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Lesson22

時制 2：過去形と現在完了形／
このプラモ、けっこう前に作り始めたけど、そっから進んでないな〜。

I started making this plastic model a long time ago, but I haven't worked on it since then.

過

去形は⽇本語の考え⽅と似ていますが、現在完了形という時制は⽇本語にはありません。現

在完了形では過去のことを現在のことと関係づけて表現します。また、現在完了形は完了の

意味だけではなく経験や継続の意味もあるので注意してください。I started making this

plastic model a long time ago, but I haven't worked on it since then. 「このプラモ、
けっこう前に作り始めたけど、そっから進んでないな〜。」では過去形と現在完了形の両⽅を使っ
ています。
このレッスンを受講することで過去形と現在完了形について理解できます。

■ Topics
時制 2：過去形と現在完了形/

I started making this plastic model a long time ago, but I havenʼt worked on it since then.

Topic1

過去形
●過去の動作や状態
●過去の習慣

Topic2

過去進⾏形

Topic3

現在完了形
●現在完了形の⽤法
●現在完了進⾏形
●現在完了形と⼀緒によく使う語句

Wrap-up
DVD 版では練習問題の解説も⾏います。

I started making this plastic model a long time ago,
but I havenʼt worked on it since then.
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■ Topic1
過去形

．．．．．．．．． ．．
過去形は過去の動作や状態、過去の習慣について表現します。過去のある時を⽰す 表現 （例：
yesterday, last weekend）などを付けて使うこともあります。

●過去の動作や状態
・過去に⾏った動作
A famous chef cooked the meal. 「有名なシェフがその⾷事を料理しました。」
When did you finish writing your paper? 「いつあなたの論⽂を書き終えたのですか？」

・過去の状態
James was at work yesterday. 「ジェームスは昨⽇は職場にいました。」
I didn't know how to go to the restaurant.
「私はどのようにそのレストランに⾏けば良いのか知りませんでした。」

●過去の習慣
過去に繰り返し⾏ったことについても過去形で表現します。
Catherine sometimes studied in the library.
「キャサリンは時々図書館で勉強していました。」
I went to that restaurant quite often, when I lived in the town.
「その町に住んでいた頃、私はあのレストランによく⾏きました。」

■ Topic2
過去進⾏形
過去進⾏形は過去のある時点で進⾏中であった動作を表現します。
「be 動詞の過去形 + 動詞の〜ing 形」という構成により作ります。
Mr. Kim was working in his office last night.
「キムさんは昨晩彼の事務所で働いていました。」

pg. 2

誰でもわかる

TOEIC® TEST

英⽂法編

Lesson22 時制 2:過去形と現在完了形／このプラモ、けっこう前に作り始めたけど、そっから進んでないな〜。

I was talking with David when you called me.
「あなたが電話をくれた時、私はデイビッドと話していました。」
What were you doing at 6:30 yesterday?
「昨⽇の６時半にあなたは何をしていましたか？」
注意：過去進⾏形では過去のある⼀時点を⽰す情報をつけることが多いです。

■ Topic3
現在完了形
現在完了形は単に過去のことについて述べるのではなく、過去のことを現在と関係づけて述べる表
現です。「have/has ＋過去分詞」という構成により作ります。

●現在完了形の⽤法
現在完了形は完了、経験、継続などの意味で使います。

・完了
現在は完了した状態であることを意味します。⽇本語に訳すと「既に〜した、
（まだ）〜していない、
（もう）〜したか？」などの意味になることが多いです。
I have finished watching the movie. 「私はその映画を⾒終わりました。」
I still haven't received the invoice. 「私はまだ請求書を受け取っていません。
」
Has the shipment arrived yet? 「荷物はもう着きましたか。」

・経験
現在までの経験について表現するのに使います。⽇本語に訳すと「〜したことがある」という意味
になります。
I have been to Hawaii. 「私はハワイに⾏ったことがあります。」
Tim has never played golf. 「ティムは⼀度もゴルフをしたことがありません。」
Have you ever tried natto? 「納⾖を試したことはありますか？」
注意：現在までの経験の回数を尋ねる場合も現在完了形で尋ねます。How many times have you
met Dr. Larson so far? 「あなたは今までラーソン博⼠に何回会ったことがありますか？」
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・継続
現在までの継続を表現するのに使います。⽇本語に訳すと「〜してから（期間）になる、
（時）から
〜している」などの意味になります。
I have lived here for five years. 「私はここに５年間住んでいます。
」
The secretary has worked in this office since last spring.
「その秘書は去年の春からこの事務所で働いています。」
How long have you been a member of this association?
「あなたはこの会のメンバーになってどのくらいの期間がたちますか？」

●現在完了進⾏形
「have been ＋動詞の〜ing 形」という構成で現在完了進⾏形を作ることができます。現在完了進
⾏形では動作の継続を表現します。
「ずっと〜し続けている」などの意味になります。現在完了進⾏
．．．．．．．．．．．．
形を使うと、現在もその動作が進⾏中である事を強調できます。
I have been working for this company for twenty-five years.
「私はこの会社で２５年間働いています。」
We have been playing tennis since this morning.
「私達は今朝からテニスをしています。」
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●現在完了形と⼀緒によく使う語句
⽤法
完了

副詞
already

意味
肯定⽂：

基本的な位置
過去分詞の前

既に（〜しました）

still

just

疑問⽂：

Have you already finished the report?

既に（〜しましたか）

「あなたはその報告書を既に書き終えたのですか？」

否定⽂：

not の前

否定⽂：

⽂末

ever

「私達はその報告書をまだ書き終えていません。」.

疑問⽂：

Have you finished the report yet?

もう（〜しましたか）

「あなたはその報告書をもう書き終えましたか？」

肯定⽂/疑問⽂：

過去分詞の前

肯定⽂/疑問⽂：

疑問⽂：

否定⽂：

⽂末

recently

経験
継続

肯定⽂、否定⽂、疑問⽂：

過去分詞の前

肯定⽂、否定⽂、疑問⽂：
最近

Have you ever met Mr. Adams? 「あなたはアダ
ムスさんに会ったことはありますか？」

過去分詞の前

I have never been to Tokyo.
「私はまだ東京に⾏ったことがありません。」

⽂末

最近
lately

He has arrived now.
「彼は今つきました。」

⼀度も(〜したことが)ない
完了

We have just finished our meeting.
「私達はちょうど会議を終えたところです。」

今までに、これまでに
never

We haven't finished the report yet.

まだ（〜していません）

今（〜しました）
経験

We still haven't finished the report.
「私達はまだその報告書を書き終えていません。」

ちょうど（〜しました）
now

We have already finished the report.
「私達は既にその報告書を仕上げました。」

まだ（〜していません）
yet

例⽂

The man has been working hard recently.
「その男性は最近⼀⽣懸命働いています。」

⽂末

The issue has been actively discussed lately.
「その問題は最近活発に議論されています。」

注意：just 「ちょうど」も now 「今」も現在完了形と共に使うことができますが just now「た
った今、ついさっき」 は現在完了形と共に使うことはできません。過去の⼀時点を明確に⽰すので
過去形と共に使います。
注意：:recently は現在完了形だけでなく過去形でも使うことができますが、lately は基本的に現
在完了形でのみ使います。
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スコアアップ！
例題：When

(DVD 版のみ収録)

you come here?

a. did
b. have
答えは a. did です。
「いつ〜をした」という過去の⼀時点の動作は過去形の⽂で表現するため、「いつ⾏ったのか」を聞く時
も過去形で尋ねます。例えば、肯定⽂にした場合、You came here yesterday.「あなたは昨⽇ここに
来ました。」は正しい⽂ですが、You have come here yesterday. は誤りです。現在完了形は現在の
状況について述べる時制なので、はっきりと過去の⼀時点だけを意味する表現とともに使うことはできま
せん。
When did you come here?
「あなたはいつここに来たのですか。」
現在完了形と使うことができない表現の例：
just now「ついさっき」
、yesterday「昨⽇」、last night「昨晩」（last がつく表現）、
on January 24「１⽉２４⽇に」
（過去の⽇にち）
、when S＋過去形の動詞「主語が〜した／だっ
た時」など。
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現

．．．．．．
在完了形と現在完了進⾏形の違いについて考えてみましょう。現在完了形は、既にその動作
．．．．．．．
．．．．．．．．．．．
は終わっていて、現在完了進⾏形では未だ動作は進⾏中であるという感じがしませんか？そ

んな疑問があったからか、ある時友⼈がポールという⽶国⼈に以下の２つの⽂の違いについて尋ねま
した。
We have played tennis since this morning. 「私達は今朝からテニスをしています。」
We have been playing tennis since this morning.「私達は今朝からテニスをしています。
」
友⼈：We have played tennis since this morning. は現在テニスをしていないということで、
We have been playing tennis since this morning. は今もテニスをしているということで正
しい？
ポール：両⽅とも今テニスはしていないに決まっているじゃないか。テニスをしながら、We have
been playing tennis since this morning. なんて⾔うの？
こんな返事が返ってきたそうです。なるほど、考えてみると今テニスをしながら会話をすることはな
さそうですね。素晴らしいアメリカンジョークです！
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
現在完了進⾏形は、もちろん、今は休憩中でその後もテニスをするという場合に使うことができます
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
が、既にテニスをするのをやめてシャワーを浴びてしまっていても使えなくはありません。テニスを
している余韻に浸っている感じを表現しています。このように、状況によっては、動作が終了してい
ても現在完了進⾏形を使うこともあります。

コーヒーブレーク (DVD 版のみ収録)
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■ Wrap-up
●過去形は過去の動作や状態、過去の習慣を表現するのに⽤いる。
●過去進⾏形は過去のある時点で進⾏中の動作を表現する。
●現在完了形は完了、経験、継続の意味がある。

I started making this plastic model a long time ago, but I
haven't worked on it since then.
「このプラモ、けっこう前に作り始めたけど、そっから進んでないな〜。
」
主語
代名詞
I
「私は」

接続詞
but
「しかし」

pg. 8

述語動詞
動詞
started
「始めました」

主語
代名詞
I
「私は」

⽬的語
動名詞句
making this plastic model
「このプラモデルを作ること」

述語動詞
助動詞＋not＋be 動詞の過去分詞＋ing 形
haven't worked
「ずっと取り組んでいない」

追加情報
副詞句
a long time ago「ずいぶん前に」

追加情報
前置詞＋代名詞
on it
「それに」

追加情報
副詞句
since then
「その時以来」
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■ Practice
先⽣の解説を聞き、下記の練習問題を解いてみましょう。(DVD 版のみ収録)
1. The auditor

about the audit meeting, but he didn't attend it.

a. knows
b. knew
c. known
d. is known
2. The quality control manager has

submitted the final report.

a. already
b. yet
c. still
d. yesterday
3. Mr. Chung

the laboratory equipment since last Friday.

a. uses
b. used
c. has been using
d. has been used

■ Homework
このレッスンに関連した下記の練習問題に挑戦してみましょう。
to the café on weekends when he was a student.

1. Maynard often
a. went
b. has been
c. had been
d. goes
2. Many of the problems

mentioned at the last meeting.

a. be not
b. were not
c. has not been
d. have not been
3. I

the agenda for the briefing, when the reporter called me.

a. am preparing
b. have prepared
c. was prepared
d. was preparing
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■ Explanation - Practice
1. The auditor knew about the audit meeting, but he didn't attend it.
「その監査⼈は監査会議については知っていましたが、出席しませんでした。」
解説：b. knew 「知っていた」
（know の過去形）が答えです。attend it の it は the audit meeting
「監査会議」のことを意味しています。後ろの節の「彼は出席しなかった」では過去のことについて述
べているため、過去の状態を意味する過去形か、過去より前のことを意味する過去完了形が良いです。
a. knows 「知っている」（know の３⼈称単数現在形）は現在の状態を意味しますが、but he didn't
attend it では過去のことを意味するため、つながりがおかしくなってしまいます。c. known（know
の過去分詞）だけでは述語動詞になることはできません。d. is known（be 動詞＋know の過去分詞）
では受動態を作ることができますが、the auditor is known「その監査⼈は知られています。」という
意味では後ろの about とつながりません。be known about 〜とすると「〜について知られている」
のような意味になります。そのため「その監査⼈は監査会議について知られている。」のような意味にな
ってしまい意味が通じません。
2. The quality control manager has already submitted the final report.
「その品質管理者はすでに最終報告書を提出しました。」
解説：a. already 「すでに」
（副詞）が答えです。already を現在完了形と共に使うと「すでに〜した」
という完了の意味になります。Topic3 で学習したように、already は動詞の過去分詞の前に置き、官僚
の意味を表します。
b. yet 「まだ、もう」（副詞）は否定⽂「まだ〜していない」または疑問⽂「もう〜したか」で使いま
す。そのためここには⼊れられません。c. still 「まだ」（副詞）は「まだ〜の状態が続いている」とい
う意味に使います。d. yesterday 「昨⽇」（副詞）は since yesterday として継続の意味に⽤いる場
合を除き現在完了形と共に使うことはできません。
3. Mr. Chung has been using the laboratory equipment since last Friday.
「チャンさんは先週の⾦曜⽇からその実験装置を使っています。」
解説：c. has been using（have の３⼈称単数現在形＋be 動詞の過去分詞＋use の ing 形）が正解。
現在完了進⾏形となります。since last Friday「先週の⾦曜⽇以来」という過去の開始時点を⽰す情報
．．．．．．．
があるので、継続を表すことのできる完了形が良いです。使い続けているということを現在完了進⾏形
で強調しています。
a. uses （use の３⼈称単数現在形）や b. used （use の過去形・過去分詞）は、現在や過去の⼀時点
について述べる表現なので、継続の意味を表すことができません d. has been used（has been＋過
去分詞）は現在完了形ですが受動態になっています。そのため、
「チャンさんが使われてきた」となり意
味が通じません。また、うしろの the laboratory equipment に直接つなげることはできません。

■ Explanation ‒ Homework
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1. Maynard often went to the café on weekends when he was a student.
「学⽣の頃メイナルドはよく週末にそのカフェに⾏きました。」
解説：a. went（go の過去形）が答えです。when he was a student「彼が学⽣だったとき」という
のは過去の事を意味します。また、often は頻度を意味する副詞なので、過去の習慣を意味する過去形
を⼊れます。(Topic1 の過去の習慣の項⽬を参照)
b. has been「⾏ったことがある」
（have の３⼈称単数現在形＋be 動詞の過去分詞）では現在完了形の
⽂を作ることができますが、現在までの経験について述べる⽂になります。また、often は have と過
去分詞の間に⼊れます。c. had been（have の過去形＋be 動詞の過去分詞）では過去のある時点まで
の経験について述べることができますが、when he was a student は「彼が学⽣だった頃」と過去の
⼀時点を意味するため過去完了形と共に使うことはできません。また、often を⼊れる位置は had と
過去分詞の間です。d. goes （go の 3 ⼈称単数現在形）では現在の習慣を意味します。when he was
a student「学⽣だった頃」では過去のある時期のことを述べているので現在のこととつながりません。
2. Many of the problems were not mentioned at the last meeting.
「前回の会議では多くの問題について⾔及されませんでした。」
解説：b. were not （be 動詞の過去形＋not）が答えです。at the last meeting 「前回の会議で」
という過去の⼀時点を⽰す情報があるため過去形を選びます。このレッスンで学習したように過去のあ
る時を指定する語句がある場合は現在完了形を使うことができません。
a. be not （be 動詞の原形＋not）は形に問題があります。be 動詞の原形だけを述語動詞にすることは
できません。c. has not been （have の３⼈称単数現在形＋not＋be 動詞の過去分詞）と d. have not
been（have の１⼈称単数・複数、２⼈称単数・複数、３⼈称複数の現在形＋not＋be 動詞の過去分詞）
については at the last meeting と過去の⼀時点を指定する語句があるため、現在完了形を使うことが
できません。また、c. has not been については主語が複数であることからも答えにならないことが分
かります。
3. I was preparing the agenda for the briefing, when the reporter called me.
「その記者が私に電話をくれた時、私は記者会⾒のアジェンダを作っているところでした。
」
解説：d. was preparing（be 動詞の過去形＋prepare の ing 形）が答えになります。when the
reporter called me「その記者が私に電話をくれた時」と過去の⼀時点を⽰す表現があります。prepare
は動作動詞なので、過去に進⾏中であったという意味になる過去進⾏形が良いです。
a. am preparing （be 動詞の１⼈称現在形＋prepare の ing 形）では現在進⾏形になりますが、when
the reporter called me と過去のある時を指定する表現があるため現在進⾏形ではつじつまがあいま
せん。b. have prepared（have + prepare の過去分詞）は「作成しました」という意味になります。
I have prepared the agenda「私がアジェンダを作成しました。」は正しいです。でも、現在完了形
は現在の状態の意味なので、はっきりと過去を意味する when the reporter called me「その記者が
私に電話をくれた時に」
と⼀緒に使うことはできません。c. was prepared
（be 動詞の過去形＋prepare
の過去分詞、形容詞）を⼊れた場合 I was prepared は「私は準備ができていた」という意味になりま
す。でも、後ろに the agenda を付けることはできません。I was prepared for the briefing. 「私
は記者会⾒の準備ができていた」は正しいです。
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