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Max classroom.net 

ハイレベル構文 ポイント 

Unit 01～04 it を含む構文 

 

A    Key Sentences： Part 2に出てくる基本例文です。何回も音読し、書いて覚えよう。 

 

Unit 1 

01 It is too difficult for me to write an English summary. 

02 It was careless of you not to submit the homework. 

03 It is a well-known fact that he failed the test. 

04 It is certain that the law will be passed soon. 

05 It remains a mystery how he escaped from prison. (It is still a mystery ～) 

06 It is believed among people that Japanese is the most difficult language. 

07 I found it impossible to apply for the scholarship. 

08 I thought it strange(unnatural) that John made such a mistake. 

09 He makes it a rule(habit) to take a twenty-minute walk in the morning. 

Unit 2 

01 It seems that he is hiding something important. 

02 It often happens that you hear different opinions about the same person. 

03 It follows that someone else has already done it. 

04 It is advisable that students (should) learn more about themselves. 

05 The lawyer proposed that we (should) not mention the matter in court. 

06 It is natural that she should complain about the result. 

07 It was surprising that you should have admitted that. 

Unit 3 

01 How long does it take from here to the modern art museum by train? 

02 It took him more than twenty years to achieve it. 

03 It usually takes thirty minutes for the bus to return. 

04 It took me some courage to make a presentation. 

05 Do whatever it takes to make your dream come true. 

Unit 4 

01 It is the very book that I have been looking for. 

02 It is not this medicine that lowers high fevers. 

03 It was my sister who saved me from the fire. 

04 It was at the ceremony that we first met each other. 

05 It was while (I was) shopping on my way home that I lost my wallet. 

06 Why is it that Mr. Johnson must resign? 

 

 



MAXハイレベル構文 レッスンポイント Unit 01-04 

 

 2 

B   Usage and Expressions： ポイントとなる文法、構文のポイントのまとめです  

 

1    仮主語、仮目的語 

 

 

  英語のルール： 「重いものは後ろに置いたほうがかっこいい」 

                        ⇒ 重いものを後ろに持って行き、代わりに意味のない itを置く 

   

   

動詞～（軽い）    主語（軽い） 

主語（重い）    ▲                     ▲  動詞～（重い） 

                   重いものは後に移動 

 

 

 ex)   To read the book without a dictionary  is  difficult. 

 

 

           It  is difficult  to read the book without dictionary. 

            仮主語       実際の主語 

                                                                                     

                                                                                     

    ex)   I found to read the book without dictionary is difficult. 

 

 

       I found it difficult to read the book without dictionary. 

             仮目的語    実際の目的語 

 

 

  to不定詞以外にもある仮主語、仮目的語 

 

   ex)  It is important that both of you will be there together. 

            that SV 「SVということ」 

 

ex)  It is a complete mystery what caused the *explosion.  * 爆発 

                関節疑問文「何が…したのかということ」 

 

ex)  He made it clear once again who *was in charge.   * 責任がある 

                  間接疑問文「誰が…なのかということ」 

 

ex)  We found it doubtful whether he would appreciate the opportunity.  

                            関節疑問文 「SVかどうかということ」 
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2    it is ～ for/of A to do 

 

 

    it is ～ for A to do 「…することは Aにとって～だ」 

 

    ex)  It is  difficult  for me  to read the book. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

             

   

    it is ～ of A to do  「・・・するなんて、Aは～だ」 

 

    ex)  It is  kind  of you  to help him. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

it is for A to doでよく使われる形容詞 

easy difficult hard tough 

boring exciting interesting fun 

important necessary useful useless 

convenient good bad effective 

possible impossible dangerous safe 

 

it is of A to doでよく使われる形容詞 

kind nice good bad 

right wrong smart wise 

thoughtful considerate honest brave 

foolish stupid careless rude 

 

その人にとって 

その人の 

「～ of A」 ＝ 「Aの～」 

      

  こんなニュアンス 

  ・Aの一部の～ 

  ・Aがもっている～ 

 

kind や careless などその人の性

格や内面を表す言葉がくる。 

「for A」=「Aにとって」 

     

  こんなニュアンス 

    ・Aに向かって 

   （方向を表す） 

 

difficult や interesting など「難

しさ」や、「興味」が人に向かっ

ている感じ。 

本を読むことが難しい 

（「私が難しい」のではない） 

あなたが優しい 
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3    it is possible for A to do  /  it is possible that SV 

 

 ① possible + to do    「Aにとって…することができる（可能だ）」 

 

  ex)  It is possible for him to be a leader. 

 

    ⇒ ○ 彼はリーダーになることができる。 

      × 彼はリーダーになる可能性がある。 

 

 ② possible + that SV 「SVということはありうる（可能性がある）」 

 

  ex)  It is possible that humans will live on Mars. 

 

    ⇒ ○ 人間が火星に住む可能性がある 

      × 人間は火星に住むことができるだろう 

 

 

it is ～ for A to doのみに用いる形容詞 （that 構文は不可） 

dangerous difficult easy hard 

tough safe useless usual 

possible（可能な、できる） ★impossible（不可能な、できない） 

 

 ex)  ○ It is usual for him to criticize other people’s behaviors. 

      ×  It is usual that he criticizes other people’s behaviors. 

 

 

it is ～ that SV のみの形容詞 （to doは不可） 

true（本当の） well-known（周知の） 

certain（確かな） uncertain（不確かな） 

clear（明瞭な） unclear（不明瞭な） 

obvious（明らかな） plain（明らかな） 

evident（明らかな） apparent（明らかな） 

likely（ありそうな） unlikely（ありそうにない） 

probable（ありそうな） improbable（ありそうもない） 

possible（ありうる） impossible（ありえない） 

 

 ex)  ○ It is clear that he will get more financial supports. 

      × It is clear for him to get more financial supports. 
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4    仮主語、仮目的語の表現 

 

(5)  it ～ that SV  

it is said that SV SVということが言われている 

it is believed that SV SVということが信じられている 

it is assumed that SV SVということが想定されている 

it seems that SV SVというように思える 

it appears that SV SVというように思える 

it looks that SV SVというように思える 

it turns out that SV SVということが分かる 

it happens that SV たまたま（偶然）SVする 

it chances that SV SVということが思いつく 

it follows that SV （結果として）SVということになる 

it occurs to me that SV 私は SVという考えを思いつく 

it strikes me that SV  

it takes time to do ～することは時間がかかる 

it doesn’t matter whether SV ～かどうかは問題ではない 

it doesn’t make any difference whether SV 

it makes no difference whether SV 

～かどうかは問題ではない 

 

(6)  仮目的語を取る SVOC構文 

find it C ～ ～を Cだと思う 

think it C ～ ～を Cだと思う 

make it C ～ ～を Cにした 

consider it C ～ ～を Cと見なす、考える 

make it a rule to do …することにしている 

make it a habit to do …することにしている 

take it for granted that SV SVということを当然と思う 

see (to it) that SV SVということを確認する 
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5    that節の中の should ★重要 

 

       ex)  He insists (that) nuclear arms be abolished immediately. 

            It is necessary ...         shouldの省略 ⇒ 動詞の原形 

 

 

 

 

 

※ 仮定法現在と呼ばれるもの。要求、主張はいわば現実になっていないものなので 

仮定法を使って要求している。 

                                            

   

①  要求や願望を導く動詞  ★shouldは省略できる 

 

advise 忠告する agree 同意する 

command 命令する order 命令する、要求する 

decide 決定する determine 決定する 

insist 主張する claim 主張する 

propose 提案する、提起する suggest 提案する、提起する 

recommend 勧める require 必要とする 

request 要求する、要望する desire 要求する、要望する 

demand 要求する urge 促す、せき立てる 

              

 ②  要求や願望を導く形容詞  ★shouldは省略できる 

 

 ex)  It is necessary  that the investigation (should) be continued. 

 

      It was essential the profit (should) be donated to the charity program. 

 

 

advisable 望ましい desirable 望ましい 

important 重要だ essential 必須だ、重要だ 

crucial 重要だ vital （極めて）重要だ 

urgent すぐ必要な necessary 必須だ 

 

注意１ 

 ・ 過去の事柄について主張する場合（要求や願望ではない） → 過去形でよい 

         仮定法ではないから 

 ex)  He insisted that he was completely innocent. 

 

he should V       he V  

he should be V         he be ～ 

he should not V        he not V 
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6    it takes ～ 

 

 

 

時間や距離を表す it 

it takes me 時間 (to do) （…するのに）私は～の時間がかる 

it costs me 時間 (to do) （…するのに）私は～のお金がかかる 

it has been 時間 since … …してから～の時間がたっている 

How long does it take to do? …するのにどのぐらい時間がかかりますか。 

How far is it from A to B? Aから Bまでどのぐらい遠いですか。 

 

その他の it takes 

it takes courage (to do) （～するのに）勇気が要る 

it takes strength (to do) （～するのに）強さが要る 

it takes effort (to do) （～するのに）努力がいる 

it takes confidence (to do) （～するのに）自信がいる 

it takes experience (to do) （～するのに）経験がいる 

do whatever it takes (to do) （～するのに）要することは何でもやる 

 何が何でもやる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

it takes ～ ＝ 要する 
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7    強調構文 

 

   it is … that ～ 

 

 

   ・ 名詞   ex)  It is her smile that makes me relieved. 

 

   ・ 場所、時間 ex)  It was in 1964 that the Olympic games were held in Tokyo. 

 

   ・ 副詞節 ex)  It was while I was having dinner that she was calling. 

 

 

                                    強調する箇所 

    

  

 

 

 

           It is 

 

  ex)  It was this novel that we found interesting. 

                     ↓ 

       We found this novel interesting. 

 

                                            

  

      強調構文と間違えやすい構文 ★it is ～thatを取っても普通の文にならない 

 

 ①  仮主語 it 

 ★強調構文では、形容詞、動詞、過去分詞が it is ～ thatに入ることはない 

 

    ex)   It is necessary that people should be more concerned with the issue. 

      ex)   It is a shocking news that our budget will be cut down. 

   ex)   It is said that more supports were requested from the organization. 

 

 ② 関係代名詞 that 

   ex)  He had something in his hands.  It was the key that I lend him before. 

 

 

 

 

        

  that      

・ 過去のことは wasを使う 

・ 人の場合 whoを使うこともある（特に主語の場合） 

 

it is ～ thatを取ると 

普通の文に戻る 

普通の文に it is ～ thatを 

つけると強調構文になる 

「それ」という 

意味がある場合 
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強調構文の疑問文 

 

 

 

 

 

   ex)   What was it that she wanted to conceal? 

  Why was it that she wanted to conceal the fact? 

 

 

 

強調構文の表現 

it is that SV SVとうことだ 

it is not that SV SVということではない 

so it is that SV SVなのはそのようなわけなのだ 

 

 

強調構文の疑問文 ＝ 疑問詞 is it that …? 

                      「…なのは何だったのだ」 


