（女性であることは何ら弱点ではない。いまでは男性にも女性にも機会は等しく
与えられている）

being a woman は「女性であること」の意味で文の主語になっている。

be ＋ -ing

ある動作、運動が続いていることを表す。

1. She is talking with someone on the smartphone.
（彼女はスマートフォンで誰かと話している）

6. Don’t keep driving more than two hours at a stretch. Take a
rest every two hours at least.
（2 時間以上休まずに運転してはならない。少なくとも 2 時間に 1 回は休憩しな
さい）

［be 動詞の現在形＋ -ing］は現在その動作・運動が行われていることを表す。

2. My grandfather has been collecting antiques for forty years.
（祖父は 40 年間骨董品を集めている）

driving は keep の目的語になっている。

7. He was proud of being a descendant of a samurai family.
（彼は武士の子孫であることを誇りにした）

［have ＋ been ＋ -ing］は過去に始まった動作・運動が現在まで行われ、更
になお続くことを示す。

3. When she heard a fire alarm, she had been relaxing in the
bathtub.
（火災報知器の音を聞いた時、彼女はお風呂でゆっくりしていた）
［had ＋ been ＋ -ing］は過去に始まった動作・運動がその時まで続いたこと
を示す。

（彼女は小包の郵送料は払わないと主張した）
動名詞を否定するには not を動名詞の前に置く。

9. People often blame parents for their children being rude in a
public place.
their children は being rude の意味上の主語になる。動名詞の意味上の主

1. smartphone スマートフォン（携帯電話の一種）
2. antique 骨董品（こっとうひん）
3. alarm 警報
fire alarm 火災報知器
alarm clock 目覚まし時計
bath 風呂
tub 桶（おけ） bathtub 湯船

名詞的用法

-ing が「 ‐ すること」の意味になる場合である。

4. My job is offering information about this castle town to
tourists.
（私の仕事は観光客にこの城下町の情報案内をすることです）
この文の is offering は現在進行形ではなく、is は「である」という動詞であ
り、offering は「提供すること」という名詞的用法である。
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8. She insisted on not paying postage for the package.

（外で子供の行儀が悪いと親が非難されることがある）

語句

2

being「であること」は of という前置詞の目的語になっている。

語は動名詞の前に置く。

10. What are the advantages and disadvantages of his not keeping
a driver’s license?
（彼が運転免許証を返上することの利点と不便な点はなんだろうか）

his は not keeping 以下の意味上の主語になっている。代名詞が動名詞の意
味上の主語になる場合には所有格でも目的格でもよい。
語句
1. offer 提供（する） information 情報（不可算名詞＝数えられない）
tourist ＝ traveler 旅行者
5. not at all 全然 ではない
nowadays （昔と違って）今は
…
…
open （動）開く （形）開かれた
equally 平等に
6. keep -ing ‐ し続ける
stretch 伸ばす（こと） at a stretch 一気に
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01

進行形、名詞化、形容詞化

進行形

1

5. Being a woman is not a weak point at all. Nowadays every
chance is open equally to male and female.

の用法
-ing

‐ing の用法 進行形、
01 名詞化、形容詞化
Section

Section

12 「…とみなす」 の表現
1

S ＋ V ＋ O ＋ as …の形

（主語＋動詞＋目的語＋ as …）

「S は O を…とみなす」

as の次には名詞、形容詞、-ing、過去分詞がくる。
（原住民はその医師を神のように思った）

regard ～ as… 「～を…とみなす」

2. She took all my remark as criticism against her.
（彼女は私の感想を自分に対する批判と受け取った）

take ～ as… 「～を…と受け取る」

3. Many people think of Britain as a country that values old
traditions.
（イギリスは伝統を重んじる国だと思う人が多い）

think of ～ as… 「～を…だと思う」

4. We look on freedom of speech as a basic principle of
democracy.
（われわれは言論の自由を民主主義の根本原理とみなす）

look on ～ as… 「～を…とみなす」
look at ～は「（直接）～ を見る」、look on ～は「（ある感情を持って）～ を
見る」

5. The Japanese refer to salt as something sacred. That’s why
sumo wrestlers spread salt on the ring before they fight.
（日本人は塩をどこか神聖視するところがある。それで相撲取りは立会いの前に
土俵に塩を撒くのだ）

refer to ～ as… 「～を…と扱う」
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native その土地の人
remark 意見
critic 批評家
criticism 批判
value （名）価値 （動）重んじる
free （形）自由な
freedom （名）自由
base （名）基礎
basic （形）基本的
な
principle 原則（発音は principal「校長」と同じ） democracy 民主主義
5. That is why
sacred 神聖な
… それが … の理由である、そういう訳で … する
ring 土俵
sumo wrestler 力士

1.
2.
3.
4.

2

S ＋ V ＋ as …の形（主語＋動詞＋ as …）

12

「S は…として通る」

6. The composer has been known to journalists as a difficult
person to make an interview.
（その作曲家はジャーナリストにとって取材が難しいことで知られている）

be known to ～ as … 「～に…として知られている」

7. You look young for your age. You could pass as an unmarried
woman of twenty-five.
（あなたは年齢の割には若くみえる。25 歳の未婚女性といっても通りますよ）

pass as ～＝ pass for ～ 「～として通用する」
語句
6. compose （動）作曲する
composer （名）作曲家
a difficult person（for
journalists）to make an interview （ジャーナリストにとって）取材をするのが難
しい人
［ヒント］He is hard to laugh. 彼はなかなか笑わない。He is difficult to
persuade. 彼を説得するのは難しい。
7. for oneʼs age 年 齢 の 割 に は
for ～ の 割 に は
He is a good player of
tennis for an old man. 彼は年の割にはテニスが上手だ。

3

S ＋ V ＋ O ＋ to be …の形
（主語＋動詞＋目的語＋ to be …）

「S は O を…とみなす」

8. People considered him to be a hero of the country.
＝ People considered him a hero of the country.
＝ People considered him as a hero of the country.
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「…とみなす」の表現

1. The natives regarded the doctor as their god.

語句

