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はじめに

締め切り時間ギリギリにレポートが完成しました。
アメリカ人の同僚に英語で「レポートが終わったよ」と話しかけるとし
たら、どうでしょうか？
英 会 話 学 校 の 学 生 さ ん に こ う 問 い か け た と こ ろ、 ほ と ん ど の 方 は I

ﬁnished my report. と答えました。
しかし、多くのネイティブは I’ve just ﬁnished my report. と現在完了形
を使って答えるでしょう。なぜかおわかりですか？
英語としてはどちらも正しく、問題なく使えます。しかし、このような
状況であれば、現在完了形を使って I’ve just ﬁnished my report. を使うの
が自然なのです（詳しくは本書 19 ページをご覧ください）
。

世の中に英文法の本は数多くあります。文法を解説するなら、おそらく
私よりうまく説明できる人が同じように（日本人の中にも！）たくさんい
るでしょう。
しかし、長い間日本人のみなさんに英語を教えてきていつも思うのです
が、英語の時制は、英文法の理論に加えて「ネイティブ・スピーカーの感覚」
を身につけることで、より明確に理解できるのではないでしょうか？
それをみなさんに体験していただきたく、本書には日本人が間違えやす
い時制の例を思いつく限り取りあげ、ネイティブはどうしてその言い方を
するのか、できるだけ詳しく説明しました。その際「ネイティブはその言
い方をどう思うのか」といった視点も盛り込み、英語の時制表現に関して
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多くの日本人英語学習者が持つと思われる疑問に、可能な限り答えてみまし
た。

本書も一般的な文法書にならい、時間軸を過去、現在、未来の３つに分け、
それぞれを用法別に基本形（単純形）、進行形、完了形、完了進行形の４つ
に分類しました（「基本形（単純形）」には、それぞれ「単純現在形」「単純
過去形」「単純未来形」という言い方を充てました）
。

＜本書で紹介する 12 の時制の用法＞
・過去：単純過去形、過去進行形、過去完了形、過去完了進行形
・現在：単純現在形、現在進行形、現在完了形、現在完了進行形
・未来：単純未来形ほか、未来進行形、未来完了形、未来完了進行形

CHAPTER ２と３では各例文を「英語として自然かどうか」吟味するにあ
たって、◎、○、?、?? の記号を使って説明しました（詳しくは 80 ページ、
165 ページをご覧ください）。
こうした分類については、ネイティブ・スピーカーのスタッフたちにも確
認した上で判断しました。今日、英語の多様化が進んでいることもあり、必
ずしもすべてのネイティブ・スピーカーが同じように感じることはないかも
しれません。実際、私とスタッフのあいだで判断の違いが生じることもあり
ました。しかし、最終的には「多くのネイティブ・スピーカーが普通の表現
である［ない］と思う」という基準から判断しました。読者のみなさんには
各時制に関するネイティブ感覚を理解する上で、ぜひ本書をお役立ていただ
きたいと思います。
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本書作成にあたっては、これまでの「ネイティブが教える」シリーズの７
冊同様、研究社の金子靖さんと会話を交わしながら原稿を作り、本の体裁に
整えていきました。金子さんには、今回も企画立案から執筆、編集まで、言
葉に尽くせないほどお世話になりました。編集部の高見沢紀子さんもこれま
で同様、金子さんとともに原稿や校正刷を念入りに確認し、貴重なコメント
をいくつも寄せてくれながら、本書の quality を一段と高めてくれました。
私は英語のネイティブ・スピーカーですが、英文法の専門家ではないため、
その説明に関しては、東京理科大学講師の北田伸一先生のご協力を得ました。
先ほど「文法を解説するなら、おそらく私よりうまく説明できる人が同じよ
うに（日本人の中にも！）たくさんいるでしょう」と申し上げましたが、ま
さしく北田先生はそのうちの１人です。先生の英文法に関する深い知識に支
えられて、本書の英文法解説を飛躍的に充実させることができました。

みなさんの時制に関するさまざまな疑問点の解消に、本書が少しでもお役
に立てれば、著者としてこれほどうれしいことはありません。

2016 年 4 月
デイビッド・セイン（David A. Thayne）
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本書の使い方
１章

時制の基本

THE BASIC RULES

１章では、英語の時制を 12 の用法（単純現在形、単純過去形、単純未来形ほか、現在進行形、
過去進行形、未来進行形、現在完了形、過去完了形、未来完了形、現在完了進行形、過去完了進行形、
未来完了進行形）に分け、それぞれの意味や使い方をネイティブの視点から解説しました。日
常的によく使う表現を例に挙げて説明していますので、読者のみなさんには「生きた時制表現」
を学んでいただきたいと思います。

日本人は「…している」という日本語につられ、つい現在進行形を使ってし

SIMPLE PRESENT
Present
tense

まうことが多いようです。「どちらも『今のこと』を表現しているから、どう
使い分ければいいかわからない」という声をよく耳にしますが、ネイティブか

｜ １章 ｜ 時制の基本

日本語にまどわされない！

単純現在形

らすれば単純現在形と現在進行形はまったくの別物です。

単純現在形が表わすのは「今」？

まずは過去、現在、未来の３つの時で表わされる 12 の時制（単純過去形、
単純現在形、単純未来形、過去進行形、現在進行形、未来進行形、過去完了形、

「いちばん簡単な時制は何ですか？」と聞かれたら、おそらく「現在」と答

現在完了形、
未来完了形、
過去完了進行形、
現在完了進行形、
未来完了進行形）を、

える人は多いと思います。

正しく理解しましょう。12 の時制を時間軸で表わすと、以下のようになります。

英語の授業では、最初にこの現在時制、すなわち単純現在形を習うはずです。
「今」を表わす「現在」（単純現在形）を基本として、「昔」のことは過去時制
ことでしょう。ですから、基本の単純現在形がいちばん簡単なはずだと考える
のも無理はありません。

過去

現在

未来

単純過去形

単純現在形

単純未来形

過去進行形

現在進行形

未来進行形

▶

▶

▶

しかし、ネイティブからすると、この単純現在形がもっとも説明がむずかし
いのです。というのは、単純現在形は「単に今現在のことを表わす」だけでな
く、さまざまな用法（相／アスペクト）がからんでくるからです。最初に習う

基本形

時制としては、予想以上に難易度が高いかもしれません。
実際に問題を解きながら考えていきましょう。まずはウォーミングアップ問
題です。

進行形

「ナンシーはメガネをかけている」を自然な英語にすると、どちらですか？
完了形

1. Nancy wears glasses.

過去完了形

現在完了形

未来完了形

過去完了進行形

現在完了進行形

未来完了進行形

2. Nancy’s wearing glasses.
完了進行形
解答

これを英語の初心者はよく間違えてしまいます。「…している」

という日本語につられて、２の現在進行形を使ってしまう例をよく見かけます。
しかし問題文は「メガネをかけている」と日常の習慣を言っていますから、一

・▶は、まさにその瞬間に進行中の動作・状態を表わす。

般的な正解は１の単純現在形です（「一般的な」と言ったのには理由があります。

・●は動作・状態の終点を表わす。
・− は動作・状態がつづいていることを表わす。

それについては、38 ページの現在進行形の「2. 現在のみの一時的な状況」で
説明します）
。
6

7

日本人が間違えやすい時制表現をクイズ表

視覚的に理解できるように、各時制の用法の時

現で出題します。問題を解きながら、ネイティ

間軸を図にしました。進行形や完了形などのイ

ブの英語感覚を身につけてください。

メージをつかんでください。
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｜ ３章 ｜ 時制と副詞表現の相性

問題

｜ ２章 ｜ 動詞と時制の使い分け

▼ 12 の時制が表わす時

（単純過去形）で、
「未来」のことは未来時制（単純未来形）で表わすと習った

２章

動詞別 時制の使い分け
UNDERSTANDING ENGLISH TENSE WITH VERBS

２章では、日常的によく使う 21 の動詞（１つは句動詞表現）を取り上げて、時制の各用法のニュ
アンスを比較しました。自分の感覚が正しいか考えながら読み進めてください。

1 ｜ arrive（到着する）

時制は文法的にルール化できるものの、動詞ごとに使い方は変わります。ま
た同じ動詞でも用法により使える場合と使えない場合があるため、知識として

乗り物の到着時間を知らせるアナウンスなど、日常生活でもよく耳にする動詞です。「到着

覚えるより「感覚で覚える」ほうがいいでしょう。とにかく語学は、

する、届く、成功する」など、ある程度の時間をかけて目的にたどり着くことを表わします。

｜ １章 ｜ 時制の基本

１章で時制の各用法のルールを学びました。ここでは代表的な 21 の動詞を
取り上げ、時制によるニュアンスの違いを比較しました。

時制の違いで、この時間のニュアンスはどのように変わるでしょうか？

Practice makes perfect.（習うより慣れろ）
を実践するしかありません。

（

Q1

では、日常よく使うと思われる言い方を例にして、それをどの時制で表現す

）に「自然な英語で、決まり文句としてもよく使われる」と思わ

れるものには◎を、「自然な英語だが、使われる状況が限られる」と思われるものに

るのが自然か、考えてみましょう。日本人英語学習者が間違えやすい表現を確

は〇を、「英語としては正しいが、ネイティブは何か情報が欠けていると感じる」と

認することで、ネイティブの時制感覚が身につくはずです。

思われるものには ? を、「不自然な英語表現で、ネイティブはまず使わない」と思わ

２章の読み方
1. 各問題には１〜６までの英文があります。それぞれの英文が英語として自然か、「記
号の見方」を参考に「◎、◯、?、??」の４種類に分けてください。
2.「ネイティブはこう判断する」に正解と解説があります。自分の判断が正しかった
か、
答え合せをしながら読み進めてください。不自然な英語表現となる「?」や「??」
の場合、判断に迷うと思われる英文のみに解説を付けました。

）1.

Our train arrived at Shinjuku.

（

）2.

Our train was arriving at Shinjuku.

（

）3.

Our train had arrived at Shinjuku.

（

）4.

Our train had been arriving at Shinjuku.

（

）5.

Our train has arrived at Shinjuku.

（

）6.

Our train has been arriving at Shinjuku.

ネイティブはこう判断する

3. 不自然な英語表現となる「?」や「??」は、日本語訳の文頭に「?」を付けました。

（私たちが乗った電車は、新宿駅に着いた）

自然な英語で、決まり文句としてもよく使われる。
自然な英語だが、使われる状況が限られる。
英語としては正しいが、ネイティブは何か情報が欠けていると感じる。
不自然な英語表現で、ネイティブはまず使わない。

「過去に終わったできごと」を表わす自然な英語です。Our train arrived at

Shinjuku at 5:30 p.m.（私たちが乗った電車は、午後 5 時 30 分に新宿駅に着
いた）と時間表現を加えれば、過去のどの時間であるかが明確です。
［ちなみ

※フレーズを使う頻度など、感覚的な判断もあるため「この正解が絶対！」という
ことではありません。しかし、多くのネイティブ・スピーカーは同意してくれると
思います。参考にしていただければ幸いです。

に主語の our train は、
「私たちが乗った電車」と「私たちがこれから乗る電車」
のどちらの意味にもなりますが、ここでは便宜上すべて「私たちが乗った電車」

〈注〉短縮形と短縮しない形（I’ll ... と I will ..., I’ve ... と I have ... など）のニュアンスは微
妙に異なるため、各時制で取り上げたフレーズは、状況ごとにネイティブが多く使うと思われ
るほうを紹介しています。

という設定で考えることにします。］

80

81

各動詞に２セットずつ問題を用意しました（１
セットで６つの用法を判断する）。４つの記号（◎、
○、?、??）のどれが当てはまるか（80 ページ参
照）、まずは解いてみましょう。
「ネイティブはこう判断する」で正解を見
て、どうしてそうなるのか解説で確認してく
ださい。ネイティブはどの状況でその言い方
をするのかといった情報も記しました。
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｜ ３章 ｜ 時制と副詞表現の相性

〇 1. Our train arrived at Shinjuku.［単純過去形］

＜記号の見方＞

◎
〇
?
??

（

｜ ２章 ｜ 動詞と時制の使い分け

れるものには ?? を入れましょう。

３章

時制と副詞表現の相性

HOW TO USE TIME OBJECTIVES

３章では、基本的な 20 の副詞と時制の相性を考えましょう。always や usually, often
といった副詞は、すべての時制で使えるでしょうか？

また副詞によって文のニュアンス

が変わることがあるでしょうか？ 「ネイティブ感覚」を確認しながら、読み進めてくだ
さい。

［過去完了進行形］

過去完了進行形の文に yesterday は使えません。ただし、yesterday では
なく the previous day（前日）なら使えます。

｜ １章 ｜ 基本

? It had been raining yesterday.（？昨日までずっと雨が降りつづけていた）

1 ｜ yesterday（昨日）

時制｜ １章 ｜ 時制の基本

12

基本的に「過去の特定の時」を表わす副詞のため、単純過去形との組み合わせ
が最適です。ただし過去とはいえ、過去完了形、過去完了進行形では不自然にな
ることに注意しましょう。
◎ It rained yesterday.（昨日雨が降った）［単純過去形］

2 ｜ now（今）

過去のある時（昨日）を表わす副詞のため、おもに単純過去形で使われます。
「現在」を表わす副詞のため、基本的に過去形や未来形では使えません。では、

現になります。

現在形ならすべての用法で使えるのかというと、はっきりそうとは言い切れませ
ん。It’s raining now. のように「今…している」を表わす現在進行形なら自然

◎ It was raining yesterday.（昨日雨が降っていた）［過去進行形］

ですが、それ以外の時制ではあまり使えないようです。
過去のある時（昨日）を表わす副詞のため、過去進行形でも使われます。「過
（昨日…していた）も相性がよく、
自然な英語になります。
去進行形＋ yesterday」

◎ It’s raining now.（まさに今、雨が降っている）［現在進行形］
「現在進行形＋ now」
（今…しているところだ）は非常に相性がよく、自然な

それ以外の時制には、基本的に yesterday は使えません。ただし、過去完

｜ ２章 ｜ 動詞と時制の使い分け

「単純過去形＋ yesterday」（昨日…した）は非常に相性がよく、自然な英語表

英語になります。It’s raining. だけより、It’s raining now. と now を付けたほ

了進行形には、yesterday ではなく the previous day（前日）であれば、使

うが英語としても自然です。

えます。

不自然な英語ですが、限定的に次のような状況なら OK でしょう。外出す

（前の日はずっと雨が降っていたので、グラウンドはまだ湿っていた）
［過去完了進行形］

るつもりが、なかなか奥さんの支度ができない。ふと外を見たら「もう雨が
降っているじゃないか…」というような時です。You’ve made a big mistake

以下、不自然な英語表現ですが、注意してほしい例を紹介します。

now.（いま大きな間違いをしたね）なども自然な英語になります。

? It had rained yesterday.（？昨日雨が降っていた）［過去完了形］
? It rains now.（？今、雨が降っている）
［単純現在形］

この過去完了形の文は不自然ですが、If it had rained yesterday, I would

不自然な英語です。ただし、たとえば映画を演出していて「『今、雨が降っ

have taken my umbrella.（昨日雨が降っていたら、傘を持っていったのに）

ている』という設定で…」と説明するような、かなり限定的な状況であれば

のように仮定法であれば使えます。

OK でしょう。
166

167

英語として違和感のない◎や◯の表現を中心に
取り上げていますが、
「?」がついた例文でも注意
すべきものは解説を付しました。

「?」はその不自然さを理解してもらうた
め、同じように「?」を付けて訳文を添えま
した。ですが、その例文が不自然だとしても、
ほかに語句を補えば理解できる場合もありま
す。こうした情報も盛り込みました。
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｜ ３章 ｜ 時制と副詞表現の相性

? It has rained now.（？もう雨が降っている）［現在完了形］

◎ It had been raining the previous day, so the ground was still wet.
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【１章】

時制の基本
THE BASIC RULES
▶ はじめに
単純現在形
単純過去形
単純未来形ほか

▶ 進行形
現在進行形
過去進行形
未来進行形

▶ 完了形
現在完了形
過去完了形
未来完了形

▶ 完了進行形
現在完了進行形
過去完了進行形
未来完了進行形

はじめに
Present tense

PROLOGUE

時制でどうニュアンスが変わる？
「昔のことだから、動詞を過去形にしないと…」
こんなふうに考えて時制を決めてから構文を作るようでは、英語でネイティ
ブ・スピーカーと自然なコミュニケーションをはかるのはむずかしいかもしれ
ません。感覚的に時制を使い分けられるようになってはじめて、
英語を「話せる」
と言えます。
そもそも多くの読者のみなさんは、学校で英語を習い出してから「時制」と
いう言葉を耳にしたのではないでしょうか？
「時制」とは、はたして何でしょうか？
本書では、まずこの問題を考えてみましょう。
簡単に言えば、時制とは「いつの話をしているのかを表わすルール」 です。
話し手が用いた時制をもとに、聞き手は「相手がいつ、どうするか」を判断す
るのです。
では、時制でどれだけ英語のニュアンスが変わるか、見てみましょう。まず
は次の問題に挑戦してください。

問題

次の英文を、ニュアンスの違いを出して日本語にしてください。

1. We have a party tonight.
2. We’ll have a party tonight.
3. We’re going to have a party tonight.
4. We’re having a party tonight.

解答
どれも英語として自然な、未来の表現です。「全部『私たちは今
晩パーティがある』じゃないの？」と思うかもしれませんが、微妙にニュアン

スが異なります。
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私たちは今晩パーティがある。
→公的に決まっている、ほぼ確実な予定を言うイメージ。

2.

私たちは今晩パーティをすることになったよ。
→急にパーティの予定が決まったイメージ。

3.

｜ １章 ｜ 時制の基本

1.

私たちは今晩パーティの開催を予定している。
→詳細はわからないが、パーティを開く予定があることを言うイメージ。

4.

私たちは今晩パーティを予定している。
→時間などの詳細も決まっているパーティが、直近に開かれることを言うイメージ。

が考えるのは、2 の We’ll have a party tonight. の will の未来表現を使った文
ではないでしょうか？

助動詞 will を１語加えるだけで未来を表わせるため、

しかし、ほぼ同じような未来の内容を表現するのに、これだけのバリエーシ
ョンがあるのです。状況に合わせて、自分の思いにぴったりな表現を使い分け

時制の使い分け

これからのことを表現する際、日本人は will を多用するようです。

｜ ２章 ｜ 動詞別

「私たちは今晩パーティがある」を英語にする場合、おそらく多くの日本人

たいものです。
おそらくネイティブなら、開催が確実なパーティのことを言うなら１を、急
にパーティの予定が入ったと言うなら２を、詳細不明ながらとにかくパーティ
れていると言いたいなら４を使います。
主語も目的語もまったく同じなのに、時制が異なるだけでこれだけニュアン
スは変わります。そう、だからこそ、時制をうまく使いこなせば、英語の表現

の幅が広がるのです。
よく「時制の使い分けはむずかしい」という声を耳にします。確かに、時制
を間違えて使ったために誤解されてしまうこともよくあります。しかし、逆に
言えば、時制を変えるだけでこれだけバラエティに富んだ表現も可能になリます。
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｜ ３章 ｜ 時制と副詞表現の相性

の予定があることを言うなら３を、ほぼ詳細も決まったパーティが近々予定さ

言葉は時制で決まる。

本書で私デイビッド・セインが伝えたいのは、このひと言に尽きます。時制
を使いこなせるようになれば、英語は簡単に思えるはずです。「時制はむずか
しい」ではなく、「時制は便利なもの」と感じていただけるとうれしいです。
一般的な文法書では、時制は大きく「過去」
「現在」
「未来」の３つの時間軸
に分けられ、さらにそれぞれに「基本形」
「進行形」
「完了形」「完了進行形」
の４つの用法（相／アスペクト）があり、合計 12 の用法に分けて紹介されて
います。
▼ do を例にした 12 種類の用法
時間軸／
用法

過去

現在

未来

基本形

単純過去形
（did）

単純現在形
（do/does）

単純未来形や
be going to ＋原形動詞
（will do /
be going to do）

進行形

過去進行形
（was/were doing）

現在進行形
（am/is/are doing）

未来進行形
（will be doing）

完了形

過去完了形
（had done）

現在完了形
（have/has done）

未来完了形
（will have done）

完了
進行形

過去完了進行形
（had been doing）

未来完了進行形
現在完了進行形
（have/has been doing） （will have been doing）

読者のみなさんは、この「過去進行形」や「過去完了形」
、
「過去完了進行形」
といった漢字だらけの文法用語を見ただけで、すでに興味が失せてしまったの
ではないでしょうか？
「文法を理解する」ことだけで、それぞれの時制を適当に表現しようとして
も無理があります。みなさんだって、文法を理解してから日本語を話している
わけではないですよね？
英語を感覚的に理解すれば、時制のニュアンスも自然と身につく。

みなさんには、このように考えていただきたいと思います。
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ルールの説明より、
「感
英語を繰り返し使ってこそ、身につきます。そこで本書は、
覚の説明」にページを多く割きたいと思います。
１章で大まかな時制のルールを説明しますが、重要なのは２章です。２章で
は大量の例文とともに、
時制と動詞の組み合わせによりニュアンスが変わる「ネ

｜ １章 ｜ 時制の基本

そしてこの「感覚的に理解する」ことは、文法ルールを暗記するのではなく、

イティブ感覚」について解説します（これだけ詳しく時制別に比較している本
はないと思います！）。Q&A のクイズ形式で読み進められますから、繰り返
し問題を解くことで、自然に時制の持つニュアンスが理解できるでしょう。
ブルース・リーも『燃えよドラゴン』で言っていましたよね？

Donʼt think. Feel.（考えるな。感じろ）

※１章の例文に出てくる動詞や副詞表現の中には、それぞれ第２章と第３章で
章と進んでください。

時制の使い分け

詳しく解説しているものもあります。本章を読み終えた後には、ぜひ２章、３

｜ ２章 ｜ 動詞別

考えるのではなく、感じることで時制をマスターしましょう！

｜ ３章 ｜ 時制と副詞表現の相性
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単純現在形
SIMPLE PRESENT
Present
tense

単純現在形が表わすのは「今」？
「いちばん簡単な時制は何ですか？」と聞かれたら、おそらく「現在」と答
える人は多いと思います。
英語の授業では、最初にこの現在時制、すなわち単純現在形を習うはずです。
「今」を表わす「現在」（単純現在形）を基本として、「昔」のことは過去時制
（単純過去形）で、
「未来」のことは未来時制（単純未来形）で表わすと習った
ことでしょう。ですから、基本の単純現在形がいちばん簡単なはずだと考える
のも無理はありません。
しかし、ネイティブからすると、この単純現在形がもっとも説明がむずかし
いのです。というのは、単純現在形は「単に今現在のことを表わす」だけでな
く、さまざまな意味がからんでくるからです。最初に習う時制としては、予想
以上に難易度が高いかもしれません。
実際に問題を解きながら考えていきましょう。まずはウォーミングアップ問
題です。

問題

「ナンシーはメガネをかけている」を自然な英語にすると、どちらですか？

1. Nancy wears glasses.
2. Nancy’s wearing glasses.

解答

これを英語の初心者はよく間違えてしまいます。「…している」

という日本語につられて、２の現在進行形を使ってしまう例をよく見かけます。
しかし問題文は「メガネをかけている」と日常の習慣を言っていますから、一
般的な正解は１の単純現在形です（
「一般的な」と言ったのには理由があります。
それについては、38 ページの現在進行形の「2. 現在のみの一時的な状況」で
説明します）。
6

日本人は「…している」という日本語につられ、つい現在進行形を使ってし
まうことが多いようです。「どちらも『今のこと』を表現しているから、どう
使い分ければいいかわからない」という声をよく耳にしますが、ネイティブか

｜ １章 ｜ 時制の基本

日本語にまどわされない！

らすれば単純現在形と現在進行形はまったくの別物です。
まずは過去、現在、未来の３つの時で表わされる 12 の時制（単純過去形、
単純現在形、単純未来形、過去進行形、現在進行形、未来進行形、過去完了形、
現在完了形、未来完了形、
過去完了進行形、
現在完了進行形、
未来完了進行形）を、
正しく理解しましょう。12 の時制を時間軸で表わすと、
以下のようになります。

現在

未来

単純過去形

単純現在形

単純未来形

過去進行形

現在進行形

未来進行形

▶

▶

▶

基本形

進行形

完了進行形

過去完了形

現在完了形

未来完了形

過去完了進行形

現在完了進行形

未来完了進行形

・▶は、まさにその瞬間に進行中の動作・状態を表わす。
・●は動作・状態の終点を表わす。
・−
− は動作・状態がつづいていることを表わす。
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完了形

時制の使い分け

過去

｜ ２章 ｜ 動詞別

▼ 12 の時制が表わす時

単純現在形と現在進行形を比較してみましょう。
▼ 単純現在形と現在進行形が表わす時

過去

現在

未来

単純現在形
単純現在形と現在進行形では、表現する
時間の長さが異なるのがポイント！

現在進行形

▶
単純現在形はその動作や状態が「いつ始まり、いつ終わるかが曖昧」で、ある
程度の時間つづくことを意味します。一方、現在進行形はその動作や状態が「今、
まさに進行しているその瞬間」を指すため、両者が表わす時間の幅はそもそも

異なるのです。
それでは、単純現在形で何が表現できるのでしょうか？
に分けられます。
▼ 単純現在形が表現するもの

1．習慣的な行動
2．一般的な真理・事実
3．現在の状態１（所属・所有、知覚・感覚、心理・願望）
4．現在の状態２（瞬間的動作・できごと）
5．確定した未来の予定
6．時や条件を表わす副詞節の中で使われる
それぞれ、例文とともに見ていきましょう。
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大きく、次の６つ

動作動詞が単純現在形で使われる場合、習慣的な行動を表わします（play や

go といった動きや動作、できごとを表わす動詞が動作動詞です）。
I go to school by bus every morning.（私は毎朝、バスで学校へ行く）

｜ １章 ｜ 時制の基本

１. 習慣的な行動

→毎朝、バスで学校へ行く＝習慣として繰り返し行なっていること。

▼ おもな動作動詞

arrive / come / drink / drive / eat / get / go / jump / leave / play /

実際に問題を解きながら、現在時制の感覚を身につけていきましょう。

次の英文を、時制のニュアンスを出して日本語にしてください。

Do you play baseball?
解答

時制の使い分け

問題

｜ ２章 ｜ 動詞別

read / start / stay / swim / wait / write

「なんて簡単な問題！」と思われるかもしれません。しかし、こ

れを「あなたは野球をしますか？」という日本語にすると、英語のネイティブ
いか」、あるいは「野球をできるか、できないか」を聞いているのではないか
らです。
ネイティブの感覚からすれば、これは「習慣的に」野球をプレイするかどう
かをたずねています。
ですから、正解は「あなたはよく野球をしますか？」と習慣的なニュアンス
を含んだ日本語にするといいでしょう。
ではもう１問。
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としてはもの足りなく感じます。なぜなら、この英文は「野球をするか、しな

問題

次の英文を、時制のニュアンスを出して日本語にしてください。

A: What does he do?
B: He plays the guitar.
解答

「彼は何をしているの？」「彼はギターを弾いてるよ」とした人が

いると思いますが、それは必ずしも正しくありません。単純現在形ですから、
習慣を意識しなくてはいけません。次のような日本語にすると、英語のニュア

ンスをうまく出せると思います。

A: 彼の仕事は？
B: ギタリストだよ。
「He plays the guitar. が『ギタリストだよ』なんて、
意訳しすぎじゃない？」
と思うかもしれませんが、職業を言う時にネイティブがとてもよく使う表現で
す。同様に What does she do?（彼女の職業は？）と聞かれて Linda sings.
と答えたら、
「リンダは歌っています」ではなく「リンダは歌手だ」となります。

A の主語を you に変えて説明しましょう。そもそも、What do you do? と
What are you doing? の違いはわかりますか？
What do you do? は習慣を表わしますから、「あなたはふだん何をしていま
すか？」→「ふだんは何を？」→「お仕事は？」と相手の職業を聞く時の決ま
り文句です。

一方の What are you doing? は、
「今、何をしているの？」と相手が今して
いる行動をたずねる現在進行形の表現です。

よって、
B の単純現在形を使った He plays the guitar. は、習慣を表わします。
「彼は今ギターを弾いている」のではありません。「彼はふだんギターを弾いて
いる」→「彼はギタリストだ」（
「ギターを弾くのを職業にしている」）という
意味になります。
もし「彼は今ギターを弾いている」と今現在彼がしている行動を指して言う
のであれば、現在進行形を使って He’s playing the guitar. としなくてはいけ
ません。
英語の初心者がよく間違える単純現在形と現在進行形の違いを、次にまとめ
ます。
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・単純現在形 →「よく［ふだん］…している」（習慣的な行動を表わす）

I play the guitar.（私はよくギターを弾く）
※ What do you do? と聞かれてこう答えたら、
「私はギタリストです」という意味。

｜ １章 ｜ 時制の基本

▼ 動作動詞の時制による意味の違い

・現在進行形 →「今…している」（今、進行している動作を表わす）

I’m playing the guitar.（私は今ギターを弾いている）

では、もう１問。今度は間違えないでくださいね。

次の英文を日本語にしてください。

Where do you play the guitar?

これが「今どこでギターを弾いていますか？」でないことはもう

わかりますよね？

これは「ふだんどこでギターを弾いてるの？」と「習慣的

にギターを弾いている場所」をたずねる文になります。

時制の使い分け

解答

｜ ２章 ｜ 動詞別

問題

本来ネイティブはこのような言い回しをする際、Where do you play the

guitar every day?（毎日どこでギターを弾いてるの？）のように、副詞（句）
などの状況がわかる表現を添えます。状況を明らかにすることで、発言内容がよ

参考書の例文として、I play baseball. という１文を見かけますが、この文
にネイティブは違和感を覚えます。なぜかといえば、I play baseball. とい
うフレーズを使うことはまずないからです。あるとすれば、What sports do

you play after school?（放課後どんなスポーツをよくやりますか？）のように、
ある程度質問者が状況を限定した場合のみです。

そしてその場合も、I play baseball after school.（私はいつも放課後に野
球をします）や、I play baseball on Sundays.（私はいつも日曜日に野球を
します）のように、 より内容が明らかになる副詞表現が添えられるのが自然 で
す。そのため、ネイティブ同士の会話では、こうした時に always, every day,

often, once a week, sometimes などの副詞（句）がよく付け加えられるこ
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り明確になるからです。

とになります。
時制と副詞表現は、切っても切れない密接な関係にある。

副詞表現をオマケと考える日本人は多いようですが、そんなことはありませ
ん。ある意味、副詞表現が文全体を左右するといっても過言ではありません。
時制と密接に結びついた副詞表現については、３章で詳しく説明します。

2．一般的な真理・事実
単純現在形では、これがいちばん理解しやすい用法かもしれません。一般的
「A は B である」と普遍的
に真理・事実であると考えられることを表現します。
な内容を表わし、数式や諺などもこの用法です。

The Earth is round.（地球は丸い）
→一般的な真理

The city of New York stands on the east bank of the Hudson River.
（ニューヨーク市はハドソン川の東岸に位置する）
→一般的な事実

One plus one equals two. / One and one makes two.（１＋１＝２）
→数式（一般的に事実とされること）

現在のことでありながら、過去にも未来にも通じる内容が特徴です。この点
に、単純現在形の時間幅の広さを感じ取れるのではないでしょうか？

3．現在の状態１（所属・所有、知覚・感覚、心理・願望）
中学校の教科書などでは、おそらく最初にこの単純現在形の使い方を学習す
ると思われます。この用法は、
「ある程度継続する、安定してつづいている状態」
を表わします。

I’m a student.（私は学生です）
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→学生だ＝学生という状態が、今のところつづいている。

I have a dog.（私は犬を飼っています）
→犬を飼っている＝現在は犬を飼っている状態がつづいている。

I feel good.（いい気分だ）
→いい気分だ＝今は気分がいい状態である。

この３つの例文に共通するのは、状態を表わす動詞です。動きや動作、でき
ごとを表わす動作動詞に対し、動詞自体に「…している」という意味がある
動詞を状態動詞と呼びます。この状態動詞は基本的に現在進行形にならないか、
「感情」
「所有や関係、持続」
「尺度」
なるとしてもまれです（状態動詞は「感覚」
「認識」などの意味を表わす動詞です。状況によって、この状態動詞も進行形
未来完了進行形］の用法で使われることもあります。以下で説明します。

問題

1. He knows how to play chess.
2. He’s knowing how to play chess.

解答

時制の使い分け

「彼はチェスのやり方を知っている」を自然な英語にすると、どちら

ですか？

｜ ２章 ｜ 動詞別

［過去進行形・過去完了進行形・現在進行形・現在完了進行形・未来進行形・

「状態動詞は基本的に現在進行形にできない」ので、
２は不自然です。

ですから

正解は１です。

have（持っている）や know（知っている），hear（聞こえる）といった動詞
はある程度継続している状態を表わし、その状態があと数秒、数分、数時間で終わ
「学生である」ことや「犬を飼っている」
るか意識することはまずないと思います。
と言う時は、今現在自分はそうで、数分後にそれが終わるとはまさか思わない
でしょう。このような動詞が状態動詞です。
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｜ ３章 ｜ 時制と副詞表現の相性

「チェスのやり方を今一瞬だけ知っている」なんて、変ですよね？

