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第三級総合無線通信士「英語」試験問題
5問　1時間30分

1 . 次の英文を読み、それに続く設問 A - 1 から A - 5 までに答えなさい。解答は、それぞれの設問に続く選択肢 1 .

から3.までの中から答えとして最も適切なものを一つずつ選び、その番号のマーク欄を塗りつぶしなさい。

L u m b e r, boats and other deb ris ripped from Japanese coastal towns by the March 2011 tsunami
appears to be spreading not only around the Pacific Ocean but also into the Sea of Japan.

A fishing boat from Kesennuma, Miyagi Prefecture, that was washed into the Pacific Ocean by the
tsunami was found on the other side of the archipelago in August 2013 by the Japan Coast Guard.

The 5.6-meter-long vessel was found drifting off the coast of Fukui in the Sea of Japan and wa s
c o n fi rmed by the coast guard as belonging to a Ke s e n numa resident after being towed to a port in
Tsuruga.

The coast guard believes the boat was carried by ocean currents to the West Coast of the United
S t ates, and from there back around to the Philippines, befo re drifting into the Sea of Japan from the
south between Kyushu and the Korean Peninsula.

The coast guard spotted the fishing boat in June 2013 near the Okinawa islands but lost sight of it in
bad weather.

＜注＞ debris 瓦礫
がれき

archipelago 列島

（設問）

A-1 漂流していた漁船が発見された海はどの海か。

１．日本海　　　

２．太平洋

３．南シナ海

A-2 この漁船の所有者は誰か。

１．福井県敦賀市の住民　　　

２．宮城県気仙沼市の住民　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．所有者は不明

A-3 この漁船が漂流していた期間はどれくらいか。

１．約１年　　　

２．約２年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．約２年半　　　

A-4 海上保安庁がこの漁船を最初に目撃したところはどこか。

１．沖縄諸島周辺　　　　

２．フィリピン諸島周辺

３．小笠原諸島周辺

A-5 海上保安庁がこの漁船を見失ったのは、なぜか。

１．荒天のため　　　　

２．レーダーが故障したため

３．多くの漁船が操業していたため
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2. 次の英文 A - 6 から A - 9 までは、海上移動業務に関する国際文書の規定の趣旨に沿って述べたものである。こ

の英文を読み、それに続く設問に答えなさい。解答は、それぞれの設問に対応する選択肢 1 .から 3 .までの中か

ら答えとして最も適切なものを一つずつ選び、その番号のマーク欄を塗りつぶしなさい。

A-6 Coast stations in receipt of a distress alert shall ensure that it is routed as soon as possible to an

RCC. The receipt of a distress alert is to be acknowledged as soon as possible by the appropriate

coast station.   
＜注＞ RCC (Rescue Coordination Center) 救難調整本部

（設問）どの局が遭難警報の受信に対して、受信証を送信するのか。

１． RCC

２． 適当な海岸局

３． 特定の海岸局

A-7 Ship or ship earth stations in receipt of a distress alert or a distress call shall, as soon as possible,

inform the master or person responsible for the ship of the contents of the distress alert.   

（設問）遭難警報又は遭難呼出しを受信した船舶局又は船舶地球局がしなければならないことは何か。

１． その内容を船舶の指揮者又は責任者にできる限り速やかに通知する。

２． その内容を船舶の責任者だけでなく乗組員全員にできる限り詳細に通知する。

３． その内容を船舶局にできる限り速やかに通知する。

A-8 In the maritime mobile service, the frequency 490 kHz is used exclusively for the transmission by

coast stations of meteorological and navigational warnings and urgent information to ships by means

of narrow-band direct-printing telegraphy.

（設問）海上移動業務において、周波数490kHzは、どんなときに使用されるか。

１．海岸局が、気象警報、航行警報及び緊急以外の情報を船舶に送信するとき。

２．船舶局が、海岸局に気象警報、航行警報及び緊急情報を送信するとき。

３．海岸局が、気象警報、航行警報及び緊急情報を船舶に送信するとき。

A-9 Distress traffic consists of all messages relating to the immediate assistance required by the ship in

d i s t ress, including search and rescue commu n i c ations and on-scene commu n i c ations. The distre s s

traffic shall as far as possible be on the frequencies contained in Article 31.

（設問）遭難通信は、どのような周波数で行うべきか。

１． できる限り、第31条に定められている周波数で行う。

２． 必ず、第31条に定められている周波数で行う。

３． できる限り、第31条に定められていない周波数で行う。
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3. 次の設問 B-1 の日本文に対応する英訳文の空欄（ア）から（オ）までに入る最も適切な語句を､選択肢1.から

7.までの中からそれぞれ一つずつ選びなさい。解答は、選んだ選択肢の番号のマーク欄を塗りつぶしなさい。

（設問）

B-1

A ： この教会の中を見学してもいいですか。

B ： はい。どなたでも見学できます。礼拝をしている人たちの邪魔にならないよう、できるだけお静かに

お願いします。

A ： わかりました。中で写真を撮ってもいいですか。

B ： いいえ、写真は遠慮していただいております。

A ： May I look (  ア ) inside this church?

B ： Yes, everyone is welcome. I would ask you ( イ ) be as quiet as possible ( ウ ) not to disturb

the  people praying.

A ： I understand. Is it OK for me to (  エ ) pictures inside? 

B ： No, you are not (  オ ) to do that.

1.   allowed 2.   around 3.   for 4.   make
5.   so as 6.   take 7.   to

4. 次の設問 B-2 の日本文に対応する英訳文の空欄（ア）から（オ）までに入る最も適切な語句を､選択肢1.から

7.までの中からそれぞれ一つずつ選びなさい。解答は、選んだ選択肢の番号のマーク欄を塗りつぶしなさい。

（設問）

B-2 上甲板から見たフィジーの美しい夕暮れは、忘れられない。海は夕日に照らされ、宝石のように輝いて
いた。

The beautiful Fijian evening I ( ア ) from the upper ( イ ) was ( ウ ). The sea was

(    エ ) up by the setting sun and glittered (    オ ) a jewel.

1.   deck 2.   lighten 3.   like 4.   lit
5.   saw 6.   unforgettable 7.   unmemorable

5. 次の設問 B-3 の日本文に対応する英訳文の空欄（ア）から（オ）までに入る最も適切な語句を､選択肢1.から

7.までの中からそれぞれ一つずつ選びなさい。解答は、選んだ選択肢の番号のマーク欄を塗りつぶしなさい。

（設問）

B-3 デジタル選択呼出しは、無線局が他の局又はグループの局との連絡を設定し、これらの局に情報を送る
ことができるようにするデジタルコードを使用する技術である。

D i gital selective calling (DSC) means a tech n i q u e (    ア ) d i gital codes wh i ch (    イ ) a

radio station (    ウ ) e s t abl i s h (     エ ) with, and ( オ ) information to, another station or  

group of stations.

1.   contact 2.   contracts 3.   enables 4.   to
5.   transfer                  6.   using 7.   with
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