
E 構文 advanced 2 解答                                             

【名詞節】 

名詞節は①S+Vの構造を持つ  ②他の文中で S,O,C,Op(名詞としての役割)を果たす。 

③ that S＋V 節「Sが Vすること」が最もよく使われる。  if,whetherS＋V 節「Sが Vす

るかということ」は疑問の意味を示す疑問節である。疑問節の一種である疑問詞節も疑問詞

の内容を問う疑問の意味を示す。疑問節は、意味は疑問だが、語順や形は平叙文（肯定文と

否定文）と同じだが、多くの場合肯定文と同じと考えるとわかりやすい。 

 

＝基本例題＝ 

The trouble is that their children seem to prefer television to all those fine family activities. 

困ったことに彼らの子供達は家族で何かすばらしいことをするよりテレビを好むように思

えるのだ。 

 

The trouble be that S+V 「困ったことに Sは Vする」と訳すとうまくゆくことが多い。 

 

▲演習 

14．Most inhabitants of the developed Western Nations are aware by now that the demands that we 

are making on our planet are excessive and that our present course is unsustainable. Most of us have 

an uneasy feeling that all is not well aboard spaceship Earth and that we, as individuals, should really 

do something about it. 

 

単語表現 

inhabitant「居住者」 

developed 「発達した、先進の」 

be aware that S+V「Sが Vすることを知っている、意識してる、気づいている」 

make demand on…「〜に対して要求する」 

excessive「過度の」 

sustainable「長期的に持続可能な、維持できる」 

uneasy「不安な」 

all be not well「万事が順調ではない」 

do something about…「〜についてどうにかする、何かする」 

 

訳 



 西欧先進諸国の住人の大部分は現在までには我々が自分達の惑星に対してしている要求

は、過度のものであり我々が現在取っている針路は維持不可能であることに気がついてい

る。我々の大部分は宇宙船地球号の上では万事が順調というわけではなく我々は、個人とし

てこれについて本当に何かするべきだという不安な気持ちを抱いている。 

 

15．Some social critics believe that television has come to dominate family life because today's parents 

are too selfish to take the time and effort that reading aloud or playing games or even just talking to 

each other would require. 

 

単語表現 

critic 「批評家」 

come to r 「r するようになる」 

dominate「支配する、優勢になる」 

selfish「利己的な、自己中心の」 

require…「～を必要とする」 

Ving require…「V するのには～することが必要だ」 

 

pattern: Some S+V「Vする Sもいる、ある」 

 

訳 

 今日の親達は、声を出して本を読んだりゲームをしたり、互いに話をすることもしないほ

ど自己中心的であるためにテレビが家族生活を支配するようになったと信じる社会批評家

もいる。 

 

【同格の that】 

 同格の that は、もともと名詞節の that 節を名詞の後ろに同格的に置いたものである。そ

のため、名詞節の that 節中と同じように完全文を伴う。 

 

▲演習 

16．The behaviorist relies on the common sense claim that all we know about other people’s minds 

we know from what they do. 

   

単語表現 

behavior 「行動、振る舞い」 

rely on.....「～ 

を頼りにしている、信頼している」 



common sense 「常識」 

claim「主張（ちょっと無理と思われる、一般に認められていない）」 

mind「精神、心、頭、考え、知性、知力」 

 

pattern: O S+V  →話題化 S+V+O だったものが O を強調するために文頭に持ってきたも

の。 

 例  I don't know where she is.→Where she is I don't know.「彼女がどこにいるか私には

分からない」 

 

訳 

 行動主義者は、我々が他人の心について分かるのは、彼らの行動からでしかないという常

識的な主張に依拠している。 

 

 

17．He will accept the undeniable fact that her vision is a quality which often yields flashes of genius 

and reaches areas of truth that mere reasoning can never find. 

  

単語表現 

accept...「~を受け入れる」 

undeniable「否定できない」 

vision 「視覚、洞察力、直感（この世のものと思えない）美しい光景」 

quality「質、資質、属性」 

yield  「生み出す、屈服する、譲歩する」 

flash「閃光、ひらめき」 

genius「天才」 

reason「論理的に考えること」 

 

訳 

 彼は、彼女の直感は多くの場合天才のひらめきを生み、論理的思考だけでは決して見つけ

えない真理の領域に到達する資質であるという否定できない事実を受け入れるだろう。 

 

【It の構文】 

itが形式主語になっている場合や形式目的語となっている場合が頻出する。 

詳細：E active英文法 it の構文参照 

 

●形式主語 



It be +C that S'+V' 

to r  

Ving 

Real subject（真の主語）は、後ろにある that節、to r, Vingで itが形式主語。主語が頭で

っかちになるのを嫌ってこの形式主語の it を使う傾向にある。 

 

●形式目的語 

動詞 V+it +C + to r 

Ving 

that S+V 

これも形式目的語に it を使い、real object（真の目的語）が長いため後ろに下がっている。 

 

＝基本例題＝ 

It is true that nobody asks to be born but it is not true that therefore we don't owe the world a thing. 

 確かにこの世に生んでくれるよう頼む人はいないが、だからといって我々が世間に何の

おかげも被っていないというのは真実ではない。 

 

解説 

It be true that S+V 本来形式主語の itなので「Sが Vするのは本当だ」とやるところだが英

語の発想の順と同じように訳し下げるほうが解釈しやすいので「確かに S は V する」とや

ることが多い。またこのパターンの後に but等逆接的な展開を示す表現が続くことが多い。 

 

It is popularly believed that man is descended from the chimpanzee or the gorilla. But this is not the 

case. 

 一般的に人間はチンパンジーやゴリラを祖先としていると信じられているが、これは本

当ではない。 

 

解説 

It be popularly believed that….「〜と一般的に信じられている」 

be descended from….「〜から降りてきている、〜の子孫である、〜を祖先としている」 

case 「容器、場合、場面、例、症例、判例、現実」 

be the case with…「〜に当てはまる」だが、この場合 be the case は be trueとほぼ同

義。「本当である。真実である」 

 

 

It is a sad truth that we rarely appreciate our greatest blessings-- health, freedom, youth and so on—



until we lose them. 

 我々は、失うまでは、健康、自由、若さといった自分達の最大の恩恵の有り難みが分かる

ことはほとんど無いというのは悲しい真実である。 

解説 

It はもちろん形式主語。real subject（真の主語）は that 以下。that 以下は、悲しい真実

だ、の意味になる。We rarely appreciate ..until we lose them は S not V until S’+V’「S

は、S’が V’するまで Vしない」の変形。notが rarely になり、否定の意味が弱まっている。 

 

▲演習 

18．While it is true that many of the problems with which professional philosophers deal do require 

quite a high level of abstract thought, the same is true of almost any intellectual pursuit. 

   

単語表現 

professional 「本職の、専門の、熟練した」 

philosopher「哲学者」 

abstract 「抽象的な」 

intellectual 「知的な、聡明な」 

pursue「～を追う、追求する、続ける」 

名詞化→pursuit「追求、追うこと」 

 A be true of B 「A は、B に当てはまる」 

 

pattern:  ①先行詞 with which 文 は、先行詞が元の文で with 先行詞のかたちであった

こと示す。つまり、元の文は professional philosophers deal with the problems「専門の哲

学者たちは問題に対処する」この文から the problemsを説明する。 

②the same be true of …「～に同じことが当てはまる」 

 

訳 

確かに専門の哲学者達が扱っている問題の多くには、極めて高度な抽象的思考が必要であ

るが、一方で、同じことが殆どどんな知的な探求にも当てはまる。 

   

 

19．We usually take it for granted our ability to produce and understand speech and give little thought 

to its nature and function, just as we are not particularly aware of the action of our hearts, brains , or 

other essential organs. 

 

単語表現 



take it for granted that….「～を当然のことと受け取る、当たり前のこととみなす」 

speech「話、演説、話し言葉、言語」 

little 不可算名詞 「少しの～しかない」否定的な意味になる。 

give little thought to….「～について少ししか考えない、＝についてほとんど考えない」 

nature「性質、性格、本質、自然」 

function「機能、働き」 

be aware of… 「～について気がついている、意識している、知っている」  

particularly「特に」 

action「動き、行動、作用」 

essential 「欠くことのできない、必要な、本質的な」 

organ「内臓、臓器、器官」 

 

 訳 

  我々は、自分の心臓や脳、あるいは他の欠くことの出来ない器官の働きについて特に意

識しないのと同様に、通常、言語を話したり、理解する能力を当たり前のものと見なし、そ

の本質や働きについて考えることは殆ど無いのだ。 

 

 

20．However natural it seems to take it for granted that computers can think and act, we shouldn’t 

just assume it. In philosophy we often find that what we normally take for granted gets in the way of 

a proper understanding of the issues. 

  

単語表現 

natural「自然の、当然の、生まれつきの、元々の」 

assume「（根拠なく）考える、仮定する、（仕事、責任を）負う、請け負う、（様子な 

ど）帯びる」 

philosophy「哲学」 

A get in the way of B 「A は、B の邪魔をする、妨げる」 

proper 「適切な」 

issue「問題、公にすること、流れること」 

 

pattern: it seem natural to r 「r することは当然であるように思える」 

 

訳 

コンピューターが考えたり行動したり出来る事を当然とみなすことがどんなに自然に思え

ても、我々はそう仮定すべきではない。哲学では、我々は、往々にして通常、当然視する事



柄が問題の適切な理解を妨げることが分かるのです。   

 

 


