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今回は、様々な時制について見ていきます。 

英語には、現在時制のほかに、過去時制、過去完了時制と未来時制があります。 

それぞれにどういった時制のことなのかを把握する必要があります。 

これは、英作文で活きるだけでなく、英会話にもすぐに応用できるからです。 

 

【現在時制】 

ex.) We eat breakfast before 7:00. 

 「私たちは 7 時前には朝食を採ります。」 

※これは、反復動作を表します。毎朝食べるという動作の反復です。太陽が毎朝東から昇るのと同じです。 

 

【現在完了時制】 

ex.) You have been waiting for the letter, haven’t you? 

「ずっとお手紙を待っているんでしょう？」 

※「待っている」のは、過去の一点から現在までです。時間の幅があることに注目してください。過去形

では表せませんし、現在形だけでもこの時間の幅は表せません。【継続】を表します。 

 

ex.) A swallow has been here for a week. 

 「ツバメが一匹、一週間もここにいます。」 

※これも同様です。一週間前から今に至るまで、ずっとそこにいます。【継続】を表します 

 

ex.) Have you ever seen the Mola? 

 「そのマンボウを見たことがありますか？」 

※【経験】の枠に入りますが、生まれてから今に至るまでの長い時間の幅にご注目ください。 

 

ex.) The clock has been broken. 

 「その時計はもう動きません。」 

※【結果】壊れたのは昔で、その結果としてもう今は動かない状態にあります。その間一度も動いていま

せん。これも時間の幅がありますね。 

 

【進行形】 

ex.) My brother is playing tennis in Wimbledon. 

 「私の兄がウィンブルドンでテニスの試合中です。」 

※たった今、起こっていることだけに進行形を用います。今という瞬間に何かが継続している場合です。 
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ex.) I’m loving it! 

 「今これに夢中。」 

※本来は、状態を表す動詞であるため、進行形を取らないのが普通ですが、進行形とは、「やがては終わる

現在の動作や状態」だと受け止めれば不自然ではありません。たとえば、He is singing now.といっても、永

遠に歌い続けるわけがないのと同様です。 

 

ex.) He was snoring when she opened the gate. 

 「彼女が玄関の扉を開いたとき、彼はいびきをかいていた。」 

※これも、「過去の一点」（ここでは扉を開いた瞬間）に継続していたことです。 

 

ex.) My niece is coming to the New York City next Friday. 

 「僕のめいが今度金曜日に NY シティにやってくることになっています。」 

※be going to come to とはきません。往来を表す動詞のときは、be [going / coming /leaving] to～として、その

あとにすぐに目的地が来ます。反復を避けます。 

※進行形で「近未来の予定」を表せます。 

 

【過去時制】 

ex.) The Soba-man was so surprised and he showed his tail. 

 「そば屋の主人はとてもびっくりして、しっぽを出してしまった。」 

※過去の一点における様子と出来事を、「現在」の目から見ています。 

 

【過去完了時制】 

ex.)She wanted to buy the watch which had been sold out in the late 90’s. 

 「彼女は 90 年代後半に売り切れていた時計を買いたかった。」 

※過去を基準にしてみたときのさらに昔のことを、「過去の一点」から見ています。 

 

【未来時制】 

ex.) It will be rainy the day after tomorrow, according to the weather forecast. 

 「天気予報によれば、あさっては雨になる模様です。」 

※これは、話し手の主観で「～だろう。」と言っているだけです。雨が降るのは明日かもしれません。確定

はしていません。【推量、推測】を表す未来です。 

※助動詞というのは、話し手の主観を表す表現です。 

 

ex.) “I’ll be there, outside the shop.” 

 「お店の外にいるから。」 

※これは推測ではないですね。主語が一人称（僕が）なんですから。これは【意志】未来です。 
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ex.) Will you take your parents to the ceremony? 

 「式にはご両親も連れておいでください。」 

※【依頼】を表していますが、これがどうして未来形になるかといえば、「（ご両親を）まだ呼んでいない

から」です。 

 

ex.) “Shall we dance?”  “Yes, let’s.” 

 「踊りませんか？」「はい、そうしましょう。」 

※shall というのは、一人称で用いることが多いですが、【意志】を表します。 

 

ex.) Your beer shall be delivered soon.  (---Because I will.) 

 「ビールはすぐにお持ちしますので。」 

※「私」の意志により、これから運ばれてきますから、という意味になります。 

 

ex.) Should I get some beer? 

 「ビールを頂けませんか。」 

※仮定法の if 抜かし文です。「もしよろしければ」が隠れています。 

 

ex.) You should have told us about the problems first. 

 「その問題について先に放しておいてくれるべきだったのに。」 

※助動詞の時制をひとつ昔にするには、助動詞のあとに完了時制を用います。 

 

【未来進行形】 

ex.) He’ll be waiting for you on the clouds of Heaven. 

 「天国の雲の上で彼があなたを待っているでしょう。」 

※未来における状態を表しています。 

（He is waiting for you on the clouds.だと、「待ってくれている。」という事実。彼は確実に待っている。） 

（He will be waiting for you on the clouds.だと、「待ってくれているでしょう。」という【推測】を表している。） 

 

【未来完了形】 

ex.) She will have completed the task by the end of this week. 

 「彼女は今週の終わりまでにはその仕事を終えているでしょう。」 

※未来の一点に動作の完了を表したいときに用います。 

 

・現在形：「現在も続く動作の反復や習慣」、「現在の状態」を表します。 

・過去形：「過去における動作や状態」を表します。 

・進行形：「一点における動作の継続」を表します。やがては終わる状態や動作のことです。 
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・完了形：「一定の幅のある時制」を表します。基準点が現在と過去では時制が異なります。 

・未来形：「主観的な推測」を表す推量未来と、「主観的な意志」を表す意志未来とがあります。 

たいてい、一人称ならば【意志未来】、二人称なら【依頼】、三人称ならば、【推量未来】となることが多い

です。 

 


