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高 2・3年生対象  不定詞 
 

以下に挙げる種類の名称をいちいち覚える必要はない。不定詞とはどのような形をとるの

かを理解できればいい。これだけ知っておけばおおよそ安心だ！  

 

to 不定詞------to+動詞の原形（名詞的用法・形容詞的用法・副詞的用法）。 

名詞的用法：文中で主語・目的語・補語の役割をする。 

      例）I like to eat hamburgers. ⇒like の目的語になっている。 

 

形容詞的用法：名詞を修飾する働きをする。 

例）I have many things to do. ⇒things（名詞）を修飾している。 

 

副詞的用法：動詞を修飾する働きをする。 

例）I studied very hard to pass the entrance examination. ⇒studied（動詞）

を修飾している。pass するために study した。 

 

原形不定詞---to を付けず動詞の原形のみ。 

You had better give up smoking. 

 

完了不定詞---述語動詞より前の時制を表す（主に seem や助動詞と共に用いる）。 

He seems to have been sick.     You should have come earlier. 

 

代不定詞------同じ動詞を繰り返すのを避けるために to だけで表現する形。構文としては、

want to, intend to, ought to, have to, be able toなど不定詞を成句にとる場合によく起こる。 

You can stay here if you want to. ＊本来は You can stay here if you want to (stay here). 

 

独立不定詞-----文中のほかの部分から独立して、文全体を修飾する不定詞。 

To be frank with you, I don’t like the way you talk.「率直に言うと、君の話し方が気に入らな

い」 

ex. to begin with「まず第一に」 

to make matters worse「さらに困ったことには」 

to make a long story short「要するに」 

to say the least of it「控えめに言っても」 

 

疑問詞+ to 不定詞---全体として名詞句を作る。 

what to, when to, where to, how to, which（名詞）to  (why to, who to はまれ) 

ex. I don’t know what to do.「何をしたらいいかわからない」 

   I need to check which bus to take.「どのバスに乗ればいいか確認が必要だ」 
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be + to 不定詞-----この形で助動詞的な役割を果たす。 

①予定：The concert is to be held tonight.「今夜コンサートが開かれる予定だ」 

②運命：He was never to see his family again.「二度と家族に会うことはなかった」 

③義務・命令：You are to pay your debt.「借金を返さないといけないよ」 

④可能：The book was not to be found.「カメラは見つからなかった」 

⑤意思：If you are to succeed, you must work hard.「成功したければ努力しなさい」 

 

It is + 形容詞 + for (of) +目的語+ to….. 

for 型：形容詞≠目的語という状況の場合 

dangerous, difficult, easy, hard, (im)possible, safe, useless, usual など。 

ex. It is difficult for you to solve the problem.「君にとってその問題を解決するのは困難だ」 

 

of 型：形容詞＝目的語という状況の場合 

careless, clever, crazy, decent, good, cruel, foolish, honest, rude, polite, brave, stupid, 

kind, selfish, silly, wise など。 

ex. It was kind of you to walk them to the station.「彼らを駅まで案内するとはやさしいね」 

 

 

（演習問題） 

(     )に入る正しいと思うものを①～④の中から選びなさい。 

1. He seems (     ) working long hours on Monday. 

  ① liking   ② liked   ③ like  ④ to like 

 

2. The engineer has to come up with a successful plan (     ) the problem with the server. 

  ① solving    ② to be solved   ③ to be solving   ④ to solve 

 

3. The fees for the seminar (     ) directly to the chairman of the board. 

  ① are to be paid   ② are to pay   ③ is being paid   ④ is paying 

 

4. In order (     ) the project going, he needed the extension on the budget. 

  ① for keeping   ② of keeping   ③ to be keeping   ④ to keep 

 

5. The supervisor wouldn’t (     ) the employees to smoke in the office. 

  ① allow   ② have   ③ let   ④ make 

 

6. During the meeting, the accounts manager looked for a chair (     ). 

  ① to sit down   ② sitting down   ③ to sit on   ④ sitting on 
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7. Bryan never fails (     ) his proposals to the client on time. 

  ① for sending   ② of sending   ③ to send   ④ send 

 

8. The receptionist didn’t know (     ) with the documents that were left on the desk. 

  ① where to be done   ② what to do   ③ how to do   ④ how come 

 

9. It is cruel (     ) such a thing to your mother. 

  ① for you to say   ② of you to saying  ③ for you to saying   ④ of you to say 

 

10. Adults should try (     ) too much burden on their children. 

  ① not put   ② to not put  ③ not to put   ④ no put 

 

11. I think it is quite easy (     ) the problems. 

  ① of us to solve   ② for us solving  ③ for us to solve   ④ of us to solving 

 

12. Many parents tell their children that it is really necessary (      ) teachers’ advice. 

  ① them following   ② their following  ③ of them to follow   ④ for them to follow 

 

13. The sign says, “This river is dangerous (     ).” 

  ① swimming   ② swimming in  ③ to swim   ④ to swim in 

 

14. He was seen (     ) the room. 

  ① enter into   ② to enter  ③ enter   ④ entering into 

 

15. Michael is only thirteen. He is (     ) to get a driver ’s license. 

  ① not too young   ② young enough  ③ not old enough   ④ too old 

 

 

 

 

（解答解説） 

1. ④ seem の後に動詞が続く場合は to 不定詞となる。ちなみに形容詞が続く場合はそのまま続け

られる。例）He seems happy lately. 「彼は最近嬉しそうだ。」 

 

2. ④ a successful plan を修飾する to 不定詞の形容詞的用法。 

 

3. ① be + to 不定詞の「義務」。fee（費用）は「払われる」ものなので、受動態の be paid となる。 
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4. ④ in order to～ 「～するために」。 

 

5. ① 「allow + 目的語 + to 不定詞」の式。他の選択肢はすべて使役動詞なので to 不定詞は続け

られない。 

 

6. ③ 選択肢①と③で迷うと思うが、このような場合は to sit down, to sit on の後に前置詞の目的

語となる a chair を続けて考える。sit down は、「座る」という動作のみを表すので、sit down a 

chair とはできない。sit on a chair「椅子に座る」が正しい。ちなみに、sit down on～「～に座

る」という表現もあることを覚えておこう。 

 

7. ③ never fail to～「必ず～する」。必須の熟語。 

 

8. ② 「机の上の残されていた資料をどうすべきか分からなかった。」が訳なので、what to do が

正解。what to do with～「～をどうすべきか（扱うべきか）」で覚えてしまおう。③の how to

で迷うかもしれないが、how は「方法、やり方」を表すので、ここでは資料に関する「方法、

やり方」ではなく、「資料に対して何をすべきか」なので what to という解釈もできる。 

 

9. ④ この問題では「of 型」で、形容詞（cruel）＝目的語（you）のパターン。 

 

10.  ③「try to V」の形。否定形は「try not to V」となることに注意。 

 

11.  ③ 「for 型」。形容詞（easy）≠目的語（us）のパターン。easy なのは目的語（us）ではなく、

to 以下である。 

 

12.  ④ 「for 型」。形容詞（necessary）≠目的語（them）のパターン。necessary なのは目的語（them）

ではなく、to 以下である。 

 

13.  ④ 6.と同じ考え方。選択肢③と④で迷うと思うが、to swim, to swim in の後に目的語となる

this river を続けて考える。swim は自動詞なので、to swim this river とは言えないのは理解で

きるであろう。「この川で泳ぐことが危険」なので、to swim in this river となる。よって to swim 

in が正解。 

 

14.  ② 「S be seen to V～」で「S が～するところを見られる、～であるとみられる（思われる）」 

 

15.  ③  文意からして、not old enough「十分年を取っていない」が正解。 

 

 

― END ― 

 


