
 

 

時制 

 

1. 当為の動詞  

 

当為の動詞（今後～することを主張・要求・命令・推薦・助言する意味を持つ動詞）の後の that節中では、動詞の原形を使います：advise, 

advocate, ask, command, demand, insist, intend, mandate, move（発議する）, order, propose, recommend, request, require, suggest, urge, 

etc.（S V O to doの形が取れないもの：demand, insist, propose, suggest）   

It is necessary [important, imperative, advisable, urgent, etc.] that ~.の場合も同様に that節中で動詞の原形を使います。 

またこれらの派生名詞が同格の that節を取る場合も同様に動詞の原形を使います。 

on condition that節中も原型動詞を使う場合があります。 

He spoke to reporters on condition that he not be identified. （彼は素性を明かさないという条件でリポーターに話した） 

 

例題） 

Townspeople believe that the environmental regulations requiring that scrubbers be installed on furnace smokestacks were one reason because 

their steel could not compete with the Japanese, forcing the plant to lay off thousands of workers.  

 

A) be installed on furnace smokestacks were one reason because 

 

B) should be installed on furnace smokestacks were one reason that 

 

C) are to be installed on furnace smokestacks were one reason because 

 

D) be installed on furnace smokestacks were one reason that 

 

E) should be installed on furnace smokestacks were one reason because 



 

 

 

解説） 

requiring that節中では動詞の原形が使われると判断して、AとDに絞りましょう。reasonと becauseの併用は redundant（冗長）なので、A

を切ってDを選びましょう。Cの様に be to が助動詞的な意味合いを持つ場合、must, should, will, can等ほぼ全ての助動詞の意味を持つこと

が出来るので、SC では曖昧な表現で良くないと判断しましょう。よって be to と助動詞との選択では助動詞を選んでください。例外として、

if節中のbe to は、目的・意図と意味が明白なので正解になり得ます。 

訳） 

町の住民が信じているのは、溶鉱炉の大煙突に気体洗浄装置を設置することを要求する環境規制が、彼らの鉄鋼が日本の鉄鋼に勝てなかった

1つの理由であった、そしてその結果工場は何千人もの労働者を解雇せざるを得なかった。 

 

例題2） 

All 50 states have child-protection ordinances mandating that professionals who come in contact with children report cases of suspected abuse 

to the local child protective services agency so that children be protected from any potential abuse by their parent.  

 

A) be protected from any potential abuse by his or her parent 

 

B) be protected from any potential abuse by their parents 

 

C) are protected from any potential abuse by their parent 

 

D) are protected from any potential abuse by his or her parent 

 

E) will be protected from any potential abuse by their parents 

 

解説） 



 

 

mandating thatの中で、動詞の原形を使う必要がありますが、修飾語句はその影響は受けません。この問題では、reportが動詞の原形であり、

so that以下は影響を受けないので、so that節中の動詞を原形にはしてはいけません。よって、AとBを切りましょう。childrenの数に合わせ

て their parentsとなっているEを選びましょう。 

訳） 

子供を親からの虐待の可能性から守るために、子供と接触する専門家は虐待が疑われるケースを地元の児童保護サービス局に報告することを

命じる子供保護条例を50州全てが持っている。 

 

2. 現在形  

 

動作動詞の現在形は、いつも当てはまることを表します。普遍の真理や諺や現在の習慣はいつものことなので現在時制が使われます。 状

態動詞の現在形は、いつものことと今の状態を表します。 

Water freezes at zero Celsius. （水は摂氏零度で凍る） 

I play tennis every Friday. （私は毎週金曜日にテニスをする） 

 

例題） 

German scientists have found that today large parts of the Elbe river meet strict EU water standards and 94 different fish species thrive again in 

the river.  

 

A) 94 different fish species thrive again  

  

B) that 94 different fish species thrive again  

  

C) 94 different fish species have thrived again  

  

D) that 94 different fish species thrived again  



 

 

  

E) 94 different fish species thrived again 

 

解説） 

have found の目的語の並列と考えるならば、andの後に thatが必要です。よって、BとDに絞りましょう。前の that節中で現在時制が使わ

れていて、後半の内容も時制が同じであるべきと判断して、Bを選びましょう。 

 

3. 現在完了形 (has/have + p.p.)  

 

現在完了形は、過去を表す言葉 (yesterday, during the nineteenth century, in 1995, etc.)や when, 時の atと一緒に使わないと考えましょ

う。 

Tim has been busy when he worked with Laila. – NG  

 

例題） 

At a recent parliamentary session, the Australian government has determined that Sydney did not need a second, larger opera house to 

complement the famous Sydney Opera House.  

  

A) has determined that Sydney did not need  

  

B) determined that Sydney does not need  

  

C) has determined that Sydney does not need 

  

D) determined that Sydney has no need of 

  



 

 

E) has determined that Sydney will not need  

 

解説） 

At a recent parliamentary sessionという過去の一点を表す前置詞句が動詞を修飾するので、現在完了形は使えないと判断しましょう。よって、

BとDに絞りましょう。派生語の中では、動詞＞形容詞＞名詞の順で優位があると考えて、動詞を使っているBを選びましょう。 

訳） 

最近の議会でオーストラリア政府は、有名なオペラハウスを補完するために、シドニーはべつのより大きなオペラハウスを必要としないと判

断した。 

 

4. 過去完了形 (had + p.p.) 

 

過去完了形は、基準となる過去の時間がないと使えないと考えましょう。  

He had lived in London for ten years. – NG   

He lived in London for ten years. – OK （彼はロンドンに10年間住んでいた） 

He had lived in London for ten years when he died. – OK （彼は亡くなった時点でロンドンに10年間住んでいた） 

 

例題） 

Although Chinese porcelain production had dominated the international market by the mid-seventeenth century, it went into decline because of 

social unrest and accompanying dynastic change, and there was therefore a demand for porcelain in the international market shortly after the 

industry had begun to develop in Japan.  

 

A) had dominated the international market by the mid-seventeenth century, it went into decline because of 

 

B) had dominated the international market by the mid-seventeenth century, it went into decline due to 

 



 

 

C) dominated the international market by the mid-seventeenth century, it went into decline because of 

 

D) was dominating the international market by the mid-seventeenth century, it went into decline due to 

 

E) dominated the international market by the mid-seventeenth century, and it went into decline because of 

 

解説） 

by the mid-seventeenth centuryという基準点があり、その時まで～していたという構図なので過去完了形を選びましょう。AとBを比較して、

because ofとdue toの選択で、because ofのAを選びましょう。Standard Written Englishでは、dueは形容してしては認められていますが、

副詞としては認められていません。よって、because やbecause ofとの選択では、due toは切りましょう。 

訳） 

中国の磁器生産は 17 世紀中頃まで国際市場を牛耳っていたが、社会不安とそれに伴う王朝の交代のため衰退した、そしてそれゆえ日本で磁

器産業が発達し始めたすぐ後に国際市場で磁器の需要が存在した。 

 

5. 過去進行形と過去形の tense combination  

 

過去進行形が背景の状況を現し、過去形がその途中で起こったより短期の事柄を表わすと考えましょう。 

He was having dinner when the telephone rang. （彼がディナーを食べている最中に電話が鳴った） 

 

例題） 

Tony’s uncle was regaining his health at the hospital ward when a third fatal cardiac arrest was suffered.  

  

A) when a third fatal cardiac arrest was suffered  

 

B) and then suffered a third fatal cardiac arrest  



 

 

  

C) when he suffered a third fatal cardiac arrest  

  

D) but then suffered a third fatal attack 

  

E) when he suffered a third and fatal cardiac arrest 

 

解説） 

過去進行形と過去形を接続詞で繋ぐ場合、等位接続詞よりもwhenを選びましょう。よって、BとDを切りましょう。Aは受動態なので、だ

れが心臓停止したのか不明なので切りましょう。Cと Eを比べて、3度目でしかも致命傷となった心臓停止という意味の Eを選びましょう。

fatalは、a fatal mistake（致命的な間違い）の様に比喩的な意味で使うことも出来ますが、病気や怪我や事故を修飾する場合は、「死を招いた」

という意味だと理解しましょう。Cだと2回死んで生き返り、又死んだことになるので意味的におかしいです。 

訳） 

トニーの叔父さんは病棟で回復しつつあったのだが、その時3度目でしかも死を招いた心停止を起こした。 

 

6. 過去形の動詞の並列 and, but で過去形の動詞を並べる場合は、古いほうから並べる。  

 

The tool was recently discovered by archeologists and was once used by the ancient Anasazi. - NG  

The tool was once used by the ancient Anasazi and was recently discovered by archeologists. – OK   

（その道具はかつて古代のアナサジ族によって使われていたもので、最近考古学者によって発見された。 

 

第5章１例題2を参照してください。 

 

7. 時、条件を表す副詞節（if, when, while, as soon as, as long as, before, after, until, etc）中の will は不正解になります。  

 



 

 

If it will rain tomorrow, I will stay home. – NG  

If it rains tomorrow, I will stay home. – OK （明日雨なら家にいます） 

 

条件説と仮定法の違いですが、仮定法は事実と反することなので、if 節中の事柄は実際起こらないことになります。一方条件説は、その時に

なってみないとその事柄が起こるかどうか分らない場合に使うと考えましょう。 

If I were a bird, I would fly to you. （実際、私は鳥ではありません） 

If it rains tomorrow, I will stay home. （明日になってみないと雨かどうか分りません） 

ただし、以下の様に if節中にwillが入る表現も英語の中にはありますが、SCでは出題されないと思って良いと思います。 

If you will excuse me, I will now take my leave of you. （お許しいただけるのなら、これでお暇いたします:if節中の主語の意思を表わす場合） 

I will help you if it will make you feel better. （気が楽になるのであれば、お手伝いします：if以下の結果が生じる場合） 

 

例題） 

The Irish government refused to pay the ransom that an international cyber criminal group demanded if the government were to avoid the 

disruption of COVID-19 testing and other patient services.  

 

A) if the government were to avoid the disruption of CORVID-19 testing and other patient services  

 

B) should the disruption of the CORVID-19 testing and other patient services be avoided for the government 

 

C) if the government was to avoid the disruption of CORVID-19 testing and other patient services  

 

D) if it will allow the government to avoid the disruption of CORVID-19 testing and other patient services 

 

E) should the government avoid the disruption of CORVID-19 testing and other patient services 

 



 

 

解説） 

Aは、if S were to Vという仮定法表現なので、主節には、S would (could/should/might)+動詞の原形という形が必要なので、不正解と判断し

ましょう。BとEは、if S should Vの表現の ifを省略した形 should S V を使っています。if should は仮定法でも条件説でも使えるますが、

「万一～すれば」と言う意味なので、この文の内容に沿わないと判断しましょう。Cは、if S is to Vと言う表現を使っています。if節中のbe to 

表現は、目的・意図という意味を持ちます。政府が混乱を避けるつもりならと言う意味になり、内容に添っていますので、Cを選びましょう。

cf. If you are to succeed, you must work harder.（成功するつもりならもっと一所懸命やらないといけません） 

訳） 

アイルランド政府は、新型コロナウイルスの検査や他の患者サービスの混乱を避けるつもりなら国際サイバー犯罪集団が要求している身代金

を支払うことを拒んだ。 

 

8. if 節と主節の tense combinationに注意！  

 

If I were you, I will help her. – NG → If I were you, I would help her. – OK （もし僕が君の立場なら、彼女を助けるだろうに） 

If you date me, I would give you a present. – NG  

→ If you date me, I will give you a present. – OK  （デートしてくれたら、プレゼントをあげるよ） 

If I were there at that time, I would have helped you.– NG  

→ If I had been there at that time, I would have helped you. – OK （もしあの時あの場所にいたら、君を助けていただろうに） 

 

口語英語では、丁寧な表現にするために、条件説で現在時制を使っていても、主節の述部に wouldや couldを付ける場合がありますが、SCで

は、時制が揃っていないとおかしいと考えましょう。 

 

例題） 

Schools’ reluctance to make tough judgments in appraising teachers will have to be overcome if the new system of performance-related pay 

would be intended to have an impact on standards.  

 



 

 

A) will have to be overcome if the new system of would be intended to have an impact on 

 

B) will have to be overcome if the new system of performance-related pay were intended to impact  

 

C) would have to be overcome if the new system of performance-related pay is intended to impact  

 

D) will have to be overcome if the new system of performance-related pay is intended to have an impact on 

 

E) would have to be overcome if the new system of performance-related pay would be intended to impact 

 

解説） 

AとEは、if節中のwouldで切りましょう。また、A, B, Cは、tense combinationが揃っていないので切ることが出来ます。よって、Dを選び

ましょう。派生語の中では、通常動詞が一番好まれますが、impactとaccessは、動詞としての使い方がStandard Written Englishではまだ認

められていないので、名詞の方が好まれると考えましょう。 

訳） 

教師を評価する上で難しい判断をすることへの学校側のためらいは、もし新しい能力給の制度が基準に影響を持つことを意図するなら、乗り

越えられなければならない。 

 

9. 仮定法過去完了 過去の事実に反する仮定は、仮定法過去完了を使います。  

 

The internet would have been considered miraculous 50 years ago.  

 

仮定法過去は、現在の事実に反する仮定をするために過去形を使って表記するので、そのように呼ばれます。仮定法過去完了は、過去の事実

に反する仮定を過去完了形を使って表記するので、そのように呼ばれると考えましょう。上の例文は、50年前にはインターネットが存在して

なかったという事実に反する仮定をしています。（50 年前にインターネットが存在していたとしたら、奇跡だと思われたであろう）という意



 

 

味になります。If節は見当たりませんが、50 years agoに条件が含まれていると考えましょう。 

 

例題） 

The political impasse in Wales, which has led to the vote, scheduled for today, of no-confidence in Alun Michael, a Welsh Labour politician serving 

as South Wales Police and Crime Commissioner since 2012, would not have been expected nine months ago.  

 

 

A) serving as South Wales Police and Crime Commissioner since 2012, would not be 

 

B) serving since 2012 as South Wales Police and Crime Commissioner, would not have been 

 

C) who serves as South Wales Police and Crime Commissioner since 2012, would not be 

 

D) who has served since 2012 as South Wales Police and Crime Commissioner, would not be  

 

E) who has served as South Wales Police and Crime Commissioner since 2012, would not have been 

 

解説） 

9ヶ月前には、ウエールズに政治的行き詰まりはなかったという事実に反する仮定をしているので、仮定法過去完了の形が必要です。よって、

would not have been expectedのBとEに絞りましょう。since 2012にたいして現在完了形を使うのが望ましので、Eを選びましょう。 

訳） 

ウエールズにおける政治的行き詰まりは、アラン・マイケル、2012年からサウスウェールズ警察・犯罪総監を務めるウエールズ労働党の政治

家、の本日予定されている不信任投票に至ったのだが、９ヶ月前であれば予測できなかったであろう。 

 

10.  「～するにつれて」という意味の接続詞 as を使う場合、2つの節の時制がそろっているほうが好ましいと考えましょう。  



 

 

 

As she grew older, she kept more to herself. （彼女は年を取るにつれて、内にこもるようになった） 

 

11.  完了不定詞  

 

It is alleged [believed, said, supposed, thought, known] that he broke the window yesterday.  

= He is alleged [believed, said, supposed, thought, known] to have broken the window yesterday.  

（彼が昨日その窓を割ったとされている） 

It seems [appears] that he broke the window yesterday.  

= He seems [appears] to have broken the window yesterday.  

（彼が昨日その窓を割ったようにおもわれる） 

 

不定詞は、通常未来志向ですが、主節の動詞と時制がずれていることを示すために、完了不定詞が使われます。 

 

例題） 

The area was originally inhabited, it was supposed by some paleontologists, by ethnic groups using a click-tongue language similar to that of 

Southern Africa’s Bushmen and Hottentots.  

 

A) was originally inhabited, it was supposed by some paleontologists,  

 

B) is supposed to have originally been inhabited by some paleontologists 

   

C) is supposed by some paleontologists to have originally been inhabited  

 

D) was originally inhibited, supposedly by some paleontologists,  



 

 

 

E) is supposed by some paleontologists to be originally inhabited 

 

解説） 

下線部の後の originally から、過去の事柄を現在想定していると判断して完了不定詞を使っている B と C に絞りましょう。B は、by some 

paleontologistsが supposedではなく、inhabitedを修飾するように見えておかしいと判断し、Cを選びましょう。 

訳） 

その場所には、元々南アフリカのブッシュマンやホッテントット族の言語と似ている舌打ち音言語を使った民族が住んでいたと古生物学者は

推定している。 

 

 

 

 


