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英⽂法編

Lesson18 ing/ed 形の形容詞／⼈々は魂をゆさぶるような彼の演説を聞いて興奮していた＼(◎o◎)／！

Lesson18

ing/ed 形の形容詞／

⼈々は魂をゆさぶるような彼の演説を聞いて興奮していた＼(◎o◎)／！

People were so excited to listen to his soul-stirring speech.

形

容詞の中には動詞からできたものがあります。interesting や interested のような ing 形

や ed 形の形容詞は動詞からできており、分詞形容詞と呼ばれることもあります。ing 形は

現在分詞、ed 形は過去分詞からできた形容詞です。しかし、同じように⾒える形容詞でも、それ
ぞれ意味は異なるものになります。そのため、⽂法問題によく出るポイントとなっています。元と
なる動詞の使い⽅を考えてみると違いをよく理解できます。People were so excited to listen
to his soul-stirring speech.では ing 形と ed 形の形容詞を両⽅使っています。
このレッスンを受講することで ing/ed 形の形容詞について理解できます。

■ Topics
ing/ed 形の形容詞/ People were so excited to listen to his soul-stirring speech.

Topic1

現在分詞と過去分詞
●現在分詞
●過去分詞

Topic2

ing 形／ed 形の形容詞
●基本的な考え⽅
●感情を意味する ing 形/ed 形の形容詞
●ing 形／ed 形の形容詞：その他

Wrap-up
DVD 版では練習問題の解説も⾏います。

People were so excited to listen to his soul-stirring speech.
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■ Topic1
現在分詞と過去分詞
動詞の現在分詞（動詞の ing 形）や過去分詞（規則動詞の場合は ed 形）は、名詞の前や後ろにお
いて名詞を修飾したり、⽂の補語として使ったりすることができます。動詞の現在分詞は進⾏中の
動き（〜している）を意味するのに対して、過去分詞は完了（〜した、〜してしまった、など）や
受け⾝（〜された）の意味になります。基本的に⾃動詞の過去分詞は完了の意味、他動詞の過去分
詞は受け⾝の意味になります。
分詞
現在分詞

過去分詞

⾃動詞

他動詞

進⾏中

進⾏中

falling objects

the man walking a dog

「落ちつつある物体」

「⽝を散歩させているその男の⼈」

完了

受け⾝

fallen reputation

a reconditioned compressor

「落ちた評判」

「修理されたコンプレッサー」

●現在分詞
現在分詞では修飾する名詞が動作をする側になります。
Be careful with falling objects. ｢落ちてくるものに注意してください。｣
fall「落ちる」という動作をするのは object(s)「もの、物体」です。falling（現在分詞）は objects
を修飾しています。
the man walking a dog 「⽝を散歩させているその男の⼈」
walk a dog「１頭の⽝を散歩させる」という動作をするのは the man「その男の⼈」です。walking
a dog という現在分詞が導く句が the man を修飾しています。
●過去分詞
⾃動詞の過去分詞では修飾する名詞が動作をする側になるのに対して、他動詞の過去分詞では修飾
する名詞が動作をされる側になります。
⾃動詞の例：fallen reputation 「落ちた評判」
fall「落ちる」という動作をするのは reputation「評判」です。fallen（過去分詞）は reputation
を修飾しています。
他動詞の例：a reconditioned compressor.「修理されたコンプレッサー」
recondition「修理する」という動作をされるのは compressor「コンプレッサー」です。
reconditioned（過去分詞）は compressor を修飾しています。
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■ Topic2
ing 形／ed 形の形容詞
ing 形や ed 形の形容詞は現在分詞や過去分詞から作られた形容詞（分詞形容詞）です。基本的に現
在分詞や過去分詞と同じ考え⽅をしますが、もとになっている動詞の意味によってはわかりにくい
場合があるので注意が必要です。例えば「私は興奮している。」は I am excited. とします。I am
exciting.ではないのです。この理由について説明します。
●基本的な考え⽅
excite は「興奮させる」という意味の他動詞です。
The music excited him. 「その⾳楽は彼を興奮させた。
」
主語
（動作をする側）
the music
「その音楽」

動詞

目的語
（動作をされる側）
him
「彼を」

excited

ing 形や ed 形の形容詞は名詞を修飾したり、⽂の補語として使ったりすることができます。どちら
の場合でも修飾している名詞や意味上の主語（⽂の主語や⽬的語）が、exciting を使うと動作をす
る側になり、excited を使うと動作をされる側になります。
・exciting
exciting music 「（⼈を）興奮させるような⾳楽」
exciting は music を修飾しており、music が excite という動作をする側になります。The music
」→「その⾳楽は彼にとって
is exciting to him. 「その⾳楽は彼にとって興奮させるものである。
ワクワクするものです。
」
excite という動作をするのは、主語の the music です。
・excited
exited fans 「興奮させられているファン達（興奮しているファン達）」
excited は fans を修飾しており、fans が excite という動作をされる側になります。
He is excited by the music. 「彼はその⾳楽に興奮させられている。」→「彼はその⾳楽に興奮
している。」
excite という動作をするのは the music で、主語の he は動作をされる側になります。

形容詞

意味

exciting

「興奮させるような、ワクワクさせるような」

excited

「興奮した、興奮させられている」
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注意：ing 形の形容詞は⾒かけ上は動詞の ing 形と同じですが⽬的語は付けられません。

●感情を意味する ing 形/ed 形の形容詞
上で紹介した exciting「興奮させるような」/excited「興奮している、興奮させられている」も感
情を意味する ing 形/ed 形の形容詞です。感情を意味する ing 形/ed 形の形容詞は意味の違いがわ
かりにくいため、⽂法問題のポイントになることが多いです。
・interest 「興味を持たせる」からできた形容詞
形容詞

意味

interesting

「（⼈を）⾯⽩がらせる、⾯⽩い」

interested

「（⼈が）興味を持っている」

The book is interesting. 「その本は⾯⽩いです。」
I am interested in the book. 「私はその本に興味を持っています。
」

・surprise 「驚かせる」からできた形容詞
形容詞

意味

surprising

「（⼈を）驚かせる、驚くべき」

surprised

「（⼈が）驚いた」

The news was surprising to him. 「そのニュースは彼にとって驚くべき物だった。」
He was surprised at the news. 「彼はそのニュースに驚いた。」

・fascinate 「魅了する」からできた形容詞
形容詞

意味

fascinating

「（⼈を）うっとりさせる、魅了する」

fascinated

「（⼈が）魅了された」

The plan of starting up a new business sounds fascinating to me.
「新しい事業を興すという計画は魅⼒的だと思います。」
Fans were fascinated by the superb performance.
「ファン達は最⾼の演技に魅了されていました。」
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・satisfy 「満⾜させる」からできた形容詞
形容詞

意味

satisfying

「（⼈を）満⾜させるような」

satisfied

「（⼈が）満⾜している」

I want to find a more satisfying job.
「私はもう少し満⾜できる仕事を⾒つけたいです。」
None of the union members were satisfied with the offer.
「労働組合員の中にはその申し出に満⾜している⼈は誰もいなかった。」

・confuse「困惑させる、混乱させる」からできた形容詞
形容詞

意味

confusing

「（⼈を）混乱させる、わかりにくい」

confused

「（⼈が）困惑した」

The announcement made by the company to clarify the cause of the accident was so
confusing.
「その会社が事故の原因を明らかにするために⾏った発表はとても分かりにくいものでした。」
Everyone seemed confused about the news of closing down the shopping center.
「ショッピングセンター閉鎖のニュースを聞いて、みんな困惑していました。」
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・その他の感情を意味する ing 形/ed 形の形容詞
動詞

形容詞

意味

bore

boring

「（⼈を）退屈させる、つまらない」

「退屈させる」

bored

「（⼈が）退屈した」

convince

convincing

「（⼈に対して）説得⼒のある」

「説得する」

convinced

「（⼈が）確信して」

disappoint

disappointing

「（⼈を）がっかりさせる」

「失望させる」

disappointed

「（⼈が）がっかりした」

frustrate

frustrating

「（⼈に）いらだたしい、じれったい（思

「いらいらさせる、

いをさせる）
」

挫折させる」

frustrated

「（⼈が）欲求不満の、挫折した」

relax

relaxing

「（⼈を）くつろがせる、落ち着いた」

「リラックスさせる」 relaxed

「（⼈や雰囲気が）くつろいだ」

stir

stirring

「（⼈を）奮起させる、感動的な」

thrill

thrilling

「ぞくぞくさせる、⾝の⽑のよだつ」

「わくわくさせる、

thrilled

「ぞくぞくした、わくわくした。」

tire

tiring

「（⼈を）疲れさせる」

「疲れさせる」

tired

「（⼈が）疲れた」

「奮起させる」

ぞくぞくさせる」

●ing 形／ed 形の形容詞：その他
今まで紹介した感情を意味する形容詞以外にも ing 形/ed 形の形容詞があります。
・freeze「凍らせる」からできた形容詞
形容詞

意味

freezing

「凍るような」

frozen

「氷の張った、凍っている」

freezing weather 「凍るような天気」
Please keep the food frozen. 「その⾷べ物は凍らせておいてください。」

・run「⾛る、流れる、動く」からできた形容詞
形容詞
running

意味
「流れている、動いている」

When the chemical gets in your eye, wash well in running water. 「もしその薬品が⽬の
中に⼊ったら、⽔道⽔でよく洗ってください。
」
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・ice「氷で冷やす」からできた形容詞
形容詞
iced

意味
「氷で冷やす」

I'd like a glass of iced tea, please. 「１杯のアイスティーをお願いします。」

・smoke「燻製にする、煙でいぶす」からできた形容詞
形容詞
smoked

意味
「燻製の」

Would you like some smoked salmon? 「サーモンの燻製はいかがですか？」

・use 「使⽤する」からできた形容詞
形容詞
used

意味
「使⽤された、中古の」

We don't carry any used items. 「当店は中古品は扱っておりません。」

スコアアップ！

(DVD 版のみ収録)

例題：The sales representative felt

rewarded for her work.

a. much
b. very
この問題の答えは a. much です。過去分詞は very で修飾できないからです。
rewarded は reward 「報酬をあたえる」の過去分詞です。Rewarding は「報酬の良い、やりが
いがある、読みがいがある」という意味の形容詞ですが、rewarded は形容詞とはされていません。
interested や surprised などのように形容詞となった過去分詞は very で修飾することができま
すが、rewarded は very で修飾することはできません。
The sales representative felt much rewarded for her work.
「その営業担当者は彼⼥のした仕事に対して⼗分に報酬を受けていると感じました。」
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ト

ルココーヒーって飲んだことありますか？
同じようなコーヒーは中東の周りの多くの国々で飲まれているようです。淹れ⽅は細かく挽い

たコーヒーと⽔を鍋に⼊れそのまま煮出します。そして、コーヒー⾖はこさずにそのままカップにコ
ーヒーをいれます。好みにより砂糖やカルダモンなどのスパイスを⼊れることもあるようです。⾯⽩
いのは飲んだ後、カップの中に残るコーヒーの粉の形で占いができることです。
I am intrigued by Turkish coffee. 「私はトルココーヒーに興味をもっています。
」と intrigued

を使うほうが interested よりも印象的な感じです。
interest と同様 intrigue も「興味をそそる」という意味の動詞ですが、intrigue のほうは特に
「珍しさ、新しさ、魅⼒などで興味をそそる」という状況にピッタリくる動詞です。intriguing は
「興味をそそる、おもしろい」などの意味の形容詞として多くの辞書にものっています。また、辞書
によっては intrigued についても「わくわくして、興味をそそられて」という意味の形容詞として
紹介しています。
トルココーヒーも intrigued という形容詞もミステリアスで興味をそそられてしまいませんか？
コーヒーブレーク (DVD 版のみ収録)

■ Wrap-up
●ing 形 ／ed 形の形容詞の意味はもとの動詞に影響を受けている。
●現在分詞は進⾏中、過去分詞は受け⾝や完了の意味になる。
●動作をする側と動作をされる側を意識する。

People were so excited to listen to
his soul-stirring speech.
「⼈々は魂をゆさぶるような彼の演説を聞いて興奮していた。
」
主語

名詞

people
「⼈々」
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■ Practice
先⽣の解説を聞き、下記の練習問題を解いてみましょう。(DVD 版のみ収録)
1. The book is

.

a. interest
b. to interest
c. interested
d. interesting
2. Many people were

by the president's speech.

a. disappoint
b. disappointed
c. disappointing
d. to disappoint
3. Unfortunately, the movie was

.

a. bore
b. bored
c. boring
d. to bore

■ Homework
このレッスンに関連した下記の練習問題に挑戦してみましょう。
1. The investigator

that the accident was caused by speed.

a. convincing
b. convinced
c. is convincing
d. is convinced
2. This shop specializes in selling

computers.

a. use
b. used
c. using
d. uses
3. The client

with the paint job.

a. looked satisfied
b. looked satisfying
c. satisfied
d. satisfying
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■ Explanation - Practice
」
1. The book is interesting.「その本は⾯⽩い。
解説：d. interesting「⾯⽩い」
（形容詞）が答えです。interesting は感情を意味する ing 形の形容詞
です。「その本は⾯⽩いです。」という意味にするためには ing 形の interesting にします。
a. interest「興味、利⼦」（名詞）
、
「興味を持たせる」（動詞）ですが名詞と考えた場合、the book ＝
interest にはなりません。また、動詞の原形を be 動詞に直接付けることはできません。b. to interest
は「興味を持たせること」（不定詞の to＋動詞）または「関⼼に、興味に」（前置詞の to ＋名詞）と考
えることができます。しかし、どちらにしても意味的に問題があります。c. interested「興味を持って
いる」（形容詞）ですが、本が興味を持つことはできないのでダメです。
2. Many people were disappointed by the president's speech.
「多くの⼈達が社⻑のスピーチに失望しました。」
解説：b. disappointed「失望している」（形容詞）が答えです。disappointed も感情を意味する ed
形の形容詞です。be disappointed by 〜で「〜に失望している」という意味になります。
a. disappoint は「失望させる」（動詞）ですが動詞の原形なので、be 動詞に直接は付けられません。
c. disappointing は「失望させる」という意味になります。失望するのは Many people の⽅ですから、
誤りです。d. to disappoint（不定詞の to＋動詞）ですが意味が通らないのでダメです。また、後ろの
by the president's speech につなげられません。
3. Unfortunately, the movie was boring.「残念ながら、その映画は退屈でした。」
解説：c. boring「退屈させる」
（形容詞）が答えです。boring も感情を意味する ing 形の形容詞です。
a. bore「退屈させる」（動詞）は動詞の原形ですから be 動詞に直接付けられません。b. bored「退屈
．．．．．．
している」
（形容詞）は⽂法として誤りではありませんが、the movie が退屈しているのではなく、the
．．．．．．．
movie が誰かを退屈させているので、意味が通りません。d. to bore（不定詞の to＋動詞）は意味が通
りません。

■ Explanation - Homework
1. The investigator is convinced that the accident was caused by speed.
「その調査官はその事故はスピードにより起きたと確信しています。
」
解説：d. is convinced が答えです。convinced は「確信している」
（形容詞）です。ここでは、convinced
は動詞の過去形ではなく、形容詞となります。
a. convincing「説得⼒のある」（形容詞）ですが主節に⼊れるには be 動詞が必要です。また、意味的
にも不⾃然です。b. convinced「確信している」は形容詞として考えるなら、be 動詞が必要です。ま
た、
「説得した」
（動詞の過去形）と考えることもできます。しかし、convince は他動詞です。そのため
説得する相⼿となる⽬的語が必要です。ここでは、
「〜を」という⽬的語が必要となりますが、この⽂に
は⽬的語にあたるものがありません。c. is convincing （be 動詞の３⼈称単数形＋ing 形）は形とし
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ては be 動詞がついていますが、convincing を現在分詞と考えた場合は the investigator is
convincing は「その調査官は説得⼒がある。」という⽂になりますが that 節をとりません。convincing
を動名詞として考える場合は the investigator ＝ convinicing という関係が成⽴する必要があるの
でダメです。また、convincing を進⾏形と考えた場合は後ろに⽬的語が必要になります。
2. This shop specializes in selling used computers.
「この店は中古のコンピュータの販売に特化しています。
」
解説：b. used「中古の」（形容詞）が答えです。used computers で「中古のコンピュータ」の意味
になります。
a. use「使⽤」（名詞）
、
「使う」（動詞）ですが、selling の後ろで computer（名詞）の前に置くこと
はできません。c. using「使うこと」は、using computers で「コンピュータを使うこと」 の意味
になりますが、selling とうまくつながりません。d. uses「使い⽅」
（名詞の複数形）
・
「使う」
（動詞の
3 ⼈称単数現在形）ですが、この⽂の述語動詞は specializes なので、もう１つ述語動詞をつけること
はできません。
3. The client looked satisfied with the paint job.
「そのお客さまはそのペンキ塗りのでき映えに満⾜しているように⾒えました。
」
解説：a. looked satisfied が答えです。look satisfied は「満⾜しているように⾒える」の意味です。
satisfied は satisfy 「満⾜させる」からできた感情を意味する ed 形の形容詞です。
b. looked satisfying「満⾜させるように⾒える」という意味になりますが、「そのお客さまは（⼈を）
満⾜させるように⾒える。」では意味的に問題があります。また、後ろの with the paint job「ペンキ
塗りのでき映え」とつなげられません。c. satisfied「満⾜している」
（形容詞）、
「満⾜させる」
（過去形、
過去分詞）となりますが、形容詞の場合は be 動詞が必要です。また、動詞の場合は⽬的語が必要です。
d. satisfying「満⾜させるような」
（形容詞）ですが be 動詞が必要です。また、be 動詞があったとし
ても意味的に不⾃然です。
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