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第1講　長文問題演習

1 �� 次の英文の内容を40～50字の日本語に要約せよ。句読点も字数に含める。

　　What makes us specifically human? The complexity of our language? Our 

problem-solving strategies? You may be shocked by my suggestion that, in some 

very deep sense, language and some aspects of human problem solving are no more 

or less complex than the behaviors of other species. Complexity as such is not the 

issue. Spiders weave complex webs, bees transmit complex information about sources 

and quality of nectar, ants interact in complex colonies, beavers build complex dams, 

chimpanzees have complex problem-solving strategies, just as humans use complex 

language. Nor are our problem-solving skills so remarkable: there are human 

beings who have perfectly normal human mental abilities, but who nevertheless are 

unable to solve certain problems that a chimpanzee can solve. There is, however, 

one extremely important difference between human and non-human intelligence, a 

difference which distinguishes us from all other species. Unlike the spider, which 

stops at web weaving, the human child ― and, I maintain, only the human child ― 

has the potential to take its own representations as objects of cognitive attention. 

Normally, human children not only become efficient users of language; they also 

have the capacity to become little grammarians. By contrast, spiders, ants, beavers, 

and probably even chimpanzees do not have the potential to analyze their own 

knowledge.

下書き用

本番用
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2 �� 次の英文を読み，下線部 (1)，(2)，(3) を和訳せよ。

1 　News reports from Afghanistan in the 1990s tended to portray little more than 

a ruined place, destroyed by extremist military groups. Such images were rarely 

balanced by insights into ordinary life. Countries at war are described by reporters 

who tend, especially in dangerous places, to stay together, reporting only on isolated 

events. (1)In Kabul, visiting television crews invariably asked to be taken to the worst-

hit parts of the city; one reporter even described Kabul as “ninety percent destroyed.”

2 　Wars complicate matters: there is a terrible fascination to war which tends 

to overshadow less dramatic news. Conflict is a notoriously difficult thing to 

convey accurately. Fighting comes and goes, and modern conflicts move with an 

unpredictable will of their own. Key battles are fought overnight and absorbed into 

the landscape. (2)Even a so-called war zone is not necessarily a dangerous place: 

seldom is a war as comprehensive as the majority of reports suggest.

3 　Yet there was a deeper obstacle to describing the place: Afghanistan was, to 

outsiders, a broken mirror, yielding an image as broad or narrow as the observer’s  

gaze. (3)Even in peacetime Afghanistan had been open to outsiders for only a brief 

interval, a forgotten period from the 1960s until the 1970s. It had never been a 

single nation but a historically improbable mixture of races and cultures, each with 

its own treasures of customs, languages and visions of the world.

(1) 

  

  

(2) 

  

  

(3) 
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（授業用ページ）

1  【要約問題】解答・解説

　　What makes us specifically human? The complexity of our language? Our 

problem-solving注1 strategies? You may be shocked by my suggestion that注2, in some 

very deep sense, language and some aspects of human problem solving are no more 

or less complex注3 than the behaviors of other species. Complexity as such注4 is not 

the issue.

　人間をとりわけ人間たらしめているものは何であろうか？　私たちの持つ言語の複雑性だろう
か？　問題解決の手段だろうか？　ある非常に深い意味において，言語も，人間の問題解決能力
の一定の側面も，その複雑さの度合いは他の種の行動と何ら変わらないと私が示唆すればショッ
クを受けるかもしれない。複雑さそのものは問題ではないのである。

 【注 1】 problem-solving は，bird watching と同様に「O＋ (V)ing」の構造。
 【注 2】 my suggestion that SV は，I suggest that SV の名詞構文。
 【注 3】 no more or less complex は「複雑さの点で上でも下でもない」。
 【注 4】 ～ as such は「～そのもの」。

	語句チェック

□ specifically	 副 とりわけ

□ complexity	 名 複雑性

□ strategy	 名 戦術，手段

□ in a sense	 熟 ある意味で

□ aspect	 名 側面

□ behavior	 名 行動

□ species	 名 種
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Spiders weave complex webs, bees transmit complex information about sources and 

quality of nectar, ants interact in complex colonies, beavers build complex dams, 

chimpanzees have complex problem-solving strategies, just as humans use complex 

language. Nor are our problem-solving skills so remarkable注1: there are human 

beings who have perfectly normal human mental abilities, but who nevertheless are 

unable to solve certain注2 problems that a chimpanzee can solve.

人間が複雑な言語を操れるのと同様に，クモは複雑な巣を織りなし，ミツバチは蜜のありかとそ
の質に関する複雑な情報を伝え，アリは複雑な群生の中で相互に交流し，ビーバーは複雑なダム
を作り，チンパンジーは複雑な問題解決手段を用いている。また，私たちの持つ問題解決技術も
それほど注目に値するものではない。完全に普通の人間としての知的能力を持っていながら，チ
ンパンジーでも解決できるようなある種の問題を解決することができない人間もいるのである。

 【注 1】 nor are S ～ は倒置で「また S も～ではない」の意味。
 【注 2】 certain ～ は「ある～」。

	語句チェック

□ weave ～	 動 ～を織る

□ web	 名 クモの巣

□ transmit ～	 動 ～を送る，伝達する

□ nectar	 名 蜜

□ interact	 動 相互に交流する

□ colony	 名 群生

□ remarkable	 形 注目に値する

□ nevertheless	 副 それにも関わらず



6

There is, however, one extremely important difference注 between human and non-

human intelligence, a difference注 which distinguishes us from all other species.

しかし，人間の知能と人間以外の知能との間には 1つの極めて重大な違い，すなわち我々を他
のすべての種と区別する違いがある。

 【注】 one ... difference と a difference が同格の関係となっている。

	語句チェック

□ extremely	 副 極めて

□ intelligence	 名 知能

□ distinguish A from B	 熟 AをBと区別する
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Unlike the spider, which stops at注1 web weaving, the human child ― and, I maintain注2, 

only the human child ― has the potential to take its own representations注3 as objects 

of cognitive attention注4. Normally, human children not only become efficient users 

of language; they also have the capacity to become little grammarians. By contrast, 

spiders, ants, beavers, and probably even chimpanzees do not have the potential to 

analyze their own knowledge.

クモの巣を織りなすことで止まってしまうクモと違って，人間の子どもは̶人間の子どもだけ
だと断定できるが̶自分が表現したものを認識的注意の対象とする潜在能力を有しているので
ある。通常，人間の子どもは言語を能率的に使用するだけにとどまらない。ちょっとした文法家
になることもできる。これとは対照的に，クモやアリやビーバーは，そしておそらくチンパンジー
でさえも，自分自身の知識を分析する潜在能力は有していない。

 【注 1】 stop at～は「～の段階でやめてしまう」。
 【注 2】 maintain that SV で「SV だと主張し続ける」。
 【注 3】 representation は ①「表現すること」②「表現したもの」の意味。ここでは②。
 【注 4】 objects of cognitive attention は「認識の注意を向ける対象」。

	語句チェック

□ potential	 形 潜在的な

□ efficient	 形 能率的な

□ have the capacity 	 熟 V	する能力を持って

 to (V) いる

□ grammarian	 名 文法家

□ by contrast	 熟 対照的に

□ analyze ～	 動 ～を分析する



8

模範解答例

　人間と他の生き物を区別するものは，自分の作ったものを認識の対象としてそれを分析する能力である。

 [47字]

解説：文章前半の「人間と他の生き物を区別するものは言語や問題解決能力ではない」は，まとめに入れる必

要はない。クモは stop at web weaving「巣を織りなす段階で止まってしまう」のに対し，人間は「作ったあ

とに，その作品を分析できる」ということがポイントだと分かればよい。後半の言語に関する記述は具体例

の一部なので，答えに含めてはいけない。

　なお，「自分の作ったもの」は「自分の知識に基づくもの」であるから「作ったものを分析する」＝「知識の分析」

と考えてもよい。

　途中で「人間の子どもだけが」という箇所に違和感があるが，おそらく，この文全体が「様々な生き物の子

どもの能力の比較」について述べた文だと推察される。

人間 他の生き物

作った作品 認識の対象として分析する 作りっぱなし

生徒答案例1

　人間と他の動物には大きな違いがあり，それは人間が自身の知識を分析する潜在能力をもつということだ。

� [評価A]

生徒答案例2

　人間の特異性というのは，言語の複雑性でも，問題解決の戦略でもなく，自分の知識を分析する潜在能力

である。� [評価A]

生徒答案例3

　人類とその他の動物は，どちらも複雑な問題を解決するが，その違いは，その知識を分析できるかどうかだ。

� [評価B：下線部の意図が不明]

生徒答案例4

　人間の子どもだけが自分の作品に対して認知的な関心を払う潜在能力があり，これにより他の生物と区別

できる。� [評価B：「認知的な関心を払う」の意味がはっきりしない]

生徒答案例5

　人間の子どもは自分の行動を認識の対象と受け止める能力を持つが，他の生物は知識を分析する能力を持

たない。� [評価C：「行動」がピントがずれる]
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2  【下線部訳問題】解答・解説

1 　News reports from Afghanistan in the 1990s tended to portray注1 little more 

than注2 a ruined place注3, destroyed by extremist military groups. Such images were 

rarely注4 balanced by insights into ordinary life. Countries at war are described by 

reporters who tend, especially in dangerous places, to stay together, reporting only 

on isolated events. (1)In Kabul注5, visiting television crews invariably注6 asked to注7 be 

taken to注8 the worst-hit parts of the city; one reporter even described Kabul as “ninety 

percent destroyed.”

1 　1990年代のアフガニスタンからの報道は，軍の中の過激化グループによって破壊された
廃墟を映したものばかりであった。そのような映像だけに偏ってしまわないように，平凡な日常
生活が詳しく述べられることはまずなかった。戦争中の国を描写する報道陣は，とりわけ危険な
場所に皆で滞在し，その一部の場所だけで生じている出来事についてしか報道しない傾向にある。
(1)カブールでは，現地を訪れているテレビの取材班は，その街で最も被害を受けた地区に自分
たちを連れていくように決まって頼んだ。ある一人のリポーターは，カブールは 90％破壊され
たという説明さえした。

 【注 1】 portray～で「～を描く」。a portrait で「肖像（画）」。
 【注 2】 little more than (no more than) ～は「～にすぎない」。
 【注 3】 a ruined place で「荒廃した場所」。ruin は destroy の堅い言い方。
 【注 4】 rarely は「めったに～ない」。seldom とは同意だが，hardly「ほとんど～ない」とは区別すること。
 【注 5】 Kabul「カブール」はアフガニスタンの首都。the Kabul なら「カブール川」。
 【注 6】 invariably は「いつも決まって」の意味。in-「否定」＋ vary「様々である」。
 【注 7】 ask（＋人＋）to（V）で「（人に）V するように頼む」。ask（＋人＋）if～ / 疑問詞節「（人に）

～を尋ねる」と区別すること。
 【注 8】 take＋人＋ to ～で「人を～まで連れていく」。

	語句チェック

□ report	 名 報道

□ tend to (V)	 熟 V	する傾向がある

□ extremist	 形 過激派の

□ military	 形 軍の

□ balance ～	 動 ～を釣り合わす

□ insight into ～	 	熟 ～に対する洞察，～を

理解すること

□ ordinary	 形 普通の，日常の

□ isolate～	 動 ～を孤立させる

□ crew	 名 一団
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2 　Wars complicate matters: there is a terrible fascination to注1 war which tends 

to overshadow注2 less dramatic news. Conflict is a notoriously difficult thing to 

convey accurately. Fighting comes and goes注3, and modern conflicts move with an 

unpredictable will of their own注4. Key注5 battles are fought overnight and absorbed 

into the landscape. (2)Even a so-called war zone is not necessarily注6 a dangerous 

place: seldom注7 is a war as comprehensive注8 as the majority of reports suggest注9.

2 　戦争によって事態は複雑になる。戦争には，恐ろしいほどの魅力があり，そのためそれほど
劇的ではないニュースを軽く扱う傾向にある。紛争は，よく知られているように，正確に伝えるの
が難しい。戦闘は散発的に行われる。そして現代の紛争は，紛争そのものが予測不可能な独自の
意志を持っているかのようにどんどん推移していく。主要な戦いは一夜で終わり，風景に吸収され
てしまう。(2)いわゆる交戦地帯ですら，必ずしも危険な場所ではなく，戦争が大半の報道が示唆
しているほど全域に渡るものであることはめったにない。

 【注 1】 There is～ to A.で「A には～がある」。to は「所属」を表す前置詞。
 【注 2】 overshadow～は「～に影をおとす，～を見劣りさせる」の意味。overshadow ＝ make someone 

or something seem less important

 【注 3】 come and go で「行ったり来たりする」。
 【注 4】 with a will of one’s own は「自らの意志を持って」の意味。
 【注 5】 key は形容詞的に「主要な」の意味。本来は名詞。
 【注 6】 not necessarily は「必ずしも～ない」で，not always と同意と考えてよい。
 【注 7】 seldom「めったに～ない」は rarely よりやや堅い言い方。
 【注 8】 comprehensive は「包括的な」という意味が一般的だが，本文では「全域に渡る，広範囲におよ

ぶ」の意味。
 【注 9】 a war is seldom as comprehensive as S suggest that it is comprehensive.が元の形。suggest

～は「～を示唆する」。

	語句チェック

□ complicate ～	 動 ～を複雑にする

□ terrible	 形 恐ろしい

□ fascination	 名 魅力

□ dramatic	 形 劇的な

□ conflict	 名 紛争，戦い

□ notoriously	 副 悪名高く

□ convey ～	 動 ～を伝える

□ unpredictable	 形 予測できない

□ overnight	 副 一夜にして

□ be absorbed into ～	 熟 ～に吸収される

□ landscape	 名 風景

□ so-called	 形 いわゆる～

□ a war zone	 名 交戦地帯

□ the majority of ～	 熟 ～の大多数，大半
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3 　Yet there was a deeper obstacle to describing the place: Afghanistan was, to 

outsiders, a broken mirror, yielding an image as broad or narrow as the observer’s 

gaze注1. (3)Even in peacetime Afghanistan had been open to outsiders for only a brief 

interval, a forgotten period from the 1960s until the 1970s注2･3. It had never been a 

single nation but a historically improbable mixture of races and cultures, each with 

its own treasures of customs, languages and visions of the world.

3 　しかし，そうした戦場を説明するにはもっと大きな困難がある。アフガニスタンは，部外
者にとっては割れた鏡のようなものであって，それを観察するものの見方に応じて像が広くなっ
たり狭くなったりした。(3)平時でさえ，アフガニスタンが外部の人間に開かれていたのは短期
間のみ，すなわち 1960年代から 1970年代までの，今では忘れられた一時期だけだった。アフ
ガニスタンは単一国家であったことは一度もなく，様々な種族や文化̶それぞれが独自の大切
な習慣や言語や世界観を持った̶が，歴史的にみてあり得ないほど混じりあった国であった。

 【注 1】 “yielding an image as broad or narrow as the observer’s gaze” は文末に置かれた分詞構文。
 【注 2】 a forgotten period from the 1960s until the 1970s は a brief interval と同格の関係。
 【注 3】 アフガニスタンで 1933年から 1973年まで王位についていたムハンマド・ザヒール・シャーは，

立憲君主制を導入して，出版や政党設立の自由を保障するといった民主化を進めた。

	語句チェック

□ an obstacle to ～	 熟 ～に対する障がい

□ outsider	 名 部外者

□ yield ～	 動 ～を出す

□ observer	 名 観察者

□ gaze	 名 熟視，注視	

□ be open to ～	 熟 ～に開かれている

□ brief	 形 短期間の

□ interval	 名 間隔

□ improbable	 	形 起こりえない，信じが

たい

□ mixture	 名 混合

□ race	 名 種族

□ treasure	 名 宝物，貴重品
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