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Chapter.4 助動詞

Chapter.4 のテーマ演習 

★ 適切な表現で空欄を埋めよ。（センター入試より） 

   “I don’t see Tom. I wonder why he is late.” 

   “Well, he (     ) his train, or maybe he overslept.” 

選択肢：might have missed, might miss, should have missed,      

    should miss 
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=４．助動詞= 

〔Ⅰ〕助動詞の概観 

  

助動詞は、事実をそのまま示すというよ 

り話し手の判断、推量を表す。だから、基 

本的な意味としてそれ特有の原義とそこか 

ら派生する推量の意味を持つものが多い。 

推量の意味を表す助動詞は多用され、これに

ついての出題は驚くほど多いので、その点

を意識して覚えて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔Ⅱ〕推量の表現 

【１】推量の助動詞 

may は、話し手があることが 50%起こる可能性があると判

断していることを示す。must は、100%、can’t は、それが

0%と判断していることを示す。 

 

 

機能：話し手の判断、推量を示す 

形 ：助動詞＋動詞原形  

意味：１．推量 

２．その助動詞特有の意味 
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must                  100%「～に違いない 

                  （だったに違いない）」 

may      状態動詞   50%「～かもしれない 

                 （だったかもしれない。）」        

cannot    （have pp）   0% 「～はずがない 

                  （だったはずがない。）」

◎ 助動詞の後に来る have + pp は、完了と言うより、対象が過

去であることを示す、記号だと考えると理解しやすい。 

 

 ◆例題１ （以下和文英訳） 

彼は、才能があるに違いない。（100%、現在） 

 ◆例題２ 

彼は、才能があったに違いない。（100%、過去） 

 ◆例題３ 

彼女は、何か知っているかもしれない。（50%、現在） 

 ◆例題４ 

彼女は、何か知っていたかもしれない。（50％、過去） 

◆例題５ 

彼女はその現場にいたはずがない。（0％、過去） 

 ◇解答 

例題１：He must be talented 

例題２：He must have been talented. 

例題３：She may know something. 

例題４：She may have known something. 

例題５：She cannot have been on the scene. 
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【２】過去の事実に反する推量 

should             「pp すべきだったのに・すると 

よかったのに」 

ought to        have pp  

needn’t            「pp する必要がなかったのに」 

have pp は、対象が過去であること示す記号と捕らえる。 

■解説  

should と ought to では、ought to のほうが意味が強く、

硬い表現だが、基本的に意味は同じ。 

need not have pp は、必要がなかったのに実際にはしてし

まった場合を示し、する必要がなかったので実際にもしな

かった場合は、did not need to V(did not have to V)の表

現を用いると言われていたが、最近の英語では一律、この

did not need to r や did not have to r を用いる傾向にあ

る。 

▼should not have pp 「pp すべきではなかったのに・しない

ほうがよかったのに」 

 ◆例  

She should have stayed with her family. 

    彼女は家族といるほうがよかったのに。 

  They ought to have faced the fact. 

彼らは、その事実に向き合うべきだったのに。 

 ◆例題６ 英訳しなさい。 

昨夜、彼女は外出すべきでなかったのに 

 ◆例題７ 英訳しなさい。 

君は、その送別会に出るべきだったのに 
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（送別会：farewell party） 

 ◆例題８ 英訳しなさい。 

君は彼女を送っていく必要はなかったのに。 

 ◆例題９ 英訳しなさい。 

彼は彼女を家まで送る必要はなかった。 

 ◇解答 

例題６：Last night she shouldn’t have gone out. 

例題７：You should have been at the farewell party. 

例題８：You needn’t have taken her home. 

例題９：He didn’t need to take her home. 

 

 

〔Ⅲ〕主要助動詞各論 

【１】can（潜在可能性） 

  

 

 

 

◆例 

彼は、いつもはそういった状況を切り抜けられるが（通常、

一般の能力）、今回は、駄目かもしれない。 

Usually he can survive such a situation, but may not 

make it this time. 

※ I can swim faster than you. は、する能力があって、する

気になれば出来るという事を示す。 

 

can は、    潜在的 可能性、能力 

一般的 可能性、能力  を示す。 
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★重要ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆例題 10 英訳しなさい。 

１．彼は、学校の誰よりも速く走ることが出来た。 

（一般的能力） 

２．彼は、その溺れている女の子を助けることが出来た。 

（実際に助けた） 

 ◇解答 

１．He could run faster than anyone else in the school. 

２．He was able to save the drowning girl. 

He saved the drowning girl. 

He managed to save the drowning girl. 

▲could は、むしろ仮定法的に「～しようと思えばできるがし

ない」の意味で使われることが多い。 

I could help him but I don’t because he is not a very 

nice person. 

（彼を助けることも出来るが、余りいい人でもないから、助

けない）  

 

can の過去形 could は、過去においてする能力があった事

は示すが、標準的英語では、実際にしたことは示さない。 

「する能力があり、実際にもした」は、was/were able to r

あるいは managed to r, succeeded in ~ing, 単なる過去

時制、などで示す。 
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◎重要慣用表現 

cannot V too ~  

「いくら~ に V してもし過ぎと言うことはない」 

－この表現の作り方－ 

１．S+ can V+ 形容詞 or 副詞 の文を作る 

２．文の形容詞 or 副詞部分に too をつけ、「理論的には～に

V しすぎることはあり得る」S + can V too ~という文を

作ってから、 

３．否定にする→S + cannot V too ~ 「理論的には～しすぎ

ることはあり得ない」理論上ないということはいくらし

てもしすぎはない、ということと考える。「いくら～に

V してもしすぎはあり得ない」 

 ◆例 

いくら勉強してもし過ぎと言うことはない。 

→とりあえず「勉強のしすぎはあり得る」という肯定文を作る 

You can study too hard. 

で否定にする。 You can’t study too hard. 

 ◆例題 11 英訳しなさい。 

朝はいくら早く起きても早すぎると言うことはない。 

 ◇解答 

「朝は早く起きすぎることはあり得る」You can get up too 

early.を作ってから、否定にする。  

You can’t get up too early in the morning. 

 

 ★超頻出パターン★ 

cannot be too careful in ～ing 

「～するときはいくら注意してもしすぎということはない」 

※ in~ing 以下は when <S+V>にすることも出来る。 
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 ◆例 

その通りを渡るのにはいくら注意してもし過ぎと言うことは

ない。 

You can’t be too careful in crossing the street. 

 ◆例題 12 英訳しなさい。 

家を買うときにはいくら注意してもしすぎと言うことはない。 

 ◇解答  

You can’t be too careful when you buy a house. 

 

【２】may（許可、可能性） 

 

 

 

 

※can が一般可能性を表すのに対し、may は特定の場面にお

けるあることの起こる可能性である。 

 ◆例題 13 英訳しなさい。 

彼は、普通この種の問題を解くことが出来るが、今日は失敗

する可能性がある。 

◇解答  

He can usually solve this kind of problem, but may fail 

today. 

 

 

 

may は、硬い表現で許可を示す 

特定の場面において、あることが実際に起こる可能

性（50%の確率）を示す。→推量の意味と重なる 



 65 

 

◎重要慣用表現 

１）may well + V 

= S have a good reason to r = It be natural forＳto r 

「V するのも当然だ」 

 ◆例 

彼女が彼について不満を言うのも当然だ。 

She may well complain about him. 

 ◆例題 14 英訳しなさい。 

君がそれについて疑問に思うのも当然だ。 

 ◇解答 

You may well doubt it. 

  

２）S may as well V  as  V’ 

   「 V’ するのは V するも同然だ」「V’するくらいなら V す

る方がましだ」 

※原義は、同級表現 as~as なので「 V’ するのは V するも同然

だ」であるが、意味が強調され「V’するくらいなら V する方

がましだ」と訳されることが多い。 

 ◆例 

彼に話しかけるのは、壁に話掛けるも同然だ。 

（彼に話しかけるくらいなら、壁に話しかけたほうがましだ） 

You may as well talk to a wall as talk to him. 

 ◆例題 15 英訳しなさい。 

あの男に金を貸すくらいならどぶに捨てた方がましだ。 

 ◇解答 
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You may as well throw the money into a ditch as lend it 

to the man. 

 

【３】must（権威、圧力） 

  

 

 

 

 

 

★重要ポイント 

must not：must not も命令の意味なので「～してはならない」

という禁止になる。「～しなくてもよい」だと命令

にならない事に注意。「しなくてもよい」は don’t 

(doesn’t)have to r を用いる。 

 ●一般的に must が話し手の権威、圧力によって命令するのに

対し、have to V は、道理による必然を示す。実際には、言

い方、文脈などによって意味が変わり、それほど厳密な違い

はなく、どちらでもいいことが多い。 

◆例 

You have to stay here because it is dangerous outside. 

 外は危険なのでここにいるべきだ。 

（危険なのでここにいるべきという道理） 

 ◆例題 16 英訳しなさい。 

風邪を引いているから家にいなくてはいけない。 

 ◇解答 

must は、話し手の権威、威圧のもとに何かをすることを命

令する、義務とする、意味。 

義務：「～しなくてはならない（二人称では、～しなさい）」 

◆例：You must stay here （命令） 

ここにいなさい。 
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You have to stay home because you have a cold. 

 

 

●must の推量 

状況が、ある判断をするように命令することを示す。 

◆例 

He has developed all those programs, so he must be 

intelligent. 

ああいったプログラムを全部作ったんだから、彼は頭がいい

に違いない。  

◆例題 17 英訳しなさい。 

あんなことを言うなんて、彼はどうかしているに違いない。 

 ◇解答 

He must be crazy to say such a thing. 

  

【４】will（行動する、すすむ力） 

 

 

 

 

 ◆例 

Accidents will happen. 

事故というものは起きてしまうものだ（必然）。 

Men will do such things. 

 男というのはそういったことをするものだ（習性）。 

The old woman will always sit on the bench. 

will は、多少の抑圧に反発してある行動に向かう力がある

ことを示す 

※必ずしも未来を表すわけではない 
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 その老婆は、いつもそのベンチにすわる（強い習慣性）。 

The door won’t open. 

 そのドアは、開こうとしない。 

 ◆例題 18 英訳しなさい。 

猫は、楽しみのために殺す習性がある。 

 ◇解答 

Cats will kill for pleasure. 

 

※未来の意味については、時制を参照 

 

 

 

 

 

 

 I wonder why he is late「彼がなぜ遅れているのか」と思って

いるのに対しての答えで、遅れる理由となる出来事は過去に起こ

っているはずである。また空欄の後ろに確率 50 パーセントを示

す maybe という表現があるから空欄は残りの 50 パーセントを示

す表現である。過去を対象とする 50 パーセントの確率をしめす

助動詞の表現だから、本章で学んだように may have 過去分詞。

ここでは、その丁寧表現の might have 過去分詞。 

解答 might have missed  

 

 

 

 ４章のテーマ演習解説 
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＝助動詞確認問題＝ 

（１）助動詞の説明 

助動詞は、話し手の（  １   ）、推量を表す。もう少し

具体的には、多くの助動詞は、その助動詞の語源に関連した特

有の意味と、そこから派生した推量の意味を持つ。推量の助動

詞として使われる代表的なものに must, may, cannot がある。

現在を対象としているときは原則、状態動詞につく。それぞれ

話し手が、ある出来事がだいたい（  ２   ）パーセント、

（  ３   ）パーセント、0 パーセント起こる確率がある

と判断していることを示す。 また対象が過去であることを示

すために（   ４   ）の形を用いる。例えば 

「彼は、その列車におくれたに違いない」は、He must have 

missed the train.となる。また、should ,ought to, need not

に have +過去分詞をつけると（   ５   ）推量を表す。

例えば、「彼は、もっと早く家を出るべきだったのに」は He 

should have left home earlier.となる。 

 

◇解答 

１．判断 ２．100 ３．50 ４．have+過去分詞 

５．過去の事実に反する  

 

★例文、例題チェック問題 
（２）英訳しなさい 

１．彼は、才能があるに違いない。（100%,現在） 
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２．彼は、才能があったに違いない。（100%,過去） 

３．彼女は、何か知っているかもしれない。（50%,現在） 

 

４．彼女は、何か知っていたかもしれない。（50％、過去） 

 

５．彼女はその現場にいたはずがない。（0％、過去） 

 

６．昨夜、彼女は外出すべきでなかったのに。 

 

７．君は、その送別会に出るべきだったのに。 

（送別会 farewell party） 

 

８．君は彼女を送っていく必要はなかったのに。 

 

９．彼は彼女を家まで送る必要はなかった。 

 

10．彼は、学校の誰よりも速く走ることが出来た。 

（一般的能力） 

 

11．彼は、その溺れている女の子を助けることが出来た。 

（実際に助けた） 

12．いくら勉強してもし過ぎと言うことはない。 

 

13．その通りを渡るのにはいくら注意してもし過ぎと言うこと

はない。 
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14．家を買う時にはいくら注意してもしすぎと言うことはない。 

15．彼女が彼について不満を言うのも当然だ。 

 

16．君がそれについて疑問に思うのも当然だ。 

 

17．彼に話しかけるのは、壁に話掛けるも同然だ。 

 

  18．あの男に金を貸すくらいならどぶに捨てた方がましだ。 

 

  19．あんなことを言うなんて、彼は、どうかしているに違いな

い。 

 

20．猫は、楽しみのために殺す習性がある。 

 

◇解答 

１．He must be talented 

２．He must have been talented. 

３．She may know something. 

４．She may have known something. 

５．She cannot have been on the scene. 

６．Last night she shouldn’t have gone out. 

７．You should have been at the farewell party. 

８．You needn’t have taken her home. 

９．He didn’t need to take her home. 

10．He could run faster than anyone else in the school. 

11．He was able to save the drowning girl. 
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11．He saved the drowning girl. 

11．He managed to save the drowning girl. 

12．You can’t study too hard. 

13．You can’t be too careful in crossing the street. 

14．You can’t be too careful when you buy a house. 

15．She may well complain about him. 

16．You may well doubt it. 

17．You may as well talk to a wall as talk to him. 

18．You may as well throw it into a ditch as lend the man 

money. 

19．He must be crazy to say such a thing. 

20．Cats will kill for pleasure. 

 

（３）和訳しなさい 

１．I could help him but I don’t because he is not very nice 

person. 

 

２．He has developed all those programs, so he must be 

intelligent. 

  

３．Accidents will happen. 

 

４．Men will do such things. 

 

５．The old woman will always sit on the bench. 
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６．The door won’t open. 

◇解答 

１． 彼を助けることも出来るが、余りいい人でもないから、助

けない  

２． ああいったプログラムを全部作ったんだから、彼は頭がい

いに違いない。  

３．事故というものは起きてしまうものだ（必然） 

４．男というのはそういったことをするものだ（習性）。 

５．その老婆は、いつもそのベンチにすわる（強い習慣性）。 

６．そのドアは、開こうとしない。 


