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特集  不定詞をこう教える！ — 私の定番大公開

和田 さつき （わだ・さつき　新英研神奈川支部）

● 実践高校

SVO to 〜の定番

私には７歳上で数学が得意な兄がいる。私が20
代の頃，兄がデューイ『学校と社会』を英文で読んで
いて意味がとれないと見せてくれた文が train＋O

＋ to doだった。兄は不定詞の副詞用法「～するた
めに」だと思っていたが，私は SVOCの第五文型だ
と見抜き，「腕力や数学では勝てないが英語では兄を
乗り越えた！」と思えた瞬間が今も忘れられない。

trainと意味が近い teachは tell，ask同様，to 

doだけでなくhow to〜も接続できる点で名詞用法
に近いので SVOOとしたい人が多いだろう。
My father   taught   me to swim.

how to swim.

私は「分類はせずとも，シフト（移項・書き換え）
は示すべきだ」と考える。具体例は後半に挙げる。

１）不定詞
①人が「頼んだり命令したり期待したり要請したり許
可したりしてOに～してもらおう！」という動詞。

伝達・依頼 tell,  yell at,  ask,  advise,  beg
希望・好悪 hope,  want,  ’d like
期待・予期 expect,  long for,  wait for
勧誘・促進 invite,  urge,  push
説得 persuade,  prevail on,
命令・警告 order,  request,  warn
奨励・刺激 encourage,  inspire
許可 allow,  permit
要請 call on,  depend on,  rely on

I’d hate you to think we were late on purpose. 

私たちがわざと遅れたと思われるのは嫌だなぁ。
The teacher always picks on me to answer diffi-

cult questions. 私を選んで難問を答えさせる。
I paid him $5 to cut the grass. ５ドル払ってさせた。

②無生物主語
His refusal to answer provoked me to shout at him. 

彼が答えないので私は怒鳴った。
Poverty and hunger drove them to steal.

貧困と空腹が彼らを盗みに駆り立てた。

２）知覚動詞：原形不定詞→現在分詞→過去分詞
①V＋O＋原形不定詞：Oが～するのが聞こえた
②V＋O＋現在分詞：Oが～しているのが聞こえた
③V＋O＋過去分詞：Oが～されるのが聞こえた

I heard her call my name.
I heard her calling my name.
I heard my name called.

３）使役動詞：原形不定詞→ to 不定詞→過去分詞
①V＋人＋原形不定詞：人に～させる
②V＋人＋ to不定詞：人に～させる

She made me clean the room.
She forced me to clean the room.
I had him repair my bike.
I got him to repair my bike.
They let her study abroad.
They allowed her to study abroad.

③V＋人＋原形不定詞：人に～してもらう
④V＋物＋過去分詞：物を～してもらう

I had him repair my bike.
I had my bike repaired.

４）want, have の否定文で：V ＋ O ＋現在分詞
don’t want＋O＋~ing
I won’t have＋O＋~ing Oに～させておかないぞ

５）不定詞（to / not to）→ into / out of ＋動名詞
He told me to buy the car
He persuaded me not to buy the car
He talked me into buying the car
He persuaded me out of buying the car

talkedと persuadedは完遂性を出して「話して
／説得して～させた」と訳す。池上嘉彦『〈英文法〉
を考える』（ちくま学芸文庫）参照。未完の場合には

I tried to persuade ～.のように表現する。

受動態で：買わないように説得された センター2010
I was talked （   ） buying a big car by my sister.
① about ② away from ③ out of ④ to

前置詞 fromの例 ：My father is a lawyer, and 

he discouraged me from entering the field.
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