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Chapter.9 it の構文

Chapter.９のテーマ演習 
★ 括弧内の語を適切な語順に直しなさい。（東大改作） 
  You are not making any sense ---- (is, it, that,   

what, you）want ?  
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= 9. It の構文= 

〔Ⅰ〕It be 形容詞 C of 名詞 to r と  

        It be 形容詞 C for 名詞 to r 

◎背景となる重要知識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★分離の of  
of の元来の意味は分離。of は、対象に刺さり込んでその内

容物を外に吸い出し、分離してしまう魔法の簡易式ポンプ

のようなものと考える。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A of B は、本来 B の中にあった A が of によって吸い出され

た、または分離されてでてきたことを示す場合と、逆に、も

ともとは A の中にあった B が of によって吸い出された、分

離されてでてきたことを示す場合の両方を示す。所有、属性

もこの意味の延長上にある。ある存在の一部であることは容

易に所属を示し、所有や属性に転ずる。 
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 ◆例 
１．a man of ability 

男に of が刺さり、中から能力が出てきた。つまり、この

男には能力があったのだ。「有能な男」を示す。 
２．a problem of importance 

      問題に of が刺さり、中から重要性が出てきた。つまり、

この問題は重要なのだ。「重要な問題」であることを示す。 
３．The man is of the same opinion that I have.  

be 動詞は、基本的にイコールを示すから、be 越しに

of は、the man に刺さり込んでいる。結果、中から、the 
same opinion（同じ意見）が出てきたのである。だから、

その男は、同じ意見を持っているわけだ。「その男は、私

と同じ意見を持っている」 
４．He deprived me of the chance to see her. 

me（私）から chance を分離し、取り去る、つまり引

き算であることを示している。 
「彼は、私から彼女と会う機会を奪った」 

 
 こういった分離の使い方、意味を本来持つ of の用法が、ここか

ら派生して行くのは、容易に理解できる。単純に「性質 of 人」と

いう形が並んでいたら、of の分離の原義から、この場合の性質が

of の右側の人の性質だという連想が働く。 

  
５．kind of her 

彼女が親切であることが思い浮かぶ。（her = kind） 
一方、it is kind to help the blind man.では、it は、形式主語で
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真主語が to help the blind man だから、to help the blind man
＝kind なのである。 
すると、It is kind of her to help the blind man.は、her = kind 

であると同時に to help the blind man = kind であることが分か

る。「目の不自由な男性を助けるとは彼女は親切だ」 
逆算して考えると、it be の補語になる形容詞が、不定詞で表さ

れる行為とその行為をする意味上の主語の性質の両方を示す場合、

不定詞の意味上の主語を示すのに for でなく of を用いることにな

る。ここでも of の分離の原義が働いていることになる。 

 
▲まとめ 

it be C（形容詞）前置詞 + 意味上の主語  to r で 
①意味上の主語＝C（形容詞）でもある場合     

It be C of 意味上の主語 to r 
      （of を用いる） 

②意味上の主語≠C である場合     
It be C for 意味上の主語 to r 

   （for を用いる） 
◆例題１ 空欄に for か of の適切なほうを入れなさい 
１．It is dangerous（        ）a little girl like you to be 

alone in such a deserted place. 
２．It was careless（          ）you to leave your room 

without locking the door. 
 ◇解答 

１．人のいないもの寂しい場所にいるからといって小さな女

の子が危険人物なわけではない。そういった寂しい場所



 

 124 

にいることが危険である。つまり be alone in such a 
deserted place = dangerous だ が little girl = 
dangerous ではない。従って、ここでは意味上の主語は

for で示される。 

 
２．鍵を掛けずに部屋を出る you は、不注意な人間であり、

もちろんそうした行為も不注意な行為である。従って、

you = careless かつ leave your room without locking 
the door = careless なので意味上の主語は of で示され

る。 
  ※人を悪く言ったり，誉める内容の形容詞が C として使われ

る場合 of が使われると考えると分かりやすい。 
 
〔Ⅱ〕強調構文 

強調構文とは、本来子供が目立たせたいも

のを自分の頭の上にかざし、それでも足りず

に、自分の指で指しているようなものである。

つまり、強調したいものを目立つ文頭に置い

て、それでも足りず、指示代名詞 it+ be で指

すわけである。以下の例をよく読んでくださ

い。下線の部分を強めたい。 
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◆例１ 
S + V+ O+ C 前置詞 Op 
①O を強調したいので、まず O を文頭に置く。 

O  S+V+C 前置詞 Op 
②それでも足りずに it be で指してみせる。 

It be O   S+V+C 前置詞 Op 
③無意味の that で結ぶ。 

It be O that S+V+C 前置詞 Op 
完成！ 
 

 ◆具体例 
The girl decided to drink the tea at the coffee shop. 
①the tea   the girl decided to drink at the coffee shop 
②It was the tea   the girl decided to drink at the coffee 

shop 
③It was the tea that the girl decided to drink at the 

coffee shop  
 ◆例２ 

S + V+ O+ C 前置詞 Op 
①前置詞+Op を強調したいので、文頭に置く 

  前置詞＋Op  S+V+O+C 
②it be で指す。 

  It be 前置詞＋Op  S+V+O+C  
③that で結ぶ 

It be 前置詞＋Op  that S+V+O+C 
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 ◆具体例 

The girl decided to drink the tea at the coffee shop. 
①at the coffee shop the girl decided to drink the tea  
②It was at the coffee shop the girl decided to drink the 

tea 
③It was at the coffee shop that the girl decided to 

drink the tea 
基本的に強調構文は足し算で作る。つまり、語順は変わるが、

それ以外は it, be, that を足しているだけである。逆に強調構文で

見通しが利きにくい場合、it ,be ,that をはずしてみるときっかけ

がつかみやすい。 
◆例題２ 以下の誤りを正せ。 

It was 2003 that they started the restaurant. 
◇解法 とりあえず it, be, that をはずすと、 

2003 they started the restaurant. 
2003 が、浮いているのが分かる。従って、they started the 
restaurant in 2003 が正しい形なので、直しは 
It was in 2003 that they started the restaurant. となる。 

色々な強調構文 

【１】疑問詞を強調する強調構⽂ 
What did the girl decide to buy at the shop?   
●手順 
①疑問文を平叙文の語順、形に直す。 
②普通の強調構文を作る手順で強調構文にする。 
③疑問詞を文頭に、文の形を疑問形に戻す→be 動詞を主語の

前に持って行く。参考）平叙文とは事実を述べる文のこと。肯定文か否定文。 
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◆例 
①the girl decided to buy what 
②it was what that the girl decided to buy  
③What was it that the girl decided to buy ?  

◆例題３ 下線部を強調して強調構文を作ってみよう 

How did she find all the secrets about me? 
 ◇解答 

How was it that she found all the secrets about me ? 

重要ポイント 

  逆に疑問詞+ be it that ~ （疑問文）or 疑問詞+it be that~(疑問

節)の形があったら、ほぼ間違いなく強調構文と考えてよい。この場

合、見通しをつけるためには be it that/it be that をはずしてみる。 

例 What is it that you want to talk about ? 

is it that を落とすと what you want to talk about ?となる。疑問形

になっていないが意味は「あなたは何について話したいのか」と予想

が付く。 

例題４ 次の文を訳せ。 

 I don’t know why it is that she is still staying with us. 

 

解答 why 以下の it is that をはずす。why she is still staying with us

となり「なぜ彼女がまだ、私達のところに泊まっているのか」 

の意味であることが分かる。強調構文として訳すと「彼女がまだ私達

のところに泊まっているのはなぜか」であるから全体として｢私は、

彼女がまだ私達のところに泊まっているのはなぜか分からない｣とな

る。 
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【２】副詞節を強調する強調構⽂ 
S+V ~  because  S’+V’ 
because S’+V’をひとかたまりとして考え、強調構文を作る通

常の手順に従う。 
①because  S'+V'  S+V     （文頭に持ってくる） 
②It be because S'+V'  S+V  （it be で指す） 
③It be because S'+V' that S+V （無意味の that で結ぶ） 

 ◆例 下線部を強調する。 

I decided to give up the whole plan because nobody 
seemed to understand it. 
→It was because nobody seemed to understand it that I 
decided to give up the whole plan. 

 ◆練習問題 下線部をそれぞれ強調構文で強調しなさい。 
１．What do you mean by that? 
２．How can he manage to hide the fact? 
３．I don’t know why she has difficulty understanding 

me. 
=I don’t know （これは疑問節なので語順は平叙文と同じ

ままになる） 
◇解答 
１．What is it that you mean by that? 
２．How is it that he can manage to hide the fact ? 
３．I don’t know why it is that she has difficulty    

    understanding me. 
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 ◆確認問題 次の英文の太字部分を強調して強調構文を作りな

さい。 
１．They came over from New York to see me. 
２．The poet decided to leave the island that year. 
３．They decided to return when one of the member felt 

sick. 
４．She realized how much she loved him only after she 

left him. 
◇解答 
１．It was from New York that they came over to see me 
２．It was the island that the poet decided to leave that 

year. 
３．It was when one of the member felt sick that they 

decided to return. 
４．It was only after she left him that she realized how 

much she loved him.  
 

◆仕上げ問題 英文を日本語にしなさい。 
１．It was not what he said but how he said it that hurt 

her feelings. 
２．I don’t know what it is that he has kept secret.  
３．It was not until we came home that I realized what 

really had happened. 
◇解答 
１．彼女の気持ちを傷つけたのは彼の言った事ではなくてそ

の言い方であった。 
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２．彼が秘密にしているのがなんなのか私には分からない。 
３．我々が家に帰ってきてから初めて私は実際に何があった

のか理解した。 

 
★重要ポイント 
形式主語の it- that 構文と強調構文の区別の仕方 
▲まず it が特定のものを指している場合は、it- that 構文と強調

構文のどちらでもない。 
▲it が特定のものを指していない場合、 
１）it be 形容詞 that ＜文＞ →形式主語 it- that 構文 
２）it be 副詞(句、節)that＜文＞ →強調構文 

  ３）it be 名詞 that＜完全文＞→形式主語 it- that 構文 
４）it be 名詞 that ＜不完全文＞→強調構文 

 ◆例題４ 以下の英文を訳しなさい。 
１．I saw something glittering drop on the floor. It was  

the ring that I gave her. 
  ２．It was shocking that I found the ring left there. 

３．It was in the restaurant that I first saw her. 
  ４．It was a fact that she left me. 
  ５．She was married, but it was a fact that she was 

hiding from me. 
 ◇解答 
  １．私は何か光るものが床におちるのを見た。それは、私が

彼女にあげた指輪だった。 
    （it は、something glittering を指している） 

２．その指輪がそこに置かれているのを私が見つけたのは衝
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撃であった。           （形式主語の it） 
  ３．私が彼女に最初に会ったのはそのレストランでだった。 

      （強調構文） 
４．彼女が私を捨てたのは事実だった。  （形式主語の it） 
５．彼女は結婚していたが、それは、彼女が私から隠してい

た事実だった。 
   （it は, She was married の内容を指している） 

 
 

 
 
 
 
     
     
 
この章で学んだように一般に一単位の構文中に it ,be ,that,と

疑問詞があったら強調構文の可能性が高いと考えてよい。疑問詞

＋it be that(あるいは be it that)の並びはほぼ強調構文と考える。

従ってこの場合も疑問詞＋be it that の語順に当てはめてみる。

what is it that you /want となり、ここから更に is it that を落と

しても、what you want?となり文が成り立つのでやはり強調構文

がであることが確認できる。 
解答 (what is it that you) want ?   

 
 

 ９章のテーマ演習解説 
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＝it 構文確認問題＝ 
（１）itの構文の説明 

it が特に何かを指しているのではない定型の構文の代表的なも

のには形式主語の it の構文と（  １  ）がある。特に形式

主語の it-that の構文と（  １  ）の区別は、重要である。 

it be 形容詞 that ＜文＞は、形容詞が it be の補語であるこ

とが特徴で、（  ２   ）である。it be 副詞（句、節）that
＜文＞の形は、it be の直後に副詞(句、節)が来ていることが特

徴で（  ３  ）である。It be の後ろに名詞が来る場合は

どちらの構文もありうるが、that 以下が（  ４  ）なら形

式主語の it- that 構文。that 以下が不完全文なら（  ５  ）

である。 
It be 形容詞（C）to r の構文で、to r の意味上の主語（例え

ば O’）をあらわす前置詞には of と for がある。意味の上で To r 
= C であるのは構文上明らかだが、この同じ意味での形容詞

C=O’と言える時、前置詞は（    ６   ）。O’の性質を C が

表さない場合、前置詞は（  ７  ）である。 
強調構文の作り方は、基本的には単純で、強調したいものを、

出来るだけ目立たせる発想から、最初文頭に置くが、それでは

足りずに it be で指し、残りの部分と無意味の（ ８ ）で結

ぶのである。例えば She won the game with Mary at the final
で the game を強めたいならまず the game を文頭に置き

（         ９          ）となる。それでも足らず、it be で
指すから、（     10      ）となり、最後に残りの

部分と that で結ぶので（     11      ）として完

成 す る 。 at the final を 強 め た い な ら 同 様 の 手 順 で
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（       12         ）となる。               
強調構文の設問を解くときには、原則 it be と that を取り外し

てみる。見通しが利きやすくなる。 
例えば I don’t know what it is that the detective wants to 
ask me.を訳す場合、what 以下が一見複雑に見えるが、疑問

詞＋（    13     ）は、強調構文と見なせ、とりあ

えず it be と thatをはずしてみる。What the detective wants 
to ask me となり「その刑事が何を私に尋ねたいのか」となる。 
日本語では、強調したいものをむしろ後置するので、「その刑事

が私に尋ねたいのが何か」とすると強調構文の訳になる。 

 
◇解答 
１．強調構文  ２．形式主語の it- that 構文  ３．強調構文  

４．完全文  ５．強調構文  ６．of  ７．for  ８．that   
９．the game she won with Mary at the final  
10．It was the game she won with Mary at the final  
11．It was the game that she won with Mary at the final. 
12．It was at the final that she won the game with Mary. 
13．it +be + that 

 

★例文、例題チェック問題 
（２）空欄に forか ofの適切なほうを入れなさい 
１．It is dangerous（        ）a little girl like you to be  

alone in such a deserted place. 
２．It was careless（          ）you to leave your room 

without locking the door. 
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◇解答 
 １．人のいないもの寂しい場所にいるからといって小さな女の

子が危険人物なわけではない。そういった寂しい場所にい

ることが危険である。つまりbe alone in such a deserted 
place = dangerousだが little girl = dangerousではない。

従って、ここでは意味上の主語は for で示される。 
２．鍵を掛けずに部屋を出る you は、不注意な人間であり、も

ちろんそうした行為も不注意な行為である。従って、you = 
careless かつ leave your room without locking the door 
= careless なので意味上の主語は of で示される。 

 
（３）以下の誤りを正せ 

It was 2003 that they started the restaurant. 
 

◇解答 

とりあえず it, be, that をはずすと、2003 they started the 
restaurant.2003 が、浮いているのが分かる。従って、they 
started the restaurant in 2003 が正しい形なので、直しは 
It was in 2003 that they started the restaurant.となる。 

 

（４）下線部を強調して強調構文を作ってみよう 
 １．The girl decided to drink the tea at the coffee shop. 
 
２．The girl decided to drink the tea at the coffee shop. 
 
３．What did the girl decide to buy at the shop?   
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４．How did she find all the secrets about me? 

 
５．I decided to give up the whole plan, because nobody 

seemed to understand it. 
 
６．What do you mean by that? 

 
７．How can he manage to hide the fact? 
８．I don’t know why she has difficulty understanding me. 

=I don’t know （これは疑問節なので語順は平叙文と同じ

ままになる） 

 
９．They came over from New York to see me. 

 
10．The poet decided to leave the island that year. 

 
11．They decided to return when one of the member felt 

sick. 
12．She realized how much she loved him only after she  

left him. 
 
◇解答 
１．It was the tea that the girl decided to drink at the 

coffee shop. 
２．It was at the coffee shop that the girl decided to drink 
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the tea. 
３．What was it that the girl decided to buy ? 
４．How was it that she found all the secrets about me ? 
５．It was because nobody seemed to understand it that I 

decided to give up the whole plan. 
６．What is it that you mean by that? 
７．How is it that he can manage to hide the fact ? 
８．I don’t know why it is that she has difficulty  

understanding me. 
９．It was from New York that they came over to see me 
10．It was the island that the poet decided to leave that 

year. 
11．It was when one of the member felt sick that they 

decided to return. 
12．It was only after she left him that she realized how 

much she loved him.  
 
（４）英文を日本語にしなさい 
 １．It was not what he said but how he said it that hurt her 

feelings. 
 

２．I don’t know what it is that he has kept secret.  

 
３．It was not until we came home that I realized what 

really had happened.  
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 ４．I saw something glittering drop on the floor. It was the 

ring that I gave her.. 
  

５．It was shocking that I found the ring left there. 

 
  ６．It was in the restaurant that I first saw her. 

   
７．It was a fact that she left me. 

 
８．She was married, but it was a fact that she was  

hiding from me. 
 

◇解答 
１．彼女の気持ちを傷つけたのは彼の言った事ではなくてその

言い方であった。 
２．彼が秘密にしているのがなんなのか私には分からない。 
３．我々が家に帰ってきてから初めて私は実際に何があったの

か理解した。 
４．私は何か光るものが床におちるのを見た。それは、私が彼

女にあげた指輪だった。 
    （it は、something glittering を指している） 

５．その指輪がそこに置かれているのを私が見つけたのは衝撃

であった。        （形式主語の it） 
６．私が彼女に最初に会ったのはそのレストランでだった。 

   （強調構文） 
７．彼女が私を捨てたのは事実だった。   （形式主語の it） 
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８．彼女は結婚していたが、それは、彼女が私から隠していた

事実だった。 
   （it は, She was married の内容を指している） 

 


