 時間待つかのように思われる。
＊ as many～ (先行する数詞と呼応して)（それと）同数の～
＊ as much～ (先行する数詞と呼応して)（それと）同量〈同程度〉の～
(7) The American don’t accept Fascism (Ans.①any more than) they do Communism.
・アメリカ人がファシズムを受け入れないのは、共産主義を受け入れないのと
同じだ。
※上記(5)参照
(8) We were able to see (Ans.① much が誤) more people than we had expected.
・私たちは（会うであろうと）予想していたよりずっと多くの人に会えた。
※比較の対象よりも「量」が多いときは much で修飾するが、
「数」が多いときは
many で強調する。a lot や far は両用可。

２．
(1) この失敗でかえって彼は一層努力しようと決心した。（不足語 the）
This failure [Ans. made him determined to work all the harder ].
※前頁１(1)参照
(2) 一つ二つくらい増えても減っても大して違いはない。（不足語 less）
[Ans. One or two more or less doesn’t make much difference ].
(3) 我々の製品が彼らのよりも劣っていると考えると我慢できません。
（不足語 more） It’s [ more than I can bear to think of our products
being ] inferior to theirs.
※「～と考えると我慢できない」→「～と考えることは我慢できる以上のこと
だ」から、It’s more than I can bear to think of ～(It＝to think of ～)
※他動詞 bear の目的語は、疑似関係代名詞 than(先行詞は more)に姿を変えて
いる。
(4) 先例にならない限り、君は今回は休暇をとっても良い。（不足語 long）
You may [Ans. take a leave this time so long as it doesn’t form a
precedent ].
＊ S が～する限り：(in) so〈as〉far as S＋V (範囲・程度)
so〈as〉long as S＋V (条件／S が～しさえすれば)
(5) その商品の実際の大きさは写真の 10 倍くらいあります。（不足語 in）
The actual size [Ans. of the article is about ten times bigger than in
the photograph ].
(6) 他人の性格を述べるときほど自分の性格がはっきり表れることはない。
（不足語 so）
A man [Ans. never discloses his own character so clearly as when he
describes another’s ].
(7) ルーシーが甘い物を前にすると自分を抑えられないのは、麻薬の常用者が麻薬
に対してそうであるのと同じだ。（不足語 more）
Lucy [Ans. can no more control herself for sweets than a drug user can
for drugs. ]
※前頁１(5)参照

単元別／実力定着度確認問題〈解答・解説〉 〔第７・８講／仮定法〕
１．
(1) If Michael (Ans.④hadn’t argued) so violently against the suggestion, it
would have been accepted immediately.
・もしマイケルがその提案にあれほど激しく異議を唱えなかったら、その提案
はすぐに受け入れられただろうに。
(2) If you (Ans.①hadn’t advised me) which way I should take, I would not be
what I am now.
・もしあなたが私にどちらの道をとるべきか忠告してくれていなかったら、私
は今、現在の私ではないだろう。
※条件節では仮定法過去完了、帰結節では仮定法過去となっており、推量が及
ぶ「時」が異なることに注意。
(3) I don’t think you need any help, but if you (Ans.②should) need any help,
just let me know.
・あなたには手助けの必要はないと思いますが、万一なにか手助けが必要にな
ったら知らせてください。
(4) My aunt treated me as if I (Ans.①were) a five-year-old child.
・私の叔母は、私がまるで５歳の子どもであるかのように扱った。
My aunt treated me as (she would treat me) if I (were) a five-year-old
child.
直説法
仮定法
仮定法
※基準時[直説法が示す時]の事実に反する仮定だから仮定法過去を用いる。
(5) I wish you (Ans.③hadn’t tried) to repair it. You only made it worse.
・私はあなたがそれを修理しようとしなければ良かったのにと思う。あなたは
それをさらに悪くしただけだった。
＊ I wish (that) S＋仮定法過去〈仮定法過去完了〉： S が～すればよい
〈よかった〉のにと思う
I wish の後には「条件節＋帰結節」の条件節の方の S＋V が置かれる
(6) Your hair is too long. It’s about time it (Ans.④wanted cutting).
・君の髪は長すぎる。そろそろ切ってもよい頃だ。
＊ It’s (about〈high〉) time＋(that)＋S＋仮定法過去：もう～してもよい頃だ
＊ want〈need, require〉doing ＝ need to be done：～される必要がある
(7) There were very few people, if (Ans.①any), who actually saw what
happened.
・何が起こったのか実際に見た人は、たとえいたとしても非常にわずかしかい
なかった。
if any ＝ (even) if (there were) any (people)
(8) (Ans.③Even if) he is stupid, he is at any rate pleasant to look at.
・彼はたとえ愚かだとしても、とにかく見てくれは楽しげだ。

２．
(1) その件について全く興味がないと言えば嘘になるだろうね。（不足語 would）
I [Ans. would be lying if I told you I was not interested in the matter.]
※話し手は現実には「興味がない」と口にしているのが、一方でその発言に対し
て「嘘をなる」と言っている。このような場合も仮定法を用いることに注意
(2) 来ようと思えばもっと早く来られたのですが。（不足語 to）
I [Ans. could have come earlier if I had wanted to ].
※文末の to は代不定詞と呼ばれ、重複を避けるために用いられる（口語に多い）
ex. I’m sorry if I hurt your feelings. I didn’t mean to (hurt your
feelings). お気に障ったらすみません。そういうつもりではなかったのですが。
(3) 石油にかわる燃料が見つからなければどうなるのでしょうか。
What [Ans. would become of us if no alternative fuel to petroleum could
be found ]?
(4) それをもっと念入りに調べていたら、新たな事実が出てきただろうに。
[Ans. A closer examination of it might have revealed a new fact ].
※主語に条件が提示されている文である
※条件節を用いずに条件を表すものとして次のようなものがある。
・前置詞句 ex. Without that machine, such an invention would have been
impossible.
(= If it had not been for that machine, such an invention ～.)
・分詞構文 ex. The same thing, happening in busy streets, would be a
great disaster.
(= The same thing, if it happened in busy streets, would be ～.)
・関係詞節／should（万一）ex. Any child who should do such a folly
would be laughed at.
(= Any child, if he or she should do such a folly, would be ～.)
３．
(1) Boys and girls wish that they could have a dozen birthdays in one year.
Ans.少年や少女たちは、１年に１２回誕生日があればよいのにと願う。
(2) The chemist was sorry that if that theory held good for the matter in
question it would count so much.
Ans.その科学者は、その理論が問題の事柄に有効なら非常に重要であるだろう
にと残念に思った。
(3) Had I known whom I was to have the pleasure of meeting, wings could not
have conveyed me swiftly enough.
Ans.誰に会う喜びを持てることになっていたかをもしわたしが知っていたら、
翼があっても十分に早くわたしを運ぶことはできなかっただろう。

