第 6 章：修飾語
1. Dangling Modifier：分詞構文、動名詞、不定詞で文章が始まる場合、それらの意味上の主語が、主節の主語と一致しているか確認しまし
ょう。一致していなければ不正解と判断します。
分詞構文(~ing, ~ed, 形容詞, 名詞), S V ~.
Singing a song, Abby climbed the hill. – OK
Singing a song, the hill was climbed by Abby. – NG
歌を歌うのは丘ではなくアビーだと判断しましょう。
（歌を歌いながら、アビーは丘を登った）
Asked a difficult question, Tony could not speak a word. – OK
Asked a difficult question, no word came from Tony’s mouth. – NG
文頭 Being が省略されています。難しい質問をされるのは言葉ではなくトニーだと判断しましょう。
（難しい質問をされて、トニーは言葉
を失った）
Young and energetic, the new manager has already introduced several innovations. - OK
Young and energetic, several innovations have already been introduced by the new manager. – NG
これも文頭 Being が省略されています。若くて精力的なのは変革ではなくマネージャーだと判断しましょう。
（若くて精力的であり、その
新しいマネージャーはすでにいくつかの変革をもたらした）
Once a true love of mine, Kate got married to Tony. – OK
Once a true love of mine, Kate and Tony got married. – NG
文頭 Having been が省略されています(Having once been ~)。 a true love と単数形なので、Kate が主語と判断しましょう。
（かつて私が本
当に愛する人であったのだが、ケイトはトニーと結婚した）
前置詞＋動名詞(~ing), S V ~.
By playing the trumpet, Louis Armstrong entertained his audience. – OK
By playing the trumpet, the audience was entertained by Louis Armstrong. – NG

トランペットを演奏するのは、聴衆ではなくルイ・アームストロングだと判断しましょう。
（トランペットを演奏することで、ルイ・アー
ムストロングは聴衆を楽しませた）
To do ~, S V ~.
To study English, Ken went to London. – OK
To study English, London was the place where Ken went. – NG
To 不定詞の dangling modifier の問題はほとんど出題されていませんが、
考え方は同じです。
英語を勉強するのは Ken だと判断しましょう。
（英語を勉強するために、ケンはロンドンに行った）
例題 1）
Added to the expansion of healthcare benefits requested last April, the airline employees are now seeking an expanded program of healthcare
benefits.
A) Added to the expansion of healthcare benefits requested last April, the airline employees are now seeking an expanded program of retirement
benefits.
B) The airline employees are now seeking an expanded program of retirement benefits added to the expansion of healthcare benefits that were
requested last April.
C) Added to the expansion of healthcare benefits which had been requested last April, the employees of the airline are now seeking an expanded
program of retirement benefits.
D) In addition to the expansion of healthcare benefits requested last April, the airline employees are now seeking an expanded program of
retirement benefits.

E) In addition to the expansion of healthcare benefits that was requested last April, the employees of the airline are now seeking an expanded
program of retirement benefits.
解説）
A と C は、文頭の分詞構文の意味上の主語が employees になるのはおかしいです。
。dangling modifier なので不正解と判断しましょう。B は、
that の先行詞は、意味から increase と判断し、were では数が合わないので切りましょう。D は、requested last April が benefits と expansion
のどちらを修飾するのか形から判断出来ません。一方で、E だと、that was requested という動詞の数から先行詞が expansion であると判断で
きます。よって、E を選びましょう。
訳）
昨年の 4 月に要求された医療手当の拡張に加えて、航空会社の従業員は今退職手当の拡張プログラムを得ようとしている。
例題 2）
The Environmental Protection Agency estimates that approximately 15% of heating and cooling costs can be saved by adding insulation in attics
and basement rim joists.
A) The Environmental Protection Agency estimates that approximately 15% of heating and cooling costs can be saved by adding insulation in
attics and basement rim joists.
B) The Environmental Protection Agency estimates that by adding insulation in attics and basement rim joists, approximately 15% of heating
and cooling costs can be saved.
C) According to the Environmental Protection Agency, by adding insulation in attics and basement rim joists, the average homeowner can save
approximately 15% of heating and cooling costs.
D) According to the Environmental Protection Agency, by adding insulation in attics and basement rim joists, approximately 15% of heating and

cooling costs can be saved by the average homeowner.
E) According to the Environmental Protection Agency, approximately, 15% of heating and cooling costs can be saved by adding insulation in
attics, crawl spaces, and basement rim joists.
解説）
A と E は、adding の意味上の主語が不明です。B と D は、adding の意味上の主語が 15% of ~ costs になるので、dangling modifier だと判断し
ましょう。C は、adding の意味上の主語が homeowner なので問題ありません。
訳）
環境保護庁によると、屋根裏や地下のへりの結合部に断熱材を加えることで、普通の住宅所有者は冷暖房費の約 15％節約できる。
2. 分詞構文、前置詞＋動名詞で始まる文の主節に there V S. it is ~ to do/that ~. が来る場合は不正解になります。 また、Dangling
Modifier になる可能性がある修飾語で文が始まっている場合は、意味上の主語が出来るだけ早く見えた方がよいと考えましょう。
Erected in 1934, it is the church that satisfies the civic pride of the city. – NG
Erected in 1934, the church satisfies the civic pride of the city. – OK
（1934 年に建てられた、その教会は市民のプライドを満足させている）
Elected captain of the team, fortunately Tony led it to win the tournament.
< Elected captain of the team, Tony fortunately led it to win the tournament.
（チームのキャプテンに選ばれて、トニーは幸運にもチームをその大会の優勝へ導いた）
3. Dangling Elliptical Modifier：従属接続詞 (if, when, while, though, although, even though, after, before, etc.) の後で、主語と
be 動詞が省略されている場合、省略されている主語は主節の主語と一致する必要があります。また、従属節中の省略は、いつも主語と be
動詞の省略と考えましょう。主語と一般動詞が省略されることはありません。
ただし、様態の as は例外です。

In the nineteenth century, as (they did) in the seventeenth century, great social changes took place.
（17 世紀と同様、19 世紀には、大きな社会的変化が起こった）
While working as a journalist, Tony wrote two novels. – OK
While working as a journalist, two novels were written by Tim. – NG
While の後省略されている主語は、Tony だと判断しましょう。
（ジャーナリストとして働いている間に、トニーは小説を 2 作書いた）
A dog holds its tail between its legs when chastised by its master. – OK
A dog’s tail is held between its legs when chastised by its master. – NG
when の後省略されている主語は、dog だと判断しましょう。
（犬は、主人にしかられると、しっぽを足の間に挟む）
例題）
Vincent Van Gogh so treasured his collection of hundreds of ukiyoe prints that while making many copies, Japanese visual inventions, such as use
of space effect and color, were willingly adopted by him.
A) Japanese visual inventions, such as use of space effect and color, were willingly adopted by him
B) Japanese visual inventions, including use of space effect and color, were adopted willingly by him
C) he willingly adopted Japanese visual inventions, such as use of space effect and color
D) he adopts Japanese visual inventions, including use of space effect and color, willingly
E) willingly he adopted Japanese visual inventions, such as use of space effect and color

解説）
while の後省略されている主語は、主節の主語と一致する必要があります。よって、he が来ている C, D, E に絞りましょう。D は、時制がおか
しいですし、E は、willingly の位置が良くないので、C を選びましょう。so ~ that 構文の so は副詞なので、この問題の様に so が動詞を修飾す
る場合もあります。
訳）
ヴィンセント・ファン・ゴッホは、何百枚もの浮世絵のコレクションを非常に大切にしたので、たくさんのコピーを作る間に、空間効果や色
彩の使用などの日本の視覚的発明をすすんで取り入れた。
4. 修飾語は、非修飾語の近くに置きましょう。
I ordered only a cup of tea.（紅茶を一杯だけ注文した）
I only ordered a cup of tea.（
（紅茶一杯注文しただけである→他の事はしていない）
only は、基本的に直後の言葉を修飾すると考えましょう。a cup of tea を修飾したければ、only a cup of tea が正しい位置になります。例
外、カンマやピリオドで切れる場合は、only が前の語句を修飾する場合もあります。
This information is for your eyes only. （この情報は秘密です）
be 動詞の前の only は、不正解と考えられます。
Tony only is a candidate for the position. – NG
Only Tony is a candidate for the position. – OK （トニーだけが、そのポジションの候補者です）
主語の Tony を修飾したければ、Only Tony とすべきです。
Laila only is a girl. – NG
Laila is only a girl. – OK （レイラは少女にすぎない）
補語の girl を修飾したければ、only a girl とすべきです。
どちらの場合も、be 動詞の前に only が来ている選択肢は不正解と判断できます。

I am going to meet a girl who is from England today. – NG
Today I am going to meet a girl who is from England. – OK （今日私は英国から来た女の子と会います）
この 2 文に関しては、today を何処に置くかが問題になっています。上の文だと today が関係代名詞中の is を修飾するように見えて良くあ
りません。
During the night it is thought that Tim broke the window. – NG
It is thought that during the night Tim broke the window. – OK （夜の間にティムがその窓を割ったと考えられている）
この 2 文に関しては、during the night を何処に置くかが問題になっています。上の文だと during the night が is thought を修飾するよう
に見えて良くありません。下の文だと broke を修飾するので問題ありません。
5. S V O [V’ ~] M. – NG < S V M O [V’ ~]. – OK
動詞と目的語の間にその動詞を修飾する副詞や副詞句は普通入れません。
I love very much her. – NG
I love her very much – OK
ただし、目的語に分詞や関係詞などの述部を含む修飾語が付いている場合、副詞を後ろに置くと前の動詞を修飾するように見えなくなる
ので、動詞と目的語の間に、副詞や副詞句が置かれることがあります。
He needed a native instructor for his son who is good at teaching English. – NG
He needed a native instructor who is good at teaching English for his son. – NG
He needed for his son a native instructor who is good at teaching English. – OK
（彼は息子のために、英語を教えるのが上手な英語を母国語とする講師が必要だった）
1 文目は、who 以下が son を修飾するように見えて良くありません。2 文目は、for his son が needed を修飾するには離れすぎているので、
who 以下を修飾する様に見えます。3 文目は、for his son が、誤解なく needed を修飾するので問題ありません。前置詞 for の後に、名詞
が 2 つ続くのが変だと思う人もいるかもしれませんが、その人は need が他動詞であると認識が出来ていないと思われます。他動詞は目的
語が必要なので、その直後に前置詞句の for his son が来ると、目的語がその後ろに来るはずだと予測できます。ここでは、a native instructor

が needed の目的語だと判断しましょう。
例題）
Long the destination of the pilgrimage to the shrine of St. Johns in the Cathedral of Santiago de Compostela, each year attracts more than 200,000
pilgrims, most of whom use walking canes, to the city of Santiago de Compostela from all over the world.
A) each year attracts more than 200,000 pilgrims, most of whom use walking canes, to the city of Santiago de Compostela from all over the
world
B) the city of Santiago de Compostela attracts each year more than 200,000 pilgrims, most of whom use walking canes, from all over the world
C) more than 200,000 pilgrims, most of whom use walking canes, are attracted each year to the city of Santiago de Compostela from all over
the world
D) the city of Santiago de Compostela attracts more than 200,000 pilgrims, most of whom use walking canes each year, from all over the world
E) more than 200,000 pilgrims, most of whom use walking canes each year, are attracted to the city of Santiago de Compostela from all over
the world
解説）
文頭 Having been が省略された分詞構文なので、意味上の主語が主節の主語と一致する必要があります。よって、B と D に絞りましょう。D
は、each year が use を修飾するように見えて、意味がおかしくなるので、B を選びましょう。B の each year は、誤解なく attracts を修飾し
ています。
訳）
長年、サンチアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂の聖ヤコブの遺骨への巡礼の目的地であったのだが、サンチアゴ・デ・コンポステーラ市は毎

年 20 万人以上の巡礼者、そのほとんどが杖を使って歩く、を世界中から引き寄せる。
6. Squinting Modifier：どちらにかかるかわからない修飾語は、不正解要因と判断しましょう。
Tim planned during the holiday to go to Spain. – NG
Tim planned to go to Spain during the holiday. – OK （休暇中にスペインに行くという計画をティムは立てた）
During the holiday Tim planned to go to Spain. – OK （ティムはスペインに行くという計画を休暇中に立てた）
例題）
Released as Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, a title used only in the United States, in 2001, a fantasy film Harry Potter and the Philosopher’s
Stone was based on J. K. Rowling’s 1997 novel of the same name.
A) as Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, a title used only in the United States, in 2001,
B) in 2001 as Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, a title used only in the United States,
C) as a title used only in the United States, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, in 2001
D) as Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, in 2001, a title used only in the United States,
E) in 2001 as a title used only in the United States, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone,
解説）
A と C は、in 2001 が Released を修飾するのか、was based を修飾するのか曖昧で良くないです。また、C と E は、as の後に a title が来るの
がおかしいです。as の後は、Harry Potter and the Sorcerer’s Stone が来るべきです。D は、同格表現の間に、in 2001 が入っているので不正解

と判断しましょう。よって、B を選びましょう。
訳）
米国だけで使われたタイトル「ハリーポッターと魔法使いの石」として 2001 年に公開されたのだが、ファンタジー映画「ハリーポッターと賢
者の石」は、J.K.ローリングが 1997 年に出版した同名の小説が基になっていた。
7. 分詞 vs. 関係代名詞： 直前の名詞を修飾する時は、原関係代名詞のほうが好まれます。
Tim met a man, who was singing a song. > Tim met a man, singing a song.
節の後にカンマがあり、その後の分詞の塊で文が終わっている場合、その分詞は直前の名詞を修飾するのか、主節の主語を意味上の主語と
する分詞構文なのか曖昧なのでよくありません。
A, including B は例外で、カンマがあってもいつも前の名詞を修飾すると考えてよいです。また、 分詞が挿入されている場合は、直前の名
詞を修飾できます。
Tim met a boy, singing a song, who looked like Sting. （ティムは、歌を歌っている少年に会ったが、その子はスティングに似ていた）
この場合、singing は、直前の boy を修飾すると考えます。
例題）
The three major nutrients consist of carbohydrates, fats, and protein, much slower at delivering energy than carbohydrates.
A) much slower at providing energy than carbohydrates
B) which provides energy much slower than carbohydrates
C) providing energy much faster than protein does
D) which provides energy much slower than do carbohydrates

E) providing energy much slower than carbohydrates
解説）
直前の名詞を修飾する場合は分詞よりも関係詞の方が良いので、B と D に絞りましょう。B は、carbohydrates と energy を比べていると誤解
する可能性があるので、D を選びましょう。D だと、than 以下に代動詞 do がついているので、主語と主語、つまり protein と carbohydrates
を比べていることは明らかです。
訳）
三大栄養素は、炭水化物・脂肪・タンパク質で構成されるが、タンパク質は炭水化物よりもエネルギーを供給するのがかなり遅い）
8. 付帯状況の分詞構文
Tony watched TV(,) lying on the bed. （トニーはベッドに横たわりながら、テレビを見た）
付帯状況の分詞構文の主語は主節の主語と一致しますので、 lying の意味上の主語は、Tony になります。
9. 結果の分詞構文：前の節の内容を意味上の主語にできる分詞構文
付帯状況の分詞構文の一種で、前の事柄に続いて起こったことを分詞構文を使って表すことが出来ます。参考書を調べても結果の分詞構
文という項目は出てこないと思いますが、便宜上そのように呼んでいます。
In A.D. 79 Mt. Vesuvius erupted violently, destroying the nearby city of Pompeii. – OK
In A.D. 79 Mt. Vesuvius erupted violently, which destroyed the nearby city of Pompeii. – NG
In A.D. 79 Mt. Vesuvius erupted violently and destroyed the nearby city of Pompeii. – NG
（西暦 79 年にヴェスヴィオ火山が激しく噴火し、その結果近隣の都市ポンペイが破壊された）
この場合、destroying の意味上の主語は、ヴェスヴィオ火山ではなく、ヴェスヴィオ火山が噴火したことです。 which は、前節の内容を先
行詞に出来ないのでおかしいです。3 つめだと、ヴェスヴィオ火山がポンペイを破壊したことになるので、結果の分詞構文より意味的に劣

ると考えてください。
例題）
After forming alliances with indigenous enemies and rivals of the Aztecs, the Spanish conquistador Hernán Cortés led a coalition army of
Spanish forces and native Tlaxcalan warriors to capture Tenochtitlan, the magnificent capital city of the Aztec empire, in 1521, bringing
an end to Mesoamerica’s last great native civilization.
A) After forming alliances with indigenous enemies and rivals of the Aztecs, the Spanish conquistador Hernán Cortés led a coalition army
of Spanish forces and native Tlaxcalan warriors to capture Tenochtitlan, the magnificent capital city of the Aztec empire, in 1521,
bringing an end to Mesoamerica’s last great native civilization.
B) By forming alliances with the Aztecs' indigenous enemies and rivals, the Spanish conquistador Hernán Cortés led a coalition army of
Spanish forces and native Tlaxcalan warriors to capture the Aztec empire’s magnificent capital city, Tenochtitlan, in 1521 and brought
an end to Mesoamerica’s last great native civilization.
C) A coalition army of Spanish forces and native Tlaxcalan warriors led by the Spanish conquistador Hernán Cortés captured the empire’s
magnificent capital city Tenochtitlan in 1521 after forming alliances with indigenous enemies and rivals of the Aztecs, and brought
an end to Mesoamerica’s last great native civilization.
D) The Spanish conquistador Hernán Cortés formed alliances with the Aztecs' indigenous enemies and rivals, led a coalition army of
Spanish forces and native Tlaxcalan warriors to capture the Aztec empire’s magnificent capital city Tenochtitlan in 1521, bringing an
end to Mesoamerica’s last great native civilization.
E) A coalition army of Spanish forces and native Tlaxcalan warriors led by the Spanish conquistador Hernán Cortés had captured the
empire’s magnificent capital city Tenochtitlan in 1521 after he formed alliances with indigenous enemies and rivals of the Aztecs,

and brought an end to Mesoamerica’s last great native civilization.
解説）
A で問題ありません。
bringing は結果の分詞構文で、
コルテスか軍隊を率いて首都を占領したことが意味上の主語になっています。
B だと Cortés
が、C と E だと coalition army が brought の主語になるので意味的に A より劣ります。D は、formed ~, led ~, bringing ~となっているので、
並列構造が破綻しています。E は、had captured という時制もおかしいです。
訳）
アステカ族の土着の敵やライバルと協力関係を築いて、スペインの征服者エルナン・コルテスはスペイン兵とトラスカラ兵の連合軍を率いて
アステカ帝国の壮大な首都テノティチトランを攻略したが、その結果メソアメリカ最後の偉大な現地文明が終わりを迎えた。
10.独立分詞構文：主節の主語と分詞構文の意味上の主語が異なる場合は、分詞構文の意味上の主語を分詞の前に入れます。
Tim watched TV, Laila knitting a sweater beside him. この場合、knitting の意味上の主語は、Laila です。
（ティムはテレビを見ていたが、レイラはその側でセーターを編んでいた）

