
E 構文 advanced part１ 解答解説 

【準動詞】 

準動詞は①動詞の性質を維持している：O,C を取り、副詞の説明を受けるなど 

    ②文中の動詞以外の要素として用いられる 

    ③不定詞、動名詞、分詞がある 

詳細：E active 英文法準動詞を参照 

 

＝基本例題＝ 

I decided to pay to have my own car stolen so that I can get the insurance money. 

私は保険金をもらうために自分の車を盗んでもらうように金を払うことに決めた。 

Unable to speak English well, I couldn’t communicate with his colleagues. 

 英語をよく話すことが出来なかったために、私は、彼の同僚に意思を伝えることが出来な

かった。 

I am to meet him at ten. 

 私は彼と十時に会う予定だ。 

Nobody was to be seen on the street. 

 通りには誰の姿も見られなかった。 

The girls sat on the grass, looking at the setting sun. 

 その女の子は夕日を見ながら芝のうえに座っていた。 

This is one of the best things that life has to offer. 

 これは、人生から得られる最良の事柄の一つだ。 

I had a lot to say. 

 私は言いたいことがたくさんある。 

More and more people start eating dinner home at weekends, thinking it will save a lot of money. 

 たくさんの金を節約できるだろうと考えて、週末に家で夕食を食べ始める人々が増えて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▲演習 

１．By applying the idea of evolution to all living organisms, including man, Darwin destroyed many 

of the most cherished beliefs of his contemporaries. 

 

単語表現 

S+V by V'ing「S は、V することによって V する」 

apply A to B 「A を B に当てはめる、応用する」 

evolution    「進化」 

living organism「生物、生き物、生きている勇気体」 

including…「~を含む」 

man 無冠詞で人間というもの、人間一般を示す。訳自身は、「人間」で良いことが多   い。 

cherish「大切にする、大切に抱く」 

contemporary「同時代、同時代の人々」 

 

訳例   

 進化の概念を人間を含むすべての生き物に当てはめることによって、ダーウインは、同時

代人たちのもっとも大切にしていた考えの多くを破壊した。 

 

 

２．The line between being a wise woman who healed with the help of a knowledge of herbal cures, 

and a witch, who caused disease by casting a spell and cured with the help of the devil was a fine one. 

 

単語表現 

line 「線、列、長細いもの、行、短い手紙、系統、傾向、領域、職業」注意すべき多義語で

ある。 

heal 「癒す、治癒させる」 

with the help of....『〜の助けによって」 

herbal 「薬草の」 

cure『治療、治療法」 

witch『魔女」 

cause「引き起こす」 

fine 「素晴らしい、晴れた、健康な」と言うプラスの意味が多いがここでは「微妙な、曖   

昧な」の意味。 

cast a spell「魔法をかける」 

spell「綴」「時間的な長さ」も意味するが、ここでは「呪文、魔法」の意味。 

 



訳 

 薬草による治療の知識の助けを借りて治療する賢女であることと呪いをかけて病気を引

き起こし,悪魔の助けで治療する魔女の間の区別は微妙なものである。 

 

 

３．I remember taking a watch to pieces when I was a child. I spent hours in trying to put it back 

together again. In the end I had to have it done by a watchmaker. 

 

単語表現 

remember Ving 「V したことを覚えている」 

take ... to pieces「〜をバラバラにする」 

spend 時間 in Ving「V して時間を過ごす、費やす」 

put... together 「〜を組み立てる、一緒にする」 

in the end 「最終的に、結局は」 

have ... done 「〜をされる、してもらう」場合によっては「〜をしてしまう、終えてしまう」

ほぼ完了の意味になることもある。 

 

訳 

子供の頃時計をばらばらにしたことを覚えている。私は、それを再び元に戻そうとして何時

間も掛けた。結局、時計屋さんにそれをしてもらわなくてはならなかった。 

 

 

４．Writing is not merely a process of thinking of something to say and then selecting or looking up  

words needed to say it. 

 

単語表現 

not merely「単に〜ではない」 

process 名詞では「過程」だが、動詞として「〜を処理する」の意味。 

say  「〜と言う、述べる、言葉にする、言葉で表現する」 

look up ... 「〜を調べる」 

名詞 needed to r 「r するために必要な名詞」 

 

 

訳 

 書くということは、単に言わんとすることを考えそれからそれを表現するために必要な

言葉を調べたり選択する過程ではない。 



５．In the zoo I often thought that we human beings must seem just as entertaining to the monkeys 

and lions, as they seem to us. We too, are behind bars---from their point of view--- and behave 

curiously. They have the advantage of being able to stay at home without having to pay anything for 

the pleasure of seeing us.  

 

単語表現 

S+V as ….as S’+V’同級表現「S’が V’すると同様に S は、〜に V する」 

A seem C to B「A は、B にとって C に思える」 

entertaining「愉快な、面白い」 

behind bars「格子の向こう側に」 

from 人's point of view 「人の見地から言って」 

behave curiously「奇妙な様子で振る舞う、奇妙な振る舞いをする」 

have the advantage of Ving「V すると言う有利な点がある、V すると言う点で有利である」 

without having to r「r しなくてはならない事もなく、r する必要もなく」 

the pleasure of Ving「V すると言う楽しみ、喜び」 

 

訳 

 動物園で、私は、我々人間は、猿やライオンにとって、彼らが私達にとってそうであるの

と同様に、愉快に思えるに違いないとよく考えた。私達もまた、彼らの視点からすれば、格

子の向こう側におり、奇妙な振る舞いをしている。彼らには、私達を見る楽しみのために何

も支払う必要も無く自分の住処に居ることが出来るという強みがある。 

 

 

６．The difficulty of making substantial contributions to the subject should not be used as an excuse 

for denying ordinary people knowledge of advances made in it. 

 

単語表現 

the difficulty of Ving「V する事の困難、難しさ。V することが難しいこと」 

make contribution to ...「〜に貢献する」 

substantial 「物質の、実質的な、内容のある」 

substance「物質、内容、中身」 

subject「話題、テーマ、科目、教科、領域、分野、家来」 

use...as an excuse「言い訳として〜を使う」 

deny 人＋事「人に事を与えない」 

make advances「進歩する、進歩をなす」 

 



訳 

 その分野に実質的な貢献をすることの難しさは、普通の人々にそこでの進歩についての

知識を与えない口実に使われるべきではない。 

 

 

７．The problem of defining precisely what limitation will be imposed in such a way as to lessen the 

anxieties of all the negotiating nations has proved a major obstacle to agreement. 

 

単語表現 

problem of Ving「V する事の、すると言う問題」 

define 「明確化する、定義する」 

limitation 「限界、制限（する事」 

impose  A on B 「A を B に押し付ける、課する」 

in such a way as to r 「r するような方法、やり方、形で」 

lessen「減少させる、減らす」 

negotiate「交渉する」 

obstacle to ...「〜の障害」 

agreement「合意、賛成、協定」 

 

訳 

 交渉国すべての不安を緩和するような方法でどのような制限が課されるかを厳密に定め

るという問題が合意の主な障害であることが今までに判明している。 

  

 

８．I do know, however ,that being exposed to the existence of other languages increase the perception 

that the world is populated by people who not only speak differently from oneself but whose cultures 

and philosophies are other than one’s own. 

 

単語表現 

be exposed to...「〜に曝される、〜に触れる」 

perception「知覚、認識」 

populate...「〜に住む」 

A be populated by B「A には、B が住んでいる」 

other than....「〜と異なる、以外の」 

 

 



訳 

 しかしながら、私は、他の言語の存在に触れることは世界には自分とは違う話し方をする

だけでなくその文化や哲学も違っている人々が住んでいるという認識を強めてくれるもの

だということは知っている。 

 

 

９．The gentle and retiring scientist himself took little part in the excitement and controversy stirred 

up by the doctrine that bore his name. 

 

単語表現 

gentle「穏やかな」 

retiring「引っ込み思案の、内気の」 

take part in ...「〜に参加する」 

little  a がつかない little は、否定的に程度がわずかしかないことを示すことが多い。 

 例 Last night she ate little.「昨夜、彼女は、少ししか食べなかった」 

controversy「論争、論争の種」 

stir「刺激する、かき回す」 

doctrine「信条、原理、方針」 

bear...「〜を帯びる、負う、耐える、産む、実などをつける」 

 

訳 

 その穏やかで内気な科学者自身は彼の名前の付いた学説の引き起こした興奮と論争に殆

ど参加することはなかった。 

  

 

10．I felt nervous walking from one building to another, worried that my failure to recognize and greet 

a student would make me seem cold and aloof. 

 

単語表現 

feel nervous「緊張する、神経質になる」 

be worried that....「〜と言うことを心配する、心配している」 

人's failure to r 「人が r 出来ないこと、し損なうこと」 

recognize 人 「人が誰かわかる」 

greet 「挨拶する」 

aloof「超然とした、離れている、うち解けない」 

A make O+C A が無生物の時、A は、理由原因を示すと考えて訳すとうまくいきやすい。 



「A のおかげで・ために O=C になる。 

 A すると              」 

 

訳 

 私は、自分が学生が誰であるか分からず挨拶することも出来ないために冷たくよそよそしく

見えることを心配していたため、建物から建物へと歩いてゆく間緊張していた。 

  

11．Still confused and dreading the interaction, Martha returned to the store a week later, determined 

to stay until she got the information she needed to operate the machine. 

 

単語表現 

be confused「混乱している、困惑している」 

dread....「〜をひどく恐る」 

interaction「相互作用、やりとり」 

be determined to r 「r する決心をしている」 

operate...「〜を操作する」 

 

 

訳 

マーサは、依然として混乱しており、そのやりとりを酷く恐れてはいたが、その機械を操

作するのに必要な情報を手に入れるまで帰るまいと決心して、一週間後にその店に戻った。 

 

 

12．Many a man complains bitterly that his wife will not attempt to reason things out. Many a wife 

feels that her husband is all reason, able to argue about anything under the sun, but never able to go 

straight to the truth as she can, The truth is that, generally speaking, men are rational, and women 

intuitive. 

 

単語表現 

complain「文句を言う、不平を言う」complain that S+V の形では「S が V すると訴える」と

訳すとうまくゆくことがある。 

bitterly「苦々しく」 

reason「理由、判断力、理性」動詞としては「論理的に考える」 

anything under the sun「この世のあらゆるもの」 

S not V as S'+V'「S は、S'が V'するのとは違って V しない」 

The truth be that S+V 「本当のところは、S が V すると言うことだ」 



generally speaking「一般的に言って」 

rational「合理的な、論理的な」 

intuitive「直感的な」 

訳 

 多くの男性は自分の妻は物事を論理的に考えようとしないと苦々しく訴える。多くの妻

達は、夫は論理の塊で、この世にあるもの全てについて議論することは出来るが、彼女とは

違って真実に直接至ることは決して出来ないと感じる。本当のところは、一般的に言って男

性は論理的で女性は直感的なのである。 

 

 

13．A tourist ,browsing in a Paris shop, eating in an Italian ristorante, or idling along a Hong Kong 

street, will encounter three or four languages as she negotiates the buying of a blouse, the paying of a 

check, or the choosing of a trinket. 

 

単語表現 

browse「本、商品などざっと見て回る、動物が若葉など食い荒らす」 

idle 動詞として「時間を無駄に過ごす、ブラブラする」形容詞としては使われていない状  

態を示す。 

encounter「〜に遭遇する、出くわす」 

negotiate「交渉する」 

 

訳 

 観光客は、パリの店をぶらぶら見て歩いたり、イタリアレストランで食事したり、香港の

街をそぞろ歩きしたりしながら、ブラウスを買おうと、あるいは小切手での支払いをしよう

と、またはアクセサリーを選んだりするのに交渉する際に三つか四つの言語に遭遇するの

である。 

 

 

 


