GMAT Sentence Correction (SC) のノウハウを無料で公開します！まずは、SC がどんな問題か確認しましょう。
Sentence Correction の問題の指示は以下の通りです。
Directions
This question presents a sentence, part of which or all of which is underlined. Beneath the sentence you will find five ways of phrasing the
underlined part. The first of these repeats the original; the other four are different. If you think the original is best, choose the first answer;
otherwise choose one of the others.
This question tests correctness and effectiveness of expression. In choosing your answer, follow the requirements of standard written English;
that is, pay attention to grammar, choice of words, and sentence construction. Choose the answer that produces the most effective sentence;
this answer should be clear and exact, without awkwardness, ambiguity, redundancy, or grammatical error.
訳）
この問題では文章が与えられ、その一部もしくは全部に下線が引いてあります。文章の下に、下線部の 5 通りの言い回しが書かれていま
す。これらのうちの一つ目は、文章の下線部と同じで、残りの 4 つは異なる表現です。元の表現が一番良いと思えば、一つ目を選び、さも
なければ残りの中から一つを選びなさい。
この問題では、表現の正確さや有効性が試されます。答えを選択する際には、標準文語英語の規則に従いなさい。すなわち、文法、言葉の
選択、文構造に注意を払いなさい。最も効果的な文章を作る選択肢を選びなさい。解答は、明瞭かつ正確であるべきで、ぎこちなさや、曖
昧さや、冗長さや、文法的誤りがないものになります。
SC は native English speakers にとって難しい？と言われます。それは、日常会話で使っている表現を基準に判断するとどの選択肢も正しく
見えるからです。SC で高得点を取るためには、日本の英語教育では学ぶ機会がほとんどない Standard Written English（標準文語英語）の規
則に精通する必要があります。文法上の間違いだけではなく、ライティングスタイル上の欠陥も知る必要があります。ここでは代表的な出題

パターンと共に、SWE の規則を解説していきます。

第 1 章：数の一致
SC の問題を解くに当たっては、先ず数の一致に着目しましょう。 数の一致が問われる代表的なケースは、主語と動詞の数の一致、代名詞と
先行詞の数の一致です。
1. 主語と動詞の数の一致
下線部に動詞を見つけたら、主語と数が一致しているか確認しましょう。
a) 文の先頭に複数の名詞が前置詞によってつながっている場合、一番先頭の名詞を通常主語として考えます。
Great quantities of alluvial gold were once found in the river. （大量の砂金がかつてその川で見つかった）
A rich variety of local dishes was available at the restaurant.
（そのレストランでは、とても多様な郷土料理を食べることが出来た：口語英語では、しばしば were が使われます）
b) A of B の形で、B が主語になる表現
most (half, all, some, any, the rest) of ~, 数字 percent of ~, 分数 of ~ (one fifth of ~, two fifths of ~), a proportion of ~, a majority of ~
etc.
90 percent of the students are absent from school. （生徒の 90％が学校を休んでいる）
90 percent of the equipment is functional. （設備の 90％が機能している）
c) 数字(one 以外) of ~, both of ~, a number of 複数名詞は、いつも複数扱いです。
A number of people are busy working here. （沢山の人がここでは忙しく働いている）
Sixty of his eighty–three years were spent on realizing artistic achievements.
（彼の 83 年間のうちの 60 年が芸術的な業績の実現に使われた）

d) one of, neither of ~, none of ~, the number of ~, the proportion of ~は、of 以下にかかわらずいつも単数扱いです。
The number of the citizens in the city has been decreasing. （市民の数が減少してきた）
e) A as well as B, A together with B, A rather than B, A along with B, A with B が主語の位置にある時、A だけが主語と考えます。A or B,
Either A or B, Neither A nor B が主語の位置にある時、動詞に近いほうの名詞が主語と考えます。Not only A but also B, not A but B が位置
にある時、B だけが主語と考えます。
Tony as well as his brothers was kind enough to help us. （トニーは、兄弟たちと同様、親切にも我々を助けてくれた）
Probably Mr. Gibs or his subordinates are in the room. （多分ギブスさんと彼の部下が部屋にいます）
There was neither Mr. Gibs nor his subordinates in the room. （ギブスさんも彼の部下も部屋にいなかった）
Not only you but also I am very busy. （君だけでなく私もとても忙しい）
f) その他 every/each + 名詞が主語の時、動詞は単数扱い、every＋数字＋複数名詞が主語の時は、動詞は複数扱い。statistics が統計学と
いう意味の時は単数扱いですが、統計情報という意味の時は複数扱い。population が主語の時、動詞は単数扱い。
Every person has his or her own thoughts. （誰もが自分自身の考えを持っている）
Every ten members are discontent with his leadership. （メンバーの 10 人につき 1 人は彼のリーダーシップに満足していない）
例題 1）
Positive proof that customers have increased in number and that operational costs have been reduced has led the company’s CEO to expand
business overseas.
A) that customers have increased in number and that operational costs have been reduced have
B) of customers having increased in number and that operational costs have been reduced have
C) that customers have increased in number and that operational costs have been reduced has

D) of customers that have increased in number and of operational costs that have been reduced has
E) of customers having increased in number and that operational costs have been reduced has
解説）
Positive proof という主語の後に同格の that 節や of が来ていますが、主語はあくまで proof なので、単数扱いと判断し、下線部の最後に has
が来ている C, D, E に絞りましょう。並列構造を考慮して、of ~と that 節を and で並べている E を切りましょう。前置詞句の後に、関係詞や
分詞などで述部の意味を持つ修飾語を付け加える形は、文法的には間違いではありませんが、ぎこちない(awkward)表現なので、最初から節
を使って書いている方が良いと判断しましょう。よって C を選びます。
訳）
顧客の数が増えていることと運営費が減ってきたことの肯定的証拠のために、その会社の最高経営責任者は海外にビジネスを広げた。
例題 2）
It is reported that most firms in the country make about one and a half times as much payment to full-time workers, if the value of health
insurance benefits, sick leave, and paid leave are incorporated in incomes, as to part-time workers.
A) are incorporated in incomes, as
B) is incorporated in incomes, as they do
C) are incorporated in incomes, than
D) is incorporated in incomes, as is made

E) is incorporated in incomes, than they do
解説）
if 節中の主語は value だけなのか、それとも value, sick leave, and absence leave なのかを判断しましょう。意味から、health insurance
benefits, sick leave, absence leave の並列と判断し、主語はあくまで value のみと考えましょう。そこで value という主語に対し are を使って
いる A と C を切りましょう。次に as much ~ as が正しい表現なので、than を使っている E を切りましょう。B と D のチョイスでは、能動態
の文どうしで比較表現を作っている B を選びましょう。SC ではパラレル構造を重視しますので、能動態の文と受動態の文で比較表現をつく
ることは基本的に考えられません。能動態どうしか、受動態どうしで比較を作っている選択肢を選びましょう。
訳）
報告によると、その国のほとんどの企業は、健康保険手当、病気休暇、有給休暇の価値を収入に含めると、パートの従業員よりも正社員に約
1.5 倍の支払いをしていることになる。
例題 3）
The Bears Ears National Monument is known for its Native American rock art, and one treasure still inside the monument is Procession Panel,
a nearly 23-foot-long petroglyph on Comb Ridge, a rock carving which demonstrates the Puebloan Peoples’ impressive ability to depict the
liveliness of people and animals in the form of petroglyphs.
A) demonstrates the Puebloan Peoples’ ability to impressively depict the liveliness
B) demonstrates the impressive ability the Puebloan Peoples had to depict liveliness
C) demonstrate the impressive ability of Puebloan Peoples to depict liveliness
D) demonstrates the impressive ability of Puebloan Peoples to depict the liveliness

E) demonstrate the impressive ability the Puebloan Peoples had in depicting liveliness
解説）
which の先行詞は、a rock carving なので、動詞の数が一致しない C と E を切りましょう。次に A は、to と depict の間に impressively とい
う副詞を入れている分離不定詞(split infinitive)の形をとっているのでスタイル上良くないと判断しましょう。impressively が depict を修飾
するのも意味的に不自然です。B は、ability と the Puebloan Peoples の間に、目的格の関係代名詞 that または which が省略されている形で
す。文法的には間違っていませんが、A (that/which) B has（B が持つ A）よりも、所有の of を使った A of B の方が自然な表現です。ま
た、of 以下で限定されているので liveliness の前に the が必要です。よって D を選びます。
訳）
ベアーズイアーズ国定公園は、ネイティブアメリカンの岩絵で知られているが、公園の中にまだ存在するひとつの宝は、コームリッジに
あるほぼ 23 フィートの長さの岩面彫刻であるポゼッションパネルで、それは人や動物の生き生きとした様を岩石線絵の形で描くプエブロ
族の印象的な能力を示す岩の彫刻である。
例題 4）
In Japan, deflation has become so widely recognized as an unavoidable element of economic life that it comes as something of an
astonishment to remember that it was not deflation but inflation—rising prices—that were the overriding issues Japan confronted during the
two oil shocks in the 1970’s.
A) that were the overriding issues Japan confronted during the two oil shocks in the 1970’s
B) which have been the overriding issues that Japan confronted during the two oil shocks in the 1970’s
C) that were the overriding issues that Japan confronted during the two oil shocks in the 1970’s
D) which were the overriding issues which Japan confronted during the two oil shocks in the 1970’s

E) that was the overriding issues Japan confronted during the two oil shocks in the 1970’s
解説）
remember の目的語の that 節中で、it was ~ that/which の強調構文が使われていて、主語が強調されています。下線部中の動詞に対する主語
が、not deflation but inflation という表現から、inflation と判断できますので、動詞は単数形になる必要があります。よって E を選びましょ
う。
訳）
日本では、デフレは経済生活の避けられない要素として非常に幅広く認識されているので、デフレでなくインフレー上昇する価格ーこそが、
1970 年代の 2 度のオイルショック中に日本が直面した最優先課題であっとことを思い出すと大きく驚いてしまう。
例題 5）
Recent surveys show that one in twenty professionals in the United States are not graduates from higher educational institutions.
A) one in twenty professionals in the United States are not graduates
B) one in twenty professionals in the United States is not a graduate
C) one twentieth of United States professionals is not a graduate
D) one twentieth of United States professionals are not a graduate
E) one in twenty professionals in the United States are not a graduate
解説）

one in twenty professionals が主語の場合は、one に合わせて動詞は単数で受けます。one twentieth of United States professionals が主語の場
合は、分数なので of 以下の professionals に合わせて動詞は複数で受けます。よって、B と D に絞りましょう。D は、補語が a graduate と単
数形で、主語の数と一致しないので、数が一致している B を選びましょう。
訳）
最近の調査が示すところでは、米国の専門家の 20 人につき 1 人は、高等教育機関を卒業していない。
例題 6）
According to the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, approximately 36 percent of six graders in Osaka attend some
kinds of cram schools, compared with 32 percent nationwide.
A) approximately 36 percent of six graders in Osaka attend some kinds of cram schools, compared with 32 percent
B) roughly 36 percent of six graders in Osaka attends some kind of cram schools, as compared to 32 percent
C) there is approximately 36 percent of six graders in Osaka who attend some kinds of cram schools, compared with 32 percent
D) roughly 36 percent in six graders in Osaka attend some kind of cram schools, as compared to 32 percent
E) approximately 36 percent of six graders in Osaka attends some kinds of cram school, compared with 32 percent
解説）
36 percent of six graders が主語なので、動詞の数は複数扱いと判断し、A と D に絞りましょう。kind of の後に数えられる名詞が来る場合
は、kind の数と of 以下の名詞の数を合わせましょう。a kind of book – OK, a kind of books – NG, many kinds of books – OK, many kinds of
book – NG, ただし、kind of の後に数えられない名詞が来ることもあります。 a kind of information – OK, many kinds of information – OK,
よって、A を選びます。およそという意味の副詞は、roughly でも approximately でも構いません。

There are about/approximately/around/roughly/some/an estimated 1,000 students in this school. – OK
また、compared with でも as compared to でもどちらでも構いません。
訳）
文部科学省によると、全国の 32％と比べて、大阪の小学 6 年生の約 36％が塾に通っている。
2. 下線部に代名詞を見つけたら、それが指す名詞を探し、代名詞と数・人称が一致しているか必ず確認しましょう。
例題 1）
According to a Commerce Department report, the ten thousand largest service firms in the country provide services of a worth that is almost as
much as that of the five million firms that remain.
A) of a worth that is nearly as much as that of the five million firms that remain
B) that are worth nearly as much as that of the five million firms that remain
C) worth nearly as much as those of the remaining five million firms
D) nearly as much in worth as that of the remaining five million firms
E) nearly as much in worth as those of the remaining five million firms
解説）
まず代名詞の数の一致を確認しましょう。services に対して、that ではなく複数形の those を使っている C と E に絞りましょう。下線部は
services を修飾しているので、be 動詞を補って、文に復元してみましょう。nearly や as ~ as ~ といった修飾語をとると、C: Services are
worth much. E: Services are much in worth. となります。worth という前置詞は、名詞を目的語にとることが出来ます。例） This car is

worth ten million dollars. E は Services = much というロジックがおかしいので、C を選びましょう。
訳）
商務省の報告によると、その国の最も大きい 1 万社のサービス企業は、残りの 500 万社のサービス企業のサービスとほぼ等しい価値のサー
ビスを提供している。
例題 2）
The United States’ women’s movement, like their counterparts in democratic countries in Europe, has held revolutionary beliefs demanding the
alteration of the social order.
A) The United States’ women’s movement, like their counterparts in most democratic countries in Europe, has always
B) The women’s movement of the United States, like that of their counterparts in most European democratic countries, has always
C) Like its counterpart in most democratic countries in Europe, the women’s movement of the United States have always
D) The United States’ women’s movement, like that of its counterparts in most European democratic countries, always has
E) Like its counterparts in most European democratic countries, the women’s movement of the United States has always
解説）
counterpart とは、
「たがいによく似た人（物）
、対応する 2 つのものの一方」という意味なので、米国の女性運動とヨーロッパの民主国家の
女性運動を比較していると考えましょう。women’s movement は単数なので、their ではなく its を使っている C, D, E に絞りましょう。C
は、have が主語の数と不一致なので切りましょう。またヨーロッパの複数の国の運動と比較しているので、counterparts とすべきです。D
は、that が何を指すのか不明なので切って、E を選びましょう。
訳）

米国の女性運動は、ヨーロッパのほとんどの民主主義国の女性運動と同様、社会秩序の変化を求める革命的考えを抱いてきた。
3. a/the number of vs. an/the amount of や、fewer than vs. less than などの言葉の選択の問題。
これらの表現を見つけたら言葉の選択を確認しましょう
後ろに数を表す数えられる名詞が来る場合は、 a number of や fewer than を使います。
後ろに量を表す数えられない名詞が来る場合は an amount/quantity of や less than を使います。
population を使った表現に注意：a population of less than three million と言えます。
例題 1）
A military report says that female officers at the high rank of general or admiral, of whom there are more than ninety in the military services,
have not, until recently, been existent in corresponding numbers or proportion among top executives in leading companies.
A) existent in corresponding numbers or proportion
B) paralleled by females in either corresponding amount or proportion
C) existent in comparable numbers, either numerically or proportionally,
D) paralleled by a corresponding number or proportion of females
E) existent in comparable numbers, either in amount or proportion,
解説）
女性の士官の話をしているので、量を表す amount を使っている B と E を切りましょう。A は、numbers が複数で proportion が単数なので
切りましょう。C は、numbers と numerically が冗長(redundant)と判断して切って、D を選びましょう。

訳）
軍事レポートによると、大将や提督といった高位の女性将校は、90 人以上が兵役に就いているのだが、主要企業の重役の中にいる比較でき
る女性の数や割合と最近まで釣り合っていなかった。
例題 2）
In Japan, about 22 percent of the elementary schools consists of classes with less than 20 students.
A) about 22 percent of the elementary schools consists of classes with less
B) some 22 percent of the elementary schools consist of classes with less
C) there is around 22 percent of the elementary schools that consists of classes with fewer
D) about 22 percent of the elementary schools consist of classes with fewer
E) some 22 percent of the elementary schools consists of classes with less
解説）
第 1 章 1-b より、主語は schools であると判断して、動詞との数の一致から B と D に絞りましょう。less と fewer の選択では、後ろに数えら
れる 20 students が来ているので、fewer を選択し、D を選びましょう。
訳）
日本では、小学校の約 22％が 20 人未満の生徒数のクラスで構成されている。
例題 3）
In his recent study, Professor Tanaka found that in Japan the number of people who participate in volunteer activities, such as cleaning up the

local beach and removing debris in disaster-stricken areas, have increased during the past thirty years, especially after the Great East Japan
Earthquake.
A) number of people who participate in volunteer activities, such as cleaning up the local beach and removing debris in disaster-stricken areas,
have
B) amount of people who participate in volunteer activities, such as cleaning up local beaches and removing debris in disaster-stricken areas,
have
C) amount of people participating in volunteer activities, such as cleaning up local beaches and removing debris in disaster-stricken areas, has
D) number of people participating in volunteer activities, such as cleaning up local beaches and removing debris in disaster-stricken areas, has
E) number of people who have been participating in volunteer activities, such as cleaning up local beaches and removing debris in disasterstricken areas, have
解説）
number と amount の選択の問題。people なので number を選びましょう。the number of ~ が主語なので、単数扱いと判断し(第 1 章 1-c を
参照)、D を選びましょう。
訳）
最近の研究で田中教授が発見したのだが、日本では過去 30 年間に、特に東日本大震災の後、地元の海岸を清掃するとか被災地の瓦礫を取り
除くとかのボランティア活動に参加する人の数が増えてきた。
4. 下線部で名詞の単複の違いしか見つからなければ、下線部以後に、代名詞や動詞など数を決定する要因がないか探しましょう。

例題）
A knowledgeable buyer on the floor of the Toyosu fish market, even though the person has not heard a word of what is being said or yelled
accurately, can listen to the murmur of voices around them and understand what is occurring there.
A) A knowledgeable buyer on the floor of the Toyosu fish market, even though the person has not heard a word of what is being said or yelled
accurately,
B) Without accurately hearing a word of what is being said or yelled, a knowledgeable buyer on the floor of the Toyosu fish market,
C) Without accurately hearing a word of what is being said or yelled, knowledgeable buyers on the floor of the Toyosu fish market
D) Despite not accurately hearing a word of what is being said or yelled, a knowledgeable buyer on the floor of the Toyosu fish market
E) Even when the person has not accurately heard a word that is being said or yelled accurately, knowledgeable buyers on the floor of the
Toyosu fish market
解説）
B と C を見比べると、主語が単数か複数かの違いしかありません。下線部後にヒントがないか探して、them に着目し、主語は複数形である
と判断しましょう。これで C と E に絞ることが出来ます。E は、the person が誰のことを言っているのか不明なので切って、C を選びましょ
う。A と E は、accurately の位置も、said or yelled を修飾するように見えて良くないです。
訳）
豊洲市場のフロアーにいる精通した買い手は、言われたり叫ばれたりしていることの一言も正確に聞かずとも、自分の周りのささやきに耳を
傾け、そこで何が起こっているかを理解することが出来る。
5. 主語が複数なら目的語も必ず複数になるとは限りません。

例えば、生物の種に共通する特徴は単数形で表します。
Dolphins have a streamlined body. （イルカは流線型の体をしている）
また、1 人に付き 1 つと示したい場合も単数形で表します。
British citizens who normally reside in the UK do not require a visa or any inoculation certificates.
（普段英国に住んでいる英国市民は、ビザや予防接種証明書を要求されない）

