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＜はじめに。＞ 

現在完了とは[幅のある時制]のことです。「過去の 1点からはじまって、今もなおその状態にある。」とい

った。こうした、現在を含む幅のある時制は、現在完了でないと表せません。英語では、Present Perfectと

いいます。 

日本語で考えてみましょう。 

「飛行機に乗ってから 8時間が経つ。」 

この文章は、①8時間前に飛行機に乗った。②今も機内にいる。という、2つの情報を同時に満たしてい

ます。①と②の間にイベントは起きていません。乗ったのと同じ飛行機内にいるわけです。 

「パリには 2回行ったことがある。」 

この文章もまた、現在完了でしか表せません。「生まれてから今日に至るまで」の幅のある中で 2回、と

言っているわけです。現在を含みます。 

 さて問題です。 

 以下の文は、（日本語です。）過去形と現在形、それとも現在完了形のどれで表せばよいでしょうか。 

1. 「さっき電話が鳴ったばかりだよ。」 

2. 「ちょうど NYからの客人を見送ってきたところだよ。」 

3. 「彼女が氷上で転ぶのを見たことがない。」 

 この章を読み終える頃にはおわかりいただけていると思います。 

 

【継続】（ずっと～している）（今も。）：キーワードは since, for, How long～？ 

ex.) My niece has lived in Paris  since she went to Europe. sinceは接続詞。（文と文をつなぐ働き。） 

       S       V     M     接「ヨーロッパへ発って以来ずっと。」 

   since 1998.  sinceは前置詞。（後ろには名詞だけ。） 

    前「1998年以来ずっと。」  

   for over 10 years.  forは前置詞。（後ろには期間がくる。） 

    前「10年間以上。」 

ex.) How long has she lived in Paris? 

「いつからパリに住んでいるんですか。」 

 

 答え方は、上に記述した通りです。＾＾ Sinceから始めても、Forから始めてもよいです。相手に瞬時に

答を教えてあげたほうがより親切です。全文をはじめから話す必要はありません。 

 

【動作の継続】（ずっと～している）（今も。）：キーワードいっしょ。 

ex.) My grandfather has been sleeping for seven days. 

「うちのおじいちゃんは、7日間も眠りっぱなしです。」 

 

※[状態]を表す動詞のときに現在完了形(have+p.p.)、[動作]を表す動詞のときに現在完了進行形(have 
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been-ing)を用います。 

※「状態を表す動詞」とは、簡単にいえば、「ジェスチャーでお願いします。」と言われた際に困る類のも

のです。live, love, want 等が挙げられますね。 

※「動作を表す動詞」とは、ジェスチャーが簡単なやつです。run, swim, play tennis 等です。 

 

【経験】（これまでに～したことがある）：キーワードは、ever, never, How [often / many times]～? once, twice, 

thrice(three times)… 

ex.) “I have had my right toe broken twice.”  “I think it is gout, father.” 

  S  V        O       C(p.p.)（「足が」「折れた状態」） 

「わしは 2度、右のつま先を骨折したことがある。」「それって痛風だよ、お父さん。」 

※SVOCの文。Oと Cは「主語」と「述語」の関係。 

※生まれてから今日に至るまでの時間の幅があります。 

 

【完了】（～したところだ。～したばっかりである。すでに～してある。）：キーワードは、just, already, yet 

ex.) “Where have you been?”   “I have just been to the post office.” 

「どこに行ってたんだい？」「ちょうど郵便局へ行ってきたところ。」 

※have been in～「ずっと～にいる。」と、have been to～「～に行ってきたところ」と、have gone to～「～

へ行ってしまった。」の違いに注意しましょう。よく訊かれるところです。 

※対比してみましょう。今どこにいるのかがポイントです。 

①My father has been in Alaska. 「父はアラスカにずっといます。」  今アラスカ。 

＝My father is in Alaska. 

②My father has been to Alaska. 「父はアラスカに行ってきたところです。」 今ここ。 

=My father went to Alaska, and he is here now. 

③My father has gone to Alaska. 「父はアラスカに行ってしまいました。」  今アラスカ。 

=My father went to Alaska, and he isn’t here now. 

※He’s gone.といえばわかりますね。「もういないよ。」という訳になります。He’s gone.は、He has gone. / He 

is goneのどちらの省略形でもあります。意味は同じです。「ここにいない。」のに代わりはありません。 

※要は、gone を使えば、ここにいないことになります。 

 

ex.) “Have you finished your work yet?”  “No, I haven’t.  Have you?”  “No, not yet.” 

「もう宿題はすませた？」「ううん、まだ。君は？」「まだだよ。」 

※yet は文尾につけます。疑問文、否定文のときに用います。肯定文では already を用います。 

 

ex.) “July is coming to an end.  I have done all the work.”   “(Have you finished the work) already?” 

「7月ももうおしまいだ。全部終えたよ。」「もう!?」 

※already が文尾に来るときは、軽い驚きを表すときです。受験ではあまり見ません。ないわけではありま
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せん。 

さて。それではさきほどの解答です。 

 

「さっき電話が鳴ったばかりだよ。」 

※いつ？ それって何形ですか？ 過去形ですね。現在完了では表せません。 

 ではこれはいかがでしょう。 

 

The telephone rang just now. 

「たった今、電話が鳴った。」 

 

※どうして過去形なのでしょうか。それは、just now「たった今」という過去の 1点を含んでいるからです。 

※現在形だと？ 

 

The telephone is ringing now! 

「今電話鳴ってるよ！」 

 

「ちょうど NYからの客人を見送ってきたところだよ。」 

※行って帰ってきてここにいますね。現在完了形です。 

 

「彼女が氷上で転ぶのを見たことがない。」 

※これも経験を表す現在完了形です。生まれてから現在に至るまでの中で一度もないわけです。見たこと

が。しかし現実では、「見たことはなくとも」「転んだことはあるかもしれない。」わけです。この見極め

は長文読解の鍵になりますので、しっかり把握しておいてください。 

 

I have never seen her falling down /on the ice. 

S      V      O     C         M 

「私は彼女が氷上で転ぶのを見たことがない。」（けど見てないところで転んだことがあるかもしれない。） 

 

She has never fallen down on the ice. 

 S       V             M 

「彼女は氷上で転んだことがない。」（氷じゃないところでなら転んだことがあるかもしれない。） 

 

上下の文においての相違は、「事実はどうなのか。」ということです。この差は歴然です。内容把握問題で

○にするか×にするかの判断材料になります。 

 

というわけで。この後もしっかりね。＾＾ 


