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Chapter.1  時制 

Chapter.1 のテーマ演習 

★ 次の英文の誤りを正しなさい。(東大改作） 
 Are you still remembering me?  
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=１．時制= 

〔Ⅰ〕時制概観  
 出来事や動作がいつ起こるかを 

 示す時間的枠組みを時制という。 

 基本的に現在、過去、未来に分 

 かれるが、英語の時制の構造や 

 意味は、日本語と異なる部分が 

 あり、問題で問われることが多 

 い。 

  物理的には人間はもちろん現

在のみを生きている。現在というの

も刻々過ぎてゆく。つまり本来は現

在の一瞬のみが現実であり、言葉の

時制はすべてわれわれの意識が出

来事と時間をどのように捕らえる

か次第なのである。我々の意識があ

る動作を現在を中心としながら過

去から未来へと続く軌跡として捉

える場合、言い換えれば、過去から

引継ぎ、現在という基点から何度も

繰り返される行為、続いてゆく状態

として認識する場合、（単純）現在

時制と呼ぶ。我々の意識が一瞬一瞬

の超短期の点とともに移動してゆ

く場合、英語では進行形で表される。
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この超短期の時点が現在にある場合、現在進行形で、過去にあ

れば過去進行形である。現在のこうした認識の構造はそのまま

過去に平行移動することができる。未来とは本来、純粋に我々

の頭の中にしか存在しない。そのため、未来は、話し手がある

出来事がどの程度起こる可能性があると判断するかによって表

現が変わるのである。 

  完了時制は、①二時点間を何らかの意味で結ぶこと、②話者

が未来方向から過去側を振り返って見る意識を必ず伴うことが

特徴である。 

 

 
〔Ⅱ〕時制問題の基礎知識  

時制に関する問題を解く上で重要なのは時制の意味を明確に

つかんでおくこと。特に、進行形の意味と完了形の意味を再認

識すること。（つまり出題されやすい）そしてこの理解のために

絶対必要なのが、日本語ではあまり意識されない、動作動詞と

状態動詞という概念である。 

つまり 

 

 

 

 

 
という意識をはっきり持つこと。 

 

 

動作動詞 ： 動作をイメージしやすい動作を意味する 

             例 kick, kill, knock 

 状態動詞 ： 動作をイメージしにくい状態を意味する 

                         例  live, love  
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〔Ⅲ〕時制各論  
【１】現在時制： 現在を示すというより、むしろ現在、過去、 
                未来にまたがる長期的時制 

！注意すべき点！ 同じ現在時制でも動作動詞と状態動詞で意味 
        が微妙に違う。 

①動作動詞の現在時制 

  現在の習慣的、反復的動作をしめす。ただし、目の前での 

  動作の進行状態は表せない。 

注）現在を中心とする繰り返し、長期的状態を表現する限り

は、動作に要する時間には関係なく現在時制になる。 

I watch my favorite anime program every day on TV. 
私は、毎日テレビで大好きなアニメの番組を見る。 

Pluto goes around the sun every 248 years. 
冥王星は、248 年毎に太陽の周りを回る。 

②状態動詞の現在時制 
   目の前での状態を含む長期的状態を示す。 
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③動作動詞の動作の進行状態を示す 

  進行形を用いる。 

 
★進行形の重要ポイント 
１）進行形は、動作の進行状態を示すので、意味の上では動作動

詞を状態動詞に近づける働きがあると見ることも出来る。ま

た、現在時制が長期なのに対し、進行形は短期を表現する。 

 

 

                             

                       

               

 

 
従って逆に現在時制ですでにその時点での状態も示す状態動

詞は進行形になりにくい。 

それ以上状態動詞に近づける必要がないからだ。 

２）典型的な状態動詞は進行形にならない 
＊出題されやすい典型的な状態動詞の例 

：know, belong, resemble, contain, remember, consist  
＊意味によって典型的な状態動詞になるもの： 

●have は「持っている」の意味では状態動詞の典型。それ以

外「手に入れる、する、経験する、飲む、食べる」では動作

動詞。 

●smell, sound, taste は、他動詞では動作動詞、自動詞では状

態動詞の典型。 



 6 

 
 
                  状態動詞の典型は 
                 進行形にならない  
 
 
 
 
 
 
 

◆例題１ 以下の英文の誤りを正せ。 

１．私は彼を良く知っている 

    I am knowing him very well.（誤） 

２．彼はそのクラブに所属している。 

    He is belonging to the club.（誤） 

３．彼女は死んだ母親に似ている。 

    She is resembling with her dead mother.（誤） 
◇解答 

１．I am knowing→I know （典型的な状態動詞だから） 

２．is belonging→belongs（典型的な状態動詞だから） 

３．is resembling with → resembles  

※resemble は ①典型的状態動詞。従って進行形にならない 

     ②他動詞である。従って前置詞が不要。 
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３）状態動詞の進行形 
習慣的長期的動作を示す動作動詞を進行形にすることで短期

的動作の進行状態を示すわけだが、これを（典型的でない）状

態動詞に適用すると短期的状態を示すことになる。 

◆例 

They live in Japan. 
彼らは、長期的に日本に住んでいる。（長期的状態） 

They are now living in Japan, but next month they will 

move to America. 
彼らは、今の所（短期的に）日本に住んでいるが来月にはア

メリカに移るだろう。 

 
【２】過去時制： 

①過去における習慣的、反復的動作や長期的状態 

②過去の事実 

   ③歴史的事実  を示す。 

歴史的事実は、主節の時制に関係なく過去時制で表す。 
 ◆例 

１．（過去の習慣） 

The old man went fishing in the river every day. 
その老人は毎日川に釣りに行った。 

２．（過去の事実） 

I happened to be there when she came home with 

the man.  
私は、彼女がその男と帰宅したときたまたまそこにいた。 

３．（歴史的事実） 
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We learned that Shogunate government of Edo got 

closed off the world in 1641.  
我々は、江戸幕府は 1641 年に鎖国したと習った。 

★重要ポイント 〈 used to r 〉 

過去の習慣、状態が現在までにはなくなっている場合、used 
to r が用いられる。 

▼I used to watch anime every day on TV before I started 

to prepare for the entrance exam( and will watch it 

again as soon as the exam are over.) 
私は、受験勉強をする以前は毎日 TV でアニメを見ていたもの

だった（今はしていないが、試験が終わったらまた見るつも

りだ） 

▼He used to smoke a lot but doesn't any more.  

彼は、以前はタバコをたくさん吸ったが今ではもう吸わない 

 
【３】完了時制：ある時点を通る軸から過去の方向を振り返って

それ以前に起点を持ち何らかの意味でその軸の通る時点と

関係することを示す時制である。 

■特徴をまとめると、 
①二股がけの時制。時軸上の二点を様々な意味で結んでいる。 

②基準となる時点から過去を振り返る意識を持つ 

従来①は教えられているが、②の視点が欠けていることが 

多い。 
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★完了時制重要ポイント 
  過去の二つの出来事を述べるとき、いつでも先に起こった事

象は過去完了で表されるとは限らない。 
◆例 
①「ある店が開く」という事象 P と「その男がやってくる」と

言う事象 P’があるとして、 

P が起こってそして P’が起こったとしよう。事象が起こった

順番と記述の順番が一致している場合、つまり視点の移動が

単に P→P’の場合は、「その店が開き、その男がやってきた」 

The store opened and the man came. と言う記述になり

単に過去時制の文が二つ並ぶ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

②ところが同じ事実を P’という時点を基軸としてそこから振り

返って同じ事実を記述する。つまり P←P’ の場合、「その男

がやってきたときには、その店はすでに開いていた」 

When the man came, the store had already opened.と

なり、過去完了を用いることになる。この場合視点は P’から

過去の方角に P を振り返っている。さらにその男が来たとき
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までには店が開いて、その状態がその時点まで続いているこ

とになる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１）現在完了時制 

意味：過去の一点で始まった動作が、現在の視点から振り返

ったとき 

①現在まで続いている 
②完了した状態が現在まで続いている 
③何らかの形で現在まで影響している 
のどれかを意味している。 

※我々人間は、生きている限り現在というものに身を置いてい

るから、過去と現在を結ぶ場合、必然的に現在を軸として過

去を振り返っている。従って、現在完了の場合だけは、特に

現在が軸になっていることを示す表現がなくても、過去と現

在を結ぶことがわかれば現在完了になる。 
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   また、意識が現在の時点にたっているのだから、現在時制

の一種となり、明確に過去を示す表現と一緒に使われること

はない。（問題で問われやすい!） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★現在完了重要ポイント 
〈１〉動詞の種類と現在完了の種類 

状態動詞の完了形と動作動詞の完了形は、意味が違う。 
１）継続 （状態動詞の完了） 

状態動詞の現在完了は、継続の意味になる。過去の一点で

始まった状態が、今まで続いている。 

◆例 I have lived in Sapporo for ten years. 

私は、札幌に十年間ずっと住んでいる（住み始めてから十

年がたつ）。 

 完了の継続特有の副詞表現例：for 期間、since 過去 etc. 

２）完了（動作動詞の完了） 
動作動詞の現在完了は、完了の意味になる。現在までに動
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作が終わり、その終わった状態が今まで続いている。 
I have bought the house. 
私は、その家を買ってしまった（今も所有している） 

完了の完了特有の副詞表現例：already, just, now （just 

now は、過去を明示する副詞表現となり、現在完了には

伴えない） 

※この区別（状態動詞→継続、動作動詞→完了）は、もちろん、

現在完了だけでなく、全ての完了時制に当てはまる。 
●過去時制と現在完了の違い 

◆例 

現在完了：I have broken the window. 

     窓を割ってしまい、その窓が割れたという状態が 
     今まで続いている。窓はまだ割れたまま。 

過去：I broke the window but they have already fixed it. 

   私は窓を割ったが、修理されて直った状態で現在存在 

   している。つまり過去時制は現在の状況については何 
   ら触れていない。 

３）結果（往来を示す動詞の完了） 
動作動詞の完了の一種。動作が完了してしまった現在の状

態に力点がある。 

往来を示す動詞の例：go ,come, leave, start 

◆例文  

He has gone to the rest room. 
彼は、トイレに行ってしまっていて今ここにいない。 

▼人 have gone to 場所＝人 went to 場所 and still there  
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◆例文 

  He has gone to Okinawa.= He went to Okinawa and is 

still there. 
   彼は沖縄に行っていて、まだそこにいる（今ここにいない） 

４）経験 
ある動作をした結果、経験という知識やノウハウを現在も

持っていることを示す。動作動詞、状態動詞のどちらでも

ある。意味の上から経験特有の副詞表現を伴うことが多い。 

▼特有の副詞表現例：once, ever , many times, often, 
never, before, 

◆例文 

She has been to all those countries many times. 
彼女はこれまでそれら全ての国々に何度も行った事がある。 

   ! 注意すべき点 ! 
S have been to 場所と S have gone to 場所の違い 

    ＊ S + have been to 場所（経験） 
「S は，場所に行ったことがある」の表現 

   ＊ S + have gone to 場所（結果） 
通常「場所に行ってしまっていて今ここにいない」 

  ※実際の英語では have gone to 場所の形でも①慣用的表

現で、あるいは②行くまでの過程が重要であるか、③目的が

達せられなかったことを暗示するばあい、経験を表すことが

ある。 
 
〈２〉完了進行形 
   動作動詞の完了は、完了を表し、状態動詞の完了は継続で
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ある。では、動作動詞でありながら、継続を明確に表すに

はどうするのだろう。動作動詞を、状態動詞に近づけ、完

了にすると継続になりそうである。例えば「私は二時間ず

っと英語を勉強している」と言いたい。I have studied 
English for two hours. とすると study は、動作動詞なので

完了の意味が強くなる。動作動詞の完了は通常完了の意味

になる。studyをbe studyingとすると状態の表現になり、

これを現在完了形にすると、「今までずっと勉強している」

になる。 

I have been studying English for two hours. 
 

  ▲結論として、動作動詞の継続を強調的に示すために完了進 
    行形を用いる。 
※一方、ここでも状態動詞の典型は完了進行形にならない。 

◆例  

The house has been belonging to the religious group.
〔誤り〕→ The house has belonged to the religious 

group.（belong は、典型的な状態動詞だから） 

◆練習問題 下の選択肢から、適切なものを選びなさい 
 I（        ） her since she was just a child. 

 was knowing, have been knowing, have known, 

know  
■解説 

since ＋過去時制の文 を伴うので現在完了の継続。know

は、典型的な状態動詞で、そのまま完了形にすれば継続を

示す。従って、答え have known 
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【４】未来時制 
実は未来時制という決まった時制形態は、存在していない。 

未来の表現は、必然的に不確実性を伴う。この不確実性の

程度は、話し手によって判断されるが、これがどの程度か

によって未来の表現は変化する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ただし、このシステムは絶対ではない。 

 
◆練習：上記の内容を参考にして以下の日本語を英語に直そう。 
１．今夜私の飛行機は８時に出発する。 

（確実で公的な予定、スケジュール） 

    Tonight my flight leaves at eight. 
２．私は彼女と明日デートするつもりだ。 

（自分の現在に起点を持つ意志） 

I am going to date her tomorrow. 

 
３．私は彼女と明日デートする予定だ。 
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（動作がすでに進行しているかのように確実な予定） 

I am dating her tomorrow. 
 
★未来時制重要ポイント 
 受験英語においては通常、次の原則が成り立つ。 
 

 

 
※If, when などの副詞節では、あることが 100 パーセント起

こることを前提として、その場合、あるいはその時を意味す

るためと考える。100 パーセントの未来は現在時制で表す。 

ただし、if ,when が 名詞節を率いる場合は、未来には原則 will
を用いる点に注意。 

 
◆例題２ 次の文の誤りを訂正しなさい。 

I will tell her when he comes next time, when I will call 

her tomorrow. 
■解説 

同じwhen 節でも副詞節なら未来に関してもwillを用いない

で、現在時制にする。一方名詞節なら未来は通常 will を用い

る。形容詞節も will を用いることができる。 

◇解答 

I will tell her when he will come next time（名詞節）、when 

I call her tomorrow（副詞節） 

※ただし、意図、願望を表す場合には、副詞節(条件節)の if
中に will あるいは be to r の形が用いられることがある。 

時、条件を表す副詞節の中ではたとえ未来のことであっても

will は用いず、現在時制（場合によっては現在完了）を用いる
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  If you will work abroad, you need to learn English. 
  「もし、海外で仕事がしたければ、英語を学ぶ必要がある」 

  If he is to make much money, he has to work harder. 
「もし彼が、たくさん金を稼ぎたければ、彼は、もっと働く

必要がある」 

 ※実際には、この意味では want to r を用いることが多い。 

 
◆例 

If you want to work abroad, you need to learn English. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 本章で学んだように remember は、状態動詞の典型なので、進

行形にならない。現在形で「覚えている」を表す。したがって、

解答は  
       Do you still remember me ?  
（実際の出題では、間違いの箇所を指摘するだけであったので、

本問のように改作した。） 
 

 

１章のテーマ演習解説 
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＝時制確認問題＝ 
（１）時制の説明 

現在時制は、現在だけと言うよりは、現在、（   １   ）

にまたがる長期的な動作、状態を表す時制である。 動作動詞

の現在は、現在を中心とした（  ２  ）的、反復的動作を

表すが、現在時点の動作の（  ３  ）状態は示さない。こ

れを表すのには 

（  ４  ）を用いる。状態動詞の現在は、現時点での状態

を含む長期的状態を示す。 

従って（  ４  ）は、短期的という性質は持つが、動作動

詞を状態動詞に（  ５  ）働きがあると考えることが出来

る。逆から言えば状態動詞は、（  ４  ）になりにくい。も

ともと状態を示しているからである。 

 
◇解答 

１．過去、未来 ２．長期 ３．進行 ４．進行形  

５．近づける 

 

★例文、例題チェック問題 
（２）和訳 

１．I have learned the piano for many years. 

 
２．I have learned the piano before. 

 
３．He has gone to Australia. 
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４．I have read that book. 

 
５．I have been to Nepal. 

 
６．They live in Japan. 

 
７．They are now living in Japan, but next month they will 

move to America. 

 
８．The old man went fishing in the river every day. 

 
９．I happened to be  there when she came home with 

the man. 

 
10．We learned that Shogunate government of Edo got 

closed off the world in 1642. 

 
11．He used to smoke a lot but doesn't any more.   

 
12．I have lived in Sapporo for ten years. 

 
13．I have once lived in Japan. 

 
14．I broke the window but they have already fixed it. 

 
15．He has gone to the rest room. 
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16．She has been to all those countries many times. 

 
◇解答 

 １．私は、ピアノを何年も習ってきた。 

２．私は、以前ピアノを習ったことがある。 

３．彼はアフリカに行っていて今ここにいない。 

４．私は、その本を読んでしまった。 

５．私は、ネパールに行ったことがある。 

６．彼らは、日本にすんでいる。 

７．彼らは、今の所（短期的に）日本に住んでいるが来月には

アメリカに移るだろう。 

８．その老人は毎日川に釣りに行った。 

９．私は、彼女がその男と帰宅したときたまたまそこにいた。 

10．我々は、江戸幕府は 1641 年に鎖国したと習った。 

11．彼は、以前はタバコをたくさん吸ったが今ではもう吸わない。 

12．私は、札幌に十年間ずっと住んでいる 

13．私は、かつて日本に住んだことがある 

14．私は、窓を割ったが、彼らがそれをすでに直してしまった。 

15．彼は、トイレに行っていて今ここにいない。 

16．彼女は、それらの国すべてに何度もいったことがある。 

 
（３）誤りを正そう 

１．She had lived in France when she was a child. 

 
２．He has broke the window but they have fixed it. 
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３．The house is belonging to the family. 

 
４．We have been knowing him since he was a child. 

 
５．私は彼を良く知っている 

  I am knowing him very well.（誤） 

 
６．彼はそのクラブに所属している。 

   He is belonging to the club.（誤） 

 
７．彼女は死んだ母親に似ている。 

She is resembling with her dead mother.（誤） 

 
８．The house has been belonging to the religious group 

（誤） 

   
９．I have been knowing her since she was just a child.  

（誤） 

 
10．I will tell her when he comes next time, when I will call 

her tomorrow. （誤） 

 
◇解答 

１．She had lived in France when she was a child. 

had lived → lived 
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２．He has broken the window but they have fixed it. 

has broken → broke 

３．The house is belonging to the family. 

is belonging → belongs  

４．We have been knowing him since he was a child. 

been knowing → known 

５．私は彼を良く知っている 

 I am knowing him very well.（誤） 

am knowing → know 

６．彼はそのクラブに所属している。 

  He is belonging to the club.(誤) 

is belonging → belongs 

 

 
７．彼女は死んだ母親に似ている。 

She is resembling with her dead mother.（誤） 

is resembling with → resembles 

８．The house has been belonging to the religious group. 

（誤） 

been belonging → belonged 

９．I have been knowing her since she was just a child.  

（誤） 

been knowing → known 

10．I will tell her when he comes next time, when I will call 

her tomorrow. （誤） 

when he comes next time → when he will come next 
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time 
when I will call her tomorrow →  when I call her 

tomorrow 

 
（４）英訳 

１．その店が開き、その男がやってきた 

 
２．その男がやってきたときには、その店はすでに開いていた 

 
３．今夜私の飛行機は８時に出発する。 

（確実で公的な予定、スケジュール） 

 
４．私は彼女と明日デートするつもりだ。 

（自分の現在に起点を持つ意志） 

５．私は彼女と明日デートする予定だ。 

（動作がすでに進行しているかのように確実な予定） 

 
６．もし、海外で仕事がしたければ、英語を学ぶ必要がある。 

  
７．もし彼が、たくさん金を稼ぎたければ、彼は、もっと働く

必要がある。 

 
８．彼女がその家を出て行き、彼が帰宅した。 

 
９．彼が帰宅したときには、彼女はすでにその家を出ていた。 
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10．私が、二週間前にその街を訪れたとき、その三日前に彼は、

アフリカに向かっていた。 

When I visited the town two weeks ago,  

 
11．もしあなたが、そのころヨーロッパに行くならば、私と会

うことが出来るでしょう。 

 
12．もしあなたが、私と会うつもりなら、そのころヨーロッパ

に来る必要があります。 

 

 

 
◇解答 

１．The store opened and the man came. 

２．When the man came, the store had already opened. 

３．Tonight my flight leaves at eight. 

４．I am going to date her tomorrow. 

５．I am dating her tomorrow. 

６．If you will work abroad, you need to learn English. 

７．If he is to make much money, he has to work harder. 

８．She left the house and he came home. 
９．When he came home, she had already left the house. 

10．When I visited the town two weeks ago, he had left for 
Africa three days before. 

11．If you go to Europe about that time, you will be able to 

see me. 
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12．If you will see me, you will need to go to Europe about 

that time. 


