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　次の英文を読んで，後の設問に答えよ。 （50 点）
　　From all of his reading, as well as from his own experience, Dr. Lind well knew that 
*scurvy struck more often（　Ａ　）than on land ── and he thought he knew why.  It 
seemed obvious to him that the disease was in some way related to the kind of food 
available.
　　（　Ｂ　）the instinct of a born scientist, Dr. Lind conducted one of the most 
significant experiments in the history of medicine.  On the twentieth of May, 1747, he 
selected 12 patients suffering from scurvy on board *the Salisbury, and began to 
experiment with six different diet supplements : to his first group of two men, he gave a 
quart of apple cider three times a day in addition to the regular diet all the sick men ate ; 
the second group got two spoonfuls of vinegar thrice daily and several drops of vinegar in 
their *loblolly.  He then gave（　Ｃ　）other types of diet supplements to（　Ｃ　）other 
groups of patients respectively.  And to the two lucky men in the sixth group, Dr. Lind 
gave two oranges and one lemon daily for six days, till his limited fruit supply（　Ｄ　）.
　　In his own words, ⓐ this is what happened : “The consequence was that the most 
sudden and visible good effects were perceived from the use of the oranges and lemons ; 
one of those who had taken them being at the end of six days fit for duty.  The other was 
the best recovered of any in his condition, and being deemed pretty well, was appointed 
nurse to the rest of the sick.”
　　“Some persons,” Dr. Lind wrote a few years later, “cannot be brought to believe that a 
disease so fatal and so dreadful can be cured or prevented by ⓑ such easy means.  They 
would have more faith in *an elaborate composition dignified with the title of ‘an 
*antiscorbutic golden elixir,’ or the like.”  The “some persons” he meant were a group of 
hidebound officers who ── for many years ── blindly refused to heed Dr. Lind.
　　Not for many years would anybody know why lemon juice would prevent scurvy  
or cure it so fast.  Or why some fresh foods were more effective than others in stopping 
the disease.  Not for more than a century would scurvy be recognized as a vitamin 
deficiency disease ── ⓒ one of a group of seemingly unrelated ailments which are quite 
unlike each other in their symptoms, but alike because they are all caused by the lack of 
one or another of the vitamins.  However,（　Ｅ　）1912 would a Polish-born chemist 
working in London discover the existence of the substances now so widely known as 
vitamins ── substances found in many common foods which, in tiny quantities, are 
essential for life and growth.
　*scurvy：「壊血病」　　*the Salisbury：「ソールズベリー号」船の名前。
　*loblolly：「（主に船員用の）濃い粥」　　*an elaborate composition：「手の込んだ調合薬」
　*antiscorbutic golden elixir：「抗壊血病特効薬」
 （★およそ 450 words）
 The Wonders of Science “The Miracle of Vitamins” by Laura Stark Johnson（成美堂）
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⑴　下線部ⓐの this の内容のうち，患者に関して述べられていることを具体的に 75 字以内
の日本語で説明せよ（句読点も字数に含む）。（15 点）

⑵　下線部ⓑの内容を日本語で説明せよ。（8点）

⑶　下線部ⓒを和訳せよ。（12 点）

⑷　空所Ａ～Ｅ（2カ所のＣには同一の語が入る）に入れるのに最も適当なものをそれぞれ
次の中から1つずつ選び，記号で答えよ。（各3点）
Ａ　ａ　at sea ｂ　by land ｃ　on shore ｄ　in the mountain
Ｂ　ａ　Being ｂ　Since ｃ　With ｄ　Like
Ｃ　ａ　two ｂ　three ｃ　four ｄ　five
Ｄ　ａ　ran down ｂ　ran off ｃ　ran out ｄ　ran over
Ｅ　ａ　on ｂ　not in ｃ　not till ｄ　at latest
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 ＊英文中の黄マーカーは，各パラグラフのトピックを示しています。

　次の英文を読んで，後の設問に答えよ。 （50 点）
①　From all of his reading, as well as from his own experience, Dr. Lind well knew that 

*scurvy struck more often（　Ａ　）than on land ── and he thought he knew why.  It 

seemed obvious to him that the disease was in some way related to the kind of food 

available.

②　（　Ｂ　）the instinct of a born scientist, Dr. Lind conducted one of the most 

significant experiments in the history of medicine.  On the twentieth of May, 1747, he 

selected 12 patients suffering from scurvy on board *the Salisbury, and began to 

experiment with six different diet supplements : to his first group of two men, he gave a 

quart of apple cider three times a day in addition to the regular diet all the sick men ate ; 

the second group got two spoonfuls of vinegar thrice daily and several drops of vinegar in 

their *loblolly.  He then gave（　Ｃ　）other types of diet supplements to（　Ｃ　）other 

groups of patients respectively.  And to the two lucky men in the sixth group, Dr. Lind 

gave two oranges and one lemon daily for six days, till his limited fruit supply（　Ｄ　）.

③　In his own words, ⓐ this is what happened : “The consequence was that the most 

sudden and visible good effects were perceived from the use of the oranges and lemons ; 

one of those who had taken them being at the end of six days fit for duty.  The other was 

the best recovered of any in his condition, and being deemed pretty well, was appointed 

nurse to the rest of the sick.”

④　“Some persons,” Dr. Lind wrote a few years later, “cannot be brought to believe that a 

disease so fatal and so dreadful can be cured or prevented by ⓑ such easy means.  They 

would have more faith in *an elaborate composition dignified with the title of ‘an 

*antiscorbutic golden elixir,’ or the like.”  The “some persons” he meant were a group of 

クォート（単位）

３回（three times の方がふつう）

…　Ｏに…するようにさせる

～に（…で）もったいをつける

　または同様のもの
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hidebound officers who ── for many years ── blindly refused to heed Dr. Lind.

⑤　〈Not for many years〉 would anybody know ｛why lemon juice would prevent scurvy 

or cure it so fast｝.  Or why some fresh foods were more effective than others in stopping 

the disease.  〈Not for more than a century〉 would scurvy be recognized as a vitamin 

deficiency disease ── ⓒ one of a group of seemingly unrelated ailments which are quite 

unlike each other in their symptoms, but alike because they are all caused by the lack of 

one or another of the vitamins.  However,（　Ｅ　）1912 would a Polish-born chemist 

working in London discover the existence of the substances now so widely known as 

vitamins ── substances found in many common foods which, in tiny quantities, are 

essential for life and growth.

　*scurvy：「壊血病」　　*the Salisbury：「ソールズベリー号」船の名前。
　*loblolly：「（主に船員用の）濃い粥」　　*an elaborate composition：「手の込んだ調合薬」
　*antiscorbutic golden elixir：「抗壊血病特効薬」
 （★およそ 450 words）
 The Wonders of Science “The Miracle of Vitamins” by Laura Stark Johnson（成美堂）

⑴　下線部ⓐの this の内容のうち，患者に関して述べられていることを具体的に 75 字以内

の日本語で説明せよ（句読点も字数に含む）。（15 点）

⑵　下線部ⓑの内容を日本語で説明せよ。（8点）

⑶　下線部ⓒを和訳せよ。（12 点）

⑷　空所Ａ～Ｅ（2カ所のＣには同一の語が入る）に入れるのに最も適当なものをそれぞれ

次の中から1つずつ選び，記号で答えよ。（各3点）

Ａ　ａ　at sea ｂ　by land　 ｃ　on shore ｄ　in the mountain

Ｂ　ａ　Being ｂ　Since ｃ　With ｄ　Like

Ｃ　ａ　two ｂ　three ｃ　four ｄ　five

Ｄ　ａ　ran down ｂ　ran off ｃ　ran out ｄ　ran over

狭量な ～に注意を払う

否定語 　文頭の否定語による倒置

否定語 　文頭の否定語による倒置
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Ｅ　ａ　on ｂ　not in ｃ　not till ｄ　at latest

本文の構成
全体のトピック：壊血病の予防や治療に有効なもの
①導入：壊血病にかかりやすい場所とその理由
②③本論1：壊血病の治療に関する実験とその結果
　④展開：実験結果を認めない者たちがいた
⑤本論2：壊血病の治療に有効なビタミンの発見

解　答

⑴　オレンジとレモンを与えられた2人のうち1人は6日目の終わりには仕事に戻れるほどに，も
う1人は他の病人たちの看護を任命されるほどに回復したということ。（74 字）
⑵　6日間毎日オレンジ2個とレモン1個を食べる〔与える〕こと。
⑶　病状の点では互いにまったく似ていないが，すべて何らかのビタミンの欠乏によって引き起こ
されるという理由ではかなり似ている，一見関連のないように見える一群の病気の1つ
⑷　Ａ　ａ　　Ｂ　ｃ　　Ｃ　ｂ　　Ｄ　ｃ　　Ｅ　ｃ

解　説

⑴　 が後方の内容を指していることを見抜く
Process
【1】　下線部前後の意味を確認し，論理展開を把握する
　下線を含む部分は「彼自身の言葉によると，これが起こったこと
である」という意味。その前の第2パラグラフでは，リンド博士が
壊血病患者に対して行った実験の詳細が述べられている。空所後は
「その結果は…」と始まることから，その実験の結果について述べ
ているのだと判断できる。
【2】　this の指示内容を探す
　「これが起こったことである」ということなので，this の内容は
リンド博士の実験によって起こったことを指す。
　 はその前のものだけでなく後ろにあるものも指すことがで
きる。ここではコロン（：）（「すなわち」の意で使われる）に注目。
下線部前で「彼自身の言葉によると」とあり，コロンの後には “　” 
で囲まれたリンド博士の発言が続くことも大きな手がかりとなる。
以上から，this の内容は実験結果について述べられている The 
consequence に続く that 節以降，第3パラグラフの終わりまで
（the most sudden ～ of the sick）ということになる。
【3】　制限字数内で解答をまとめる
　設問に「具体的に」とあることに注意しよう。the most sudden 
and ～ oranges and lemons の後にセミコロン（；）があり，前の
部分を具体的に言い換えているので，セミコロンの後を解答に含め

言い換え・例示
関連必修テーマ
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る。セミコロンの前も含めると制限字数をオーバーしてしまう可能
性が高いし，内容としても重複してしまう。逆にセミコロンの前だ
けを答えると具体性に欠ける解答になる。また，「患者に関して」
という内容の限定にも注意。
　まず1人目の患者について述べた部分の構造を確認しよう。

one of those｛who had taken them｝

 〈being 〈at the end of six days〉 fit for duty〉　　

be fit for ～ は「～するのに身体の調子がよい」という意味。「6
日目の終わりには仕事に戻れるほど元気になった」ということであ
る。解答にまとめる際には them が the oranges and lemons であ
ることを示すこと。
　2人目の患者について述べた次の文についても構造を確認しよう。

The other was the best recovered of any in his condition, 

and〈being deemed pretty well〉, 

 was appointed nurse to the rest of the sick. 　

being deemed pretty well の部分は分詞構文で，ここは，as he 
was deemed pretty well のように‘理由’と考えればよい。よっ
てもう1人は「病気がよくなり，他の病人たちの看護をするように
任命された」のである。
　以上の2点を制限字数内でまとめる。 という代名詞の内容
を説明するので，「…ということ。」のように体言で結ぶ。

⑵　 で言い換えられている内容を文脈から判断する
Process
【1】　下線部前後の意味を確認し，論理展開を把握する
　下線を含む部分は「それほど～な病気（＝壊血病）がそんな簡単
な手段で治療し，予防できるということを信じられない者たちがい
る」という意味。その前の第2，3パラグラフでは，リンド博士に
よる壊血病患者治療に関する実験→その結果について述べられてい
るので，such easy means は，その中で述べられている，壊血病患
者の治療法を指すと考えられる。

Warning
設問指示と制限字数から，解
答に含めるべき内容を精査し
よう。「オレンジとレモンを
与えられた人には，突然目に
見える効果が現れたこと。」
では具体性に欠け，この問題
の解答としては不十分である。

関係代名詞

現在分詞句 仕事

（ ） 　ＯをＣだと思う

（ ） 　ＯをＣに任命する

パラグラフ展開の把握
言い換え・例示

関連必修テーマ
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【2】　such easy means が指す内容を具体化する
　壊血病を治療する方法については ℓℓ.12 ～ 13 で Dr. Lind gave 
two oranges and one lemon daily for six days と述べられている。
ℓ.15 の the use of the oranges and lemons はこれを簡潔に述べた
もので，本文中により正確な表現があるのだから，この部分だけ述
べるのは解答としてやや不十分。
【3】　解答をまとめる　
　字数制限はないので，該当箇所を過不足なく日本語にすれば問題
ない。 という名詞の説明をするので，「…すること。；…と
いう方法。」のようにまとめる。

⑶　並列関係を正しく見抜く
　まず，下線部ⓒは直前の a vitamin deficiency disease の後ろに
ダッシュ（──）があることから‘同格’を表し，具体的な説明を
している名詞表現であることを確認しよう。関係詞節中の unlike 
と alike が並立されていることに注意。

（… a vitamin deficiency disease ──）

　one of a group of seemingly unrelated ailments

　｛which are quite unlike each other〈in their symptoms〉,
　　　　　　　　 　　but
　　　　　　　　   alike ｛because they are all caused by the
 lack of one or another of the vitamins｝.

○ unlike … と （but） alike （because） ～ が並立されている。「…で
は似ていないが，～という理由で似ている」となる。
○ seemingly adv.「見かけでは；見たところでは」
○ ailment n.「（軽いがしばしば慢性の）病気」＝ disease
○ symptom n.「兆候；症状」
○ each other と because 節の they はともに seemingly unrelated 
ailments を指す。
○ one or another of the vitamins「何らかのビタミン」one A or 
another（何らかのＡ）の変形と考えればよい。

Warning
こ の 問 題 で は such easy 
means の説明が求められて
いるので，「抗壊血病特効薬
とされている手の込んだ調合
薬を使わずに」といった内容
は厳密には含まれない。

同格

主格の関係代名詞
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⑷　文脈から空所に入る語句の意味を推測する
Process
Ａ
【1】　空所前後の意味を確認する
　空所を含む部分は「壊血病は陸上に比べて（　　　）かかること
が多い」の意。空所Ａと on land で scurvy のかかりやすさを比較
している。
【2】　空所に入る語句の意味を推測し，選択肢を吟味する
ａ「航海中で〔に〕」　　　 ｂ「陸路で」
ｃ「陸上に；上陸して」　　ｄ「山で」
　on land と対立する語が入るが，ℓ.7で船の名前が出てくること
からも，「船上で；航行中に」といった意味になると推測できる。
よってａが正解。
Ｂ
【1】　空所前後の意味を確認する
　空所を含む文は，「生まれながらの科学者の本能（　　　），リン
ド博士は医学史上最も重要な実験の1つを行った。」の意味。空所
の後ろは名詞句が続き，Dr. Lind（S）conducted（V）one of ～（O）
が主節である。
【2】　空所に入る語句の意味を推測し，選択肢を吟味する
　「本能から；本能によって；本能を持ち合わせて」実験を行った，
と考えると自然な流れになる。ａを入れると分詞構文になる。As 
Dr. Lind is the instinct of ～（リンド博士は～の本能なので）とい
う意味になり，Dr. Lind ＝ the instinct ということになってしまう
ので不適。ｂは「～本能以来」の意になり，意味が通らない。
since を前置詞として用いる時は，通例過去の時点や出来事を表す
語句が続く。ｃは「～本能を持っていて」の意になり，意味が通る
ので，これが正解。ｄは「～本能のように」の意で，意味上不適。
Ｃ
【1】　空所前後の意味を確認する
　ℓ.8に experiment with six different diet supplements（6つの
異なる栄養補助食品で実験をする）とあり，その後でその6パター
ンの実験内容を表している。ℓ.8のコロン（：）は具体的な例示が
続くことを示す。ℓ.9のセミコロン（；）は，1番目・2番目のグ
ループに与えられた条件を表す文を，等位接続詞を用いずに結ぶ働
きをしている。最初のグループ，2番目のグループにおけるそれぞ
れの実験の内容に続いて「他の（　　　）のグループの患者それぞ
れに（　　　）種類の異なる栄養補助食品を与えた」とあり，その
後で6番目のグループの実験内容が述べられている。

比較・対照
正しい論理展開をつかむ

関連必修テーマ
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【2】　空所に入る語句の意味を推測し，選択肢を吟味する
　6種類のグループ〔種類〕のうち第1，第2，第6について示さ
れ，「他の（　　　）グループ〔種類〕」と言っているのだから，6
－3で3が入ると考えられる。したがってｂが正解。
Ｄ
【1】　空所前後の意味を確認する
　空所を含む部分は「リンド博士は限りある果物の在庫が（　　　）
まで，6日間毎日オレンジを2つとレモンを1つ与えた」の意味。
【2】　空所に入る語句の意味を推測し，選択肢を吟味する
　船上で果物を与え続けるのだから，「底をつく；なくなる」といっ
た意味になると推測できる。
ａ「（水・涙などが）流れ落ちる」
ｂ「逃げる；流れ出る」
ｃ「（食料・金・忍耐などが）尽きる」
ｄ「（予定の時間などを）超える」
よってｃが正解。
Ｅ
【1】　空所前後の意味を確認する
　空所を含む部分は，「1912 年（　　　），ロンドンで研究してい
たポーランド生まれの化学者が，今ではビタミンとして広く知られ
ている物質，～を発見した」の意。空所の後が would S discover 
～ と倒置により疑問文の語順になっていることを見抜くことがで
きれば，否定語が前にあるはずだとわかる。
【2】　空所に入る語句の意味を推測し，選択肢を吟味する
　空所を含む第5パラグラフの前半には，「なぜレモンなどのある
種の食物が壊血病に有効なのかずっとわからなかった」という内容
が書かれている。逆接のディスコース・マーカーをはさみ，「しか
し，1912 年になって初めて…となった」とすれば論理的につながる。
ｃ not till〔until〕～ で「～になって初めて（…する）」の意になり，
これが正しい。年号の前に on はこないのでａは不可。ｂでは「…
したのは 1912 年でない」となり，however で始まる論理に合わない。
ｄの at latest（遅くとも）なら その後ろは in 1912 とならなけれ
ばならない。

全　訳

①　自分自身の経験とそれまでの書物で得た知識から，リンド博士
は陸上よりも航海中の方が壊血病にかかることが多いということを
よく知っていたし，自分はその理由もわかっていると思っていた。 
その病気は手に入れられる食物の種類と何らかの関係があるのは明
らかだと彼には思えた。

¶①　壊血病に対するリン
ド博士の認識。
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②　生まれながらの科学者の本能で，リンド博士は医学史上最も重
要な実験の1つを行った。 1747 年5月 20 日，彼はソールズベリー
船内の壊血病にかかっている 12 名の患者を選んで，6つの異なる
栄養補助食品の実験を始めた。最初のグループの2人には，すべて
の病人が食べている通常の食事の他に，1クォートのりんご酒を1
日3回与えた。2番目のグループには，スプーン2杯の酢を1日3
回と，数滴の酢を濃厚な粥に入れて与えた。さらに，3種類の異な
る栄養補助食品をそれぞれ他の3つのグループの患者に与えた。そ
して6番目のグループにいる幸運な2人には，リンド博士は6日間
毎日オレンジを2つとレモンを1つ与えた。それは彼の限りある果
物の在庫が底をつくまで行われた。
③　博士自身の言葉によると，次のようなことが起こったのである。
「その結果はオレンジとレモンを使ったことで，まったく突然目に
見えるよい効果が認められたということである。 それらを食べた2
人のうちの1人は，6日目の終わりには仕事に戻ることができるま
でよくなった。もう1人は彼のような病状にあった者の中では状態
が最も回復し，かなりよくなったようなので他の病人の看護を任命
された。」
④　リンド博士は数年後次のように書いている。「それほど致命的
で恐ろしい病気を，そんな簡単な手段で治療し，予防できるという
ことを信じられない者たちがいる。 彼らは，『抗壊血病特効薬』な
どというもったいぶった名の，手の込んだ調合薬であればより信用
するであろう。」彼の言う「そういう者たち」とは，何年もの間，
リンド博士の言うことに耳を傾けるのをやみくもに拒絶していた一
群の心の狭い役人たちのことであった。
⑤　なぜレモンジュースが壊血病を予防したりそんなに早く治した
りするのか，また，なぜある種の新鮮な食物が他の物よりその病気
を食い止めるのに効果があるのか，ということは長い間誰にもわか
るようにはならないのだ。1世紀以上の間，壊血病はビタミン欠乏
症として認識されなかったのである。すなわち，病状の点では互い
にまったく似ていないが，すべて何らかのビタミンの欠乏によって
引き起こされるという理由ではかなり似ている，一見関連のないよ
うに見える一群の病気の1つ，として。しかしながら，1912 年に
なって初めて，ロンドンで研究していたポーランド生まれの化学者
が，今ではビタミンとして広く知られている物質，すなわち，いろ
いろな普通の食物中にある，わずかな量でも生命と成長に不可欠な
物質の存在を発見するのであった。

¶②　6つの栄養補助食品
による実験。

¶③　実験の結果。

¶④　実験結果を認めない
者たち。

¶⑤　ビタミンの発見。
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文構造を押さえておこう！発　展
○ ℓℓ.20 ～ 22
They would have more faith〈in an elaborate composition 

 〈dignified with the title of ‘an antiscorbutic golden elixir,’ or the like〉〉.
仮定法過去が使われているが，if 節が見当たらない。ここは，in 以降に仮定の意味が込め
られており，「～であれば，より信用するだろう」の意。

仮定法過去の帰結節
節の代用
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