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「工業英検」過去問で学ぶ 

技術英文ライティングパワーアップ添削講座 

 

課題は全部で 27 問あります。この中から９問お選びいただき、別紙の解答用紙にご記入の

上ご提出ください。課題の選び方、提出順は問いません。 

 

目次（課題文は 2 ページ目以降をご覧ください） 

 

問題 分野 課題数 課題番号 ページ 

要約問題 

※和文を指定語数内の英文に

訳す問題です 

電気・機械 3 問 ①～③ ２ 

物理・化学 3 問 ④～⑥ ３ 

その他 3 問 ⑦～⑨ ４ 

英訳問題 

※和文を英訳する問題です 

電気・機械 6 問 ⑩～⑮ ５～６ 

物理・化学 6 問 ⑯～㉑ ７～８ 

その他 6 問 ㉒～㉗ ９～10 
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【要約問題】電気・機械 ①～③ 

課題番号① 

次の和文を英文 75 語以内に要約しなさい。最後に語数も記入しなさい。 

 

LED は、照明用として数々の優れた特長を持っている。まずは白熱灯や蛍光灯に比べて、

長寿命なことが大きなアドバンテージである。次に視認性が良好で、屋内外を問わずに幅

広く使える。身近な例では最近の交通信号機がある。そして器具の小型化が容易で、照明

器具として自由な設計が可能になる。また、小電力でも点灯可能なため、省エネや環境へ

の配慮にも貢献する。さらに熱線や紫外線をほとんど含まず、調光・点滅が自在である。 

 

課題番号② 

次の和文を英文 60 語以内に要約しなさい。最後に語数も記入しなさい。 

 

産業用ロボットは主に自動車や電子部品を生産する工場の現場で使用されている。最近

では人間の代わりに作業をする機械としての役割が重視されることから、ある程度自律

的に動作する人間の腕に似た機械、として解釈されるのが一般的で、「3 軸以上の自由度

を持つ、自動制御、プログラム可能なマニピュレータ」と定義されていることがある。同

じロボットでも歩行ロボットとは大きく異なるものである。設計思想が異なり、使われて

いるテクノロジーも少々違う。 

 

課題番号③ 

次の和文を英文 65 語以内に要約しなさい。最後に語数も記入しなさい。 

 

構造物の部材同士を接合する代表的な方法としてはねじ止めや溶接があげられるが、溶

接にはねじ止めにない利点がある。ねじ止めは簡便であるが、気密性を保つことが難し

く、また、長尺部の接合では多くのねじが必要になるので工数も増える。溶接は熱や圧力

を加えて部材同士を接合する加工法であり、熟練すればねじ止めよりも短時間で接合が

可能である。溶接には、部材の材料同士を溶かして結合する、接合部を加熱しながら加圧

する、または接合部に母材よりも融点が低い溶融金属を流し込む、という方法がある。 
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【要約問題】物理・化学 ④～⑥ 

課題番号④ 

次の和文を英文 75 語以内に要約しなさい。最後に語数も記入しなさい。 

 

われわれは、普段、「結晶」と呼ばれるものをよく見聞きしている。水晶やダイヤモンド

などの天然の鉱物、雪や氷、卓上にある食塩、化学調味料、コンピュータやテレビ、オー

ディオ機器の中の IC 回路に使われている人工的に作られた半導体などがその一例であ

る。これらはすべて、それらを構成する原子や分子が規則正しく配列してできた固体であ

る。われわれはこれらを称して結晶と呼んでいる。結晶の形は、成長条件のわずかな違い

によってさまざまに変化する。 

 

課題番号⑤ 

次の和文を英文 55 語以内に要約しなさい。最後に語数も記入しなさい。 

 

測位を行う上で最も重要といわれているものは、正確な時刻です。ユーザは衛星から電波

が発せられた時刻を“正しい”として自分の位置を計算します。電波は、1 秒間に約 30 万

キロも進むので、わずか 1 マイクロ秒（100 万分の 1 秒）の時刻のずれが、300m もの測

距誤差となってしまいます。逆にいうと、ユーザの位置が 300m の精度で得られるとい

うことは、ほぼ１マイクロ秒の精度で正確な時刻が得られるということになります。 

 

課題番号⑥ 

次の和文を英文 60 語以内に要約しなさい。最後に語数も記入しなさい。 

 

あらゆる物質は「原子」という非常に小さな粒子がたくさん集まってできている。原子は

物質の化学的な基本単位である。原子の大きさは直径 10-10 メートルほどで、その中心

には原子核がある。原子核は正の電荷をもった陽子と電荷をもたない中性子からなり、原

子核のまわりには負の電荷をもった電子が運動している。 
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【要約問題】その他 ⑦～⑨ 

課題番号⑦ 

次の和文を英文 70 語以内に要約しなさい。最後に語数も記入しなさい。 

 

宇宙環境は、宇宙線に代表される高エネルギー放射線の場であり、人工衛星や宇宙基地を

構成する材料はこれらの放射線に十分耐えることが求められる。宇宙材料の中では、通信

を司る半導体素子やデバイス、構造材料や絶縁、熱制御などの機能を司る有機材料が耐放

射線性の試験研究の対象となっている。電子加速器やイオン加速器を用いた各種の照射

試験・研究が行われ、これらのデータと宇宙での暴露実験とを対照させて、材料の選択が

なされている。 

 

課題番号⑧ 

次の和文を英文 60 語以内に要約しなさい。最後に語数も記入しなさい。 

 

一般家庭や公共空間で利用できるようなロボットの開発が進むに従って、人とコンピュ

ータ、人と機械、人と人とのインタラクションのためのインタフェースとしてロボットが

利用され始めている。これらのロボットは必ずしも人型をしている必要はないが、ユーザ

と円滑にコミュニケーションをしつつ、そのユーザに対して直接的にサービスを提供し

なければならない。つまり、ユーザからの入力を確実に認識して、ユーザに対してわかり

やすい出力を提示することが求められる。 

 

課題番号⑨ 

次の和文を英文 60 語以内に要約しなさい。最後に語数も記入しなさい。 

 

今日、日本人の死亡原因はがんや心疾患などの割合が高く、多くは生活習慣が関係する生

活習慣病がもとになっています。皆さまは、健康診断で血糖値やコレステロール値が高い

などと言われたことがありませんか？ こうした状態を放置しておくと、のちに生活習

慣病へと進んでしまう恐れがあります。生活習慣病は、毎日の生活習慣を見直していくこ

とで予防できる場合が少なくありません。特に「食生活」は健康に最も強い影響を与える

生活習慣であり、毎日の食事のありかたには注意を払う必要があります。 

 

  



5 
 無断複製・転載を禁ず 

©日本工業英語協会 

【英訳問題】電気・機械 ⑩～⑮ 

課題番号⑩ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ロボットの腕は，その手先効果器*（手や把持部）を含めてマニピュレータと呼ばれる。

ロボットの中でも特に工業用ロボットは、単に高性能なマニピュレータに過ぎない。マニ

ピュレータの中には人間の腕に類似しているものもあり、そのため間接部は「肩」や「肘」

｢手首｣と呼ばれることもある。ロボットアームの自由度という言葉はロボットアームが

自由に動く方向の個数のことである。マニピュレータの多くは３次元方向に移動できる

が、それ以上の自由度を持つものもある。 ［注］手先効果器：end effector 

 

課題番号⑪ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

広義の定義に従えば、現代の車はロボットと言える。というのも、現代の自動車では自動

制御が一般化しているからだ。コンピュータ、センサさらには GPS、VICS などの情報シ

ステムも搭載されており、運転手の要求に応じて、エンジンおよびステアリング機構の制

御を行い、目的地に到達するのに最適な走行経路も提示するようになっている。  

 

課題番号⑫ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

水道管内調査ロボットシステムは、地下に埋設した水道管路の内部を、通水状態のままで

調査できる。このシステムは、ロボット本体、地上制御装置、挿入・回転装置から構成さ

れる。地上からの遠隔操作でロボット本体が水道管内を進み、内蔵した照明付きの TV カ

メラが管内の状況を撮影する。  

 

課題番号⑬ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ヒートポンプは熱源から「ヒートシンク」と呼ばれる指定の位置へ熱エネルギーを移動さ

せる装置であり、エアコンや冷蔵庫に使用されている。ヒートポンプは消費する電気エネ

ルギーの３倍以上の熱エネルギーを取り出すことができる。このことは、エアコンの熱効

率が電気ヒーターの少なくとも３倍高いことを意味している。 
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課題番号⑭ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ヘリコプターの機体尾部にはテールローターと呼ばれる小さな回転翼がある。テールロ

ーターがない場合、メインローターが回転すると、機体が反作用によって逆方向に回転し

てしまい操縦不能になってしまう。この回転を防ぐため、テールローターは横方向に押す

力を生み出す。メインローターによる回転とは逆方向の回転力を与え、機体の安定を図

る。 

 

課題番号⑮ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

風力発電機とは風の運動エネルギーを電気エネルギーに変換する機械であり、塔体*、ナ

セル**、およびロータの３つの部分から構成される。塔体とはナセルとロータを保持する

部分であり、通常は管状の構造体で、その内部にはナセルに通じる梯子が付いている。ナ

セルは中空のシェル構造体であり、その内部に主軸、変速装置***、発電機、変圧器およ

び制御装置がある。ロータは２～３個程度の回転翼とハブとから構成される。  

［注］*塔体：tower    **ナセル：nacelle    ***変速機：gearbox 
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【英訳問題】物理・化学 ⑯～㉑ 

課題番号⑯ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

メタン（CH4）は、最も単純な有機化合物である。１個の炭素にはいわば４本の手があり、

この４本すべてが水素と結びついたものがメタンである。このメタン分子のうちの１個

の水素がアミノ基に、もう１個の水素がカルボキシル基に置き換えられたものが、アミノ

酸の中でも最も簡単な構造のグリシンである。 

 

課題番号⑰ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ナノテクノロジーは原子や分子レベルで物質を操作する技術で、寸法的に 1～100 ナノメ

ートルの部位を少なくともひとつ有する材料やデバイス、その他の構造体を扱う。この量

子領域レベル*では量子力学的効果が重要である。ナノテクノロジーは、従来の物理学か

ら全く新しい取り組みまで、またナノスケールの寸法を有する新材料の開発から原子レ

ベルの物質の直接制御まで、非常に多岐に渡っている。 

 ［注］量子領域レベル：quantum-realm scale 

 

課題番号⑱ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

通常、物質の電気の通しやすさは、あまり変化しない。例えば、銅は常に電気を良く通す

が、ゴムは電気を通さない。これに対し、カーボンナノチューブは、炭素原子からなるナ

ノメートルサイズの物質で、その直径や炭素原子の配列のしかたによって、電気の通りや

すさが変化する。カーボンナノチューブのこのような特有の性質を利用したトランジス

タや電子回路の研究が現在進められている。 

 

課題番号⑲ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

タンパク質は、アミノ酸が直鎖状につながった高分子である。２つのアミノ酸が化学結合

する場合、ひとつのアミノ酸のカルボキシル基と、もうひとつのアミノ酸のアミノ基が反

応し、水 1 分子に相当する原子が外れる。この結合を、ペプチド結合という。また、アミ

ノ酸から原子が外れたこの構造を、アミノ酸残基という。 
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課題番号⑳ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

リンは植物の生育に欠かせない肥料の三要素の一つである。また、リンは人間の骨を作る

元素として、人体で炭素、酸素、水素、窒素、カルシウムに次いで 6 番目に多い成分であ

る。また、リンは遺伝情報の伝達を司る DNA や RNA を作る元素の一つでもある。大量

のリン化合物の消費により、リン鉱石資源は枯渇しつつある。 

 

課題番号㉑ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

原子を構成する３つの素粒子は陽子、中性子および電子であり、陽子と中性子から構成さ

れる原子核は、原子の中心部に存在する。陽子はすべて等価であり、中性子もすべて等価

である。陽子はプラスの電荷を帯びていることから、「＋」の符号を付して表されること

が多い。一方、中性子は電荷を持っていないことから陽子を結合させる働きをしていると

言われている。 
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【英訳問題】その他 ㉒～㉗ 

課題番号㉒ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

免震建築のアイディアの根本は、地面と建物を切り離すこと、つまり地面からの絶縁であ

る。最新の免震システムでは、積層ゴムと水の浮力を利用して建物が支えられている。水

の運動を利用して、地面の揺れを建物にできるだけ伝えず、また建物の揺れを減衰するよ

うになっている。絶縁・支持・減衰の３つの機能が、水を用いて実現されているのである。 

 

課題番号㉓ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ジェット気流とは強い偏西風で、地球の両極を中心に存在し、上空 8～13 キロで風速は

最大となる。気流は長さ数千 km、厚さ数 km、幅 100km 程度で、冬季には風速は 30m/s

くらい、中には 100m/s 近くに達することもある。夏期はその半分程度の風速に弱まる。

西から東へ向かう航空機は、ジェット気流に乗ることで燃料と所要時間を大幅に短縮す

ることができる。 

 

課題番号㉔ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

我々は論文のグラフからその意味を読み取ることができるが、現在の AI では深層学習（デ

ィープラーニング）であっても意味を読み取ることはできない。しかし、論文のテキスト

情報からの推論や新しい関連性の発見などは可能である。実際に 2000 万件もの医学論文

データに基づき、AI が患者の検査結果から医師が特定できなかった病名を特定し、処方

も指示したという成果も出始めている。 

 

課題番号㉕ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

最近、高い耐震性能を有する木造住宅を望むお客様が増えています。従来の木造住宅は、

繰り返される余震で、耐震性能が時間と共に低下することが良くあります。当社では、繰

り返しの地震においても木造住宅の損傷を抑えることが可能な、特殊な摩擦ダンパーの

開発に成功しました。 
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課題番号㉖ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

燃料電池は水素と酸素を利用した次世代の発電システムである。燃料電池は水の電気分

解と逆の原理で発電を行なう。水の電気分解では電流の作用で水素と酸素が発生するが、

燃料電池では、水素と酸素の反応を利用して電流を作り出す。燃料電池は地球環境にやさ

しい発電システムとして開発が進められている。 

 

課題番号㉗ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

パケット交換は、データを誤りなく、かつ効率的に届けられるように考えた方式である。

パケット交換では、相手に届けるデータを、小単位のセグメントに区切り、各セグメント

に宛先アドレスと自分のアドレスなどを書いたヘッダーをつけて送る。ネットワーク側

では、ルータが宛先を見てパケットの振り分けを行う。 

 


