
E構文 advanced part 3 解答解説                                      

【関係詞】 

詳細：E-active 英文法関係詞参照 

関係詞は、先行詞が元文でどのような位置、形、役割であったかを示す記号である。 

 

＝基本例題＝ 

the room at which we had his farewell-party 「私達が彼のお別れ会を開いた部屋」 

解説：at which は、先行詞 the roomが元文で at the room の形だったことを示している。 

→元文 we had his farewell party at the room.「我々は、その部屋で彼のお別れ会を開いた」 

 

the plant oil from which this shampoo is made 「このシャンプーが原料にしている植物油」 

解説：from which は、先行詞 the plant oil が元文で from the plant oil だったことを示してい

る。 

→元文 this shampoo is made from the plant oil「このシャンプーは、その植物油から作られて

いる」あるいは「このシャンプーは、その植物油を原料としている」の意味になり、この意

味からその植物油を説明すればこの関係詞による表現の意味になる。 

 

the books on which his opinions are based  「彼の意見が根拠としている本」 

解説：on whichは、先行詞 the books が、元文で on the booksであったことを示している。 

→元文 his opinions are based on the books「彼の意見は、それらの本に基づいている」あるい

は「彼の意見は、それらの本を根拠としている」 

 

We didn’t see any reason for which we should stop this attack.. 

 この攻撃を止めるべき理由が見当たらなかった。 

解説：for which は、先行詞 reasonが元文で for the reason の形であったことを示している。 

→元文 we should stop this attack for a reason.「我々は、その理由からこの攻撃を止めるべき

だ」 

 

He has the important information on which our future depends. 

 彼には、我々の将来がかかっている重要な情報がある。 

解説：on which は、先行詞 the important information が元文で on the important information で

あることを示している。 

→元文 our future depends on the important information. 

http://e-communicators.com/wp-content/uploads/2019/04/E-active%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%B3%95.%EF%BC%96%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%A9%9E.pdf
http://e-communicators.com/wp-content/uploads/2019/04/E-active%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%B3%95.%EF%BC%96%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%A9%9E.pdf
http://e-communicators.com/wp-content/uploads/2019/04/E-active%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%B3%95.%EF%BC%96%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%A9%9E.pdf


 

I did what I thought was right. 

 私は自分が正しいと思うことをした。 

解説：what は、先行詞と関係詞の機能を兼ねている。 

→元文 I thought what was right で意味は「私は、（その）事が正しいと思った」で、この意

味から what(事、もの）を説明すると「私（自分）が正しいと思った事」となる。 

 

▲演習 

21．We have to think out ways by which young people’s natural desires and impulses can be utilized 

in education. 

 

単語表現 

think out 「考え抜く」 

natural 「天然の、自然の,当然の,生まれつきの」 

impulse「弾み、勢い、衝動、強い欲求」 

utilize「用いる、活用する」 

education「教育」 

 

pattern: ways by which→ young people's natural desire and impulses can be utilized by ways「若

い人がもともと持っている願望や強い欲求が方法によって生かされうる」が元文。 

 

訳例 

我々は、若者達の生まれつきの願望と強い欲求が教育において生かされうる方法を考えな

くてはならない。 

 

 

22．There were so many facts without which they were sure to lose the trial. 

 

単語表現 

be sure to Vr 「必ず Vrする」 

 

pattern：without which→ they were sure to lose the trial without the many facts 

「それらの多くの事実なしでは必ずその裁判に負けることになるのであった」 

 

訳例 

それらなしでは彼らは確実にその裁判に負けることになる多くの事実があった。 



23．In language there is no necessary connection between a linguistic form and that which is signified 

by it. 

 

単語表現 

connection「つながり、関連性」 

linguistic「言語の、言語学の」 

signify「意味する、示す」 

 

pattern: that which< X > = what < X >と考えると分かりやすい。「X する、であるもの、           

                こと」 

 

訳例 

言語においては、言語の形態とそれによる意味の間には必然的なつながりは無い。 

 

24．What is important about the problem is that it is related to the essence of our life. 

 

単語表現 

be related to...「〜に関係している、関連している」 

essence「本質」 

 

pattern: what be important be C「重要なことは C だ、重要なのは C だ」what を関係代名詞と   

して訳す場合。 

 

訳例 

 その問題に関して重要なのは、それが我々の生活の本質に関係しているということだ。 

 

25．In our dreams we are in a world where time and space, which limit all the activities of our body   

have no power. 

   

単語表現 

limit A to B 「A を B に限定する、限る」 

activity「行動、活動、動き」 

A have no power「A には力がない、A は力を持たない」 

 

pattern:  場所 where < X > 「X である、する場所」whereは関係副詞なので場所は、元文で

前置詞を伴って副詞句を形成している。本文では、a world where time and space have no 



power→ 元文 time and space have no power in the world「その世界では、時間や空間には、力

が無い」となり、この文から世界を説明すればいい。 

 

訳例 

我々は、夢においては、体のあらゆる動きを制限する時間や空間に、まったく力がない世界

に存在しているのである。 

 

26．If an artist is in a slump and gets nothing done, he is apt to worry about not being creative, which 

makes him even more uncreative  

 

単語表現 

artist「芸術家」 

slump「沈むこと、崩れること、落ち込み、スランプ」 

get O done 「O をやってもらう、やられる」という受け身の意味と「O をやってしまう」と

いう完了的な意味の両方がある。ここでは、文脈で考えると自分がスランプ状態だから、何

も最後までできない、程度の意味であることがわかる。 

be apt to Vr 「Vr する傾向にある」 

pattern: make O + uncreative直訳は「O を非独創的にする」だが日本語としてもっと自然にす

る必要がある。「O に独創性を失わせる」くらい。 

 

訳例 

もし芸術家がスランプに陥り、何も成し遂げることが出来なければ、創造的でないことを気

に病む傾向にあり、そのことで彼は一層独創性を失うのである。 

 

 

27．There is no one that has learned a foreign language with great effort who is not surprised to see 

infants learn words with great ease. 

 

単語表現 

with great effort「大いに努力して」 

with great ease「いとも簡単に」 

be surprised to V「V して驚く」 

see O + Vr   「O が V するのを見る」 

 

pattern: No S that(who, which)[ Vx] + V 「Vx する Sのなかで V するものは居ない、無い」 

 例 No foreigner who comes to Japan for the first time can understand this tradition. 



        「日本に初めて来た外国人のなかでこの伝統を理解できるものはいない」 

  このパターンを there構文で書くとこの本文の形になる。 

 

訳例 

大変な努力をして外国語を習ったことのある人の中で幼児がいとも簡単に言葉を学ぶのを

見て驚かないものはいない。 

 

 28．Listening with an open mind is extremely difficult. It is not easy ,for example, to listen to 

criticism of what we think is just great. 

 

単語表現 

open mind「偏見のない心、広い心」 

extremely「極端に、ひどく」 

criticism「批判」 

 

pattern: what 人 think be C: whatは、thinkの目的語となる名詞節の主語で what be C が元の位

置と形。「人が C であると考える、見なすもの」 

 

訳例 

偏見のない心で耳を傾けるのは、極めて難しいことである。例えば我々がとてもすごいと思

っていることに対する批判に耳を傾けるのは簡単ではない。 

 

 

29．They usually lived in villages or small communities, where their cottage gardens supplied some 

of their herbs; the surrounding countryside supplied the rest. 

  

単語表現 

community「（地域）社会、共同体」 

herb「薬草」 

surround…「〜を取り囲む」 

surrounding「取り囲んでいる、周囲の」 

the rest「残りのもの全て」 

 

pattern: 場所,where < X >  where 以下は形容詞節だが、非制限用法なので訳し下げる方が、

特に where以下が長い場合は、分かりやすいことが多い。 

The family moved to the countryside, where the children could be exposed to a lot of nature.「一家



は、田舎に引っ越したが、そこでは、子供達がたくさんの自然に接することができた」 

 

訳例 

彼ら（彼女ら）は、通常村や小さな地域共同体に住んでおり、そこでは、彼ら（彼女ら）の

すむ小屋の庭で,彼らの（彼女らの）使う薬草の一部がとれ、周囲の田園が残りを提供する

のだ。 

 

30．The rapidity with which they can give up what was recently adopted suggests their coolness in 

dealing with foreign cultures. 

 

単語表現 

rapidity「速さ、速いこと」 

adopt「採用する、養子にする」 

coolness「涼しさ、冷静さ、冷淡であること」 

coolness in Ving「V する際の冷静さ、冷たさ」 

pattern: the rapidity with which< X >「X する速さ」となる。もちろん、元文は S+V with the 

rapidity の形である。 

 

訳例 

彼らが採用したばかりのものを捨て去ることの出来る素早さは、彼らが外国文化を扱う際

の冷静さを示している。 

 

31．‘Rough diamonds’ are what we call people in whom the pressures of life have developed great 

strength and character without making them uncomfortably perfect. 

  

単語表現 

rough diamond「ダイヤの原石」 

pressure of …「〜の圧力、プレッシャー」 

develop great strength and character「素晴らしい強さと人格を作り上げる」 

 

pattern：what we call O 直訳は「我々が、O を呼ぶところのもの、O の呼称」だが、「いわ

ゆる O」とやると上手くこともある。 

people  in whom P have developed G は、直訳すると「その中において Pが G を発達させた

人々」だが、日本語としてあまり自然でなくなるので、この場合「P のおかげで G が身につ

いた人」するとより自然に聞こえる。 

 



訳例 

天然のままのダイアモンド（ダイアモンドの原石）というのは人生のプレッシャーのおかげ

で、その人達を不自然なほど完璧にすることなく偉大な強さと人格が身についた人たちの

呼称なのである。 

 

32．Research that looked at how men and women are able to perceive emotion in other people’s faces 

lends support to the idea that the male brain has evolved in a verbally isolated environment, which 

would have been the case when hunting over long distances.  

 

単語表現 

research「調査、研究」 

perceive「知覚する、認識する、見る」 

emotion「感情、情緒」 

lend support to …「〜を支える、支持する」 

the idea that < X >「X するという考え」ここでは、that は同格の thatである。 

male「男の、男性の」 

evolve「進化する」 

verbally「言語的に、言語の上で」 

isolate=separate「分ける、分離する、孤立させる」 

isolated「孤立した」 

environment「環境」 

be the case with…「〜に当てはまる」be the case when< X >「X の場合に当てはまる」 

この場合の the case は、現状、実際の状態を示す。 

 

pattern:…isolated environment, which have been the case when hunting over long distances.の which

は、非制限用法の関係代名詞で、前の文の内容を受けているから、訳し下げることも出来そ

うだが、この場合は、かえって分かりにくいので訳しあげている。もちろん非制限用法も訳

し上げる事が可能である。 

 

訳例 

男女がどのように他人の顔に表れた感情を認識出来るかを調べる研究が、長い距離に渡る

狩りなどの場合に当てはまってきた、言語的に孤絶した環境で男性の脳が進化したという

考えを裏付けている。 

 

 

 



33．The notion itself does not determine the sounds we use to signify it. If this were the case, all 

languages would settle on the same sound cluster to signify equivalent notions, which they clearly do 

not. 

 

単語表現 

notion「概念,考え」 

determine「決める、決めさせる、測定する」 

sound「音」 

signify「意味する、示す、表す」 

settle on…「〜に落ち着く、決まる、確定する」 

cluster「塊、集団、群れ」 

equivalent「等しい、相当する」名詞として「等しいもの、相当するもの」も示す。 

 

pattern: all languages would settle on……,which they clearly do not.で which は、前の文の内容

settle on the same sound cluster…を指していると考えても良いが、the same sound cluster を特

定的に指していて、they clearly do not 以下 settle onの省略と考えることもできる。 

  

 

訳例 

その概念それ自身は、それを意味するのに我々が用いる音声を決定ずけているわけではな

い。仮にこれが実際にそうであるならば、全ての言語は同様の概念を表すのに同様な音群に

確定するであろうが、明らかにそうはなっていないわけである。 

 

34．The categories which are used in a society are a reflection of what the society believes to be 

important about people. 

 

単語表現 

category「範疇、区分、分類」 

reflection「反映」 

society「社会、人の集団」 

 

pattern: what S believe to be C「S が C であると思っているもの、事柄」 

 

訳例  

ある社会で用いられている区分は、その社会が人々について何が重要であると考えている

かの反映である。 


