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Chapter.2  動詞

Chapter.2 のテーマ演習 

★ 文法、語法上の誤りが一箇所ある。誤りを訂正しなさい。(東

大) 

  We were all surprised that Tom was determined to 

marry with Jane, who had just finished high school.  
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=２．動詞= 

〔Ⅰ〕動詞概観 

 動詞は、英文の中で人間の体で言うと胴体にあたり、きわめて

重要である。動詞の構造が文全体の構造を決める。つまり文型は、

動詞の構造なのである。英語をマスターすることのかなりの部分

がこの動詞の構造を覚えることになる。ある動詞が、自動詞、他

動詞のどちらか、またどういった前置詞と結びつき、使われるの

かを含めて覚えることによって初めて正しく英語を実際に使うこ

ともできる。 

 

 ●自動詞の構造 

O（目的語）を載せる荷台が

ない。動作の対象を示すた

めには、前置詞の助けを借

りなくてはならない。 

逆に、動作の対象を示す 

のに前置詞を使っている動詞は、自動詞である。 

ただし、C（補語）を取ることの出来るあるいは取らなくて

は意味が通じない自動詞はたくさんある。主格補語は、Ｓ（主

語）=C である事を意味する際に使われる語。S+V+C（第二文

型）の形を取る場合、その動詞は自動詞であるが補語を取らな

くては完全でないという意味で不完全自動詞という。補語をと

らなくても成立する自動詞は完全自動詞という。 
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●他動詞の構造 

O を載せる荷台がつ

いている。動作の対象

を直接、後ろに置くこ

と が 出 来 る 動 詞 。

S+V+O（第三文型）の

形 を 取 る も の 、

S+V+O+O’（第四文型）

と目的語を二つとれる

もの（「O に O’を V す

る」）、S+V+O+C（第 

五文型）という風に目的格補語をとるもの（「O=C に V する」）

がある。 

 ☛自動詞と他動詞 

基本的に動詞は、 

●それぞれ特有の構造をもっている。車にワゴンや、トラック、

セダンがあるように、どういったものをその後ろのスペース

に載せられるかが、決まっている。文型は、その構造によっ

て決定されている。 

 同じ動詞でも意味によってこの構造が変わるものがある。 

●その動詞の動作の対象である目的語Oを直接載せる構造を持

っている動詞が他動詞で目的語を載せる事の出来ない、つま

りそういった荷台のついていない動詞が自動詞なのである。 
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IⅡ］動詞各論 

 自動詞と他動詞の区別が紛らわしいものがあり、また補語をと

る動詞は日本人には扱いにくい。 

【１】自動詞と他動詞 

１）自動詞と紛らわしい他動詞：我々が日本語の訳語から自動詞

だと勘違いしやすい他動詞 

誤：discuss about* 「～について論ずる」（about 不要） 

誤：mention to*   「～に言及する」（to 不要） 

２）自、他の紛らわしい動詞 

mention A to B 「A のことを B に言う」 

refer to Op      「Op に言及する」 

attend O    「O に出席する、O の場にいる」 

attend to Op = pay attention to Op  

 = take care of Op    「Op に注意を払う、 面倒を見る」       

    attend on Op  「偉い人に仕える」「医者などが患者の面倒 

         を見る」 

look up A in B  「A を B で調べる」  

look up 言葉 in 辞書  「言葉を辞書で調べる」 

look it up in Op  「Op でそれを調べる(代名詞は、look と 

          up の間にはさむ)」 

  

 ☺「人と結婚する」marry 人/get married to 人頻出！について 

   marry は、他動詞で、marry 人の形をとる。marry with 人は誤り。また、marry 

A to B で「A を B と結婚させる」の形があり、ここから受動態 A be married to B「A

は B と結婚させられる」が可能だが、married が受動性を失い、状態を表すようにな

る：「A は、B と結婚している」。結婚していない状態からしている状態への変化を強
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調して get married to 人「A は B と結婚する」となる。 

つまり「人と結婚する」→ marry 人あるいは get married to 人 

「結婚式を挙げる」は通常 get  married(to 人) 

◆例題１ 英訳しなさい。 

彼は、知らない言葉を辞書で調べた。 

 ◇解答 

He looked up the new word in the dictionary. 

 

    ※頻出類似重要表現「辞書を引く」consult a dictionary 

 

→ 

   ＝consult 詳細＝ 

consult +“専門知識を持つもの” 

    他動詞の場合、専門知識を持つもの（人以外も含む）を

目的語にする。 

consult +with“素人” 

    自動詞の場合、専門知識を持たないものに相談すること

示す。 

◆例題２ 英訳しなさい。 

私は、友人に相談した 

◇解答 

I consulted with a friend of mine. 

◆例題３ 英訳しなさい。 

意味の分からない単語にで食わしたときは必ず辞書を引くこ

とにしている。(辞書は専門知識の塊とみなす！) 

 ◇解答 
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I always consult my dictionary when I come across a 

new word. 

 

【２】補語を使う表現具体例  

S+V+C （第二文型） 

S+V+O+C （第五文型） 

主格補語は主語の内容を示し、目的格補語は目的語の内容を

示す語である。形容詞や状態を示す分詞が補語になりやすい。 

〈１〉look, appear, seem 
look, appear, seem は、基本的に同じ構造、意味も類似。 

に見える 

S  +                   +  C ；  Ｓ＝C  に見える 

                                       に思える 

lookは、外見もそう見え、中身もそうだと話し手が考えて

いる可能性が高い。 

appear は、外見はそうだが、中身は違うと話し手が考え

ている可能性が高い。 

seem は、様々な情報からそう思えるということ。 

 

●seem と appear の注意すべき用法 

 

S                 +                   

 

書き換え→  It appear/seem that < S + V >  

意味「S は、r するように思える・pp したように思える」 

 

look 
appear 
seem 

seem 
appear 

to r 
to have pp 
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★重要ポイント 

単純不定詞（to r）は、述部動詞と同じ時制であることを示し、

完了不定詞（to have pp ）は、時制が一段過去に向かって落

ちることを示す。 

 cf. pp は、過去分詞  

単純不定詞：to 動詞原形 

完了不定詞：to have 過去分詞 

 

◆例 

彼には多くの問題があるように思える。 

He seems to have a lot of problems.   

It seems that 形に書き換えると？       

◇解答 

It seems that he has a lot of problems. 

◆例 

彼には多くの問題があったように思える。 

He seems to have had a lot of problems.    

It seems that 形に書き換えると？ 

◇解答 

It seems that he had a lot of problems. 

◆例題４ 英訳しなさい。 

彼は、多くの問題で苦しむように思える。 

◇解答 

He seems to suffer from a lot of problems. 

◆例題５ 英訳しなさい。 

彼は、多くの問題で苦しんだように思える。 
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◇解答 

He seems to have suffered from a lot of problems. 

 

 

●英作文で「顔」という表現が出ている場合 

face より look が使えることが多い。 

◆例 

顔色が悪い：S look pale 

She looked pale   

  彼女は顔色が悪かった。 

◆例 

驚いた顔をする：S look surprised  

He looked surprised. 

  彼は、驚いた顔をしていた。 

 

〈２〉find 

「見つける」以外の頻出最重要パターン 

             

          

                     =    

 

 

◎重要慣用表現 

S wake up to find O + C/that<S’+V’>； 

「S は、目を覚まして O=C である/S’が V’するのに気がつ 

く」 

find  O+ C 

that S + V 

体験上「O=C である」ことが分かる 

      「S が V する」 
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◆例題６ 英訳しなさい。 

彼らが目をさますと、車が燃えているのに気づいた。 

 ◇解答 

They woke up to find the car burning. 

◆例題７ 英訳しなさい。 

私が目を覚ますと、ベッドに縛り付けられていた。 

◇解答 

I woke up to find myself tied to a bed 

 

〈３〉leave 

  「残す、去る」以外の頻出最重要パターン  

 

 

 

 

◆例題８ 英訳しなさい。 

彼らは、その車を燃えたままにしておいた 

 ◇解答 

  They left the car burning. 

 

 

〈４〉keep 
 

 

 

◎重要慣用表現 

leave O + C(分詞)   

 「O を～の状態に放っておく」 

keep O + C(分詞 ) 

 「O を～の状態に保つ」 
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  keep 人 waiting 「人を待たせる」  

   →人 be kept waiting 「人が待たされる」 

※人 be waited for（誤） 

   強いて訳すと、「人が待たれる」 

◆例題９ 英訳しなさい。 

彼らは私を３時間待たせた。 

 ◇解答 

They kept me waiting for three hours. 

 ◆例題 10 英訳しなさい。 

私は３時間待たされた。 

 ◇解答 

I was kept waiting for three hours.  

 

 

〈５〉make 

 「作る」以外の頻出重要パターン 

（無生物主語による因果関係の表現） 

                     

 

                 

 

 

 

 

 

 

無生物 A make O + C 

                 ( r /分詞) 

１．A のおかげで O は r する・(C になる) 

２．A のために O は r する (C になる) 

３．A すると O は r する   (C になる) 

※３は（A が動作を表す場合) 
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◎重要慣用表現 

The mere thought of ~  make 人 ｒ 

「 ~について考えただけで人は r する」 

The mere sight of ~   make 人 r  

「~を見ただけで人は、r する」 

◆例題 11 英訳しなさい。 

その男のことを考えるだけで私は具合が悪くなった。 

 ◇解答 

The mere thought of the man made me( feel) sick. 

 

〈６〉have による受動表現 

 

   

 

 

◆例題 12 英訳しなさい。 

私はその車を修理してもらった。 

 ◇解答 

I had the car repaired. 

使役表現 I had him repair my car 「私は彼に私の車を修理させた」との違いに注

意。 

cf. mend  割れや破れの単純な修繕や繕いを表す。 

  repair 特殊な技術を必要とする修繕を表す。  

   fix           

◆例題 13 英訳しなさい。 

彼女は彼女の帽子を吹き飛ばされた。 

S+ have O +  pp 

「S は、 O を pp される 

O を pp してもらう」 
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 ◇解答 

She had her hat blown away by the wind. 

◆例題 14 英訳しなさい。 

私は、頭を殴られた。 

◇解答 

I had my head hit. 

◎重要慣用表現 

  

 

 

 

 

 

★重要ポイント 
１）「人がその物を盗まれる」の表現について 

パターン：人 have  物 stolen     

 

※[人 be stolen 物]  は誤り 

  受動態は、その元となる能動態が存在しなくてはならない。 

 人 be stolen 物 を能動態にすると steal 人＋物 となるが、

steal にはこの形はない。 

steal 物（from 人）「人から物を盗む」は存在するので、 

物 be stolen（ from 人）は正解。 

◆例 

I was stolen my wallet 誤  

My wallet was stolen. 正 

人 have 物  repaired   「人は、物を修理してもらう」  

             fixed 

       mended   
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◆例題 15 英訳しなさい。 

私は自転車を盗まれた 

 ◇解答 

I had my bicycle stolen. 

◆例題 16 英訳しなさい。 

私は、自転車を強奪された 

 ◇解答 

I was robbed of my bicycle. 

 ◆例題 17 英訳しなさい。 

その列車のなかで食事に行っている間に彼女はバッグを盗ま

れた。 

 ◇解答 

She had her bag stolen while she was away from her 

seat getting something to eat. 

 ◆例題 18 英訳しなさい。 

そのホテルにゆく途中に彼女はバッグを強奪された。 

 ◇解答 

She was robbed of her bag on her way to the hotel. 

２）「人は、体の部位にけがをする」 

人 have 体の部位 injured→ 肉体的傷 

★ steal と rob（「盗む」の表現について） 

rob 人 of  物 : 人から物を強奪する 

steal 物 : そっと気づかれないように盗む 

 

☆「人が物を盗まれる」の表現まとめ 

人 be robbed of 物 :人が物を強奪される 

人 have 物 stolen :人が物をそっと盗まれる 
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                  hurt → 精神、肉体どちらの傷も示す 

                   wounded → 武器によるけが 

◆例題 19 英訳しなさい。 

彼は背中に負傷した。 

◇解答 

He had his back injured.   

※体のある部位に怪我をする場合、実際には人 hurt /injure 

人’s 体の部位としてしまう場合もある。自分で怪我したわ

けではないのだが。 

◆例 

He injured his back. 

  彼は背中を痛めた 

 

 

【３】使役と知覚 
〈１〉使役の動詞 

                          force 

                 →  get   O + to r 

                                     allow 

                                     

               原形不定から普通の不定詞への書き換え 

◆例題 20 英訳しなさい。 

社長はその秘書にその手紙をタイプさせた(仕事、合意) 

 ◇解答 

The president had the secretary type the letter. 

◆例題 21 英訳しなさい。 

make        ・強制的に 

have  O + r ・合意の上 [O に r させる] 

let    原型不定 ・自由に 
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社長はその秘書が家に帰るのを許した(自由、放任) 

 ◇解答 

The president let the secretary go home. 

 ◆例題 22 英訳しなさい。 

社長はその秘書に料理させた（強制） 

 ◇解答 

The president made the secretary cook.  

 ※例えば例題 20 の解を to 不定詞を用いて書き換えると、The 

president got the secretary to type the letter となる。 

 

★重要ポイント 
使役動詞の受動態 

make O + r   → O be made to r 

受動態にすると原形不定詞が、to 不定詞に戻ることに注意。 

 

〈１〉知覚動詞 
知覚動詞は、感覚による認識を表す動詞で、特徴的な構造

を取る。 

代表的な see,と hear を例に取る。 

 

 

 

 

 

 

 

see    

   + O + r  = 「O が r する」のを直接 見る・聞く 

hear        始←・→終 動作の始めから終わりまで 

see 

O+分詞 =「O が している（状態）のを直接見る・聞 

              く」 

hear     始  ・  終 動作の一点 
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◆例 

私はその老人が通りを渡るのを見た。（動作の始めから終わりまで） 

I saw the old man cross the street. 

私はその老人が通りを渡っているのを見た。（動作の一点） 

I saw the old man crossing the street. 

 

▲hear that〈S+V〉は、間接的に聞いたことを示す。 

つまり伝聞。 

◆例 

私は、誰かがそれを盗んだという話を聞いた。 

  I heard that someone had stolen it. 

 

●知覚動詞の受動態★ 

①使役動詞と同様に能動態で原形不定詞の補語が、受動態になる

と to 不定詞に戻る。 

   O be seen    to r 

     heard  

②ところが、能動態で分詞の補語は、受動態になってもそのまま

の形である。 

O be  seen   分詞 

     heard  （変わらない） 

例 The old man was seen to cross the street. 

  その老人は、通りを渡るのを目撃された。 
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  The old man was seen crossing the street. 

  その老人は、通りを渡っているのを目撃された。 

 

 ◆例題 23 英訳しなさい。 

私は彼がその家に入るのを見た 

 

◇解答：I saw him enter the house. 

 ◆例題 24  英訳しなさい。 

   彼は、その家に入るのを見られた 

  

◇ 解答：He was seen to enter the house. 

  ◆例題 25  英訳しなさい。 

私は彼がその家に入っているのを見た 

   

◇解答：I saw him entering the house. 

 

 

◎重用慣用表現 

 

 

 

◆例 

その教師は、彼が試験でカンニングをしているのを見つけた 

The teacher caught him cheating in the exam. 

 

 

①catch O + ~ ing  「 O が している現場を捕まえる  

                    おさえる」 

②人 can make 人 self understood in 言語 

「人は、自分自身を理解されるようにする事ができる」 

＝「人は自分の意志を ～語で伝えられる」 

＝「人の～語が通じる」 
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◆例 

私の英語が通じなくて途方に暮れた 

途方に暮れる： be at a loss what to do 

I was at a loss what to do, because I couldn’t make 

myself understood in English. 

◆例 

その国では日本語が通じた 

In that country ,I was able to make myself understood in 

Japanese． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本章で学んだように、marry は、他動詞で marry 人 の

形で｢人と結婚する｣となる。したがって with は不要。

marry Jane が正しい。 

 

 

＝動詞確認問題＝ 

 ２章のテーマ演習解説 
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（１）動詞の説明 

動詞は、それぞれ（  １  ）をもっている。車にワゴンや、

トラック、セダンがあるように、どういったものをその後ろの

スペースに載せられるかが、決まっている。（  ２  ）は、

その構造によって決定されている。動詞の動作の対象である目

的語 O を直接載せる構造を持っている動詞が（  ３  ）で

目的語を載せることの出来ない、つまりそういった荷台のつい

ていない動詞が（  ４  ）なのである。 

 

 自動詞：O を載せる荷台がない。動作の対象を示すためには、

（  ５  ）借りなくてはならない。逆に、動作の対象を示

すのに前置詞を使っている動詞は、（ ６ ）である。 

ただし、C（補語）を取ることの出来るあるいは取らなくては

意味が通じない自動詞はたくさんある。主格補語は、Ｓ=C で

ある事を意味する際に使われる語。S+V+C の形を取る場合、

その動詞は自動詞であるが補語を取るという意味で（ ７ ）

自動詞という。補語をとらなくても成立する自動詞は（ ８ ）

自動詞という。 

 

 他動詞：O を載せる荷台がついており、動作の対象を直接、後

ろに置くことが出来る動詞。 S+V+O の形を取るもの、

（S+V+O+O’）と目的語を二つとれるもの（「OにO’をVする」）、

（S+V+O+C）という風に目的格補語をとるもの(「O=C に V

する」)がある。 

◇解答 

１．構造 ２．文型 ３．他動詞 ４．自動詞  



 42 

５．前置詞の助けを ６．自動詞 ７．不完全 ８．完全  

 

★例文、例題チェック問題＝ 
（２）間違いを探す 

１．We discuss about the problem. 

 

２．He mentioned to the problem. 

 

３．She looks like surprised. 

 

◇解答 

discuss about the problem.→discuss the problem 

mentioned to the problem.→ mentioned the problem 

 looks like surprised.→looks surprised 

 

（３）意味の違いに気をつけて訳そう 

１．The doctor attended the meeting. 

 

２．The doctor attended to the children. 

 

３．The doctor attended on the patient.  

 

◇解答 

１．その医者はその会議に出席した 

２．その医者はその子供の面倒を見た 

３．その医者はその患者の手当てをした 
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（４）英訳 

１．彼には多くの問題があるように思える。 

 

２．彼には多くの問題があったように思える。 

 

３．彼は、多くの問題で苦しむように思える。 

    

４．彼は、多くの問題で苦しんだように思える。 

 

５．彼女は顔色が悪かった。 

 

６．彼は、驚いた顔をしていた。 

 

 

７．彼らが目をさますと、車が燃えているのに気づいた。 

 

８．私が目を覚ますと、見知らぬ部屋に寝ていた。 

 
９．彼らは、その車を燃えたままにしておいた 

   

10．彼らは私を３時間待たせた。 

 

11．私は３時間待たされた。 

 

12．その男のことを考えるだけで私は具合が悪くなった。 
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13．私はその車を修理してもらった。 

 

14．彼女は彼女の帽子を吹き飛ばされた。 

 

15．私はその棒で頭を殴られた。 

 

16．私は 学校で自転車を盗まれた 

 

17．私は、学校で自転車を強奪された 

 

18．その列車のなかで食事に行っている間に彼女はバッグを盗

まれた。 

 

 

19．そのホテルにゆく途中に彼女はバッグを強奪された。 

 

20．彼は背中に負傷した。 

 

21．社長はその秘書にその手紙をタイプさせた 

 

22．社長はその秘書が家に帰るのを許した 

 

23．社長はその秘書に料理させた 

 

24．私はその幽霊が玄関を開ける音を聞いた（直接） 
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25．私はその幽霊が玄関を開けたという話を聞いた（間接） 

 

26．私は彼女がその男と踊るのを見た 

 

27．私は彼女がその男と踊っているのを見た 

 

28．その教師は、彼がカンニングをしているのを見つけた 

 

29．私の英語が通じなくて途方に暮れた 

 

30．その国では日本語が通じた 

 

31．私は、わからない事があると必ず百科事典を調べる 

 

32．彼は、私達に相談した。 

 

33．彼は、意地悪そうに見えたが実際にはいい人だった。 

 

◇解答 

１．He seems to have a lot of problems.   

It seems that 形に書き換えると？       

◇解：It seems that he has a lot of problems 

２．He seems to have had a lot of problems.    

It seems that 形に書き換えると？ 

◇解：It seems that he had a lot of problems. 
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３．He seems to suffer from a lot of problems. 

４．He seems to have suffered from a lot of problems. 

５．She looked pale 

６．He looked surprised. 

７．They woke up to find the car burning. 

８．I woke up to find myself lying in a strange room. 

９．They left the car burning. 

10．They kept me waiting for three hours. 

11．I was kept waiting for three hours.  

12．The mere thought of the man made me( feel) sick. 

13．I had the car repaired. 

14．She had her hat blown away by a wind. 

15．I had my head hit with the stick. 

16．I had my bicycle stolen at school. 

17．I was robbed of my bicycle at school. 

18．She had her bag stolen while she was away from her 

seat to eat. 

19．She was robbed of her bag on her way to the hotel. 

20．He had his back injured.   

   He injured his back. 

21．The president had the secretary type the letter. 

22．The president let the secretary go home. 

23．The president made the secretary cook.  

24．I heard the ghost open the front door. 

 25．I heard that the ghost opened the front door. 

26．I saw her dance with the man. 
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27．I saw her dancing with the man. 

28．The teacher caught him cheating in the exam. 

29．I was at a loss what to do, because I couldn’t make 

myself understood in English. 

30．In the country ,I was able to make myself understood  

in Japanese. 

31．I always consult my dictionary when I come across a 

new word. 

32．He consulted with us 

33．He appeared mean, but was actually a nice person. 


