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Chapter.7 仮定法

Chapter.7 のテーマ演習 

★ 下線部には文法上の誤りがある。訂正して訳してみよう。 

                                               （東大改作） 

Deep below the ground in California and Wyonming are 

two huge but silent volcanoes. Scientists believe that, were 

they to explode, these supervolcanoes would have set off 

terrible earthquakes and put the western United States 

under a thick blanket of ash.  
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= 7．仮定法= 

〔Ⅰ〕仮定法基本概念 

仮定法は、現実に反する想定の表現方で、日本語には存在しな

い。関係詞、分詞構文などとともに英語学習の肝の一つである。

しばしば条件節の if が仮定法と誤解される。 

 

重要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆例 

If I were you, I wouldn’t lend her the money. 

  もし私があなたなら、彼女にその金は貸さないだろうに。  

◆例題１ 和訳しなさい 

If she knew the fact, she wouldn’t work for them. 

 ◇解答 

もし彼女がその事実を知っているならば、彼らのために働か

ないだろうに。 

★重要ポイント.１ 

●仮定法の意味；非現実、反現実的想定を示す。 

●非現実、反現実の表し方：Tense Shift というテクニックを用いる。 

●Tense Shift とは何か：時制を一段ずつ過去に向かって落とす。 

  

☆構文 〈対象が現在の場合〉この形は覚える！ 

 If 【過去時制の文】, S +  would /should   + V 

                           could /might 

訳 :「もし今～すれば S は、V するだろうに」(would の訳例) 

→ if 節中が過去時制なので仮定法過去と呼ばれる。 
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◆例 

If he had been more patient, he could have found the 

key. 

もし、彼がもっと忍耐強かったならば、その鍵を見つけるこ

とが出来たであろうに。 

◆例題２ 和訳しなさい 

If they had checked the car, they could have found the 

problem. 

◇解答 

もし彼らが、その車を調べていたならば、その問題を見つけ

ることが出来ただろうに。 

 

 

      

     

 

 

 

 

☆構文 〈対象が過去の場合〉 

 If【過去完了の文】S +  would /should   + have + pp 

                      could /might 

訳 :「もし過去において～したならば S は、pp しただろうに」 

→ if 節中が過去完了なので仮定法過去完了と呼ばれる。 

(would の訳例) 



 156 

★重要ポイント２：Tense Shift の意味→ 仮定法のエッセンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ミックスパターン 

条件節が仮定法の過去完了で帰結節が仮定法過去の形も見られ

る。その場合、条件が過去で帰結が現在であることを明示する

表現が必ずつく。 

 

 

 

 

 

◆例  

If they had bought the house then, they would be in big 

trouble now. 

 もしその時、彼らがその家を買っていたならば、今頃、大変

現実との距離→時制上に置換 

一段落とす   対象時制 

非現実とは、現実と距離があることなのでこの現実との距

離を時制上の距離に置き換えて表現している。つまり、仮定

法は、現実との距離を時制上の距離に置換して表現するので

ある。 

 

非現実     現実 

☆構文 〈ミックスパターン〉 

 If S’ had pp, S (would/ should/ could/ might)+r 

訳 :「もし過去において～したならば S は、現在においてｒす 

  るだろうに」(would の訳例) 
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な事になっていただろう。 

 

◎頻出慣用表現 

・If it were not for ～  ：「もし～がないならば」                  

・If it had not been for ～  ：「もし～がなかったならば」 

両方とも but for ~あるいは without ~で置き換えることが出来

る。  

◆例題３ 英訳しなさい。 

１．もし、その事故がなかったならば、私は、彼女と会って

いなかったろう。 

２．もし、コンピューターが無いならば、我々は、その組織

を維持することが出来ないだろう。 

◇解答 

１．If it had not been for the accident, I wouldn’t have 

met her.  

  ２．If it were not for computers, we couldn’t maintain  

the organizations. 

 

〔Ⅱ〕仮定法未来 

未来を対象とした非現実的想定には仮定法未来を用いる。本来、

未来には不確実性が伴うので、仮定法過去などより非現実性が強い。 

 

 

 

 

 

☆構文 〈対象が未来の場合〉 

If S’ + should r’, S +  would /should  or   will /shall     + r 

                    could /might        can /may 

◇訳「万一 S’が r’すれば、S は r するだろうに」 
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また、仮定法未来の一種で、現実性は無く、純粋に理論的な想

定に用いるのが If S’+were to r の形で、「仮に S’が r’するなら」

と訳す。 

◆例題４ 和訳しなさい。 

１．If terrorists should start attacking Japan, there will be 

no way to prevent them. 

   ２．If I were to travel in the space, I would love to see 

aliens. 

◇解答 

１．もし万一テロリストが日本を攻撃し始めたら、彼らを防

ぐ方法はないだろう。 

   ２．仮に宇宙旅行するならば、宇宙人に会ってみたい。 

 

 

〔Ⅲ〕wish による非現実的願望の表現 

●wish+ 仮定法 非現実的願望を示す。 

「 ～ であればなあ（実際には違う）」 

●wish する時点 w と願望が起こって欲しい時点 X が同一時制なら 

→ 仮定法過去 

●wish する時点 w より願望が起こって欲しい時点 X が一段過去

に戻るならば 

→ 仮定法過去完了 

◆例  

１．I wish I were eating lunch now. 

２．I wish I had eaten more breakfast this morning. 

３．She wished she had saved more money.  
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 ◇訳   

１．今、昼飯を食べていればなあ（と思う。） 

  ２．今朝、もっと朝食を食べておくのだった（と思う。） 

３．彼女は、もっとお金をためておけばよかったと思った。 

◆例題５ 英訳しなさい。 

１．彼の半分でもうまくコンピューターが使えればなあ。 

２．そのとき彼の半分でも勉強していたらなあ。 

３．もっと早く彼女と出会っていればなあと思った。 

 ◇解答 

１．I wish I could use computers half as well as  he 

does. 

２．I wish I had studied half as hard as he did then. 

３．I wished I had met her earlier. 

 

 

〔Ⅳ〕仮定法 if の省略 

 仮定法の条件節の if の省略は、比較的良く行われる。if を省略

すると必ず倒置が起こる。ここでの倒置とは、形の上で疑問文と

同じである。 

◆例 

if S were C     → were S  C 

    if S had +過去分詞 → Had S 過去分詞 

  If S should  r     → Should S  r 

◆例 

   If I had known the truth, I would have told you this 

earlier. 
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    倒置形    

→ Had I known the truth, I would have told you this 

earlier. 

 

逆に if が省略されている場合 

：疑問形を平叙文形に直し、if を加えてやると元の形に戻る。 

 ◆例  Were I you, I would never trust him 

    →①I were you（平叙文形）    

    →② （if を加える） 

     If I were you, I would never trust him.（元の形） 

  

 ◆だめ押しの問題！ 

語句を並び替える 

 もしあなたの援助がなかったならば、私は事業に失敗して

いたことでしょう。 

 （had, not, help, been, it ,for, your ,） I would have    

failed. 

 ◇解答 

本来 If it had not been for your help だが、選択肢に if が無

いので、省略と考え 

倒置形にする。Had it not been for your help 
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were they to explode, these supervolcanoes would  

have set off terrible earthquakes and put the western United 

States under a thick blanket of ash の部分は、一読すると語順

に違和感があるはず。①語順に違和感があり、②二つ以上のセン

テンス（文構造）があり、③時制的に過去あるいは過去完了を使

い、助動詞 would, should, could, might が使われている場合、

仮定法の ifの省略を疑ってみる。従って、were they to explode, 

は、本来 If they were to explode である。これは、仮定法未来

の一種の純粋理論的仮定（仮定法未来参照）を示す形なので、帰

結 説 は 仮 定 法 未 来 の そ れ に 準 ず る 。 つ ま り S 

would ,should ,could might + r（動詞原形）か S will, shall, can, 

may +r（動詞原形）かのどちらかで、 

 

  these supervolcanoes would set off terrible 

earthquakes and put the western United States under a 

thick blanket of ash. （have を落とす）    となる。 

 

◆訳例 

科学者達は、もし仮にこれらの超火山が爆発することがあれ 

ば、すざまじい地震を引き起こし、アメリカ合衆国西部を分厚い

灰のしたに埋もれさせるることになるだろうと信じている。 

 

 

 7 章のテーマ演習解説 
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＝仮定法確認問題＝ 

（１）仮定法の説明 

仮定法は、現実世界を直接記述する直説法にたいして（ １ ）

あるいは（ ２ ）想定を表現する。この現実との距離を示す

ために（ ３ ）というテクニックを用い、これは、その想定

の対象時制から一段、（  ４   ）に向かって時制を落とすも

のである。だから、現在を対象とする場合、if 節の中の時制は、

（  ５  ） 時 制 に な り 、 帰 結 節 は

would ,should ,could ,might,+（    ６    ）の形になり、こ

れを仮定法（ ７ ）と呼ぶ。 

過去を対象とする場合 if 節の中の時制は（ ８ ）になり、帰

結節は、would,should,could might, + （   ９    ）の形に

なり、仮定法（ 10 ）と呼ぶ。 

また、未来を対象としている場合仮定法未来形になるが、If S + 

（   11   ） r , S’ + will,shall,can,may + r の形になる。また

純粋に理論的仮定の場合、if S were to r「仮に S が r するなら

ば」のかたちになる。 

仮定法の if の省略もしばしば出題される。if を省略すると必ず

倒置が生じるが、この場合の倒置は 形の上では（   12     ）

と同じである。例えば If I had known you would come 

today, I would have stayed home.の if を省略すると I had 

known you ~を疑問文と同じ形、語順にするのだから、

（  13    ）となる。 
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◇解答 

１．非現実  ２．反現実  ３．テンスシフト  ４．過去 

５．過去  ６．動詞原形  ７．過去  ８．過去完了  

９．have +過去分詞  10．過去完了  11．Should   

12. 疑問文    

 13. Had I known you would come today, I would have 

stayed home. 

 

★例文、例題チェック問題 
（２）次の英文を訳しなさい。 

１．If I were you, I wouldn’t lend her the money. 

 

２．If she knew the fact, she wouldn’t work for them. 

 

３．If he had been more patient, he could have found 

the key. 

 

４．If they had bought the house then, they would be in a 

big trouble now. 

 

５．If terrorists should start attacking Japan, there will be 

no way to prevent them. 

 

６．If it were not for air, many creatures could not live. 
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◇解答 

１．もし私があなたなら、彼女にそのお金は貸さないだろう。 

２．もし彼女がその事実を知っているならば、彼らのために働

かないだろうに。 

３．もし、彼がもっと忍耐強かったならば、その鍵を見つける

ことが出来たであろうに。 

４．もしその時彼らがその家を買っていたならば、今頃、大変

な事になっていただろう。 

５．もし万一テロリストが攻撃し始めたら、彼らを防ぐ方法は

ないだろう。 

６．仮に空気が無いとしたら、多くの生き物が生きられないだ

ろう。 

 

（３）英文にしなさい。 

１．もし、石油がなかったら、世界はそれほど繁栄しなかった

だろうに。 

（ヒント；石油 oil  繁栄する prosper それほど so much） 

 

２．仮に太陽が西から出ることがあっても、私は決心を変えな

いだろう。 

（ヒント；西から出る rise in the west   決心を変える 

change 人‘ｓ mind） 

 

３. もし、その事故がなかったならば、私は、彼女と会ってい

なかったろう。 
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４．もし、コンピューターが無いならば、我々は、組織を維持

することが出来ないだろう。 

 

５．彼の半分でもうまくコンピューターが使えればなあ。 

 

６．そのとき彼の半分でも勉強していたらなあ。 

 

７．もっと早く彼女と出会っていればなあと思った。 

  

◇解答 

１．If it had not been for oil, the world would not have 

prospered so much. 

２．If the sun were to rise in the west, I won't change my 

mind. 

３．If it had not been for the accident, I wouldn’t have  

met her.  

４．If it were not for computers, we couldn’t have  

maintained the organizations. 

５．I wish I could use computers half as well as  he does. 

６．I wish I had studied half as hard as  he did. 

７．I wished I had met her earlier. 
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（４）書き換え 

１．if を省略した形を書いてみよう。 

If I had known the truth, I would have told you this 

earlier. 

２．下線部の 省略されている if を補って文を書き換えよう。 

Were I you, I would never  trust him 

 

◇解答 

１. Had I known the truth, I would have told you this 

earlier 

２．If I were you, I would never trust him.（元の形） 

 

（５）語句を並び替えなさい。 

もしあなたの援助がなかったならば、私は事業に失敗していた

ことでしょう。 

（had, not, help, been, it ,for, your ,） I would have failed. 

 

◇解答 

Had it not been for your help 

 

（６）空欄に適語を入れなさい。 

If he（   １    ）hard, he would succeed. 

もし、一生懸命努力すれば、彼は成功するだろうに。 

 

If I were a bird, I（    ２     ）be able to fly. 
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もし私が鳥なら、飛ぶことが出来るのに。 

 

If you（   ３    ）（    ４    ）for the exam, you could 

have passed it. 

もし、試験に備えていたなら、貴方は、それに合格することが

出来ただろうに。 

 

If I had eaten breakfast several hours ago, I（   ５    ）not 

（  ６  ）hungry now. 

もし、数時間前に朝食を食べていたなら、今頃空腹ではないだ

ろうに。 

 

If you（   ７   ）be late again, you will lose your job.        

もし、あなたが、万一また遅れたら、仕事を失うことになるだ

ろう。 

 

◇解答 

１．tried   ２．would  ３．had  ４．prepared 

５．would  ６．be  ７．should 

 

 


