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は　し　が　き　

　本書は、The Japan Times の社説（Editorials）に掲載された科学的な内容を含む英文記事の中

から、近年注目を浴びている 13 種類の現代的なトピックを厳選し、これらをベースとして、科

学英語への入門が図れるように教材加工された、初級者向けのリーディング・テキストです。目

次にも示されるように、本書では、「人工知能」「認知症」「臓器移植」「異常気象」「野生動物」「再

生可能エネルギー」など、私たちの身近に存在している科学的な話題を取り上げていますので、

入門レベルの科学的な英文読解能力の養成に、特に適した教材であると言うことができます。また、

The Japan Times の社説から取られた英文は、基本的にアカデミック・ライティングで書かれて

いますので、英文それ自体としても、それなりの読み応えがあり、この意味でも、科学的な英文

読解能力のさらなる向上につながるものと考えられます。本書の学習を通して、科学英語へのア

クセスが少しでも容易になっていくことを、心より願っております。

　各ユニットの構成は、下記の通りとなります。

　　Reading Passage
段落ごとに Words, Phrases, Comprehension という３つの学習項目を設定していま

すので、読解英文の細部にわたるまで、しっかりと学習していくことができます。

　　Dictation
音声学習の一環として、また読解教材の復習として、単語レベルの書き取り問題

を設定しました。

　　Useful Phrases
英文和訳を通して、科学英語でよく用いられる英語の基本的なフレーズを学習し

ていくことができます。

　　Vocabulary Building
科学領域に関連する名詞レベルの重要フレーズを、日英対照式で学習していくこ

とができます。英語フレーズ力の増強にお役立てください。

　

　最後に、本書の出版に向けて多大なるご尽力を頂きました、英宝社編集部の皆様に、この場を

借りて、感謝申し上げたいと思います。

　　2020 年 4 月　名古屋にて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編著者一同
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すので、読解英文の細部にわたるまで、しっかりと学習していくことができます。
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Unit 1

Artifi cial Intelligence

Reading Passage

AI is shorthand for an amalgam of computer processes that permit machines to evaluate 

and learn about their environment on their own. It includes automated intelligence, 

assisted intelligence, augmented intelligence and autonomous intelligence. AI depends 

on huge amounts of data and fast processors that allow real-time analysis to identify 

patterns. AI will “learn” exponentially as capabilities develop. That means that the 

occasional stunning feats of AI that we now encounter — victories by machines over 

chess or go masters — are trivial in comparison to what is coming. One study estimates 

that AI could contribute up to $15.7 trillion to the global economy by 2030, a boost of 14 

percent that will come from productivity gains and shifts in consumer behavior. Another 

analysis anticipates that AI will boost Japan’s annual growth rate by 1.9 percentage 

points by 2035.

Russian President Vladimir Putin spoke for many world leaders and AI experts when he 

told students last year that “artifi cial intelligence is the future, not only for Russia, but 

for all humankind,” adding that “whoever becomes the leader in this sphere will become 

the ruler of the world.”

【184  words―The Japan Tim es  (MAR 1, 2018)】

[Note] Vladimir Putin：ウラジーミル・プーチン　
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【第１段落】                                                                                                                      TRACK No. 2

AI is shorthand for an amalgam of computer processes that permit machines to evaluate 

and learn about their environment on their own. It includes automated intelligence, 

assisted intelligence, augmented intelligence and autonomous intelligence. AI depends 

on huge amounts of data and fast processors that allow real-time analysis to identify 

patterns. AI will “learn” exponentially as capabilities develop. That means that the 

occasional stunning feats of AI that we now encounter — victories by machines over 

chess or go masters — are trivial in comparison to what is coming. One study estimates 

that AI could contribute up to $15.7 trillion to the global economy by 2030, a boost of 14 

percent that will come from productivity gains and shifts in consumer behavior. Another 

analysis anticipates that AI will boost Japan’s annual growth rate by 1.9 percentage 

points by 2035.

［Words］下記の語彙について、その意味を調べましょう。

語彙 品詞 意味
1  amalgam 名詞
2  evaluate 動詞
3  processor 名詞
4  identify 動詞
5  exponentially 副詞
6  capability 名詞
7  occasional 形容詞
8  stunning 形容詞
9  feat 名詞

10  encounter 動詞
11  victory 名詞
12  trivial 形容詞
13  estimate 動詞
14  shift 名詞
15  analysis 名詞
16  anticipate 動詞
17  boost 動詞



9

［Phrases］下記のフレーズについて、その意味を調べましょう。

フレーズ 意味
1  be shorthand for ~
2  permit X to do
3  on their own
4  automated intelligence
5  assisted intelligence
6  augmented intelligence
7  autonomous intelligence
8  depend on ~ 
9  huge amounts of data

10  allow X to do
11  real-time analysis
12  chess or go masters
13  in comparison to ~
14  what is coming
15  up to $15.7 trillion
16  the global economy
17  a boost of 14 percent 
18  productivity gains
19  consumer behavior
20  Japan’s annual growth rate
21  1.9 percentage points

［Comprehension］本文に即して、下記の問いに答えましょう。

1. AI（Artificial Intelligence）とは、どのようなものですか。下記の空欄にふさ

　わしい語句を入れましょう。

「機械が自らでその環境を（ ① ）したり、その環境について（ ② ）した

りすることを可能とする（ ③ ）のこと。」

①
②
③

2. 本文に書かれていない内容を、下記からすべて選びましょう。

(a) AI には自律知能や支援知能が含まれる。

(b) AI は、大量のデータと高速プロセッサーに依存することで、パターン

　の同定を可能にしてくれる。

(c) 囲碁において、AI がプロ棋士に勝利することが時々起こっている。

(d) ある研究では、AI は 2030 年までに、最大で 1570 億ドル、世界経済
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　に貢献していくだろうと推測されている。

(e) AI は生産性を向上させ、消費者行動を変化させると、ある研究では予

　測されている。

(f) ある研究では、AI が 2035 年までに日本の食料自給率を 1.9％、高め

　ることになるだろうと期待されている。

【第２段落】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TRACK No. 3

Russian President Vladimir Putin spoke for many world leaders and AI experts when he 

told students last year that “artifi cial intelligence is the future, not only for Russia, but 

for all humankind,” adding that “whoever becomes the leader in this sphere will become 

the ruler of the world.”

［Words］下記の語彙について、その意味を調べましょう。

語彙 品詞 意味
1  Russian 形容詞
2  president 名詞
3  expert 名詞
4  humankind 名詞
5  add 動詞
6  sphere 名詞
7  ruler 名詞

［Phrases］下記のフレーズについて、その意味を調べましょう。

フレーズ 意味
1  spoke for ~
2  world leaders
3  artifi cial intelligence

［Comprehension］本文に即して、下記の問いに答えましょう。

1. AI に関するプーチン大統領の見解として適切なものを、下記から１つ選びま

　しょう。

(a) 人工知能研究の分野において、ロシア以上に秀でた国はなく、今やこ
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　の領域でリーダーとなったロシアは、世界の支配者になることだろう。

(b) 人工知能はロシアのためだけではなく、全人類のための未来でもある

　ので、人工知能研究の分野では世界中の国々が共同研究に協力するべき

　である。

(c) ロシアにおける人工知能研究は、全人類の未来に寄与するものであり、

　国家レベルで人工知能研究に力を注いでいくべきである。

(d) 人工知能はロシアのためだけではなく、全人類のための未来であり、

　この領域でリーダーになるものは誰でも、世界の支配者になることだろ

　う。

Dictation
※音声を聞いて、語彙を書き取りましょう。

TRACK No. 2

AI is shorthand for an amalgam of computer processes that permit machines to evaluate 

and learn about their environment (1      　  　  ) their own. It (2       　　   ) automated 

intelligence, assisted intelligence, augmented intelligence and autonomous intelligence. 

AI depends on huge (3       　　   ) of data and fast processors that allow real-time 

analysis to identify patterns. AI will “learn” exponentially (4     　　     ) capabilities 

develop. That means that the occasional stunning feats of AI that we now encounter — 

victories by machines (5      　　    ) chess or go masters — are trivial in comparison to 

what is coming. One study (6        　　  ) that AI could contribute up to $15.7 trillion 

to the global economy by 2030, a boost of 14 percent that will come from productivity 

gains and shifts in consumer (7    　　      ). Another analysis anticipates that AI will 

boost Japan’s annual growth rate by 1.9 percentage points (8    　　      ) 2035.
TRACK No. 3

Russian President Vladimir Putin spoke (9       　　   ) many world leaders and AI 

experts when he told students last year that “artifi cial intelligence is the future, not only 

for Russia, (10    　　      ) for all humankind,” adding that “whoever becomes the leader 

in this sphere will become the ruler of the world.” 
【184  words―The Japan Tim es  (MAR 1, 2018)】
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Useful Phrases　　　　　    
※下線部に留意しながら、下記の英文を和訳しましょう。                

     TRACK No. 4

　1.　The values of x and y are 0.2 and 1.5, respectively.

　2.　Add a few drops of lemon juice to the water.

　3.　These experiments were conducted under the same conditions.

Vocabulary Building                             
※音声を聞いて、フレーズを完成させましょう。その上で、そのフレーズが意

　味しているものを線で結びましょう。                                                

  TRACK No. 5

1. a (     　　　     ) (    　　　      ) ・ ・ 低脂肪乳
2. (        　　　  ) (       　　　   ) ・ ・ 左脳
3. a (        　　　  ) (       　　　   ) ・ ・ 発電所
4. (       　　 　  ) (    　　　      ) ・ ・ 光エネルギー
5. a (     　　 　    ) (    　　　      ) ・ ・ デジタルカメラ
6. an (     　　　     ) 　・ ・ 飲料水
7. the (     　　　     ) ( 　　　         ) ・ ・ 地震
8. (    　　  　    )-(    　　　      ) (    　　      　) ・ ・ 国立公園


