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「characterize」について 
 

今回は、医学論文等でよく出て来る「characterize」という単語について、紹介しておきたい。学士試

験の問題でもよく出て来るのだが、意外と訳しづらいことがあるので注意しておきたい単語である。例文

をもとに解説していく。 
 
まとめ characterize   
(1)「～を特徴づける」という意味で処理できる場合は簡単 ⇒ 例文 1～3 
(2)「characterize ～＝ clarify the character of ～＝～の特徴・特性を明らかにする」という意味を知っ

ていないと苦しいことが多い ⇒ 例文 4～8 
*「characterize ～＝ describe the character of ～＝～の特徴・特性を記述する」という意味も知っておくと良い。 

(3)「characterize A as B = A を B とみなす」という形もある。⇒例文 9、例文 10 
(4) characterization という名詞形が出て来ることもある。「特性評価」「特性解析」などの日本語訳が使

える。⇒例文 11 
 
例文 1 The expression of a specific gene defect characterizes these cells. 
〔和訳 1〕ある特定の遺伝的欠陥が発現しているということが、これらの細胞を特徴づけている。 
〔和訳 2〕ある特定の遺伝的欠陥が発現しているということが、これらの細胞の特徴である。 
〔コメント〕「characterize ～＝～を特徴づける」という訳がとてもよく使われる。和訳 1 はこの訳を採

用した。和訳 2 は、「characterize ～= be a characteristic of ～」と見て訳している。和訳 1 でもちろん

よいのだが、日本語としては、和訳 2 の方が自然な気がする。 
 
例文 2 These cells are characterized by the expression of a specific gene defect. 
〔和訳 1〕これらの細胞は、ある特定の遺伝的欠陥が発現しているということによって特徴づけられてい

る。 
〔和訳 2〕これらの細胞の特徴は、ある特定の遺伝的欠陥が発現しているということだ。 
〔コメント〕見ての通り、例文 1 の受動態である。実際には、この受動態の形の方が圧倒的にたくさん出
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て来るので注意して欲しい。by 以下に、S の特徴が述べられているという関係を読み取ってほしい。 
 
例文 3 EVD is a severe acute viral illness often characterized by the sudden onset of fever, intense 
weakness, muscle pain, headache and sore throat. This is followed by vomiting, diarrhoea, rash, 
impaired kidney and liver function, and in some cases, both internal and external bleeding. (学士試験

の過去問より) 
*EVD＝エボラウイルス病 
〔和訳〕エボラウイルス病は、重度の急性ウイルス疾患である。しばしば見られる特徴は、突発性の熱、

激しい衰弱、筋肉痛、頭痛、喉の痛みである。この後に、嘔吐や下痢や発疹や腎障害や肝機能障害が生じ

るし、場合によっては、内出血や外出血が生じることもある。 
〔コメント〕「characterized by」が名詞の後ろに付いて、名詞を修飾する形になっている。いわゆる過去

分詞の形容詞用法である。これも頻出する形である。直訳すると、「by 以下によって特徴づけられている

重度の急性ウイルス疾患」となるが、上記の和訳では意訳した。 
 
例文 4 This study further characterized these cells on the basis of density. 
〔和訳〕この研究は、密度をもとにして、これらの細胞の特性をさらに明らかにした。 
例文 5  These cells were further characterized by this study.(注：例文 4 の受動態、便宜上、on the basis of 

density は省いた) 

〔和訳〕この研究によって、これらの細胞の特性がさらに明らかにされた。 
〔コメント〕実は、例文 1～3 の用法だけであれば、characterize という単語はそんなに面倒な単語では

ない。ところが、例文 4 と例文 5 のような用法が出て来るので、少し厄介である。例文 1 と例文 4 を比

較してみて欲しい。または、受動態である例文 2 と例文 5 を比較して欲しい。形は同じだが、訳を変えな

くてはいけないことがわかると思う。例文 4 を「この研究は、これらの細胞を特徴づけていた」と訳して

もはっきりしない。また、例文 5 を「これらの細胞は、この研究によって特徴づけられている」と訳して

もこれまた変である。 
例文 4 と例文 5 の characterize は、「～(の特性・特徴)を明らかにする」という意味で使われている。こ

の点を理解していれば、自然な訳ができる。この意味をぜひ知っておいてほしい。 
 
例文 6 The two species have been characterized by the study of genetic differences.  
〔和訳〕その 2 つの種の特性が、遺伝的差異の研究によって明らかにされてきた。 
〔コメント〕例文 1～3 と同じように捉えて、「特徴づける」という訳を使うのは、苦しいであろう。 
 
例文 7 The test characterizes the full spectrum of responses generated by B cells. 
〔和訳〕この検査により、B 細胞によって生み出されたすべての反応(の特徴)が明らかになる。 
〔コメント〕ここも、「～(の特性・特徴)を明らかにする」という意味を想定したほうがはっきりとした日

本語訳を作れる。 
 
例文 8 The research team from the Max Planck Institute have now, for the first time, observed and 
characterized the eye movements of freely moving rats.（学士試験の過去問より、一部改変） 
〔和訳〕マックスプランク研究所の研究チームが、初めて、自由に動き回るラットの目の動きを観察し、
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その特徴を明らかにした。 
 
例文 9 The coronavirus disease (COVID-19), which has been characterized as a pandemic by the 
World Health Organization (WHO), is attacking societies at their core. 
〔和訳〕今回のコロナウイルス疾患、すなわち、COVID-19 は、WHO により、パンデミックと見なされ

てきた。この疾患は、今、社会の根幹を攻撃している。 
〔コメント〕ここは、「characterize A as B = A を B とみなす」という用法になっている。これも結構出

て来る。これは、「A の特性を調べて明らかにしていったら、正体が B だということが分かったので、A
を B とみなす」というイメージで捉えれば良いだろう。 
 
例文 10  Many psychologists have written about the baby as if he lived in a visual world of 
insubstantial pictures. His visual world has been characterized as totally separated from the world of 
touch, the world of hearing, the world of smell. The baby was supposed to be unable to coordinate, 
information from two or more senses, something that we adults take totally for granted.(学士試験の

過去問) 
〔和訳〕多くの心理学者は、赤ちゃんについて、あたかも、実体のない画像から構成される視覚世界の中

で暮らしているようなものだと書き記してきた。赤ちゃんの視覚世界は、触覚や聴覚や嗅覚が作り出す世

界とは完全に切り離されているというふうに述べられてきた。2 つ以上の感覚器官に由来する情報を調整

するというのは、私たち大人から見れば全く当然のことなのだが、赤ちゃんは、それができないと推定さ

れてきた。 
〔コメント〕例文 9 と同じ用法である。例文 9 のところでは、触れなかったが、実は、characterize に

は、「～の特性・特徴を記述する」という意味もある。よって、例文 9 と例文 10 では、characterized を

described に変えても十分意味がとれる。 
 
例文 11 iPS 細胞と ES 細胞の違いについて検証している文の一部。 

There are no major differences yet, based on a rigorous ① characterization of morphology, 
chromosome profile and gene expression of human iPS cells. But everyone is hedging their bets as 
dozens of scientists start to examine the key question: whether iPS cells will differentiate as stably 
and diversely as embryonic stem cells. For the time being, iPS pioneers are looking at subtler hints, 
such as protein markers that ②characterize the two types of cells.(学士試験の過去問より) 
〔和訳〕今のところ、ヒト iPS 細胞の組織形態、染色体、遺伝子発現に対する厳密な特性解析をもとにし

ても、(ES 細胞と iPS 細胞の間に)大きな違いは認められない。みんなが危険を避けて両面作戦をとって

いる。というのも、多数の科学者が重要な疑問点の考察に着手し始めたからだ。その疑問点とは、iPS 細

胞が ES 細胞と同じくらい安定的に分化し、多様な細胞を生み出せるのかどうかということである。さし

あたり、iPS 細胞の先駆者は、2 種類の細胞を特徴づけているタンパク質マーカーのような、比較的、解

析しづらい手がかりに目を向けている。 
〔コメント〕 
① ⇒ characterize の名詞形が出て来ることもある。この場合には、「特性評価」「特性解析」という訳

を使えるとよいかもしれない。 
② ⇒ 例文 1～3 で出てきた用法。 
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例文 12Herbicides have been characterized by the method that the herbicide controls susceptible 
plants. 
〔和訳〕除草剤は、感受性植物に対する制御方法によって特徴づけられてきた（or 分類されてきた）。 
〔コメント〕「特徴づけられる」という訳で何とかなりそうだが、ここは正直、「classify＝分類する」に

近い意味となっている。 
 

以上 英語講師 土田 
  
 

事務局より 

 

【緊急・重要／新型コロナウイルス関連】  

【注意喚起】 新型コロナウイルス等、感染予防のお願い 
 

 

◇入試情報を確認しましょう 

 

以下ページにて、各大学の試験情報をお知らせしています。 

情報を入手し次第更新しておりますが、 

ご自身でも日頃から受験予定の大学ホームページを確認しましょう。 

各大学の試験日程の一覧・カレンダーも随時更新していますので、ご確認ください。 

 

＜入試情報＞ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-exn 

※更新の際は都度マイルームにてお知らせしています。 

＜マイルームトップページ「管理者からのメッセージ」内にも同ページのリンク設置＞ 

 

 

◇【資料】個人面接の質問事項・集団討論のテーマ（2020、2019、2018 年度版）  

受験生にご提供いただいた「面接アンケート」をもとに、2020、2019、2018 年度実施の各大学の個人面接質問事

項・集団討論テーマを取りまとめ編集した資料を、マイルームにアップしています。 

閲覧のみ（印刷不可）の資料となりますが、今後の面接・集団討論の対策として、ぜひご活用ください。 

※マイルーム＜お知らせ一覧＞よりご確認ください。 

 
 
≪２０２1 年度実施試験対応≫ 

◆プレミアム講座＜WEB 通信＞ 

過去問分析や弱点克服のための講座です。 

合格“確度”の向上を目指して、ご自身の学習状況に応じご受講をご検討ください。 

https://school.kals.jp/information/notes-200807
https://school.kals.jp/information/medical-trn-exn
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▼ラインナップはこちら▼ 

特定大学過去問分析（大阪大学） 

物理・化学過去問分析 

生命科学過去問分析 

文系のための統計入門 

医学統計（疫学）対策 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301 

※申込（支払）期限：2021 年 11 月 19 日(金) 

※視聴期限：2021 年 11 月 30 日（火） 

※ 教材は、お申込確認後７営業日以内に発送となります。 

スケジュールを早めることは一切出来かねますので、余裕を持ってお手続きください。 

 

 

 

◆2021 年実施試験対応講座 受講生対象 限定講座 

 

① 「個人面接対策講座」 

※申込受付中（～12 月【予定】 ） 

面接試験に進む方を対象に、志望理由書に基づいた 

模擬面接・アドバイスをオンラインにて実施する直前対策講座です。 

詳細・お申し込み方法はマイルーム上の案内をご確認ください。 

 

② 「トップレベル生命科学テストゼミ（全５講／テスト 60 分・解説講義 60 分）」 

※申込（支払）期限：2021 年 11 月 19 日(金) 

対象者：現在または過去の受講含め、完成シリーズ「生命科学」と実戦シリーズ「生命科学」両方の受講履歴が

ある方 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です。 

得点力、応用力を飛躍的に伸ばすのに好適なテストゼミですので、総仕上げとしてご活用ください。 

 

【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校）  ※申込受付は終了しました。 

【WEB 通信講座】  全回配信中 ※申込期限：11/19（金） 

 

▽受講生限定講座の詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/procedure-category#b-395415 

 

 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://dl1.dl.sua.jp/dl/34147-19820ea8031c8470d9b58f0a7e5e57bd
https://school.kals.jp/procedure-category#b-395415
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◆2021 年実施試験対応講座 受講生対象 チュートリアル 

受講生向けに試験情報や教科に関連したトピックなどを扱う無料の特別講義です。 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

「基礎復習テスト 生命科学①②③ 解説講義」 各 120 分 

「基礎力判定テスト 解説講義」（英語・物理・化学） 各 90 分 

「受験校の選択」 90 分 

「完成生命科学 中間テスト解説講義」 120 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

「完成実力テスト解説講義（生命科学 120 分、英語 90 分）」 

「実戦シリーズ生命科学 中間テスト解説講義」 120 分 

「第 1 回公開模試 解説講義（生命科学 120 分、英語 90 分、物理 60 分、化学 60 分）」 

「実戦実力テスト解説講義（生命科学 120 分、英語 90 分）」 

 

 

 

≪２０２２年度実施試験対応≫ 

【各種テスト】 

 

◆完成シリーズ・生命科学 中間テスト（第 8 講まで） 90 分 （完成・生命科学 受講者限定） 
完成シリーズ「生命科学」の知識定着をはかるため、中間テスト（記述式／９０分）を実施いたします。対象講座

受講生で、以下会場受験・自宅受験のスケジュールで受験される方は、受験方法の事前登録が必要です。 

12/5(日)15 時までに登録を行ってください。 

 

なお、下記日程で受験されない場合でも、講評データには反映されませんが、受講期限までに答案を提出いた

だければ採点いたします。解答解説は、実施日（提出期限）以降にマイルームにて公開予定ですが、後日提出さ

れる方は、答案提出前に解答解説等はご覧にならないようご注意ください。（提出は 1 回のみです。） 

 

＜日程等詳細・登録はこちら＞  

https://school.kals.jp/information/tst-21cnt 

 

 

＜新宿本校＞ 12/12(日)14:00～15:30 

＜名駅校＞ 12/19(日)13:00～14:30 

＜新大阪校＞ 12/19（日)13:30～15:00 

＜自宅受験（郵送）＞ 12/14（火）発送予定  

※2022 年 1/5(水)提出期限（郵送必着） 

 

 

◆基礎シリーズ復習テスト 

 
※下記復習テストはマイルームにて配信中です 

生命科学①、生命科学②、生命科学③、医学英文法Ⅰ、医学英文法Ⅱ、 

スタンダード物理Ⅰ、スタンダード物理Ⅱ、スタンダード化学Ⅰ、スタンダード化学Ⅱ 

 

●復習テスト（自宅受験）は、2021 年 11 月まで毎月末が答案提出締め切り日となります。 

※締め切り日より早く提出された場合でも、返却は上記提出期限日の約２週間後となります。 

●2021 年 12 月 17 日(金)が最終締め切り日となります。 

●自宅受験の得点は、講評データ（得点分布表）には反映されません。予めご了承ください。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn_mdd-tst-2022#b-684914
https://school.kals.jp/information/tst-21cnt
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆2022 年実施試験対応講座 受講生対象 チュートリアル 

受講生向けに試験情報や教科に関連したトピックなどを扱う無料の特別講義です。 

 

◎「受験校の選択」 90 分 

＜新宿本校＞ 終了しました。 

＜名駅校＞ 11/20（土）14:15～ 

＜新大阪校＞ 11/21（日）15:30～ 

＜マイルーム＞ 11/24（水）～視聴可能 

 

 

◎「出願書類の書き方」 90 分 

＜新宿本校＞ 11/28（日）14:00～ 

＜名駅校＞ 12/4（土）14:15～ 

＜新大阪校＞ DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞ 配信中 

 

◎「完成生命科学 中間テスト解説講義」 120 分 

＜新宿本校＞ 12/19（日）14:00～16:00 

＜名駅校＞12/24（金）～DVD 視聴開始 

＜新大阪校＞12/26（日）13:30～15：30 

＜マイルーム＞1/5（水）～配信予定 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 「基礎復習テスト 生命科学①②③ 解説講義」 各 120 分 

 「基礎力判定テスト 解説講義」英語・物理・化学 各 60 分 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆2022 年実施試験対応講座 受講生対象 限定講座 
 

 

① 志望理由書〔添削付〕個別指導講座 お申込受付中 

 

構成や書き方について KALS 講師がきめ細かく添削し、 

個別にフィードバックすることで志望理由書の完成度を上げる受講生限定講座です。 

受験大学にかかわらず、まずは志望動機の土台を構築することが重要ですので、 

早めの対策をお薦めします。 

 

◎申込期限：2022 年 5 月 31 日（火） 

◎申込対象者：2022 年度実施試験対応講座 全受講生  

◎受講料：18,700 円 

◎志望理由書の添削（2 回）と個別指導（1 回／30 分）がセットになります。 

 

※詳細・お申込み方法はマイルームよりご確認ください。 
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② 文系のためのミニマム数学【WEB 通信講座】お申込受付中！ 

 

生命科学を学ぶ上で、対数、微分などの最低限の知識が必要です。“勉強時間の都合 

で自習できない”という方を対象に必要最低限の数学（確率・統計は除く）の知識と 

考え方を勉強していただく講座です。全 3 講（1 コマ 120 分）です。 

※名駅校のみ DVD 講座も設置いたします。詳細は名駅校へお問い合わせください。 

 

▼詳細はマイルームにてお知らせします。 

 

 

≪皆様へのご案内≫ 

 

◆生命科学テストバンク【WEB 通信講座】 お申込受付中！ 

  

オリジナルの記号式問題演習ツールです。「練習テスト」「模擬テスト」の 2 パターンから構成されており、 

繰り返し利用することで体系的な知識整理が可能です。 

高校範囲を主に扱う「基礎編」と、大学の生命科学に特化した「標準編」のレベルがあります。 

 

▼詳細・お申し込みはこちら▼ 

【基礎編】https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202 

【標準編】https://school.kals.jp/information/medical-trn-141212 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25 日頃決定分より順次予約受付開始となります。 

※休館期間中のカウンセリング実施状況については、各校舎へお問い合わせください。 

※2021 年実施試験対応講座 受講生の皆様は、2021 年 12 月 26 日まで利用可能です。 

 

 

【新宿本校】 https://school.kals.jp/student-shn/blog/36241 

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/36238 

【新大阪校】 https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

 

◎個別カウンセリング（校舎／WEB）の詳細は以下よりご確認ください。 

https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が必要です。 

 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202
https://school.kals.jp/information/medical-trn-141212
https://school.kals.jp/student-shn/blog/36241
https://school.kals.jp/student-mk/blog/36238
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/counsering.pdf

