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【解説】 

不定詞には、大まかに言って、2 種類の不定詞があります。to 不定詞と、原形不定詞です。 

to 不定詞は、to+動詞の原形で作ります。 

原形不定詞は、SVOC の C の位置に動詞の原形をそのまま持ってくるだけです。（O が意味上の主語に

なります。） 

to 不定詞は、英文の中で、①名詞のはたらき、②名詞を修飾する形容詞のはたらき、③名詞以外を修飾す

る副詞のはたらきをします。それぞれに、不定詞の①名詞的用法、②形容詞的用法、③副詞的用法といい

ます。 

それぞれに、例文を交えて見ていきましょう。 

 

＜to 不定詞＞ 

用法は 3 つ。（①名詞的用法。②形容詞的用法。③副詞的用法。） 

☆名詞的用法。 

ex.) To know is one thing, to teach is another. 

      S    V    C       S  V   C 

「知っていることと教えることは全く別のものだ。」 

※主語（S）になっています。「知る」は、とは来ません。「知っていること」は、と来ます。 

※名詞以外のものが主語になることはできませんね。「～すること」と訳せます。 

※「～すること」と訳せますので、S か O になれます。 

 

ex.) I like [to dance alone.] 

   S V       O 

「私はひとりで踊るのが好きです。」 

※目的語（O）になっています。「踊ること」を好んでいるわけです。 

※目的語になれるのも、名詞だけです。 

 

                         O’’       C’’ 

ex.) It is very important [for every child to sleep at least 8 hours.] 

   S’ V        C                S（真主語） 

「子供たちひとりひとりにとって、8 時間以上眠ることはとても重要です。」 

⇒子供たちが、いずれも 8 時間以上の睡眠を確保することが重要である。 

※ここで大切なのは。「重要なこととは」「（子供が）8 時間以上眠ること。（真主語）」であることです。 

※to sleep の意味上の主語になっているのは for 以下の四角です。（子供が、眠る。） 

※for 以下は M（修飾語）になります。後述も可能ですが、基本的に不定詞の前で、主語のはたらきをしま

す。O=C の関係を保ちます。 

※上の英文は、以下のように書くこともできます。 



単元攻略プリント④ 

不定詞 
Atlantis英語総合学院 

Copyright©2017 Atlantis英語総合学院 All Rights Reserved. 

 

[To sleep at least 8 hours] is very important /for every child. 

         S           V        C         M 

※しかし、主語が長くなればなるほど、「相手に伝えるべきことが遅れる」ことになります。 

※英語の表現は、先に結論を言います。主語は頭でっかちにはしません。 

※よって、日本語にしてみれば、「重要です。」 (「子供が」「8 時間以上眠ることは。」)という語順になり

ます。 

これに倣って、先に結論を言ってみましょう。 

 

【練習問題①】 

[例題] Q.以下の文に倣って、to 不定詞を主語にした英文を It～to…の文章にしなさい。 

To play tennis is a lot of fun.  楽しい。（テニスするって。）   

⇒It is a lot of fun to play tennis. 

To master English is very difficult. とても難しい。（英語をマスターすることは。）  

⇒It is very difficult to master English. 

 

1. To make a speech is very hard for me. 

2. To climb a mountain without a cane was easy for him. 

3. To know the secret is sometimes dangerous. 

 

☆形容詞的用法。 

ex.) My grandfather passed me something (to write with.) 

         S         V   O     O        M 

「おじいちゃんが何か書くもの（ペンとか）をくれた。」 

※to 不定詞は、something という名詞を修飾しています。形容詞のはたらきです。だから形容詞的用法とい

います。 

※そして、形容詞的用法の不定詞は、（動詞の意味を含みますから、）修飾される名詞を目的語に取ります。 

※（something=a pen, a pencil 等。）with a pen, with a pencil 等が予測されます。よって、紙のことではありま

せん。write with something とくるからです。 

※（something=a piece of paper, a notebook 等。）something to write on のときが紙等の場合です。write on 

something ときます。 

 

ex.) I didn’t know [what to do]then. (=I didn’t know [what I should do] then.) 

   S     V      O        M        S     V         O        M 

「僕はそのときにどうしたらよいのかわからなかった。」 

 

※直訳すれば、「『すべき何か』がわからなかった。」「何か」は名詞。「すべき」の部分は形容詞。 
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※疑問詞+to～で、以下のような訳し方になります。コツをつかんでください。 

・what to do   「何をしたらよいのか」   

・when to go  「いつ行くべきか。」   

・where to go back  「どこへ帰るべきか。」   

・who to speak to  「誰に話しかけるべきか。」   

・whose hand to shake with 「誰と握手したらよいのか。」   

・how to cook  「どうやって料理したらよいのか。」  

 

ex.) She pointed /at a chair (to sit on.) 

    S    V      M      

「彼女は座るためのいすを指さした。」 

※sit on a chair と後ろから言えます。名詞を修飾しているから、これも形容詞的用法です。 

 

【練習問題②】 

[例題] Q.(        )内に語句を補って、できた全文を和訳しなさい。 

( It ) is necessary ( for ) you to solve this problem by Saturday. 

あなたは土曜日までにこの問題を解決する必要がある。 

 

1. She didn’t know when (        ) write back to her pen pal. 

 

2. Give me something cold (        ) drink. 

 

3. This is the knife (        ) cut (        ). 

 

 

☆副詞的用法。 

ex.) The men started [to run toward him] /to grab the football. 

      S      V          O              M 

「男たちは、フットボールをつかむために彼に向って走り始めた。」 

※to run は目的語になっているので、名詞的用法です。 

※to grab 以下は M（修飾語）の部分です。「ボールをつかむために」の部分です。 

※「ボールをつかむために」「走り始めた」と、動詞（名詞以外）を修飾しているので副詞的用法です。 

※つまり、to 以下は、started to run の「目的」や「理由」を表している副詞の部分であるといえます。 

Why did they start to run toward him? 

---To grab the football. 

 



単元攻略プリント④ 

不定詞 
Atlantis英語総合学院 

Copyright©2017 Atlantis英語総合学院 All Rights Reserved. 

 

ex.) We drove to the airport /to see her off. 

    S    V     M          M 

「私たちは彼女を見送りに車で空港に行きました。」 

※see her off で、VOC の感覚です。彼女の姿が off になるのを見るために空港に行ったのです。 

※「見送りに」は「車で行った」の部分、すなわち動詞を修飾しているので副詞的用法になります。 

 

【練習問題③】 

[例題] Q.全文を和訳しなさい。 

This dictionary was sent to the school to amuse the students. 

この辞書は、生徒たちを喜ばせるためにその学校に寄贈された。 

 

1. I wonder how difficult it is to jump up high to kill the enemies of his from his motorbike. 

 

2. He studied very hard to pass the entrance examination. 

 

3. Some of us go out alone at night to buy some snacks at that convenience store. 

 

 

以上で to 不定詞の 3 用法はおしまいです。お疲れ様でした。 

 

まとめ。 

・to 不定詞の用法は、3 つ。（名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法。） 

・見分け方は、何かを修飾しているか否か。 

・「～こと」と訳せれば名詞的用法。 

・「～ための、～すべき」と訳せれば形容詞的用法。 

・「～ために」と訳せれば副詞的用法。 

・It～to…構文は、主語が頭でっかちになるのを避けるために用いる。 


