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［一般教養科目］（４２問中２０問選択：１問につき３点，６０点満点）
〔第１問〕
近代国家が誕生するまでにも，我が国において様々な法が作られ，作られた法の改定や施行細
則の制定，またそれらの集成が行われてきた。次のアからエまでの各記述は，いずれもその例で
あるが，これらの記述を年代順に配列したものとして正しいものを，後記１から５までの中から
選びなさい。（解答欄は，［№１］）
ア．この法令は，「天子諸芸能の事，第一に御学問也。学ばざれば則ち古道に明らかならず。而
して太平を致すは未だ之れ有らざる也。貞観政要は明文也。寛平遺誡は経史を窮めざると雖
も，群書治要を誦習すと云々。和歌は光孝天皇より未だ絶えず。綺語たりと雖も，我国の習
俗也。棄て置くべからずと云々。禁秘鈔に載する所の御習学専ら要候の事。」という第１条か
ら始まり，武家が公家を規制する内容を持ち，武家の世における朝廷の法的枠組みを作った
ものといえる。
イ．この法令は，「（省

略）」という目的で制定された。

ウ．この法令は，33 か条の条文の末尾に「（省

略）」と制定の目的が記されており，新しい体

制としての独自の裁判基準を定立しようとしたものといえる。
エ．この法令は，天皇の命をうけて，「古典を周室に捜(さぐ)り，旧儀を漢家に択び，弘仁貞観
の弛張を取捨し，永徽(えいき)開元の沿革を因脩し」て編さんしたとされ，それまでの法令
の施行細則を集成し，改定や追加なども行われて，施行細則として集大成された。
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【出典】イ

石井進ほか編『中世政治社会思想

上』

ウ

石井進ほか編『中世政治社会思想

上』

〔第２問〕
次の【年表】は，近代日本の政治史上の重要な出来事を並べたもので，その間の時期をアから
オまでで示してある。アからオまでの期間における出来事として適切なものを，後記１から５ま
での中から選びなさい。（解答欄は，［№２］）
【年表】
慶応

3（1867）年

王政復古の大号令が発せられる。

ア
明治 14（1881）年

明治十四年の政変が起こる。

イ
明治 22（1889）年

大日本帝国憲法発布

ウ
大正

2（1913）年

大正政変が起こる。
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ࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ⏨ࡣࡦࡓࡍࡽᮾ᪑ࢆ⥆ࡅ㸪ࡘ࠸ࡣṊⶶࡢᅜࡓࡾ╔ࡃࠋ㐨୰㸪
⏨ࡣ㤳ࡢḷࢆャࢇ࡛࠸ࡿࡀ㸪㒔ࢆ㐲ࡊࡿࡘࢀ࡚㸪ḷࡢャࡳࡪࡾࡣࡁࡃኚࡋ㸪ḟ➨
ᢏᕦࢆ㞳ࢀ㸪┤ⓗ࡞⾲⌧㏆࡙࠸࡚࠸ࡃࠋ

㸿㸬▱ࡽࡠᒣࡣᐩኈࡢᕊ࠸ࡘ࡚㮵ࡢᏊࡲࡔࡽ㞷ࡢ㝆ࡿࡽࡴ
㹀㸬ࡽ⾰╔ࡘࡘ࡞ࢀࡋࡘࡲࡋ࠶ࢀࡤࡣࡿࡤࡿࡁࡠࡿ᪑ࢆࡋࡒᛮࡩ
㹁㸬ྡࡋ㈇ࡣࡤ࠸ࡊࡇၥࡣࡴ㒔㫽ࢃࡀᛮࡩேࡣ࠶ࡾࡸ࡞ࡋࡸ
㹂㸬㥴Ἑ࡞ࡿᏱὠࡢᒣࡢ࠺ࡘࡘࡶክࡶே࠶ࡣࡠ࡞ࡾࡅࡾ

㸯㸬㹀Ѝ㸿Ѝ㹂Ѝ㹁
㸰㸬㹀Ѝ㹂Ѝ㸿Ѝ㹁
㸱㸬㹁Ѝ㹀Ѝ㸿Ѝ㹂
㸲㸬㹂Ѝ㹀Ѝ㹁Ѝ㸿
㸳㸬㹂Ѝ㹁Ѝ㹀Ѝ㸿
















〔第７問〕
次の文章の空欄（ア）から（エ）のいずれにも入らない語を，後記１から５までの中から選び
なさい。（解答欄は，［№７］）
（省

略）

１．感情
２．思想
３．手段
４．目的
５．方便
【出典】森鷗外『当流比較言語学』
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㧝㧚㧭 㧯
㧞㧚㧮 㧰
㧟㧚㧯 㧱
㧠㧚㧭 㧰
㧡㧚㧮 㧱
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࠙㧚㧭᳁ߪ㧘ࠝࡦࡇ࠶ࠢߩࡑ࠰ࡦߦᐲ႐ߒߚ㋕ੱߢࠆߣߣ߽ߦ㧘୶ℂቇߦߟߡ⪺
ࠍ⪺ߒߚືੱߢ߽ࠆޕ
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㧝㧚ࠕ ࠙
㧞㧚࠙ ࠝ
㧟㧚ࠗ ࠝ
㧠㧚ࠗ ࠛ
㧡㧚ࠕ ࠛ










〔第10問〕
表（片面）には P か ￢P のどちらかが，その裏（もう片面）には Q か ￢Q のどちらかが書
かれているカードがあって，その中から 4 枚を選んで，以下のように並べる。
＜ 1 枚目＞
P

＜ 2 枚目＞
￢P

＜ 3 枚目＞

＜ 4 枚目＞

Q

￢Q

1 枚目のカードの裏は，Q かもしれないし ￢Q かもしれない。2 枚目のカードの裏も，Q かも
しれないし ￢Q かもしれない。3 枚目のカードの裏は，P かもしれないし，￢P かもしれない。
4 枚目のカードの裏も，P かもしれないし，￢P かもしれない。
さて，この 4 枚のカードの中に，「P のカードは裏返すと Q である」という条件に反するカー
ドがあるかどうかを調べたいとする。できるだけ少ない枚数をめくって，その条件に反するカー
ドを見付け出すためには，最低限何枚どのカードをめくればよいか。正しいものを，次の１から
５までの中から選びなさい。（解答欄は，［№10］）
１．P と書かれたカードを 1 枚だけめくって，確かめればよい。
２．P と ￢Q と書かれたカードの 2 枚をめくって，確かめればよい。
３．P と Q と書かれたカードの 2 枚をめくって，確かめればよい。
４．P と ￢P と Q と書かれたカードの 3 枚をめくって，確かめればよい。
５．P と Q と ￢Q と書かれたカードの 3 枚をめくって，確かめればよい。
〔第11問〕
次のアからオまでの各記述は，「人間とは何か」について述べた思想家の著作からの引用である。
後記１から５までは，それぞれの引用についての説明であるが，説明の内容として下線部に明ら
かな誤りが含まれているものを，後記１から５までの中から選びなさい。（解答欄は，［№11］）
（省

略）

１．アは『倫理学』からの引用である。和辻哲郎によると，社会とは個人や自我を中心に考察で
きるものではなく，人間そのものが，個人であると同時に社会的存在であり，したがって個
と全体という互いに矛盾する要素を備えた存在なのである。
２．イは『存在と時間』からの引用である。ハイデガーによると，人間は死と向き合う中で本来
的な自己となり得るのだが，ほとんどの場合，日常の忙しさの中で死への不安を感じ，そこ
から逃れ本来の自己を喪失してしまっている。
３．ウは『実存主義とは何か』からの引用である。サルトルによると，人間は，ペーパーナイフ
のように概念的に定義できるものではなく，社会との関わりの中で，普遍的な人間本性とい
う「設計図」を現実のものにしていくものである。
４．エは『経済学・哲学草稿』からの引用である。マルクスによると，人間は孤立した存在では
なく，労働を通して他者と連帯し，自己を確証していく存在である。しかし，労働が手段化
された社会では，労働者の社会的連帯も失われてしまう。
５．オは『統治二論』からの引用である。ロックによると，人間は自然状態においても，他者の
自然権を尊重せよという自然法に従って生活し得るものと考えるが，自然権をより確実に守
るために，他人と同意することによって，自ら政府を樹立することができる。

- 8 -

〔第12問〕
次の(1)の主張に対して(2)の主張が論理的に見て厳密な否定にならない組合せを，次の１から
５までの中から選びなさい。（解答欄は，［№12］）
１．(1) このクラスの学生は全員，哲学か又は論理学を履修している。
(2) このクラスの学生の中には，哲学も論理学も履修していない学生もいる。
２．(1) この大学には，法学部と経済学部と文学部がある。
(2) この大学には，法学部がないか，経済学部がないか，文学部がないかのどれかである。
３．(1) この大学の文学部か法学部のどちらかには，論理学と哲学が両方ともある。
(2) この大学は文学部にも法学部にも，論理学か哲学のどちらか一方はない。
４．(1) この大学は法学部にも商学部にも，哲学の講義はある。
(2) この大学の法学部か商学部の少なくともどちらかには，哲学の講義はない。
５．(1) 哲学か文学の少なくともどちらかは，この大学の工学部に置かれている。
(2) 哲学も文学も，この大学の工学部には置かれていない。
〔第13問〕
アメリカ合衆国大統領に関する次のアからエまでの各記述について，正誤の組合せを，後記１
から５までの中から選びなさい。（解答欄は，［№13］）
ア．国民は州ごとに大統領選挙人に対して投票し，この大統領選挙人が大統領と副大統領を選出
する。
イ．大統領は，議会に対して法案提出権を持たない。
ウ．議会が可決した法案に対して大統領が拒否権を発動した場合，上下両院が各３分の２以上の
多数で再議決すれば拒否権は覆される。
エ．大統領は，弾劾裁判による場合を除いて，議会によって罷免されることはない。
ア

イ

ウ

エ

１．正

正

正

正

２．正

正

正

誤

３．正

正

誤

正

４．正

誤

正

正

５．誤

正

正

正
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ߥࠆ⽷ߩଏ⛎ࠍᐭ߇ߔߴ߈ߢߪߥޕ
㧠㧚⽷ߩ↪⁁ᴫࠍ⥄Ꮖ↳๔ߐߖ㧘ߘߩ↪ߩᄙኦߦᔕߓߡ⾌↪⽶ᜂࠍߐߖࠆᐲࠍࠇ߫㧘
⽷ߪㆡಾߦଏ⛎ߐࠇࠆޕ
㧡㧚⸥㧝߆ࠄ㧠߹ߢߩߕࠇ߽ᒰߒߥޕ

ާ╙ި
ࡒࠢࡠ⚻ᷣቇߦ߅ߌࠆᮡḰ⊛ߥಽᨆߢߪ㧘Ꮢ႐ขᒁߦࠃߞߡ⊒↢ߔࠆߣߒߡ㧘㔛ⷐ
ߩᶖ⾌⠪߇ฃߌࠆᶖ⾌⠪ߣ㧘ଏ⛎ߩ↢↥⠪߇ฃߌࠆ↢↥⠪ߣࠍ⠨߃ࠆߚ߹ޕ㧘ߘߩ
ߢࠆ✚߇ᦨᄢൻߐࠇࠆߣ߈ߩߎߣࠍല₸⊛ߥ⁁ᘒߣߔࠆߦࠇߎޕᓥߞߡ⠨߃ߡ㧘Ꮢ႐⁛භ
ߪല₸ᕈࠍ៊ߥ߁ߣ⚿⺰ߐࠇࠆ⺑ߩߘޕߣߒߡᦨ߽ㆡಾߥ߽ߩࠍ㧘ᰴߩ㧝߆ࠄ㧡߹ߢߩਛ߆ࠄ
ㆬ߮ߥߐޕ㧔⸃╵ᰣߪ㧘㨇ͳ㨉㧕

㧝㧚⁛භ⊛ଏ⛎⠪߇㧘Ꮢ႐ଔᩰࠍߟࠅߍࠃ߁ߣߒߡ㧘↢↥㊂ࠍዋߥߊߒߡߒ߹߁߆ࠄޕ
㧞㧚ⶄᢙߩડᬺ㑆ߢߩ┹߇߈ߥߚ㧘ᛛⴚ㕟ᣂ߇ㆃࠇߡߒ߹߁߆ࠄޕ
㧟㧚ᶖ⾌⠪߇⾼⾈ߔࠆߣ߈ߦ㧘⁛භߢߥߣ߈ߣᲧߴߡ㜞୯ߢ⾈ࠊߐࠇߡߒ߹߁߆ࠄޕ
㧠㧚ᣂⷙෳ߇ࠇ߫ᶖ⾌⠪ߦㆬᛯߩ߇ᐢ߇ࠆߪߕߥߩߦ㧘ߘࠇ߇ታߒߥ߆ࠄޕ
㧡㧚⁛භડᬺߪㆊẢࠍߍߡ߅ࠅ㧘ߘࠇ߇Ꮢ႐ࠍࠁ߇㧘ᐔߢߥߊߥߞߡߒ߹߁߆ࠄޕ

ާ╙ި
ࠗࡦࡈ࡚ࠪࡦ㧔એਅޕ߁ߣޠࡈࡦࠗޟ㧕ߣߪ㧘‛ଔ߇⛮⛯⊛ߦߔࠆ⚻ᷣ⽎ߩߎߣ
ߢࠆߦࠇߎޕ㑐ߔࠆᰴߩࠕ߆ࠄࠛ߹ߢߩฦ⸥ㅀߦߟߡ㧘ᱜ⺋ߩ⚵วߖࠍ㧘ᓟ⸥㧝߆ࠄ㧡߹ߢ
ߩਛ߆ࠄㆬ߮ߥߐޕ㧔⸃╵ᰣߪ㧘㨇ͳ㨉㧕

ࠕ㧚ࠗࡦࡈߦࠃߞߡ⽻ᐊ⠪ߩታ⾰⾗↥ଔ୯ߪਅ߇ࠆߩߢ㧘ߘߩ៊ᄬࠍࠗࡦࡈ⒢ߣ߱ߎ
ߣ߇ࠆߒߛߚޕ㧘࿕ቯ㊄ߢ⽶ௌࠍᛴ߃ߡࠆ⠪ߪ㧘ߘߩታ⾰ௌോᱷ㜞߇ᷫࠆߩߢ㧘ࠗࡦ
ࡈߩᕲᕺࠍⵍࠆޕ
ࠗ㧚ᐭߩ⽷⿒ሼࠍਛᄩ㌁ⴕ߇⢋ઍࠊࠅߔࠆߣ㧘৻⥸ߦ㧘ࠗࡦࡈ߇߈ࠆߣߐࠇࠆߡߒߘޕ㧘
ߘߩ⢋ઍࠊࠅߒߚ⿒ሼಽߩታ⾰⊛ଔ୯ߪਅ߇ࠆߚ㧘ᐭ⽷ߪᕁߞߚ߶ߤᡷༀߖߕ㧘ᦝߥ
ࠆ⽷⿒ሼࠍਛᄩ㌁ⴕ߇⢋ઍࠊࠅߔࠆߣ߁ᖡᓴⅣߦ㒱ࠆߎߣ߽ࠆޕ
࠙㧚ㅧේଔߩ߇ଔᩰࠍߒߍ㧘‛ଔ᳓Ḱ߽ߐߖࠆߦ߁ࠃߩߎޕ㧘ࠗࡦࡈߩේ࿃ࠍ㧘
㔛ⷐߩિ߮ߢߪߥߊ↢↥⾌↪ߩߦ᳞ࠆᣇ߽ࠆߒ߆ߒޕ㧘ߎߩᣇߪ㧘ਇᴫਅߢࠗ
ࡦࡈ߇ㅴⴕߒߚᐕઍߩࠬ࠲ࠣࡈ࡚ࠪࡦࠍ߁߹ߊ⺑ߢ߈ߥޕ
ࠛ㧚ฬ⋡⾓㊄ߩ⺞ᢛߦߪᤨ㑆߇ដ߆ࠆߚ㧘ࠗࡦࡈ߇߈ߡࠆߣታ⾰⾓㊄ߪਅ߇ࠆะߦ
ࠆߡߞ߇ߚߒޕ㧘㓹↪ߪિ߮㧘ᄬᬺ₸߇ૐਅߔࠆะ߇ࠄࠇࠆߦ߁ࠃߩߎޕ㧘ℂ⺰⊛ߦߪ㧘
ࠗࡦࡈ₸ߣᄬᬺ₸ߦߪ⽶ߩ⋧㑐߇ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

ࠕ  ࠗ  ࠙  ࠛ
㧝㧚ᱜ  ᱜ  ᱜ  ᱜ
㧞㧚ᱜ  ᱜ  ᱜ  ⺋
㧟㧚ᱜ  ᱜ  ⺋  ᱜ
㧠㧚ᱜ  ⺋  ᱜ  ᱜ
㧡㧚⺋  ᱜ  ᱜ  ᱜ




ࠝ➨ၥࠞ
࠶ࡿほᐈࡀ㸪P ▷㊥㞳㉮ࡢ➇ᢏࢆࢫࢱ࣮ࢺᆅⅬࢦ࣮ࣝᆅⅬࡽࡑࢀࡒࢀP㸪P 㞳
ࢀࡓࡇࢁ࡛⮬ศࡢࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳ࡛ィ

ࡋ࡞ࡀࡽほᡓࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢほᐈࡣ㸪ࢫࢱ࣮ࢺᆅⅬ

࡛㬆ࡽࡉࢀࡓฟⓎࡢྜᅗ࡞ࡿࣆࢫࢺࣝࡢ㡢ࢆ⪺࠸࡚ࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳࢆᢲࡋ㸪ࢦ࣮ࣝࢦ࣮
ࣝᆅⅬ࡛㬆ࡽࡉࢀࡓࣆࢫࢺࣝࡢ㡢ࢆ⪺࠸࡚ᗘࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳࢆᢲࡋ㸪グ㘓ࢆィ
ࡣ↓㢼≧ែ࡛⾜ࢃࢀ㸪ᐇ㝿ࡢ㉮⪅ࡢグ㘓ࡀ⛊࡛࠶ࡗࡓࡍࡿ㸪ほᐈࡀ

ࡋࡓࠋ➇ᢏ

ࡗࡓグ㘓ࡋ࡚

᭱ࡶ㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪㡢ࢆ⪺࠸࡚ࡽࢫࢺࢵࣉ࢘
࢛ࢵࢳࢆᢲࡍࡲ࡛ࡢᛂ㛫ࡣ࠸ࡘࡶྠࡌ࡛㸪㡢㏿ࡣPVࡋ࡚ィ⟬ࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪
>θ㹛㸧

㸯㸬⛊
㸰㸬⛊
㸱㸬⛊
㸲㸬⛊
㸳㸬⛊

ࠝ➨ၥࠞ
㟁ụᢠࢆ᥋⥆ࡋ࡚㟁ὶࢆὶࡍ㸪㟁ụࡣෆ㒊ᢠࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪㟁ὶࢆὶࡋ࡚࠸࡞࠸ࡁ
ࡢ୧ᴟࡢฟຊ㟁ᅽ㸦௨ୗࠕ㛤ᨺ㟁ᅽࠖ࠸࠺ࠋ㸧ẚ࡚㸪㟁ụࡢฟຊ㟁ᅽࡣపୗࡍࡿࠋ㸪㛤ᨺ
㟁ᅽࡀ9ࡢ㟁ụȐࡢᢠࢆ᥋⥆ࡋ࡚㟁ὶࢆὶࡍ㸪㟁ụࡢฟຊ㟁ᅽࡣ9
࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ㟁ụȐࡢᢠࢆ᥋⥆ࡋࡓሙྜ࠾ࡅࡿ㟁ụࡢฟຊ㟁ᅽࡋ࡚㸪᭱ࡶ㐺ษ࡞
ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸯㸬9
㸰㸬9
㸱㸬9
㸲㸬9
㸳㸬9





















ࠝ➨ၥࠞ
㓄അᏊࡀᙧᡂࡉࢀࡿ㐣⛬ࡢῶᩘศ࡛ࡣ㸪┦ྠᰁⰍయࡢ㛫࡛࠼ࡀ㉳ࡇࡾ㸪ᑐ❧㑇ఏᏊࡀ⤌
ࡳࢃࡿࠋ࠶ࡿಶయࡢ┦ྠᰁⰍయࡢ∦᪉ࡣ㸪㑇ఏᏊ$㸪%㸪&㸪'ࡀ㐃㙐ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑐ࡞ࡿࡶ࠺
∦᪉ࡢ┦ྠᰁⰍయࡣ㸪ᑐ❧㑇ఏᏊD㸪E㸪F㸪Gࡀ㐃㙐ࡋ࡚࠸ࡿ௬ᐃࡍࡿࠋࡇࡢಶయࡽ⏕ࡌࡿ
㓄അᏊࢆㄪࡓࡇࢁ㸪$EཪࡣD%ࡢࡼ࠺㸪$%ࡀ⤌ࡳࢃࡗࡓ㓄അᏊࡣయࡢ㸣
࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪%&࡛⤌࠼ࡀ㉳ࡁࡓ㓄അᏊࡣ㸣㸪&'ࡣ㸣㸪$&ࡣ㸣㸪$
'ࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪࠼ࡣᅇࡋ㉳ࡇࡽ࡞࠸௬ᐃࡍࡿࠋ㑇ఏᏊ$㸪%㸪&㸪'
ࡣࡢࡼ࠺࡞⨨㛵ಀ࡛୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ᭱ࡶ㐺ษ࡞୪ࡧ㡰ࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞
ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸯㸬$%&'
㸰㸬$&%'
㸱㸬$&'%
㸲㸬%&'$
㸳㸬&$'%

ࠝ➨ၥࠞ
≢⨥ᤚᰝ࡞࡛ࢃࢀࡿ'1$ゎᯒ㸪3&5࡛'1$ࢆቑᖜࡍࡿᢏ⾡ࡀࢃࢀࡿࠋ3&5ࢃࢀ
ࡿ '1$ ࣏࣓࣮ࣜࣛࢮࡣ㸪୍ᐃࡢ☜⋡࡛ㄗࡗࡓሷᇶࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡀ㸪ㄗࡗࡓሷᇶࢆྲྀࡾ㎸ࡴ☜⋡ࡣᴟ
ࡵ࡚ప࠸ࡓࡵ㸪ቑᖜࡉࢀࡓ'1$ࡢ㓄ิࡢ୰ࡢྠࡌ⨨ࡢሷᇶㄗࡾࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣࢇ࡞࠸ࠋ
3&5࡛ቑᖜࡋࡓ'1$ࢆࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࡋ㸪ࢡ࣮ࣟࣥࡢ୰ࡽ㸳ࡘࢆ㑅ࢇ࡛ሷᇶ㓄ิࢆỴᐃࡋ㸪ḟࡢ
ሷᇶ㓄ิࢆᚓࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㓄ิࡢ୰࡛㸪3&5ࢃࢀࡓඖࡢ'1$ࡢሷᇶ㓄ิࡋ࡚᭱ࡶ㐺ษ࡞ࡶ
ࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸯㸬㸿㹅㹁㹒㹒㸿㸿㹅㹁㹅㹁㸿㸿㹒㸿㹅㹅
㸰㸬㸿㹅㹅㹒㹒㸿㸿㹅㹁㹅㹁㸿㹒㹒㸿㹅㹅
㸱㸬㸿㹅㹁㹒㹒㹅㸿㹅㹁㹅㹁㸿㹒㹒㸿㹅㹅
㸲㸬㸿㹅㹁㹒㹒㸿㸿㹅㸿㹅㹁㸿㹒㹒㸿㹅㹅
㸳㸬㸿㹅㹁㹒㹒㸿㸿㹅㹁㹅㹁㸿㹒㹒㸿㹅㹅




















ࠝ➨ၥࠞ
ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡣ㸪ࣄࢺࡢ࠸ࢃࡺࡿࠕឤࠖ㸪ࡘࡲࡾ㸪どぬ㸪⫈ぬ㸪ぬ㸪Ⴅぬཬࡧゐぬ
㸦ゐᅽぬ㸧㸪ࡢࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆグ㏙ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢឤぬࡘ࠸࡚ࡢ≉ᚩࡢグ
㏙ࡀṇࡋ࠸ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
㸯㸬どぬ㸸ཷᐜࡍࡿ㐺่⃭ࡣ㟁☢Ἴ࡛࠶ࡾ㸪่⃭ࢆཷᐜࡍࡿཷᐜయࡣ」ᩘࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ⬻
⓶㉁ࡢᚋ㢌ⴥ࡛ሗฎ⌮ࡉࢀࡿࡇ࡛どぬࡀ⏕ࡌࡿࠋ
㸰㸬⫈ぬ㸸ཷᐜࡍࡿ㐺่⃭ࡣ㡢Ἴ࡛࠶ࡾ㸪㡰ᛂࡀẚ㍑ⓗ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࠋ⬻⓶㉁ࡢ๓㢌ⴥ࡛ሗ
ฎ⌮ࡉࢀࡿࡇ࡛⫈ぬࡀ⏕ࡌࡿࠋ
㸱㸬ぬ㸸ཷᐜࡍࡿ㐺่⃭ࡣᏛ≀㉁࡛࠶ࡾ㸪่⃭ࢆཷᐜࡍࡿཷᐜయࡣ✀㢮࡛࠶ࡿࠋ⬻⓶
㉁ࡢ㢌㡬ⴥ࡛ሗฎ⌮ࡉࢀࡿࡇ࡛ぬࡀ⏕ࡌࡿࠋ
㸲㸬Ⴅぬ㸸ཷᐜࡍࡿ㐺่⃭ࡣᏛ≀㉁࡛࠶ࡾ㸪㡰ᛂࡣẚ㍑ⓗ㉳ࡇࡾ㞴࠸ࠋࣄࢺࡣᩘⓒ✀㢮ࡶ
ཬࡪႥぬཷᐜయࡢ㑇ఏᏊࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
㸳㸬ゐぬ㸸ཷᐜࡍࡿ㐺่⃭ࡣᶵᲔⓗ่⃭࡛࠶ࡾ㸪㡰ᛂࡀẚ㍑ⓗ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࠋᑕࡀ㉳ࡁࡿࡇ
ࡽศࡿࡼ࠺㸪⬻࡛ࡢሗฎ⌮ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶゐぬࡀ⏕ࡌࡿࠋ

ࠝ➨ၥࠞ
့ங㢮᪻ࢆẚ㍑ࡍࡿ㸪ᙧែ㸪ච㸪⏕⌮ཬࡧⓎ⏕࠾࠸࡚㸪ඹ㏻ࡍࡿ㒊ศ␗࡞ࡿ㒊ศ
ࡀ࠶ࡿࠋḟࡢDࡽHࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡢ࠺ࡕ㸪ṇࡋ࠸ࡶࡢࡢ⤌ྜࡏࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰
ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
㹟㸬့ங㢮࡛ࡣయෆࢆᕠࡿ⾑⟶ࢆ㉥⾑⌫ࡀ㏻ࡾ㸪ྛ⤌⧊㓟⣲ࢆ㐠ࡪࠋ୍᪉㸪࡛᪻ࡣయෆࢆẼ
⟶ࡀᕠࡾ㸪Ẽ⟶ෆࡢ✵Ẽࡽ┤᥋㸪ྛ⤌⧊㓟⣲ࡀ㐠ࡤࢀࡿࠋ
㹠㸬᪻ࡣཎᚤ⏕≀ࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆㄆ㆑ࡋ㸪ཎᚤ⏕≀ࢆ㝖ࡍࡿ⮬↛චࡀᏑᅾࡍࡿࠋ୍᪉㸪
့ங㢮ࡣ%⣽⬊ࡸ7⣽⬊ࡀ㛵ࢃࡿ⋓ᚓචࡋᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
㹡㸬᪻ࡢయ⾲㠃ࡣ᫂░య⠇ࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪့ங㢮࡛ࡣ㢧ⴭࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋ㸪᪻
࡛ࡶ့ங㢮࡛ࡶ⬇Ⓨ⏕ᮇࡣ࣓࣍࢜ࢸࢵࢡ㑇ఏᏊࡀయ⠇ᙧᡂാࡃࠋ
㹢㸬့ங㢮ࡣ㧗ᗘⓎ㐩ࡋࡓ⬻ࢆᣢࡕ㸪グ᠈ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉㸪ࢇࡢ᪻ࡣ⬻ࡀᑠࡉࡃグ᠈
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࡢ௦ࢃࡾከᵝ࡞⏕ᚓⓗ㸦ᮏ⬟㸧⾜ືࢆ♧ࡍࠋ
㹣㸬㞤ࡢ࢝ࢥ࢞ࡀฟࡍᛶࣇ࢙ࣟࣔࣥࡸാࡁࣜࡀฟࡍ㐨ᶆࣇ࢙ࣟࣔࣥ࡞㸪᪻ࡣࣇ࢙ࣟࣔ
ࣥࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪့ங㢮ࡣࡇ࠺ࡋࡓࣇ࢙ࣟࣔࣥࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
㸯㸬D E
㸰㸬D F
㸱㸬E H
㸲㸬F G
㸳㸬G H












ࠝ➨ၥࠞ
㖔≀ࡢᛶ㉁ࡢ୍ࡘ◳ࡉࡀ࠶ࡾ㸪࣮ࣔࢫ◳ᗘࡤࢀࡿᑻᗘࡀ࠶ࡿࠋḟࡢ㸿ḍࡣ㸪ᗄࡘࡢ㖔
≀ࢆ࣮ࣔࢫ◳ᗘࡢࡁ࡞ࡶࡢࡽ㡰୪ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㹀ḍࡣ㸪ࡑࢀࡽ㖔≀ࡢᛶ㉁ࢆグ㏙ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㹀ḍ♧ࡋࡓ㖔≀ࢆ࣮ࣔࢫ◳ᗘࡢࡁ࡞ࡶࡢࡽ㡰୪ࡓࡶࡢࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳
ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸿ḍ
ࢲࣖࣔࣥࢻ  ▼ⱥ  ☢㕲㖔  ⮬↛㔠  ◲㯤

㹀ḍ
㸬Ꮫᘧࡋ࡚ࡣ༢୍ࡢඖ⣲ࡽ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪㖟ࢆྵࡴࡇࡀከ࠸ࠋ᫇ࡽ౯್ࡀㄆࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪⌧ᅾ࡛ࡣ㟁Ꮚᶵჾࡢ୍㒊ࡶ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸬㓟⣲ࢣ⣲ࡽ࡞ࡿ༢⣧࡞⤖ᬗᵓ㐀ࢆᣢࡕ㸪↓Ⰽ㏱᫂࡞ࡶࡢࡣỈᬗࡤࢀࡿࠋ
࢘㸬༢୍ࡢඖ⣲ࡽ࡞ࡾ㸪ⅆᒣάືక࠸⏘ฟࡍࡿࠋࡘ࡚ᅜෆ࡛ࡣ࣐ࢵࢳࡢཎᮦᩱࡋ࡚᥇᥀
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪⌧ᅾࡣࢇ᥇᥀ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࢚㸬༢୍ࡢඖ⣲ࡽ࡞ࡾ㸪ྠ୍ࡢඖ⣲ࡽ࡞ࡿ㖔≀ࡋ࡚▼ቚࡀ࠶ࡿࠋඹ⇞↝ᛶࡀ࠶ࡾ㸪▼ቚ
ẚ㍑ࡍࡿ◳ᗘࡣࡁ࠸ࠋ
࢜㸬ᡂศࡋ࡚㕲ࢆྵࢇ࡛࠾ࡾ㸪☢▼ࡃᛶ㉁ࢆᣢࡘࠋࡲࡓ㸪◁࡛ࡣ◁㕲ࡋ࡚⏘ฟࡍࡿࠋ

㸯㸬ЍЍ࢜Ѝ࢘Ѝ࢚
㸰㸬ЍЍ࢜Ѝ࢚Ѝ࢘
㸱㸬࢚ЍЍЍ࢜Ѝ࢘
㸲㸬࢚ЍЍ࢜ЍЍ࢘
㸳㸬࢜ЍЍЍ࢚Ѝ࢘

ࠝ➨ၥࠞ
ᆅ⌫ࡑࡢ⾲ᒙ㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ࢫࢣ࣮ࣝࡢ≀㉁࣭⌧㇟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡽ࢜ࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡢ࠺
ࡕ㸪ṇࡋ࠸ࡶࡢࡢ⤌ྜࡏࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸬▼⅊ᒾሷ㓟ࢆࡅࡿ⁐ࡅ࡚ẼయࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ▼⅊ᒾࡢ࡞ᡂศࡀⅣ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘
࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛㸪Ⓨ⏕ࡋࡓẼయࡣ㓟Ⅳ⣲࡛࠶ࡿࠋ
㸬▼ࢆྵࡴሁ✚ᒾࡣ㸪▼ࡽᒾ▼ᙧᡂࡢᵝࠎ࡞ሗࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᖺ௦ࢆ♧ࡍ
▼ࡣ♧┦▼㸪ᙧᡂ⎔ቃࢆ♧ࡍ▼ࡣ♧‽▼ࡪࠋ
࢘㸬⌛㛗㉁࡞࣐ࢢ࣐ࡀᛴ⃭෭༷ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿⅆᒣᒾࡢ㖔≀ࡣ㸪ྠᵝ࡞࣐ࢢ࣐ࡀࡺࡗࡃࡾ෭༷
ࡉࢀ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ῝ᡂᒾࡢ㖔≀ẚ࡚ࡼࡾࡁ࠸ࠋ
࢚㸬㝣ᇦ࡛┤ୗᆅ㟈ࢆ㉳ࡇࡍά᩿ᒙࡀάືࡍࡿᆅ⾲㠃ࡀ㣗࠸㐪࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁
ࡽά᩿ᒙࡢ᳨ฟࡣᆅ㉁ㄪᰝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪✵୰┿ࡸᆅᙧᅗࡢุㄞࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
࢜㸬࠶ࡿᆅ㟈࠾࠸࡚㸪᭱ึࡢᑠࡉ࡞ᦂࢀࡽࡑࡢᚋࡢࡁ࡞ᦂࢀࡲ࡛ࡢ㛫ࡀ㸿ᆅⅬࡼࡾ㹀
ᆅⅬࡢ᪉ࡀ㛗ࡗࡓࠋࡇࡢሙྜ㸪㟈※ࡽࡢ㊥㞳ࡣ㹀ᆅⅬࡢ᪉ࡀ㸿ᆅⅬࡼࡾ▷࠸ࠋ

㸯㸬 
㸰㸬 ࢚
㸱㸬 ࢘
㸲㸬࢘ ࢜
㸳㸬࢚ ࢜




ࠝ➨ၥࠞ
ᾏᓊẁୣࡤࢀࡿᆅᙧࡣ㸪ᾏᓊἢࡗ࡚ศᕸࡋ㸪ᾏഃ⦆ࡃഴࡃᖹᆠ࡞ᆅᙧࡽ࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪
㝣ഃᛴ࡞ᓴࡢᆅᙧࢆᣢࡘࠋࡇࡢᓴࡢᇶ㒊ࢆ㐃ࡡࡓ⥺㸪ࡍ࡞ࢃࡕᖹᆠ࡞ᆅᙧࡢ᭱㧗Ⅼࢆ㐃ࡡࡓ⥺
ࡣࡘ࡚ࡢᾏᓊ⥺࡛࠶ࡾ㸪ᪧố⥺ࡤࢀࡿᆅᙧ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿᆅⅬࡢᾏᓊẁୣࡢᪧố⥺㧗ᗘࡣ㸪
ࡑࡢᆅⅬࡢᆅẆኚືᾏᓊẁୣࡢᖺ௦ཬࡧ㐣ཤࡢᾏ㠃ኚࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࠋᅜෆࡢ࠶ࡿᆅⅬࡢᾏ
ᓊẁୣࢆㄪᰝࡋࡓࡇࢁ㸪ᪧố⥺㧗ᗘࡢᶆ㧗ࡣP ࡛࠶ࡾ㸪ẁୣࡢᖺ௦ࡣᖺ๓࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࡇࡢᆅᇦࡢᖹᆒⓗ࡞㝯㉳㏿ᗘࡀᖺ㛫PP ࡛࠶ࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᖹᆒⓗ࡞㝯㉳
㏿ᗘࡀ㐣ཤᖺ㛫⥅⥆ࡋࡓ⪃࠼ࡓሙྜ㸪ẁୣᙧᡂᙜࡢᾏ㠃㧗ᗘ㸦⌧ᅾࡢᶆ㧗ࢆᇶ‽ࡋ࡚
ࡢ㧗ᗘ㸧ࡋ࡚᭱ࡶ㏆࠸ᩘ್ࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸯㸬P
㸰㸬P
㸱㸬P
㸲㸬P
㸳㸬P

ࠝ➨ၥࠞ
᪥ᮏ㏆㎶࠾ࡅࡿẼ㇟⅏ᐖ㛵ࡍࡿグ㏙ࡋ࡚᫂ࡽㄗࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛
ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸯㸬᪥ᮏิᓥ࡛ࡣ㸪ᱵ㞵๓⥺ཪࡣ⛅㞵๓⥺ࡢάືࡍࡿᮇ㞵࡞ࡿࡇࡀከ࠸ࡀ㸪≉⇕ᖏ
పẼᅽࡸྎ㢼ࡢᙳ㡪ࡶຍࢃࡿሙྜ㞟୰㞵࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
㸰㸬⣖ఀ༙ᓥ࡛ࡣ㸪ྎ㢼ࡀ༡す᪉࠶ࡿࡁ㸪‵₶࡞༡ᮾ㢼ࡀ㢼ୖᩳ㠃࡛ୖ᪼ὶࢆ㉳ࡇࡋ㸪㔞
ࡢ㞵ࡀ㝆ࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᅵ◁ᔂࢀࡼࡿሖṆࡵ†ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
㸱㸬ᐮ෭

ࡤࢀࡿୖ✵ᐮẼࢆక࠺పẼᅽࡀ᥋㏆ࡍࡿ㝿㸪ࡑࡢ୰ᚰࡢ༡ᮾഃ࡛ࡣẼࡀᏳ

ᐃࡋ㸪ⴠ㞾࣭ᭀ㢼㞷࣭㝆㞿࣭❳ᕳ࡞ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡸࡍ࠸ࠋ
㸲㸬㛫ࡢ࠺ࡕK3D௨ୖࡶ୰ᚰẼᅽࡀపୗࡍࡿపẼᅽࡣ㸪㢼ᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡀ㸪ࡑࡢ
᪥ᮏ㏆࡛ࡢⓎ⏕㢖ᗘࡣ㸪࣭⛅㧗࠸୍᪉㸪࣭ኟࡣపࡃ࡞ࡿࠋ
㸳㸬ᖸࡤࡘࡸῬỈࡀ℩ᡞෆᆅᇦ࡛Ⓨ⏕ࡋࡸࡍ࠸ࡢࡣ㸪࿘㎶ᒣᆅ࣭ᒣ⬦ࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᆅ
ᙧࡢᙳ㡪ࡀࡁ࠸ࡀ㸪℩ᡞෆᾏࡢᾏỈ

ࡀẚ㍑ⓗప࠸ࡇࡶ㛵ಀࡍࡿࠋ


ࠝ➨ၥࠞ
ཎᏊ␒ྕࡢ࣒࣊ࣜ࢘ࡣࡢඖ⣲ࡣ࡞࠸≉␗࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡘࡓࡵ㸪ࡑࡢ㟂せࡀ㏆ᖺᛴቑࡋ㸪㟂
⤥ࡢ㐕㏕ࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣒࣊ࣜ࢘ࡢᛶ㉁ཬࡧ⏝㏵㛵ࡍࡿグ㏙ࡋ࡚ㄗࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㸪ḟ
ࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸯㸬࠶ࡽࡺࡿ≀㉁ࡢ୰࡛᭱ࡶἛⅬࡀపࡃ㸪ᾮయࡣ෭፹ࡋ࡚⏝ࡉࢀࡿࠋ
㸰㸬࠶ࡽࡺࡿẼయࡢ୰࡛᭱ࡶ㍍ࡃ㸪㣕⾜⯪ሲࡍࡿẼయ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬ᴟప

ࡋ࡚ࡶᖖᅽୗ࡛ࡣᅛయ࡞ࡽࡎ㸪㉸ὶື⌧㇟ࢆ♧ࡍࠋ

㸲㸬࠶ࡽࡺࡿඖ⣲ࡢ୰࡛᭱ࡶ࢚࢜ࣥࢿࣝࢠ࣮ࡀ㧗ࡃ㸪༢ཎᏊศᏊࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࠋ
㸳㸬ᆅ୰࠶ࡿᨺᑕᛶྠయࡢȘᔂቯ࡛⏕ᡂࡋ㸪ᆅ୰ࡢኳ↛࢞ࢫࡶ⏘ฟࡍࡿࠋ








ࠝ➨ၥࠞ
⁐ゎᗘࡀᑠࡉ࡞Ẽయࡀᾮయ㸦⁐፹㸧⁐ࡅࡿࡁ㸪ḟࡢࠕ࣮࣊ࣥࣜࡢἲ๎ࠖࡀᡂࡾ❧ࡘࡇࡀ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣮࣊ࣥࣜࡢἲ๎㸸୍ᐃ㔞ࡢ⁐፹⁐ࡅࡿẼయࡢ㉁㔞ࡣ㸪୍ᐃ

ᗘࡢୗ࡛ࡣࡑࡢẼయࡢᅽຊ㸦ΰ

ྜẼయࡢሙྜࡣศᅽ㸧ẚࡍࡿࠋ

ࡇࡢἲ๎ࢆᇶࡋ࡚㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢグ㏙ࡢ࠺ࡕ㸪᫂ࡽㄗࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ࡇࡇ࡛ᢅ࠺Ẽయࡣࡍ࡚࣮࣊ࣥࣜࡢἲ๎ᚑ࠺⌮Ẽయ࡛࠶ࡾ㸪ΰྜࡋ࡚ࡶᛂࢆ㉳ࡇ
ࡍࡇࡣ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓ㸪࡚ࡀ୍ᐃ

ᗘࡢୗ࡛ࡢ⌧㇟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙࡛࠶ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸯㸬Ẽᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹㹖᥋ࡍࡿ㹫J ⁐ࡅࡿẼయ㹅ࡣ㸪Ẽᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹㹖᥋ࡋࡓ
ࡁࡣ㹫J ⁐ࡅࡿࠋ
㸰㸬Ẽᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹㹖᥋ࡍࡿ㹴P/ ⁐ࡅࡿẼయ㹅ࡣ㸪Ẽᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹㹖᥋ࡋࡓ
ࡁࡣ㹴P/ ⁐ࡅࡿࠋࡓࡔࡋ㸪Ẽయࡢయ✚ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᅽຊୗ࡛

ࡗࡓ್࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬Ẽయ㹅ࡣẼᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹㹖᥋ࡍࡿ㹫J ⁐ࡅࡿࠋẼయ㹅ࡣẼᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹
㹖᥋ࡍࡿ㹫J ⁐ࡅࡿࠋࡇࡢࡁẼయ㹅Ẽయ㹅ࡢ≀㉁㔞ẚ࡛ࡢΰྜẼయࡀ
Ẽᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹㹖᥋ࡍࡿ㸪Ẽయ㹅ࡣ㹫J ⁐ࡅࡿࠋ
㸲㸬Ẽయ㹅ࡣẼᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹㹖᥋ࡍࡿ㹫J ⁐ࡅࡿࠋẼయ㹅ࡣẼᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹
㹖᥋ࡍࡿ㹫J ⁐ࡅࡿࠋࡇࡢࡁẼయ㹅Ẽయ㹅ࡢ≀㉁㔞ẚ࡛ࡢΰྜẼయࡀ
Ẽᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹㹖᥋ࡍࡿ㸪Ẽయࡣ࠶ࢃࡏ࡚ 㹫㸩㹫 J ⁐ࡅࡿࠋ
㸳㸬Ẽᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹㹖᥋ࡍࡿ㹫J ⁐ࡅࡿẼయ㹅ࡣ㸪Ẽᅽ࡛㹔/ ࡢ⁐፹㹖᥋ࡋ
ࡓࡁࡣ㹫J ⁐ࡅࡿࠋ

ࠝ➨ၥࠞ
ཎᏊࡸ࢜ࣥࡢࡁࡉ㛵ࡍࡿグ㏙ࡢ࠺ࡕ㸪ṇࡋ࠸ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞
ࡉ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ㸪┿✵୰Ꮩ❧ࡋ࡚ᏑᅾࡍࡿཎᏊཪࡣ࢜ࣥࡢ᭱እẆ㟁Ꮚࡢ㌶㐨ࡢᖹᆒ
┤ᚄࢆࡑࢀࡽࡢࡁࡉ⪃࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸯㸬1D  ) ࢆẚࡿ㸪1D ࡢ᪉ࡀࡁ࠸ࠋ
㸰㸬1D )㸫ࢆẚࡿ㸪1Dࡢ᪉ࡀࡁ࠸ࠋ
㸱㸬2  2㸫ࢆẚࡿ㸪2 ࡢ᪉ࡀࡁ࠸ࠋ
㸲㸬1D  1Dࢆẚࡿ㸪1Dࡢ᪉ࡀࡁ࠸ࠋ
㸳㸬/L  %H ࢆẚࡿ㸪%H ࡢ᪉ࡀࡁ࠸ࠋ













ࠝ➨ၥࠞ
᭷ᶵྜ≀ࡢᛂ㛵ࡍࡿグ㏙ࡢ࠺ࡕ㸪ㄗࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞
ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸯㸬࣋ࣥࢮࣥ㸦↓Ⰽ㏱᫂ࡢᾮయ㸧⮯⣲Ỉ㸦⮯⣲ࡢỈ⁐ᾮ㸪㉥〓Ⰽ㸧ࢆᑡ㔞ୗࡋ࡚ࡗ࡚ࡶ㸪
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ᛂ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬ሷ࣋ࣥࢮࣥࢪࢰࢽ࣒࢘ࣇ࢙ࣀ࣮ࣝࡢࢼࢺ࣒ࣜ࢘ሷࡽࢰᰁᩱࢆᚓࡿᛂࡢ⋡ࡣ㸪
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ᩘิ


^ an ` 㸪 ^ bn ` ࡀ㸪ᘧ
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2
1
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3
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3
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㸲㸬㸦㸫㸪㸧᮰ࡍࡿࠋ
㸳㸬㸦㸫҄㸪҄㸧Ⓨᩓࡍࡿࠋ

ࠝ➨ၥࠞ
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ࡶ㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ศᩓࡣ㸪೫ศᩓ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ᶆᮏศᩓࡢࡇࢆពࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧



50
25
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3
9
50
125
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3
36
7
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2
9
7
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2
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㸯㸬E(X) 
㸰㸬E(X)
㸱㸬E(X)
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〔第37問〕及び〔第38問〕
以下の英文を読んで，〔第37問〕，〔第38問〕に答えなさい。なお，〔第37問〕又は〔第38問〕の
うち，一方を選択し，他方を選択しないこともできる。
（省

略）

〔第37問〕
前記英文中の空欄（ア）から（エ）に入る語句の組合せとして最も適切な語群を，次の１から
５までの中から選びなさい。（解答欄は，［№37］）
１．disguise,

diversity,

divisions,

dominant

２．disguise,

diversity,

deliberate,

divisions

３．disguise,

distribution,

４．distribution,
５．diversity,

divergence,

divergence,
divergence,

divisions

deliberate,
divisions,

dominant

dominant

〔第38問〕
前記英文中の空欄（カ）から（ケ）に入るものとして最も適切な語句の組合せを，次の１から
５までの中から選びなさい。（解答欄は，［№38］）
１．カ

leads to

キ

exceed

ク

contributed to

ケ

given rise to

２．カ

leads to

キ

proceed

ク

focused on

ケ

given rise to

３．カ

results from

キ

proceed

ク

focused on

ケ

taken notice of

４．カ

results from

キ

exceed

ク

contributed to

ケ

given rise to

５．カ

results from

キ

exceed

ク

focused on

ケ

taken notice of

【出典】Yoshio Sugimoto, “The Cambridge Companion to Modern Japanese Culture”.
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〔第39問〕
次の文章の空欄（ア）から（エ）に入るものとして最も適切な語句の組合せを，後記１から５
までの中から選びなさい。なお，本文中［…］とあるのは，本文を一部中略していることを示し
ている。（解答欄は，［№39］）
（省

略）

１．ア

varied and delectable

イ

bad, or mediocre

ウ

picking and choosing

エ

simple and delicate

bad, or mediocre

イ

picking and choosing

simple and delicate

エ

varied and delectable

３．ア

varied and delectable

イ

simple and delicate

ウ

picking and choosing

エ

bad, or mediocre

simple and delicate

イ

varied and delectable

bad, or mediocre

エ

picking and choosing

varied and delectable

イ

bad, or mediocre

simple and delicate

エ

picking and choosing

２．ア
ウ

４．ア
ウ
５．ア
ウ

【出典】Jane Grigson, “English Food”.
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〔第40問,第41問及び第42問〕
以下の英文を読んで，〔第40問〕から〔第42問〕までの問に答えなさい。なお，〔第40問〕から
〔第42問〕までのうち，いずれか１問又は２問のみを選択することもできる。
（省

略）

〔第40問〕
前記英文中の空欄（Ａ）から（Ｅ）に入る語句アからオまでの順番として最も適切なものを，
後記１から５までの中から選びなさい。（解答欄は，［№40］）
ア． actual
イ． democratic
ウ． impossible
エ． literal
オ． typical
１．イ

ア

オ

エ

ウ

２．ウ

ア

オ

イ

エ

３．オ

ウ

エ

イ

ア

４．ア

オ

エ

イ

ウ

５．オ

ア

イ

エ

ウ

〔第41問〕
下線部（１）の意味を表す最も適切な表現を，次の１から５までの中から選びなさい。（解答欄
は，［№41］）
１．are on the waiting list
２．are demanding strongly
３．are in a state of suspense
４．are not really interested
５．are asking for guidance
〔第42問〕
下線部（２）の意味に最も近い表現を，次の１から５までの中から選びなさい。（解答欄は，
[№42］）
１．attack
２．deception
３．betrayal
４．confidence
５．invasion
【出典】Tom Harrisson and Charles Madge, “Britain by Mass-Observation”.

- 22 -

