
E構文advanced part 4　解答解説
[so that構文]
S+V so~that<S+V>
①Sは、余りに～にVするのでS’は、V’するほどだ。
②Sは、S’がV’するほど～にVする

解説：soは、指示副詞で、soが説明している表現の具体的内容の存在を表す働きを持つが、この
場合たまたまthat以下でその具体的な内容が示されることになる。つまりso...thatの構文では、that
以下でsoの付いた表現の具体的な内容が示されると考える。この考えに基づく訳が②である。しか
し従来教育現場でよく教えられているのは①の訳の仕方である。英語の語順と日本語の語順をあ
る程度一致させることが出来ることから、重宝されるが、結果の訳との区別がし難いのと、この日本

語訳ではどうしてもうまくゆかない場合には原点に戻って②で訳すことが必要である。

＝基本例題＝

The dog is so old that he even can’t walk.
その犬は歩くことさへできないほど年老いている。

The baby is so old that he can walk.
その赤ん坊は歩ける年齢である。

解説：この場合上記の①の訳パターンで訳すと「その赤ん坊は、とても歳を取っていて歩けるほど
だ」となり、おかしな事になる。この文は、The baby is old enough to walkと同義だからである。so
はあくまでどの程度oldであるかを示す内容がthat以下に存在することを表していることを覚えてお
こう。

The tower was so high that my legs trembled violently.
その塔は、あまりにも高く、私の足が酷く震えるほどであった。

This building is so designed that it can withstand earthquakes.
この建物は地震に耐えられる様に設計されている。

解説：この文でもsoは、designedがどのように設計されているのか具体的にthat以下で示されてい
ることに注意して訳す。

▲演習
35．English is language of science so universally that even non-English speaking scientists have to
communicate in English

単語表現
universally　「普遍的に, 至る所で」
non-English speaking　「英語を話さない、英語を母国としない」
communicate 「意思の疎通をする、意思を伝える、通信する」

訳例
英語は世界中で科学の言葉であるため英語を母国語としない科学者ですら英語で意思の疎通を
しなくてはならない。



36．I was so involved in the world of the book that my mother, who liked a practical joke, once
demonstrated her son’s complete and utter absorption to a neighbor by replacing a roll I had been
taking an occasional bite from with a bar of soap, whereupon the two women -- my mother not
without a certain pride—watched me sink my teeth into it, and chew it for a good minute before it
tore me away from my adventure on the page.

単語表現
be involved in... 「〜に関与している、巻き込まれている、没頭している、参加する」
practical joke「悪ふざけ、いたずら」
complete　形容詞として「完全な」動詞として「〜を完成する」
demonstrate A to B「AをBに対して証明する」
utter　形容詞として「完全な」動詞として「発話する、音を出す」
absorption「吸収、没頭、夢中になること」
replace A with B 「AをBで取って代える」
roll 「ロールパン」
take an occasional bite from...「〜を時々かじる」
whereupon = after which 前の内容を受けて「そうして」

訳例
　私の本にたいする没頭は、いたずら好きの母が一度、私が時々かじって食べていたパンを石け
んとすり替え、私の完全な集中を隣人に証明して見せたほどであったが、そのときある種誇らしさを
感じている母を含むその二人の女性が、見守る中、私は、石けんにかじりつき、本のペイジから引
き離されるまでまるまる一分ほども噛み続けたのだ。　

解説
 英語と日本語の語順は、ほぼ逆になり、特に副詞節や形容詞節の場合、英語ではそれらの表現
が極めて長いものになることがある。ところがこれをセオリー通り日本語に訳そうとすると訳し上げる
（後ろから前に意味を辿る）ことになり日本語に直した段階では限定する部分が長くなりすぎてわか
りにくくなることがある。こうした場合、なんとか訳し下げながら（つまり英語の語順に日本語の語順
を合わせる、英語的な思考の順と日本語のそれをなるべく合わせる）英語の内容を十分に伝えつ
つ、日本語としてもなるべく自然になるように再構成する必要がある。こうしたいわゆる訳し下げによ
る訳は、意味が取りやすく出来る一方で、機械的に適用すると、英語の表現の重要な意味、つなが
りを伝え損なう場合もあるので、十分に注意する必要がある。

【強調構文】

強調構文は、強調したいものを文頭に置き、更にit be で指し、残りの文と無意味のthatで結ぶ事に
よって作られる。

詳細：詳細：E-active英文法itの構文参照

＝基本例題＝

It is Mary that they saw there instead of Key.
　彼らがそこで会ったのはケイではなくメアリーだ。

It was because they keep fighting that we decided to separate them.
　我々が彼らを別々にすることを決めたのは彼らが喧嘩し続けたからだった

It was only after we had got home that I really realized what had happened.
　我々が帰宅して初めて私は何が起こったのかを理解した。

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


解説：強調構文を解釈する基本的なセオリーはit, be, thatを落としてみることである。逆にこれらを
落としても文が成立すれば強調構文であることもわかる。

It is Mary that they saw there instead of Key.→ They saw Mary there instead of Keyとなり文が成
立する。この文を訳すと「彼らはそこでケイの代わりにメアリーに会った」となり、強調構文的に訳す
ならば、日本語では強調するものを後置する傾向にあるので、メアリーを後ろに下げて訳すと訳例
のようになる。

▲演習 
37．It is usually not until the political leaders themselves are personally affected that necessary
reforms are made.

単語表現
political leader 　「政治的な指導者、指導的な政治家」
personally　　　「個人的に」
affect...　　　　「～に影響する」
make a reform　「変革する　改革する」
pattern: It be not until S'+V'that S+V「S'がV'して初めてSはVする」

訳例
　通常、政治的な指導者達自身が個人的に影響されて初めて必要な改革がなされるものだ。

38．Thus, even though a word may sound particularly appropriate to us, it is none the less only by
convention that it carries its particular meaning.

単語表現
thus 　「それゆえに」   
even though…. 「たとえ～でも」
S sound C 　　「Sは、Cに聞こえる、思える」
appropriate　「適切な、妥当な、正しい、ふさわしい」
carry　　　「運ぶ、支える、伝える、在庫として持つ」
particular　「特定の」
convention「習慣」

訳例
　それ故、ある言葉が我々にはそれで適切であるように聞こえるにしても、それが特定の意味を伝
えるのは単に習慣によってなのである。

39．I would like to make it clear that it is not by making others suffer that we can achieve our own
happiness.

単語表現
achieve …「～を達成する」
　　　　例　achieve goal, aim「目的を達成する」
suffer 自動詞の時「苦しむ」
pattern: make it clear that … 「～を明らかにする」it:形式目的語that以下を指す。



訳例　 
私は、我々が自らの幸せを達成できるのは他人の苦しめることによってではないということをはっき
りさせておきたい。

40．Music is nothing more than a sequence of sound waves. So what is it that allows those waves to
touch us so deeply?

単語表現　　
nothing more than… =only
a sequence of… 「一並びの、一連の、数珠繋ぎの」
sound wave　「音波」
allow O to V 「OがVするのを許す、可能にする」
touch….「～に触れる、感動させる」
deeply「深く」

解説：it, be, thatを落とすと、what allows those waves to touch…「何がそれらの並みが我々を深
く感動させることを可能にするのか」となりwhatを後置して訳すと訳例のようになる。このあたりの知
識があやふやな場合、必ず詳細：E-active英文法itの構文参照 

訳例
　音楽は、単に音波のつながりに過ぎない。そうしてみると、それらの音波が我々をそんなにも深く
感動させることを可能にするのは何なのであろうか。

41．I think it is truer to say that he was pro-Japanese in an age when it was fashionable to admire
everything foreign. It is the very Japanese quality of his work that has made him a lasting favorite
among his fellow countrymen.

単語表現
Pattern: it be true to V「Vすることは本当だ、真実だ」
　　　　
an age when….「～な時代」
A make O+C 「Aは、OをCにする」Aが無生物主語の場合、「Aのお　　　　　　　　　　陰で、ためにO
は、Cになる」

fashionable「流行の」
admire  「称賛する、感嘆する」
last  動詞では、「続く、保つ」形容詞で「最後の」
quality 「質、資質、性質」
favorite 「最も好きな、お気に入りの」

訳例
　彼は、外国のものなら何でもありがたがるのが流行であった時代において日本びいきであったと
いうのがより真実に近いと思う。彼がその同胞の間で長いこと人気があるのは彼の作品のまさにそ
の日本人的な資質のおかげである。

42．Jet travel makes possible the abrupt loss of a familiar environment. Experts believe that it is this
sudden change that causes culture shock.

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


単語表現
A make O+possible 「Aは、Oを可能にする」Aが無生物の場合、　「Aのお　　　　　　　　　陰で、ため
にOが可能になる」 
　　　　　　　　　＊本文では、Oが長いために位置がCと逆転している。
 abrupt 「突然の、不意の」
familiar 「よく知っている、馴染みのある」
sudden 「突然の」
cause…「～を引き起こす」

訳例
　ジェット機での旅のために突然見慣れた環境が無くなることがあり得るようになった。専門家達
は、この突然の変化がカルチャーショックを引き起こすと考えている。

43. It is not the number of books which a young man reads that makes him intelligent and
well-informed, but the number of well-chosen ones that he mastered. 

単語表現　
the number of… 「～の数」
　→a number of….「多くの～」との区別に留意しよう。
intelligent「知的な、賢明な」
well-informed 「博識な、情報に通じた、教養ある」
well-chosen「よく吟味したうえで選んだ」
master 「習得する、使いこなす」

訳例
若者を知的で教養ある存在にするのは彼が読んだ本の数ではなくきちんと選ばれ、その人の身に
なった本の数なのである。

44．The　search　for　wealth　and　the　search　for　happiness　often　go　hand in hand. Not　
infrequently, however, it　is　the　pursuit　rather　than　the　attainment　of　wealth　that　produces
　the　most　happiness.　Time and again men and women who　have become rich recall that the
happiest times of their lives were the years in which they were struggling to stay alive.　

単語表現　
search for...「～を探すこと、求めること、探査。追求」
go hand in hand「手を取り合ってゆく、協力する。密接に関連している」
not infrequently = frequently　「頻繁に」
pursuit 「追求、追い求めること」
attainment「到達、達成、実現」
produce「生産する、生み出す、作り出す」
time and again「繰り返し、何度も」= many times, repeatedly
recall that S+V 「SがVすることを思い出す」
struggle to V  「Vしようと懸命に頑張る、苦闘する」
stay alive「生き延びる」



訳例
富を追い求めることと幸せを追い求めることは一体であることが多い。しかしながら、最大の幸福を
もたらすのは、しばしば幸福の達成と言うよりはむしろその追求なのである。金持ちになった人々が
人生で最も幸福だった時期は、生き延びようと懸命に苦闘していた歳月であると思い起こすことが
多い。


