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倒置 ① ～ 疑問文

５文型の基本的な語順が何らかの理由で変化したものを 「倒置」 と呼ぶ。倒置
は（ A ）と（ B ）の順序が逆になる形がほとんどで，最も一般的な例は疑問文であ
る。疑問文では，be 動詞，助動詞，do [does, did] を文頭に置くが，who，what（＋
名詞），which（＋名詞）などの疑問詞（句）が（ C ）になる場合は倒置が起きない。

01　大学はどちらですか？  何を専攻しましたか？（（下線部に間違いがあれば訂正））

Where did you go to college and what your major was?

02　子供服（売り場）は何階ですか？

What floor is children's clothes on?

03　最もたくさんの国があるのはどの大陸ですか？（（間違いがあれば訂正））

Which continent does have the most countries?

04    「飛行機（での移動）は好きではないのですか？」「ええ，あまり」

"You don't like flying?" "Not really." 

05    「今日，コストコへ行ったんだ」「えっ，どこへ行ったって？」（（適語を記入））

"I went to Costco today." "You ( 　) ( 　)?" 

06   （（適語を記入し 「～ですよね」「～でしょ？」という意味の付加疑問にする））

a) You have my number, ( 　) ( 　)?
b) I am smart, ( 　) ( 　)?
c) You've never been there, ( 　) ( 　)?
d) Nothing ever goes as planned, ( 　) ( 　)?

07　まあ，おかけになりませんか？（（勧誘のことば））

Do sit down, ( 　) ( 　)? 

08　物音を立てないでもらえますか？

Don't make any noise, ( 　) ( 　)?
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倒置 ② ～ so, neither, nor で始まる文

前文を受けて 「…もまたそうだ」 という場合，... too や ... either などで表すこ
とができるが，文頭を so や neither, nor で始め，後ろを 「（ A ）＋（ B ）」 という 

（ C ）の語順の倒置で表すこともできる。

09　君，バスケをしているんだよね？  僕もそうなんだ。

You play basketball?  ( 　) ( 　) ( 　).

10    「私は楽器が何もできません」「私もそうです」

"I can't play any musical instruments."  "( 　) ( 　) ( 　)."

11　私は全ての人を満足させることはできないし，そうしたいとも思わない。

I can't please everyone, nor ( 　) ( 　) wish to.

倒置 ③ ～否定語句で始まる文

（ A ）以外の否定語句が強調のために文頭に置かれると，否定語句の後では（ B ）の
語順の倒置が起こる。また only を含む副詞句が文頭に置かれる場合も同様の倒置
が起こる。この倒置形は文語的である。

12　今まで小説でこんなに感動したことはほとんどない。

( 　) ( 　) I been so deeply touched by a novel like this.

13　生まれてこの方，彼ほどの酒豪を見たことがない。

Never in my life I have seen anyone drink as much as he does.

14　いかなる状況でも，宗教に関する冗談を言ってはいけません。

Under no circumstances you must make jokes about religion.

15　最初の揺れが収まったと思いきや，次の揺れが起こった。（（適語を記入し３通りで））

a) The first tremor ( 　) ( 　) ended when another began.
b) Hardly ( 　) ( 　) ( 　) ( 　) ( 　) when another began.
c) No ( 　) ( 　) ( 　) ( 　) ( 　) ( 　) than another began.
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