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　（４）助動詞

★助動詞とは

　あらゆる英単語を文中での働きによって８種類に大別したのが「名詞、代名詞、動詞、形容詞、副詞、
前置詞、接続詞、間投詞」という品詞であることはすでに述べました。

　品詞の最上位分類では「動詞(verb)」があり、これをある着眼点によって下位分類したものが「助動詞
(auxiliary verb)」と「本動詞(main verb)」です。つまり「助動詞」とは、「本動詞」に対する概念です。（着眼
点が異なれば他の分類方法もあります

　すべての英文には「主語(subject)」と「述語(predicate)」が含まれており、「述語」は「助動詞」と「本動
詞」によって構成されています。助動詞と本動詞は、合体してなんらかの動詞変化形（現在形や過去形）
となることもありますが、いつでも「助動詞＋本動詞」に分離することができ、否定文や疑問文は、この　

「助動詞＋本動詞」の分離を経て作られます。

　ただし「be動詞」は特殊な振る舞いをし、「現在形 go 」が「do+go」、「現在形 goes」が「does+go」に分
離するように、「am→do be」や「is→does be」といった分離をせず、「be動詞」それ自体が助動詞の機能
を兼ねて、直接 not をつけたり、主語と位置を入れ替えて疑問文にします。

You are a student.
You aren’t a student.
Are you a student?

　唯一例外として肯定・否定の命令文としてのみ、「do＋be」の形式が用いられます。

Don’t be shy.
（恥ずかしがらないで）
Do be quiet! (= Be quiet. の強調形）

（どうか静かにして！）

　合体形、分離形のいずれの場合も「助動詞＋本動詞」によって「述語」が構成されており、述語になれ
るのは８品詞分類における「動詞」だけなので、英語では述語のことを「述語動詞（Predicate Verb）」と
いい、よくこれを省略して「主語と動詞」などとも言われています。しかし、「動詞」というのは、あくまでも
８品詞分類の中の１つを指すものであり、「主語」に対する概念は「述語」です。
　同様に「助動詞」に対する概念は「本動詞」なので、「助動詞にあとに動詞が来る」などの言い方も分類
レベルがごっちゃになっていて好ましくありません。
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　単に用語だけの問題だともいえますが、理解を丁寧に整理するためにも次の言葉は適切に使い分け
るようにしましょう。また特に教員等、教える立場にある人は、その人の授業・解説での用語の使用にお
ける配慮が、不要に生徒の混乱を招かないよう、正確に言葉の使い分けを行っていただきたいと思いま
す。

動　　詞 ：「８品詞」の中の１つ。
本  動  詞 ：８品詞の中の「動詞」を「助動詞と本動詞」に下位分類したもの。
述語動詞 ：文型理論で「主語」に対する「述語」のこと。

[ 避けるべき用語の混乱 ]
• 「これが主語で、これが動詞」（動詞→述語動詞または述語）
• 「こっちが助動詞で、こっちが動詞」（動詞→本動詞）

　述語動詞は「助動詞＋本動詞」から構成されますが、本動詞が「具体的な動作や状態」を表すのに対し
て助動詞は、「本動詞の意味に変化を与える働き」をします。どのような変化かは、その助動詞のタイプに
よってことなります。

★第一助動詞と法助動詞

　中学など基礎段階では、「can, may, must, will」といったものを指して「助動詞」と呼び、それに続く本
動詞を「動詞」と呼んでしまっていますが、このあたりからまず正していきましょう。

　助動詞にも種類があり、中学で最初にならう上記のような助動詞は「法助動詞」といって、「主語の心理
的態度（mood: 予測、確信、意思、能力、義務など）」を表します。法助動詞はすべて原形動詞とつながり
ます。

（法助動詞の例）
I can swim.

（私は泳げる＝能力）
You may go out tonight.

（君は今夜外出してもよろしい＝許可）
He must be very smart.

（彼はすごく利口に違いない＝確信）
It will rain tomorrow.

（明日は雨が降るだろう＝予測・単純未来）

　それに加えて、具体的な意味は持たないが、本動詞に「機能的バリエーションを与える」働きをするの
が第一助動詞（Primary Auxiliaries）といって、進行形や受動態を作る be(am, is, are/was, were) も、完
了形を作る have(have, has/had)、さらに do(do, does/did)がそれにあたります。第一助動詞は機能によ
ってつながる動詞の形が現在分詞であったり過去分詞であったりします。

（第一助動詞の例）
Tom is running in the park.

（トムは公園の中を走っている＝進行相）
This house was built 200 years ago.

（この家は２００年前に建てられた＝受動態）
I have already finished my homework.

（私は宿題をもうやり終えた＝完了相）
I don’t go to school on Saturday.

（私は土曜日には学校へ行かない＝強調・否定）
Does she play piano well?

（彼女はピアノが上手かい？＝強調・疑問）
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　「第一助動詞」と「法助動詞」に加え、本来は助動詞ではないものを文の意味を中心に考え、「助動詞的
意味を表す句」を見なし助動詞とすることがあります。これは意味上の解釈を容易にするための１つの
見方です。

（見なし助動詞の例）
You had better go home now.

（君はもう帰った方がいい。[もう帰りなさい]）
It is going to rain tomorrow.

（この分でいくと明日は雨になりそうだ）
It is likely to rain.

（雨が降り出しそうだ）

★３語以上の動詞から述語動詞が成り立つ例

　この章の冒頭で「動詞、本動詞、述語動詞」という用語の区別についてお話しましたので、「１つの主語
に対して動詞は１つだけ」という言い方が適切でないことはもうお分かりでしょう。１つの主語に対応す
るのは「１つの『述語動詞』」ではありますが、述語動詞は、２語以上の動詞（助動詞＋本動詞）から成り
立ちます。「助動詞」も８品詞としては「動詞」ですので、「I don’t go」といった否定文でさえ「do, go」の２
つの「動詞」を含んでいることになります。しかし「述語動詞」という単位としては「do(n’t) go」の「助動詞
＋本動詞」なのでなんら問題はないわけです。

　時制の中で様々な相の形式を学びましたが、「have been (do)ing」の「完了進行相」では、述語動詞が
３つの動詞から構成されています。

I have been playing the piano since morning.
（私は朝からずっとピアノを弾き続けている）

　この場合、「have been」で「have（助動詞）＋been（本動詞）」の関係があり、同時に「been（助動詞）
＋playing（本動詞）」の関係も含まれており、「been」は「助動詞 have に対しては本動詞」、「本動詞 play-
ing に対しては助動詞」となります。

　現実には滅多に用いられることはありませんが、可能性としては

That old piano [ will have been being played ] for ten hours, if he plays it for anoth-
er ten minutes.

（彼があと10分弾き続ければ、あの古いピアノは、10時間演奏され続けたことになる）

　のように５つもの「動詞」が連続することもありうるのです。この例では「will+原形（単純未来）」、「have 
been（完了）」、「be+現在分詞（進行）」、「be+過去分詞（受動態）」が組み合わさることでこのような述語動
詞形式となっています。
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　この例文はあくまでも例としてあげたもので、文法的には正しいですし、このように表現することは実
際できるのですが、使用頻度は高くありません。これほど複雑な形式ではないにせよ、「完了進行（have 
been -ing）」は珍しくありませんし、その前に法助動詞（willなど）が来てもなんらおかしくはないので、様
々な形式の述語動詞に十分習熟しておくことが望ましいといえます。

　一見どんなに複雑そうに見える述語動詞であっても、それを構成する「助動詞＋本動詞」の組合せ１
つ１つについて、シンプルな例文を通じて十分に使いこなせるようになれば、あとは自然とその組合せと
しての複雑な形式も使えるようになっていきます。

　「進行相」や「完了相」については、時制の中で解説しましたので、それらを構成する助動詞としての
「be」、「have」は解説済みということになります。（まだ「受動態」を作る be は解説していません）

　「相」や「態」などを機能的に支える第一助動詞（be, have, do）は、時制や構文の中で理解を深めてい
ただくことにして、ここでは「法助動詞」を中心にさらに詳しく解説したいと思います。

　法助動詞（modal auxiliary)

★助動詞の形についての疑問

　もしあなたが英語教員だとして、生徒から次の質問を受けたらどう答えますか？

　助動詞でも do は三単現の「does」の形を取るのに、will, can, may, must などは主語がなんであって
も同じ形なの？

　まさか「そう決まってるから」なんて答えないと思いますが、質問されたときには生徒が納得のいく正
しい回答をしてあげていただきたいと思います。

　「will, can, may, mustなど」の法助動詞は、歴史的には「もともと別の動詞の過去形だった」のです。そ
う言われてみると must や ought の語尾 -t が「古い過去形語尾の名残」だと気づくかも知れません。現
代英語でも動詞の過去形は、主語が何であっても同形ですね。それと同様に、過去形として使われてい
た時代がまずあり、それでこれらは主語による変化をしないのです。

　しかし長い歴史の中で過去形としての意味を失い、現在時制にそのままの形が使われるようになった
ため、新たにあとから「would, could, might」といった過去形が作り出されました。（「must」はhad to で
置き換えられたり、直接話法から間接話法への転換では、mustのまま過去の意味も表します。）

　「法助動詞」が過去形に由来するというのは、もともと「条件法過去」として「もしある条件がかなえば」
という含みを持っていたからなのですが、その含みがなくても、そのまま使われるようになったため、直
説法現在の形になりきってしまいました。それで現代英語でさらに「もしある条件がかなえば」の含みを
持たせるときは「would, could, might」の過去形により「条件法過去」として表現します。これについての
詳細は「法」の章でさらに解説することにしますので、ここでは「will, can, mayなど」がもともと過去形だ
ったので、主語がどれでも形が同じなのだという点を理解してください。

★法助動詞が表す意味

　「助動詞」というのが「本動詞」に何らかの追加的ニュアンスを添えるものであることは理解しているこ
とと思います。どのような意味合いが加えられるかというと、「意思、可能性、許可、必然性、意図、義務、予
想、推測、能力、確定」など（覚えなくて構いません）の様々なものがあります。「法」助動詞の「法」は、後で
述べる仮定法の「法」ともつながりがあるのですが、ここでは、「追加される意味」のことと理解しておいて
構いません。そういう何らかの意味・ニュアンスを追加する助動詞が「法助動詞」です。

　以下、法助動詞１つ１つについて、個別にもっと詳しく見ていくことにしましょう。
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★法助動詞の種類

　一般的に法助動詞とされているものには次のようなものがあります：

will/would
shall/should
can/could
may/might
must
ought to
need
dare
had better

　
　なお法助動詞には「原形」というものがありません。これもその歴史として「ある動詞の過去形に由来」
していることを考えれば当然なのですが、現在形や過去形はあっても「原形」がないということです。加え
て、すべての形式の文に使えるわけではなかったり、かなり用法がまちまちなので１つ１つ丁寧に理解
するようにしてください。

　will

　すでに「時制」の中で「未来についての表現」方法の１つとして取り上げましたが、ここではさらに詳し
く、この助動詞の使い方を見ていきましょう。

　古い時代から「意思」の意味を持っており、動詞として「to wish（願望する）, desire（熱望する）, want（
望む）」の意味を、名詞として「願望、意思」を表しました。現代英語でも「意思未来（主語の意思による未
来）」を表す用法がありますが、これが最も古くから使われていた意味です。
　そこから意思とは無関係な単なる時間の経過とともに訪れる未来を現時点において予測する「単純
未来」の用法が派生しました。

　あとで取り上げる shall は同じ未来を表す場合も「obligation（義務）、necessity（必要性）」によるもの
を示す区別が古い英語の時代からありました。

　法助動詞というのは、いずれも「表現内容に対する話者の心理的態度」をニュアンスとして表すもので
すが、それを基本としつつ、「予測的な意味」が派生しています。「will」についていえば、「意思による未来

（～するつもり、なんとしてもしたい）」が基本であり、これは本来「意思を持てる人間」を主語にした意
味です。それが「意思」としての意味が弱まると人間以外を主語にしても使える予測的な意味へと延長さ
れ、「～するだろう、～になるだろう」といった時間の経過とともに自然にそうなっていくことに多少の「不
確実性」を匂わせながら表現する使い方になったものです。

　このあと様々な法助動詞を取り上げますが、いずれの場合も「人間を主語にした本来の意味」と、その
意味が弱まり人間以外を主語にしても使えるようになった「予測的意味」を2本の柱として、それぞれの
助動詞の用法を捉えるようにすると分かりやすいと思います。

(1)意思未来

　「will」それ自体は法助動詞の「現在形」です。つまり現在時制を現す形ですので、「意思『未来』」といっ
ても、「自分の気持ちとして将来はきっとこうなってやるぞと『今思っている』」わけです。主語の「意思」を
明確に表してるので、「‘ll」という短縮形にはしません。「will」にもやや強めのアクセントを置いてはっきり
と発音されます。 否定形としては「won’t」という特殊な形があります。もちろん「will not」と分けてそれ
ぞれを明確に発音しても構いません。（won’t は15～16世紀の wynnot, wonnot に由来）
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I will pass the exam next time.
（次回は試験に合格してみせるぞ）

I won’t make the same mistake again.
（同じ間違いを2度とするものか）

If you will come with me, I’ll wait.
（君が来るというのなら、私は待とう）

　「時や条件を表す副詞節」の中であっても、「意思未来」を表す will は「現在時
制」としての意味を表せますので、問題なく使用できます。ただし用法(5)の単純未
来の意味では使えません。

(2)意思未来の擬人化（主語の性質）

　本来意思を持たない物を主語にして「まるで意思を持つかのように」という意味を表したものです。ま
ったくの無生物を主語に取ることもできますし、「生物や人間であってもまだ意志をもてない年齢」であ
ればこの用法の解釈となります。
　この用法も「意思未来」の拡張ですので、「‘ll」の短縮形は用い
ません。

This door won’t open.
（このドアはどうしても開いてくれない）

Accidents will happen.
（事故というのは起こるものだ）

(3)固執、習慣・習性

　主語の性質を人間に当てはめて表現すると「どうしてもしたがる」、「常日頃からよく～する」、「習性・性
格・性質として～するものだ」という意味になります。

Babies will cry.
（赤ん坊というのは泣くものだ）

Whatever I say, he won’t listen to me.
（僕が何を言おうと、彼はまるで聞く耳を持たないんだ）

Girls will be girls.
（所詮女は女さ）
＝女性である限り、弱さなど典型的な女性的イメージを伴っている
ものだ。女っぽくないと思っていたが、それでもやっぱりおしゃれが
好きなんだな、など。

Boys will be boys.
（男はやっぱり男だ）＝男の子はやんちゃをするものだ。男である
限り、何かしら「いかにも男」という性質があったり、行動を取るもの
だ、など。
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(4)勧誘・依頼

　二人称を主語にした疑問文で、「相手の意思の確認」という発想から「～しませんか？」、「～してくれま
せんか？」を表します。これも意思未来の一種です。

Will you open the window? - Sure.
（窓を開けてくれる？- いいよ）

　直説法現在「will」による依頼は、言葉の響きがストレートで一方的にこちらの要望を伝えている印象
を伴いやすいところがあります。また「Will you...?」という「肯定の疑問」である点も、「相手から Yes（肯
定）の返事を期待している」という印象を与えます。実際の会話では声の調子によっても、細かい丁寧さ
をコントロールできますので、一概には言えませんが、単純な「Open the window.（窓をあけろ）」の次く
らいにぶしつけ（カジュアル）に響くことがあります。
　同じ依頼でも「Won’t you...?」という否定疑問にすると、肯定疑問に比べると、相手から否定の返事が
来る可能性もふくめているという印象を伴う分、多少丁寧さの度合いが増しますが、これも言い方１つ
で、「何で開けてくれないの？開けてくれたったいいじゃないか」という不満の表現にも聞こえます。

　いずれの場合も「Please」を伴わせるだけで、どんな目上の人に対して使っても失礼にならない丁寧さ
が備わります。 please の位置は、本動詞の前か、コンマで区切った文末です。命令文では本動詞の前と
は文頭のことになります。

Will(Won’t) you please open the window?
Will(Won’t) you open the window, please?
Please open the window.
Open the window, please.

　敬語に敏感な日本人は、英語でも必要以上に丁寧すぎる表現を使いたいと思う傾向がありますが、上
記４つの please を含む表現は、相手が大統領でも失礼になりません。複雑な構文や高度な文法を駆使
しようとする前にこういうシンプルで十分活用価値のある言い方を習得しましょう。

　次のような表現は確かに大変丁寧なのですが、「場にそぐわない丁寧すぎる表現」は、時として「慇懃
無礼（丁寧すぎて失礼になる）」こともあります。 「will, won’t, would など」の語形、法の違いに伴う言葉
の響きを実感できるまでは、あえて丁寧すぎる言い回しを使う必要はありません。現実の会話の場面を
通じて、どういう状況でどの程度の言い回しが使われているのかを観察して、それに習うようにするとよ
いでしょう。

Would you open the window?
Would you please open the window?
Would you open the window, please?
Would you mind opening the window?
Would you mind if I asked you to open the window?

　「和訳・英訳」によって表現を作り出そうとすると「文化的な違い」を踏まえない不自然な言葉を使って
しまうことがよくあります。
　あるエピソードとして、英語圏に留学中の学生が10セントの切手を買おうと郵便局にいった話があり
ます。切手を売ってもらうために窓口でなんと言えばいいのか、並んでいる最中に必死に「英作文」して
言った言葉が

Would you mind selling me a postage stamp worth ten cents?

　でした。確かに文法的にはどこも間違っていない正しく意味の通じる英文なのですが、窓口の女性
はいぶかしそうな表情で学生を見つめ「Ten cents?」と確認するように言いました。それにあわてながら

「Yes.」とだけ答え、なんとか切手を買うことができた学生は、その次の順番で待っていた夫人の言った
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言葉にはっとしました。その夫人が言ったのは、

Two ten cent stamps, please.
（10セント切手、2枚ください）
　だったのです。
　彼が英作文して作った言葉

Would you mind selling me a postage stamp worth ten cents?

　は、ニュアンスなどをこめて和訳するとしたら

「誠に大変恐れ入りますが、もし差し支えなければ、10セントの価値に相当する1枚の郵便切手を私に
売っていただくわけには参りませんでしょうか。」

　くらいの意味になるのです。そこまで恐れ入らなくても（笑）、ほしいものさえ告げれば、それを売るため
に局員はそこにいるのですから、いかにこの表現が「場にそぐわない過度の丁寧さ」にあふれているか
が分かると思います。

　ちょっと余談が長くなりましたが、will の用法の続きに戻りましょう。

(5)単純未来

　「意思」の意味が希薄になり、単に時間の流れとともに自然にそうなっていくという、なりゆきとしての
未来を表すものです。中学などで「未来時制」として習うのは、この用法です。もちろん「will」それ自体は「
現在時制」ですので、表しているのは「今の時点において、そうなっていくと思われている」ということで
す。
　これは「時制」の中でも述べましたが、「will+原形」は、数ある未来表現の中の１つに過ぎません。未来
について述べようとするとき、この方法しかないと思わないようにしてください。

　「時・条件を表す副詞節」の中では、述語動詞に「動詞の原形」が用いられます。詳しくは「仮定法現在」
の中で述べますが、「法助動詞」には「原形がない」ため、仮定法現在として用いることができません。そ
のため、「if（もしも）」、「when（～するとき）」といった副詞節の中に、単純未来を表す will は用いられな
いのです。
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(6)推量

　未来に対する言及ではなく、「今現在」について「～だろう」と推量する使い方で、これは単純未来の用
法を「今について」当てはめたものと言えます。ただし、単純未来の意味に誤解されやすいこともあって
か、現実の使用例にはあまり多くないようです。同じ意味を紛れのない他の言い回しで表現することの方
が普通といえます。
　またこの用法は後で述べる条件法過去から逆に考えることでむしろ理解しやすいものです。

If the color were red, this would be your car.
（もし色が赤であったなら、君の車なんだろうけど。[でも赤じゃないから君の車ではない。]）
　この表現で「would」は「過去の時点における未来」を指すのではなく、「現実とは違う条件がもし叶う
のであれば」という条件の下でなら「was」と言えるところなのだが、という含みを反映させた形です。そし
て、その含みがなければ「would」は「will」でよいことになります。

This will be your car.
（これが君の車でしょう）
＝Probably, this is your car.

　特に可能性の低い（またはない）条件が設定されておらず、積極的に「ありそうなこと」として推量して
いる表現です。たとえば、立体駐車場などで機械によって運ばれてきた車を見て「あ、これがあなたの車
でしょう」と言う場面を想像してみてください。
　これも「今確認すればすぐそうだと分かる」くらいの直後の未来について言及していると言えなくもあ
りませんが、「（可能性の低い）条件の設定」がないため、would（条件法過去）が will（直説法現在）にな
っていると理解した方がよいでしょう。この「will」を「may（かもしれない）」に置き換えても近い意味とな
りますが、may はもっと可能性が低いような響きです。
　また would は、「現実に反した条件」ばかりではなく、「可能性の低い条件」の下であることを含みにも
しますので、「ことによると、ひょっとしたら、場合によっては」というようなニュアンスを伴うことも多くあり
ます。同じ立体駐車場の場面を想定するとしたら、

This would be your car.
（これが多分君の車なんじゃないか。違うかも知れないけど）

　のように「多分違うとは思うけど、ひょっとしたら」という消極的な推量となります。それがもっと積極的
になったのが「will」だということです。

　類型的に6種類ほどの用法に分けて説明しましたが、(1)～(4)はいずれも「意思未来」であり、(5)～(6)
は「単純未来」の範疇として理解できるものです。「単純未来」にしても「意思未来」の意味が弱まったもの
ですから、一見沢山の用法があるように見えても、実際は1本の系譜をたどることで、すべての用法が理
解できるのです。
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　would

　法助動詞の使いこなしを難しくさせているのは、「過去形が過去時制を現すために用いられていると
は限らない」という点にあります。これについてはあとの「法」という項目の中で改めて詳述しますが、時制

（文が表す「時間」が「動詞の形」に現れること）というのは「直説法（事実を描写するための法）の中だけ
に関係するものであり、「事実描写」を目的としない「仮定法、条件法」の中では動詞の形が時制を示すも
のではないためです。
　そういった関係から助動詞が過去形であっても、直説法として過去について述べているのか、仮定法・
条件法として時制と無関係な内容を述べているのかが判別しにくいと感じられることがあります。

　基本は「直説法現在のwill」の理解にあります。これをまずは十分理解して、その理解を時間的に過去
にずらしたものが「直説法のwould」となるからです。
　そして、形は過去形であっても過去を述べているわけではない「仮定法・条件法のwould」は「法」の項
目をよく理解することで納得できるようになります。ここではまだ「法」について説明していませんが、簡単
に触れながら仮定法・条件法のwouldの用法についても説明します。

 (1) 直説法のwould

• 過去における主語の意思
• 過去における固執・習慣・習性

　これはすでに説明した「will」で表現される内容が、時間の経過とともに過去になり、それを振り返って
「過去の時点ではwillだった」という表現をするものです。
 　例えば今現在のこととして次のように表現される内容があるとします。

This door won’t(=will not) open.
（このドアはどうしても開いてくれない）

　これは「主語の意思」を表す用法の延長として「まるで意思を持っているかのように」という主語の性
質を表すwillの用法ですが、今上の文で表現できることがあり、その後の時間の経過とともに昨日のこと
として、振り返って表現するとすれば、

This door wouldn’t(=would not) open.
（このドアはどうしても開いてくれなかった）

　となります。今のことを現在時制、過去のことを過去時制で述べているのですから、当然ですね。
　これらは「事実を描写」しているので、「直説法（直＝ストレートに、説＝述べる、法＝話者の気持ち）」と
言います。
　英語の時制は「常に現在を基準にしていつのことであるか」を動詞の形に表しますので、「過去の時点
ではwillで表現できたこと」を、今から振り返って述べようとすれば、それが would で表現されます。これ
は「今ならgo、過去ならwent」となることとまったく同じなので、英語の時制表現としてはもっとも基本的
なものです。

　「will」の用法の(3)として「（現在における）固執・習慣・習性」という用法がありましたが、これも時間の
経過とともに「過去における固執・習慣・習性」となります。
　
He would never change his opinion.

（彼は決して自分の意見を変えようとしなかった）

When I was young, I would often fish in that pond.
（若いころ、あの池でよく釣りをしたものだ）



11

　過去の習慣を表す「would」は、often, sometimes など頻度を表す副詞とよく同時に用いられます。
また文脈的に過去であることが明白でない場合は、 （他の用法のwouldとの区別が明確であるように） 
必ず過去を示す副詞を添えるなどする必要があります。
　過去の習慣を表す would とよく似た意味を表すものに「used to」があります。これについてはあとで
取り上げ、would との違いについて説明します。

　単純未来を表す「will」もその時制は現在であり、「今の時点で予測される未来」を述べるものですか
ら、それが過去を振り返って「過去のその時点で予測されていた未来」を述べると would になります。こ
の使い道の would は主節に単独で現れることはなく、次のように従属節の中で、主節の過去を受けて用
いられます。直接話法と間接話法の比較で理解すると簡単でしょう。

Yesterday he said to me, “It will rain tomorrow.” 
（昨日彼は「明日雨が降るだろう」と言った）[直接話法]
Yesterday he told me that it would rain today.

（昨日彼は、今日雨が降るだろうと言った）[間接話法]

　このような例をよく「時制の一致」によって説明している解説がありますが、すでに述べました通り、そ
んなルールは存在しませんので、時制の一致などというものを思い浮かべないようにしてください。
　「今の時点で willである」のが、「過去の時点では willだった(=would)」というだけのことなのです。
 　伝達部の「would」は、何も「told」という過去に「合わせて」いるのではありません。この文自体が「過去
について述べている」ために「過去のその時点における未来」として、「現在を基準に過去形のwouldが
用いられている」というのが正しい理解です。

　直接話法というのは、発言を録音するようなもので、文中では引用としてダブルクウォーテーション・マ
ーク（double quatation marks）によって表示されます。これは「録音」と同じですから、いつ再生しても聞
こえてくる言葉が変わることはありません。今日録音した言葉を明日再生してみたら発言内容が変わっ
ていたらオカルトですね（笑）。
　間接話法というのは、人の発言を「話者の言葉に置き換えて」伝達するものです。話者は「今」それを話
していますので、直接話法の中の「昨日の時点での明日（tomorrow)」は、間接話法では「今日（today)」
に変わっています。もし上の直接話法の文が１週間も前に発言されたのであれば、「１週間前の時点で
の明日」は引用文中では同じ tomorrow ですが、伝達文では「１週間前の時点での明日」は今日から見
れば today ではありません。そのような場合は、the next day （その翌日）というような表現になります。

One week ago, he said to me,”It will rain tomorrow.”
（一週間前、彼は「明日雨になるだろう」と言った）
One week ago, he told me that it would rain the next day.

（一週間前、彼は翌日が雨になるだろうと言った）

　なお「will」が「would」になるのは決して機械的なことではない（＝だから時制の一致はルールではな
い）ので、次のような場合は注意してください。

He just called me and said, “The meeting will be tomorrow.”
（ついさっき彼が電話してきて、「ミーティングは明日だよ」と言った）
He just called me and told that the meeting will be tomorrow.

（ついさっき彼が電話してきて、ミーティングは明日だと言った）

　「ついさっき」の時点での「明日」は、今の時点でも相変わらず「明日」ですから、これを変える必要はあ
りません。また時制としても、彼が発言したその時点での明日（未来）は、今の時点でもまた明日（未来）な
ので、will を would にする必要もないのです。（して間違いなわけではありません。また「ついさっき」の
ことではなく、ずっと以前のことを振り返っているとすれば、「今ではもう明日ではなくなっている」わけで
すから、will は、「過去のその時点では未来だった」として would にしなければなりません。
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　直接話法の引用部（カギ括弧で伝えられるセリフそのもの）で、will によって表現されたものを、過去
時制の間接話法の伝達部で、「過去のその時点においてはwillだった」という、現在を基準にした would 
とするのは、 直説法としての過去なのですから、当然ではありますが、 will のすべての用法について共
通です。

　繰り返しになりますが、「伝達部」でのwouldは、「時制の一致」でwillがwouldになるのではありませ
ん。和訳を通じてしか英文の意味が理解できないと、どうしても「would」を表す日本語訳がないため、時
制の一致で納得しようとし勝ちですが、そこをこらえて、あえていうなら「willだった」という意味の捉え方
ができるようになってください。

(2) 仮定法・条件法のwould

　本書の順序として、まだ「法」についての解説をしていませんので、先に「法」を一通り学んでから、その
後この項目に戻ってくるとより理解がスムーズになるかと思いますが、一応、順序通りに読み進めている
方にも基礎的な理解ができるように、「法」での解説内容と重複しますが、「wouldの用法」としてここにも
必要なことをまとめておきたいと思います。

　「法」というのは、文の表現内容にについて話者が心理的にどう感じているかが「述語動詞の形」に現
れるものです。中学など基礎段階では「直説法」という「事実描写」の法のみを学びますが、これは当然な
がら、文章表現においてはもっとも使用頻度が高く、重要な基礎だからです。
　しかし英語では、「非常に可能性が低い、あるいはないと話者が感じていること」について、述語動詞
の形を過去形にするという習慣があります。古い英語の名残というところもあるため、最近の英語では徐
々に廃れつつある傾向が見られますが、だからといって「古代英語」なわけではなく、現代において適切
な法を用いることはなんら問題ありません。

　特に「would」の用法として問題になるのは、仮定法過去と条件法の２つです。
　仮定法過去というのは、現実の時制とは無関係です。話者が事実描写としてではなく、「想像の中」だ
けで物を言っている場面において、特にその想像内容が「事実とは違うけど」とか「そんなことはまずな
いとは思うが」というふうに確立がない、または低いと感じていることが「動詞の過去形」となって現れる
ものです。名称は「仮定法過去」といいますが、「過去を表す」という時制の意味での過去ではなく「過去
形を用いる法」というだけの意味です。

1. If you want to succeed, ....
（もし成功したいのであれば）[ 助動詞なし。直説法現在 ]
2. If you will succeed,....

（どうしても成功したいと思うのであれば）[ 主語の意思を表す will。直説法現在 ]
3. If you would succeed,...

（できることなら成功したいと思っているのなら）[ 主語の意思を表す will の仮定法過去 ]

　１は「あなたが成功したいと思っている」という事実があるのなら、という、ごく普通のストレートな表
現。まずはこの言い方ができることが基本です。
　２は「主語の意思」を表す用法の will です。「if...」の中であっても主語の意思を表す will は「今そうい
う気持ちを強く持っているのなら」という意味であり、問題なく使えます。参考和訳としては「どうしても..し
たい」という表現を添えてありますが、この言い回しに限らず「是非したいと思う」や「なんとしてもしよう
と思っている」など、現在における主語の強い意志を伝える表現ならなんでも構いません。
　さて、３ですが、「will」の過去形「would」が使われており、もしこれが「過去について述べている」ので
あれば「過去のその時点で是非したいと思っていた」という意味であり、文脈によっては当然その解釈
の可能性もありますが、ここでは、２の意味のまま仮定法としてどういうことを表すかを考えることにしま
す。

　「if..」もしもという「ある条件を想像する」表現は、事実を描写していません。「もし～なら」、「もし～だっ
たら」というふうに「想像の中で何かを設定」しているものです。そしてその想像内容について話者自身
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が、「実現可能性が低い（またはない）」と感じていると「実際の時制より１つ古い形」で表現されます。つ
まり３は、もっと言葉を補って日本語にするとすれば、

（１）実際に君はそう思っていないのだが、もし仮に成功したいと君が思うのなら
（２）成功することが無理（困難）だと君は思い込んでいるようだが、それでももし成功したいのなら
（３）こんなことを私が押し付けるようなことではないだろうが、もし君が成功したいのなら

　などのように「もし～なら」の内容の設定に関して、話者が「現実の事実と切り離して」たとえている感じ
になります。（１）は、現在の事実として「君」が成功したいと思っていないということが分かっていて「そ
の事実に反した仮定」をしている場合。（２）は、事実に反しているとまでは言わないが、実現可能性があ
まり期待できそうにない状況の中でという場合。（３）は、（２）の延長として話者の遠慮の気持ちを出し
た控えめな表現です。このほかにもありうるとは思いますが、このように「if」でたとえられる想像内容につ
いて「話者の非現実的、あるいは遠慮の気持ち」が、 will を would にしてしまっているということです。

　このような「仮定法過去」は、時制としての過去を伝えるための過去形なのではなく、話者の心理を反
映したものなので現実の時制をこの過去形から読み取ろうとしてはいけません。
　先の例文は、「主語の意志」を表す「will」が仮定法過去となっている例でしたが、他の助動詞も同様に
仮定法過去として「実現可能性の低さ」を含みに持たせると過去形となります。

1. If you come with me,...
（君が僕と来るのなら）

2. If you will come with me,...
（どうしても君が僕と来るというのなら）

3. If you would come with me,...
（もし君が僕と来たいと言うのであれば）

4. If you can come with me,...
（君が僕と一緒に来られるのなら）

5. If you could come with me, ....
（君が僕と一緒に来られるものであるなら）

　和訳はあくまでも参考程度であり、これにこだわる必要はありません。
　１は、「君が来るのか来ないのか知らないが、もし来るなら」。君が来る可能性は十分ある感じている
ので、直説法現在で、追加のニュアンスがないので助動詞は使われていません。
　２は「主語の意思」を表す will の直説法現在。「君が是非一緒に来たい｣ということもあるだろう、そし
てもしそうなら、という意味。
　３は、２の意味について「仮定法過去」により「もしよければ」とか「実際には来たくないだろうが」など
の可能性の低さを含みにしたもの。
　４は、助動詞 can によって「私としては来て欲しい。そして君が来られることは十分考えられる」という
話者の心理がストレートに出た表現。
　５は、「無理かも知れないがもしできることであれば」のような実現可能性を強く期待していない言い
方。実際には無理だと分かっている場合もあれば、「もし差し支えなければ」という話者の控えめな気持
ちが反映されている場合もあります。

　これまで「if節」の中について仮定法過去としての助動詞の過去形が使われるとどんなニュアンス、含
みが加わるかを見てきましたが、話者の気持ちが動詞の形を過去形にするのは、「if節」の中に限りませ
ん。
　「if節」によって、ある実現可能性の低い条件が設定されていると、それを受けた「帰結節」の述語動詞も

「実現可能性の低い条件の下であれば」という気持ちが述語動詞に現れます。

If you could come with me, I would be very happy.
（もし君が私と一緒に来られるのであれば、私は大変うれしい）

　仮に、今の場面として「君が一緒に来られない」という現在の事実があるとしましょう。
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　そんな場合、「if you could come with me」によって「現在の事実に反する仮定」が設定されます。す
なわち「事実とは異なる空想モード」に話者は入るわけです。そんな空想モードでの出来事をさらに述べ
るときは、やはり「would」によって「事実と異なる仮定がもし叶うものであれば」という含みを出します。

　現在の事実と異なる仮定をする「if節」の中の述語動詞の形を「仮定法過去」といいます。
　一方、想定された「事実と異なる条件がついている」ことを主節の述語動詞が示すのが「条件法」です。

仮定法過去：「実際はそうではないのだが、もし仮に～だとしたら」という仮定を行う
条　件　法：事実と異なる条件がついていることを表す

　
　高校などの英文法では、上記仮定法過去のことを「仮定法条件節」、条件法のことを「仮定法帰結節」
と呼んでおり、どちらも「仮定法」としてまとめてしまっている傾向が強いようですが、日本以外で教えられ
ている英文法では、仮定法（Subjunctive）と条件法（Conditional）は、名称としても別扱いされていること
の方が多いようです。特に「条件法」を意味する「Conditional」は「条件付」という意味であり、非常に実体
をよく表した的確な用語だと感じますので、本書では積極的にこの条件法という言葉を用いたいと思い
ます。
　なお上の定義では「実際はそうでない」とか「事実とことなる」と簡単に書いてありますが、完全に事実
と異なっている場合ばかりではなく、「可能性が低い」とか「あまり期待できない」などの「話者の消極的
事実評価」の気持ちを広く反映させます。

I want to go with you.
（私は君と一緒に行きたい）[ want = 直説法現在。事実描写]
I would like to go with you.

（もしよければ君と一緒に行きたいのだが）[ would=条件法過去]

　「want to」を丁寧に言ったのが「would like to」だという程度に理解している人は多いと思います。そ
のように覚えておけばそれでよいのですが、単に知識としてそうだというのではなく、なぜそうなのかを
実感してこそ、自分自身の言葉として「自分の気持ち」を言葉に込めて口にすることができます。
　「want to go（行きたい）」は、「直説法現在」の want が使われており、すなわち「私は行きたいのだ」と
いう事実をストレートに描写しています。そこに相手の都合などは一切差し挟まれていません。
　一方、「would like to」は条件法（Conditional）ですから、「ある実現困難な条件が付いている」という
話者の気持ちが表れています。つまり同じ「行きたい」という表現ではあっても、「実現可能性を積極手金
期待できない条件付」だという話者の心理が相手に伝わるのです。なぜ話者が「一緒に行く」ことを「実
現可能性が低い」と感じているのかというと：

１、実際に行けないという現在の事実がある。（現在の事実に反する仮定の下であるから）
２、「もしあなたがそれを許してくれるのなら」という「相手の都合、気持ち」を強く考慮しているから。

　ということが考えられます。１は現実の事実を踏まえての「事実に反する仮定」ですが、現実として別に
無理なことでもないのに、この条件法で表現されていると、直説法の「want to」でストレートに述べた場
合に比べ、「もしよろしければ」という「相手の都合や気持ち」を最優先した響きが出るため、その結果と
して大変丁寧な言い方と感じられるわけです。簡単に言えば、ただ「行きたい」とだけ言うのと「もしよろ
しければ、行きたいのですが」というような言葉の響きの違いを「would」から聞き手は感じ取るのです。

　このように条件法としての「would」には「婉曲表現」という使い道があり、同じことを直説法でストレー
トに（＝無条件に）述べるのではなく、心理的に一歩引いた遠慮がちな言い方として would を用いるこ
とができます。
　would が条件法として用いられる場合は、これだけではありません。

　今、あなたが店頭である商品を手にして「買おうかどうか」迷っている場面を想像してください。なかな
かよい商品だけど値段もそれなりにして、今すぐ買えなくもないけど、買うべきかどうか迷っていると、隣
にいた見ず知らずのご婦人が、こういいました。
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I would buy that.

　それを聞いたあなたは、「なんだ、このご婦人が買いたいのか。じゃあ私は遠慮しよう」と思ってその商
品を置きました。するとそのご婦人はそのまま何も買わずにどこかへ行ってしまいました。
　「あれ？今これを買うって言ったのじゃないの？」とあなたは不思議に感じるかも知れません。

　そのご婦人が言った「 I would buy that.」は、「私なら買いますけどね」と、迷っていたあなたがそれを
買うことを勧めていたのです。つまり、

(If I were you, ) I would buy that.
（もしも私があなただったら、それを買うところです）

　の意味で、「現実に私はあなたではないが、もし仮に私があなたであったらな」という「現在の事実に反
する仮定」を条件にして「would」という条件法で述べたのです。たとえ「if節」が明示されていなくても、前
後関係から、それが汲み取れることも多くあります。今回の場合は「I」という主語そのものが「私だったら」
という条件を表しているともいえます。

　このように「主語」を条件とした would も非常によく見かけます。これは日本語でいう「もし～がその立
場だったら」に相当するものです。そんな含みを「would」が伝えるのです。

He would not make such a mistake.
（彼だったら、そんな間違いはしないよ）

What would you do?
（君だったらどうする？）

Who would believe such a story?
（誰がそんな話を信じるだろうか？＝誰がその立場であったとしても、信じないだろう）

　このように「would」には、直説法現在の「will」の時制がただ過去にずれただけの直説法過去としての
「would」を基本としつつも、非常に様々な場面において仮定法や条件法として用いられますので、「過
去形だから過去のこと」と安易に考えにくいところがあります。

　条件法の would は、何らかの実現困難な条件付であることを含みに持たせる用法を出発点として、
婉曲用法として、言葉の響きを和らげたり丁寧にする用途が非常に多く見かけられます。どのような条件
をどの程度の可能性を感じながら含みに持たせているかは、状況によって様々ですので、１つの例文に
ついて機械的に特定の和訳を対応させて理解しようとしてはいけません。常に場面を想像し、前後関係
によって様々な意味となる可能性があることを念頭に置きましょう。

300 yen would do.
（３００円で間に合うでしょう）

　例えばこのような文であっても、現実の場面としては色々な状況が考えられます。

1. ある場所に行きたい。電車賃がいくらかかるか知らない。友人は「３００円あれば足りるんじゃない
かな。よく分からないけど」と答えた。

2. ある場所に行きたい。３００円あれば足りると分かっている。でも所持金がないから行けない。
3. ある場所に行きたい。電車賃がいくらかかるか友人に聞いたら、「３００円あれば大丈夫」と答えた。

　１は自分の答えに自信がないので「恐らくは、多分、違うかも知れないけど」という言い方をしており、
２は、現在の事実に反する仮定を条件としているため「３００円あれば足りるところなんだが」と言って
いるもの。３は「will」でも構わないわけですが、「控えめ」な言い方をしているだけです。
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★ would を含む慣用表現

　すでに条件法を由来とする婉曲表現（控えめな言い方）や丁寧な言い方については取り上げましたの
で、それら以外によく見かける would を含んだ慣用的な表現をいくつか見ておくことにしましょう。

Would you mind ～ing?

　「～してもよろしいですか？」と非常に丁寧に尋ねる表現ですが、直訳的には「あなたが～することを気
にしますか？（嫌だと思いますか？）」と尋ねているものなので、和訳の「よろしいですか？」を思い浮かべ
て「はい(Yes）」と答えてしまうと「はい、嫌だと思います」と言うことになります。

A: Would you mind opening the window?
（すみませんが窓を開けていただけませんでしょうか？）
B: Of course not.

（もちろん、いいですよ＝もちろん、嫌だと思いませんよ）

　のような答え方が意味的には一番かみ合うものです。
　現実の会話では「Sure（いいよ）」とか「OK」などと返事している場面も見かけますが、これは would 
you mind の本来の意味よりも「何かを頼まれている」という状況を優先的に捉えての口語的な返事だと
言えるでしょう。

　なお、mind のあとの動名詞に所有格をつけると動名詞の意味上の主語を示すことができますので、
相手にして欲しい場合以外に、自分がしてもいいかをたずねる形にすることもできます。動名詞の意味
上の主語は名詞の場合、所有格にせずただ添えるだけでも構いません。

Would you mind my opening the window?
（私が窓を開けてもよろしいでしょうか？）
Would you mind my sister(‘s) opening the window?

（妹に窓を開けさせてもよろしいでしょうか？）

　口語では、この「Would you mind one’s -ing」を「Do you mind one’s -ing」と、Do を使うこともありま
す。意味は同じで丁寧さもほとんど変わりません。（直説法 do を使っていても、尋ね方が「相手の気分を
うかがう」形なので十分丁寧になる。）

would rather ... (than ..)

　文法的には条件法としての「would（もしもできることであれば）」ですが、決まり文句的なパターンとし
て覚えてしまえばよいでしょう。
　２種類の動作や状態を比較して、「～するよりは...する方がいいな」とか「～するくらいなら、..した方が
ましだ」と述べる表現です。 would は「‘d」という短縮形でも用いられます。

I’d rather throw away the money than give it to him.
（その金を彼にくれるくらいなら、捨てた方がましだ）

I’d rather stay home than go to see that movie.
（その映画を見に行くよりは、家にいたい）

　rather と than の後に同じ動詞が来る場合は、than の後の動詞は省いても構いません。
　有名な「コンドルは飛んでいく（El Cóndor Pasa）」というSimon & Garfunkelの歌の中に
I’d rather be a hammer than (be) a nail.
　と同じ be の繰り返しを省いたパターンがありますね。

　「than以下」は、２つの動作・状態を明確にして比較したいときは言葉にしますが、オプションであり、
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必ずしも「than以下」まで言わなければならないわけではありません。副詞 rather（どちらかというと）
によって最初の動詞を（他の動詞よりは）選びたいことを表しますので、比較対象を明示しないことも
多くあります。 また rather の直後に節（内容は条件法つまり述語動詞は過去形）を導くこともできま
す。ratherのあとにthat節が続くのは、「would rather」の主語と「that節内」の主語が異なる場合、この形
式でないと表現できないからです。

I’d rather eat Japanese food tonight.
（どちらかと言えば、今夜は日本料理が食べたいな）

I’d rather (that) you came with me.＜主節の主語が I で、that節内の主語が you＞
（どちらかと言えば、君に一緒に来てほしい）
　これは何と比較して「どちらかと言えば」と言っているかは文脈依存です。「彼よりも君」と言っているの
かも知れませんし、「君が来ないよりは来て欲しい」と述べているのかも知れません。

　否定形（どちらかというと～したくない）は「would not rather」ではなく「would rather not」の形となり
ます。しかし「would not rather」という形がないのではなく、意味が違ってくるのです。日本語で書かれた
どの解説書を見ても「would not rather」の形について触れたものがなく、ネットの日本語質疑掲示板な
どでは、「would not ratherの語順は間違いだ」とさえ書かれていますが、そうではないのです。

I’d rather not go out tonight.
（今夜はあまり外出したくないなあ）←「go out」しないことを望む

I would not rather go out tonight.
（今夜はどちらかというと外出したい気持ちなのではない）←「go out」することを望むのではない

　「したくない」と「したいのではない」は一見同じに見えますが、次の例を比較してみてください。

(a) I would not rather be alive than dead.
（○）（死よりも生を望んでいるというわけではない）
＝「生死にこだわっているのではない」とか「命が惜しいわけではない」など。

(b) I would rather not be alive than dead.
（×）（死ぬより生きないことを望む→意味にならない）

　(a)は「would」の直後にnot があります。これは
　「I would rather be alive than dead」というのではない、と述べており、not が「I would rather be 
alive than dead」全体を否定しています。そのような否定としては、not はこの位置になければなりませ
ん。
　(b)は意味的に成り立ちません。なぜなら「be dead（死ぬこと）」と「not be alive（生きないこと）」は同じ
であり、比較の対象にならないからです。文意をよく考えず「would rather not」の形式だけ見て「(b）が
正しく（a）が間違い」と安直に結論してはいけません。

類例：Who would not rather die a hero than live a coward?
（臆病者として生きることより英雄として死すことを望まぬ者がいるものか）

　この類例でもまた「not」は「wouldのあと」になければならないのです。もしも rather のあとだと

（×）Who would rather not die a hero than live a coward?
（臆病者として生きることより英雄として「死なない｣ことを望むものがいるだろうか？）

　これでは意味不明で、とても格言にはならないことがわかるでしょう。なぜ日本語で書かれた英文法参
考書には有名なものも含めてこのような例について解説していないのか非常に不満に感じます。
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　加えてインターネット上の英語についての質疑掲示板などでは、どれも「would rather notだけが正し
く、would not ratherの語順は間違い」だと断定しています。いかにインターネットの一般の掲示板の情
報が信頼性に欠けるかを顕著に物語るものだと思います。

　一方否定文では、not の位置が would の直後の場合と、rather の後の場合で、尋ねていることにほと
んど違いは生じません。

Wouldn’t you rather go out tonight?
（どちらかというと外出したいんじゃないのかい？）←「外出したい」と思ってたけど違うの？

Would you rather not go out tonight?
（今夜はどちらかというと外出したくないのかい？）←「つまり家にいたいんだね？」

　こちらは微妙な違いはありますが、どちらのパターンで尋ねても「外出したいのか、したくないのか」を
結局は尋ねることになるため、同じように使えることになります。

　「rather」は古英語に由来し、もともとの意味は「more quickly, earlier, sooner」でした。「rath-
er」という単語の語尾「-er」が比較級の語尾であることは納得のいくことだと思います。
　そして現代英語でも「would rather」と同じ意味に「would sooner」も用いられています。これは

「rather」と「sooner」が本来同義語なので、互換性があるわけですね。

　また「would rather」の「would」は「‘d」の短縮形になることが多いため、「had 
better」の「had」が短縮された「‘d」と混同されており、「had rather」を用いる人もい
ます。英語ネイティブの印象としては、「would rather」がより一般的で「had rather」
は古風に感じるという声が多いのですが、歴史的に「had rather」の方が古いという
ことはなく、むしろ逆であり、would rather の方が古くから用いられていたようです。

「would rather」は「would」という法助動詞のあとに副詞「rather」を挟んでも原形
動詞がつながることに違和感がないのに対して、「had」に原形動詞がつながるの
は「had better (do)」の形式だけです。そして「would rather」の「rather」がなくても

「would (do)」は成り立ちますが、betterのない「had (do)」は成り立ちません。つま
り「had better」は、より強く句として機能しており、２語という感覚がほとんどありま
せん。だから「had better not」とnotも「had better」のあとにのみ置かれ、「had not 
better」の語順を取ることがありません。一方「would rather」は「would rather not」
と「would not rather」のいずれの位置にもnotが現れる可能性があることはすでに
述べました。

　　現状におきまして「would/had rather」のいずれも「正しい」と認められていま
すが、より一般的なのは「would rather」の方だと言えるでしょう。
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　shall

（発音）

強形  /ʃæl/
弱形  /ʃəl, ʃl, l/

　「shall」の単語としての発音は /ʃæl/ ですが、文中では意味的な強調がある場合や、文頭で明確に発
音される場合以外は、弱形の/ʃəl/で発音されます。
　アクセントの消失で弱形化が進むと母音脱落して/ʃl/の発音になったり、さらには主語のあとに/l/の
音だけが添えられることにもなり、そのような場合はスペルでも短縮形「‘ll」で書かれます。
　短縮形の「‘ll」になると「will」の短縮形と見た目も発音もまったく同じになってしまい、現実に意味・用
法の区別さえなくなってしまいます。それによって本来弱形のshallであったものが現代英語では will に
置き換わる傾向が進んでおり、後で説明するように日常的に shall が用いられるのはほんのわずかな場
合に限られてきています。

（語形変化）

現在形：　二人称のみ古形shalt
過去形：　二人称のみ古形shouldst/shouldest

　will, can, may　など法助動詞は現在形でも一般動詞のような三単現の-(e)sがつくことはなく、主語
の人称・数に関わらず同形が用いられますが、このshallは主語が二人称の場合に限って文語体で古形
のshaltが用いられることがあります。そして二人称の古形は過去形でもshouldstやshouldestという
形となって現れます。

　二人称だけに古形が引き継がれているという点では非常に得意な存在ですが、もちろん通常の使用
では、古形が用いられることはなく、聖書や古典作品からの引用や法律文書のような非常に堅い文体で
一部見られるだけです。加えて、現在形のshallでさえ現代英語では廃れつつある傾向にあるため、ここで
二人称の古形 shalt, shouldst/shouldestを学んでも現実にどこかの文章でそれに遭遇することは極め
てまれかとは思います。まして自分でこの古形を使った英文を書く機会は恐らく皆無でしょうし、現代英
語での日常的な使用の範囲では知らなくてもなんら支障はきたしません。

　要するに「現在形 shall」、「過去形 should」という知識にとどめていてもまず問題はありませんが、書物
を読む中で万一この形に出会う機会があれば「そういえば、shallはに人称だけ古形が現れることがある
と書かれていたな」と思い出してください。

否定短縮
現在形：shan’t
過去形：shouldn’t

（用法）

　「will」が主語の意思を意味の中心としていたのに対して、「shall」は語源的に「（主語が）義務として
負っている(=owe)」の意味を元々持っていました。その語源的な意味はその後も shall のニュアンスとし
て引き継がれており、様々な用法として現代英語にも生きていますが、基本的に現代英語ではほとんど
の場合において、shall は廃れつつあり、特にアメリカ英語では次の場合を除き、あえてshallを使うのは
非常に古風な印象を与えます。しかし、その古風な印象が「文語的」にフォーマルな印象ともなり、堅い
口調や法律文、契約書などでは、今でも用いられています。
　イギリス英語では、アメリカ英語に比べて shall が今でもより多くの場面で用いられていますが、それ
も徐々にアメリカ英語同様廃れつつあります。「shallが廃れつつある」というのは、shallを使わない他の
言い回しでも同様の内容を伝えることができ、今ではそういう別の言い方がより一般化しつつあるという
ことです。
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　現実問題として押さえておくべき用法は次の２つだけです。日常的な使いこなしという観点からは、こ
の２つの使い方だけ押さえておき、あとの用法の解説は飛ばしてしまって構いません。
　さらに高度な内容として法律文書、契約書などの英語にも対応したいという方は、そのあとの詳細な
解説も理解してください。

★shallの基本用法
1, shall I/we...? （～しましょうか？＝相手の意向を尋ねる場合）
2, 話者の意思を表すshall

1, 相手の意向を尋ねる場合

Shall I carry your bag?
（バッグをお持ちしましょうか？）

　１人称主語の疑問文は、英米を問わず様々な場面で耳にします。これは他の言い回しでも表せます
が、will には話者の行為に対する聞き手の意向を尋ねるという用法がないため、willのどの用法でも置
き換えられません。多くの用法のshallが廃れつつあるなかで、この文例のような使い方は今でも「使われ
る場面が多い」ことと、「他の言い回しより簡潔で表現できる」という２点により現代英語の中でも広く生
き残っているといえます。
　それでいて他の形式（平叙文、否定文など）は使用頻度がぐっと下がるため、あえてshallで表現すると
大変古風で文語的な印象となります。

　上の英文は他の言い回しとしては次のようにも表現されます。
Do you want me to carry your bag?
Would you like me to carry your bag?

　「Shall I..?」は形式的に「Yes/No-question（一般疑問文）」ではありますが、この問いかけに対して単に
「Yes/No」で回答するのは非常にぶっきらぼうですし、機械的に Yes, you shall. というような答え方は
しません。

A: Shall I carry your bag?（バッグをお持ちしましょうか）
B: Yes, please. （はい、お願いします）

　機械的なパターンではなく自然なやりとりとしてＢは次のように答えることもできます。
Yes, thank you.（はい、ありがとう）
That’s very kind of you.（それはどうもご親切に）
　もちろん常に「Yes」で答えなければならないわけでもなく、その申し出
を断る場合もあるでしょう。
No, thanks.（いいえ、結構です）
That’s OK.（結構です）
Thank you for your kindness but I can carry that myself.

（ご親切に感謝しますが、自分で持てますので）

　主語が１人称複数（we）で疑問文だと「一緒にしませんか？」の意味を
伝えます。

Shall we dance?
（踊りませんか？）

　映画や歌のタイトルにもなっているのでその引用としての匂いを漂
わせながら用いられていることもあります。相手を誘うという表現としては
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「Let’s」で始める表現（これも命令文の一種なのですが、特に勧誘文と呼ばれることがあります）や、そ
の末尾に「shall we?」をつけた付加疑問文もあります。また Let’s も shall も使わず表現することも可能
です。

Let’s dance.
Let’s dance, shall we?
Would you like to dance with me?
May I ask you to dance with me?

　現代英語でも「Shall I..?」と「Shall we...?」は十分使用頻度が高いので、あえて使用を避けようとする必
要はありませんが、それ以外にも様々な言い回しが可能だということは知っておきましょう。

　これらの誘いに対する答え方としては、やはり機械的な対応ではなく、場面に応じて様々な表現が用
いられます。

Yes, let’s.（はい、そうしましょう）
OK.（いいよ）
Sure.（もちろんいいですよ）
I’d love to.（喜んで）

2, 話者の意思を表す用法

　これは１ほど日常的ではなく、文語的性質が強くなってきますが、それでも比較的日常的に色々な文
章の中で遭遇することがあるので理解しておく必要があるでしょう。
　「will」は「主語の意思」を表しますが、それに対して「shall」は「話者の意思」を表します。これは「shall」
の強調的用法ですから、「‘ll」という短縮にはなりません。（willの意思未来が短縮にならないのと同じで
す。）

主語の意思：He will do it. （彼はなんとしてもそれをやろうとする）
話者の意思：He shall do it. （彼にそれをやらせましょう）

　「彼にそれをやらせましょう」という意味を次のようにも伝えられます：
I’ll have him do it.
I’ll get him to do it.

　こちらはshallを使った言い回しより一般的だといえますが、文中に「I」という主語が言葉として現れて
いるのに対して、先の shall を使った文は「私（I）」が言葉に出ていません。「私（話者）」の意思のもとにあ
る何らかの未来的行為を実現させようと述べているのですが、「I」を言葉に出していない分、上から目
線のような偉そうな言い方に聞こえたり、強い言葉の響きとなります。そういう響きを回避するのであれ
ば、shallを使わない言い回しを用いてください。

　「話者の意思」を表すshallは特に主語が３人称の形式で
現れることが多いのですが、同じニュアンスを二人称、一人称
を主語にしても用いることができます。

You shall be given this money.

　これは「話者の意思」として「あなたがこのお金を与えられ
る」という未来が訪れるようにすると述べているものですから

I will give you this money.
=I will give this money to you.
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　といっても事実としては変わらないのですが、すでに述べたように「I」が言葉に出ていない分、上の立
場から物言っている印象を与え、「お前にこの金をくれてやる」とか「この金を君に授けよう」などといった
立場的上下関係を感じさせます。
　さらに「話者の意思」の用法の shall は、文構造的な主語は明示しても、その事実をもたらす「事実上
の行為者」を示さずに済むという文体的利点があるため、そのことが法律条文などの規則に関する表現
には都合がよいといえます。

You shall pay the penalty for the lateness.
（遅延による罰金を支払わねばならない）

　主語はYouですが、そこで述べられている事実は you の意思に基づくものではなく、「規則としての拘
束力」です。「話者の意思」の用法の延長と考えればよいでしょう。つまりこの文章を書いた「人」の意思か
ら転じて、この「文書そのものの意思」として「規則的拘束力」が文体的に感じられるわけです。

　日常会話などでは「Shall I...?」や「Shall we...?」の言い回しだけでも困ることはありませんが、たとえば
不動産やビジネス関係の契約書などでは必ずといっていいほど出てくるshallですので、より高度な実用
技能に耐える英語力を目指す学習者は十分理解しておく必要があるといえます。

　第二次世界大戦後の連合国軍司令官ダグラス・マッカーサー（Douglas MacArthur, Jan 26, 1880 - 
Apr 5, 1964）の言葉としてよく知られているのが

I shall return.

　ですね。この「shall」も「話者の意思」の用法です。
　文構造上の主語もまた１人称ですから、「主語の意思」を表す
willによって

I will return.

　となっていてもよいところですが、文章形式上の主語の意思と
して表現する以上に、「話者の意思」としての shall を使った方
が、「生身の本人の言葉」という一層強い意志が伝わってきます。すなわち「話者の意思」によって主語で
ある「I」に必ずさせるぞという決意を述べているものであり、「きっと自分にさせてみせる＝なんとしても
必ずするぞ」という発想から「主語かつ話者」の強い決意を伝える用法となるわけです

　ちなみに映画「ターミネーター２(“Terminator 2: Judgment Day”, 1991, アメリカ映画)」の中でター
ミネーターが主人公の少年ジョン・コナー(John Conor)に言った言葉として有名なのが

I’ll be back.

　で、「つい口に出してしまう映画の名セリフ」の第１位（マイナ
ビニュース2007年11月10日）となるほど見る者の印象に強い
言葉となっています（註１）が、こちらは「単純未来のwill」が短縮形

「‘ll」で用いられています。意思未来に比べて単純未来は、単に
時間の経過とともに自然にそうなるというニュアンスですから、
一見インパクトが弱そうなのですが、「ターミネーター」という「
意思を持たない機械」の発する言葉であるだけにクールな印象
を伴ってシーンに一層マッチして感じられます。

（註１）「I’ll be back」が映画「ターミネーター」の中で最初に使われたのは、1984年の第1作の中で
Arnold Schwarzeneggerが演じるターミネーターT-800が警察署窓口で発したセリフなので、この「名セ
リフ」の出典を第1作としている記事も多くあります。また「つい口に出してしまう」ランキング1位は日本
のマスコミ記事の中であり、アメリカ映画協会のランキングでは37位です。この解説では、私個人の印象
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として第2作のシーンで使われた「I’ll be back」が先にイメージされましたので、こちらを出典としていま
す。
　これについては多くの裏話が伝えられており、最初の脚本では「I’ll come back」だったとか、シュワル
ツネガー本人は「I will be back.」と短縮形にしない言い回しの方が「怖そう」に聞こえると思っていたな
ど様々な記事を目にします。口にして1秒にも満たないわずか数語の1文ですが、結果として映画のイン
パクトを大きく左右する重要なセリフとなったわけですから、こうしたほんの些細な表現の選択が、時と
して聞く人の心理を大きく揺さぶるということが分かります。

　さて、以上のように「shall」については、

 Shall I..? / Shall.. we?、話者の意思

　というだけを押さえておけば通常の生活範囲の中で解釈や使用に困ることはまずありません。以下に
さらに踏み込んだ解説を述べますが、上級者向けですので、読み飛ばして次の項目に進まれても構いま
せん。

★ shall の原義

　shall の項目の始めの部分で軽く述べましたが、「will」は「意思」の意味を中心として、その他の用法も
「主語の意思」の意味の延長として派生したものですが、それに対して、shall はもともとの意味が「義務
として負っている」ということであり、「to owe, to be under obligation」という意味合いが中心にあ
ります。つまり未来的な意味もまた、主語がなんらかの義務を負っていることを背景として、そういう未来
が訪れるというのが根本的な発想です。そのニュアンスは shall の条件法である should に色濃く残っ
ており、現在形の shall は現代英語では限られた文脈でしか現れなくなっているのに対して、むしろ過
去形の should の方が見聞きする機会が多いといえるでしょう。

　元来主語の意思による未来性を意味したものが、その意味が弱まって、単なる時間の経過とともに訪
れる未来についての予測を述べる「単純未来」の用法が生まれたように、shall もまた、「義務性」のニュ
アンスが意識されない弱形で「単純未来」に用いられます。
　特に少し古い英文法では、主語が1人称（I/we）のときは単純未来で shall を使い、それ以外の主語
のときに will を使うという区別があるとされていたのですが、アメリカ英語では主語に関係なく、単純未
来ではすべて will（短縮形で ‘ll）が用いられるようになっています。イギリス英語では、この主語による
区別がまだ残っていますが、アメリカ英語同様、すべて will で済ませる傾向が進みつつあるそうです。

　古い用法を残した使い方というのは、古典的な文書からの引用であったり、文語的な文体の中見られ
ます。 shall が元々持っている「義務」のニュアンスは、法律、契約、規則などの条文を表現する文体では
大変便利なことがあります。それは単に言葉の響きが文語的でフォーマルで堅いということだけではな
く、他の言い回しよりも簡潔に表現できるというメリットがあります。

Testees shall remain in their seats until all the papers have been collected.
（受験者は、すべての答案が回収され終わるまで席を離れてはならない）

　このような shall は本来のニュアンスを込めたもので、そこに表現されていることが「義務として、ある
いは規則によって求められている」という意味が明確です。

　shallの古い用法が現代英語にも残っている大きな理由は、英語文化の中で「聖書からの引用」がよく
行われることにあります。実際、辞書や参考書で shall の解説項目を読んでみると、例文として挙げられ
ている多くは聖書を出典にしています。聖書からの引用は、そのままの形で日常会話に用いられることも
多くあるため、改まった言い回しの中で根強く生き残っているともいえるでしょう。
　肯定文で義務のニュアンスは、否定文では「否定義務」つまり「禁止」のニュアンスとなります。肯定・否
定とも、義務の意味の延長として、命令的ニュアンスや、約束、規則、ときには予言的ニュアンスも持ちま
す。
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日常会話の中にもよく引用される聖書由来の shall を含んだ文の例をいくつか見てみましょう。古い英
語のまま引用されることも多くあります。

You shall not kill.
（古：Thou shalt not kill.）
（汝殺すなかれ）

You shall not steal.
(古：Thou shalt not steal.)

（汝、盗むなかれ）

You shall love your neighbor.
（古：Thou shalt love thy neighbour）
（汝の隣人を愛せよ）

Ask, and it shall be given you.
（求めよ、さらば与えられん）

Knock, and it shall be opened unto you.
（叩けよ然らば開かれん）

Seek, and ye shall find.
（尋ねよ、さらば見出さん）

　法律条文、契約書、規則などに現れる shall は「拘束力」による義務を意味するので、must や be 
obliged to に読み替えても同じ意味となります。

The meetings of the council shall be public.
（評議会は公開とする）

The President shall be Commander-in-Chief of the Army and Navy of the United 
States.

（大統領は合衆国陸海軍の最高司令官となる）

　疑問詞を主語にした文語的形式では、反語的に強い否定を意味して用いられることがあります。

Who shall ever unravel the mysteries of the sea?
(海の神秘を明かすことなど、たとえいつの世であっても誰にできるものか＝誰にもできない）

　最後に「本来文語的用法なのに、あえて日常的文章の中で用いることで滑稽さを出している」用例を
紹介しましょう。

A person, who shall remain nameless, left his umbrella on the train.
（名前は伏せることにするけど、誰かさんが、電車に傘を忘れたんだってさ）

　「who shall remain nameless」は、直訳的にいうと「その人は話者の意思（判断）によって名無しさん
のままとするが」ということです。要するに明らかに誰のことを指しているのか分かっているのに、あえて
名前は言わないでおくというジョークっぽい使い方です。
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　should

（発音）
強形：/ʃud/
弱形：/ʃəd/

※弱形発音がさらに進み母音脱落の/ʃd/や、短縮表記される/d/の発音になるのはshallの発音バリエ
ーションと同じ現象。加えて、弱形のshouldを無声音が追いかけるときは、進行同化（あとに続く音の発
音準備のため、直前の音の質が変化する現象）を起こして/ʃt/という音になることもありますが、これらは
すべてルールというより「音声学的現象」としての傾向性です。

（語形）
　shouldはshallの過去形として、主語の人称・数に関わらず同形が用いられますが、すでにshallの中
で述べました通り、2人称主語のときは古形の shouldst, shouldest として現れることがあります。

（用法）
　直説法としては、shallが現在時制で表す意味がそのまま過去にずれたものになります。しかし、現実に
は shall という直説法現在形が「Shall I..?/Shall we...?」と「話者の意思」の用法くらいでした用いられて
いないため、should が直説法過去として用いられるのは、話法転換の結果として「過去の時点ではshall
で表された」ものを現在を基準にshouldで表現する場合くらいしか残っていません。

He said, “Shall I open the window?” [ 直接話法 ]
（「窓を開けましょうか？」と彼が言った）
→He said that whether/if he should open the window.[ 間接話法 ]

　このような場合であっても、主語が1人称以外では wouldに置き換わる方が普通になっています。
　直接話法内で、後に述べる「義務・当然」などを表すshould が使われていたものを間接話法にしても
そのままです。この場合の should は直説法（事実描写）ではないため、現実の時間表現とは無関係にな
るためです。こちらの should は間接話法にしても  would に置き換わりません。（置き換えてしまうと文
意まで変わってしまうから）

He said, “You should go home before dark.”
（君は暗くなる前に家に帰った方がいいよ）
→He said that I should go home before dark.

　現実としては、should を見れば「shallの直説法過去形」としてよりも、仮定法過去や条件法としての用
法であることを優先的に予測します。ここでも、shall の時制がただ過去にずれただけの場合は、shallの
用法と時制を通じて理解できますので、仮定法過去や条件法としての should に重点を置きたいと思い
ます。

★仮定法過去としての should 

　条件節に現れる should は、「万一～ならば」という非常に可能性の低い、未来に関する想定に用いら
れます。これは直説法現在のshallの「当然性を含む単純未来」としての意味を元に「現在の事実に反す
る仮定」としての仮定法過去形になったものと考えられます。未来についての予測ですから「現在の事
実」とは本来比較ができないのですが、「現在においてもそのような予測が成り立つとは思えない」とい
う含みだと理解してください。

(1) If it rains tomorrow, I will stay home.
（明日雨が降ったら、家にいる）

(2) If it should rain tomorrow, I would stay home.
（万一明日雨が降るようなことになったら、私は家にいる）
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　（１）は「rains」という直説法現在形が用いられています。詳しくは「法」の中で解説しますが、これは
「rain」という仮定法現在形の代用として定着したもので、未来についての想像を「そういうことがあって
も別に不思議ではない」という「十分な可能性」を感じながら言うときの語形です。
　（２）は「今空は雲もなく、星も沢山出ていて、天気予報も明日は晴れだと予測していることだし、まずそ
んなことはないと思うが万が一、雨が降ったら」というように、話者の気持ちの上で非常に起こる可能性
が低いだろうが、という含みを持たせた言い方です。

　ただし、should が常に「可能性が非常に低い」と感じていることを示しているとも限らず、「そんなこと
はないかと思いますが」という程度の「控えめな想定」というニュアンスに用いられていることも多くあり
ます。

(3) If you have any questions, please feel free to ask me.
(4) If you should have any quesitons, please feel free to ask me.
(5) Should you have any questions, please feel free to ask me.
(6) Should there be any questions, please feel free to ask me.

　上記は実際にはどれも確率的な違いはありません。理屈の上では直説法（仮定法現在の代用）である
（３）が一番高い確率を感じながら「もしも」と言っており、（４）、（５）、（６）は仮定法過去の should が
使われているので、「万一」という非常に低い確率を感じているともいえるのですが、これは「恐らくもうお
分かりかと思いますが、それでももしまだ質問があるなら」などの含みであり、現実の用途としては（３）も

（４）も変わりません。
　そして（４）を元にした「倒置によるifの省略」という変形の結果が（５）です。
　これは「まずifをはずし、次に主語と助動詞を入れ替える」という手順を踏むことで得られる文であり、
特にビジネス英語などでは頻繁に見かける構文です。そして意味は（１）となんら変わらず、形式としてフ
ォーマルになっているだけだと言えます。（６）も同様に「If there are any questions」と意味的には同じ
です。

　このように条件節に用いられる仮定法過去としての should は原則的に、非常に確立の低い想定を
する形ですが、実際には「控えめな想定」という程度であることも多くあります。
　ちなみに未来に関する仮定として「were to」を使う言い方は、「そんなことはあり得ないと思うが」の
含みが明確です。

Even if the sun were to rise in the west tomorrow, I love you.
（たとえ明日太陽が西から昇るようなことがあったとしても、私はあなたを愛している）

　未来のことであるとしても「太陽が西から昇る」ことは考えられませんので、「あり得ないことの仮定」と
して「were to」が使われています。条件節が「あり得ない条件」であっても、帰結節にwouldなどが使われ
ていないのは、「どんな条件のもとであっても＝無条件で」だからです。

　このように「仮定法過去のshould」は、「万一～なら」という意味を基本的に表します。次に、条件法の 
should について説明します。実はこの使い方が should としては圧倒的に多いといえます。

★条件法としての should

意味：義務・必要・当然

　恐らく多くの人は「should」の意味として何よりまっさきに「～すべき」を思い浮かべるのではないでし
ょうか。実際、そういう「義務・当然」のニュアンスとして使われることが一番多いので、その理解は間違っ
ていません。そして、shouldがそういう意味を表すのは、shall の条件法だからです。
　willの過去形であるwouldが、直説法過去としての使い道よりも条件法としての用法が広く使われて
いるのと同様、直説法現在としてのshallのほとんどの用法が廃れている現代英語の中でさえ、条件法と
しての should の使用頻度は高いため、こちらの方が生き残っているわけです。
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　直説法現在の shall は語源的に「義務」の意味を表していましたが、それを条件法として控えめに述
べるのが should であり、「義務、必要、当然」といったニュアンスを伝えます。
　条件法というのは、「可能性の低い条件がついている」ことを語形によって表すものですが、それはつ
まり「もしかしたら、ことによると、場合によっては」というような「if的な含み」を込めたものです。ストレー
トに「あなたには義務がある」と述べる代わりに「そういう義務が生じるかも知れませんよ」と控えめに言
うのがこの条件法が持つ含みです。

You should finish your home work before watching TV.
（テレビを見る前に宿題をやり終えた方がいいよ）

　「should」をただ単純に「～するべきだ」という和訳に置き換えてしまうと結構、きつい命令的口調にも
感じますが、すでに述べました通り、条件法というのは控えめな表現ですから、「しないよりはした方がい
いよ」、「した方がいいんじゃないかな」、「するのが当然だと言えなくもないよ」という、一歩下がった言い
方なのです。「～した方がよい」という日本語の言い回しをすぐ「had better」で表したくなる人もいるかと
思いますが、「had better」はどちらかというと「しなさいよ」、「しなきゃだめだよ」という命令的な響きを
伴うため、目上の人に使うのは避けるべきだとされています。
　その点「should」は主語の「義務、当然」について、条件法という婉曲さを込めていますので、「私として
はそうすることをお勧めしますよ」という響きのやわらかさもあり、「するべきだ」という一般の参考書に書
かれている対応訳より強制力のもっと弱い表現だと理解してください。主節に現れる should は押しな
べて婉曲表現を由来としているのです。

★ should + 完了形

1, He should have arrived at the station by now.
（今ごろ彼はもう駅に到着しているはずだ）「当然＋現在完了」

2, I should have bought the same computer as yours.
（君のと同じコンピュータを買えばよかった）「当然＋過去」

　「should」に完了形が接続される形は、意味として2通りの可能性があります。
　１つは「現在完了」で表現される内容について「当然」のニュアンスを加えたもの。つまり「すでに～し
てしまっている『はずだ』」の意味です。例文の「by now」は「遅くとも今の時点までに」の意味で、byなしの

「now」でも構いません。
　もう１つは「should」のあとにできることなら「過去形」を接続したいが、法助動詞であるshouldが原
形動詞としかつながらないために、接続上の都合から「過去の意味」として形式上の完了形をつなげた
ものです。これは「過去において『当然』するべきだったのに『しなかった』」という後悔を表したりするの
に用いられます。

　時間を表す語句が含まれていなかったり前後関係が不明確だと上記のいずれの意味で「should+完
了形」が使われているのか判別できないことがあります。

3, The train should have arrived
(a) now.
(b) one hour ago.

　(a) now が文末にあれば「今の時点でもう到着してるはずだ。今ごろもう着いていてもおかしくない」
の意味であり、「should＋現在完了」の意味です。実際到着しているのかどうかは未確認だという文脈が
考えられます。（今電車が来るべきプラットフォームにいながらの発言なら「まだき列車が来ていない」と
う状況になります。）
　(b) one hour ago が文末にあると「1時間前の時点」という過去を示すわけですから「should＋過
去」の意味であり、「1時間前にはもう到着しているはず（なのにまだ着いていない）」という意味を表しま
す。
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★命令・決定・規定・提案・要求を意味する文の that 節内で

　これはイギリス英語に顕著な使い方で、同じ文をアメリカ英語では「should」を用いない動詞の原形（
接続法）で表現します。（※「接続法」というのは従属節内に限って現れる「事実を描写しない、言葉の上
だけでものを言う」ときの述語動詞の形で、常に原形となります。これを「仮定法現在」とみなしている参
考書もあります。）

He suggested that we should start immediately.
（我々はすぐに出発するべきだと彼は提案した）
米式：He suggested that we start immediately.

　米式の「we start」の部分は、決して「shouldが省略」されているのではありません。米式においてはこ
の形式で原形不定詞（動詞の原形）を使うのです。主語が三人称単数でないと原形と現在形の見分けが
つきませんが、このthat節の中は「事実を描写」しているのではないため、「直説法現在」は用いられませ
ん。従ってこの例文の start も原形です。
　なお米式であっても、「是非ともするべきだ」の意味として shouldを使うことはでき、その場合は上記
例文は英式とまったく同じになります。

She insisted that the house should be sold.
（その家は売却するべきだと彼女は主張した）
米式：She insisted that the house be sold.

　米式の「the house be」という形は明らかに「現在時制」ではなく「原形不定詞 be」がそのまま、節内の
主語 the houseに対する述語になっています。

★that節内で、話者の驚き・意外性などを表す

1, It is strange that he should say such a thing.
（彼がそんなことを言うなんて、妙な話だ）
2, It is strange that he said such a thing.

（彼がそんなことを言ったのは妙なことである）

　事実関係は同じですが、１は話者自身の驚きや意外性が「should」に現れており、２は淡 と々事実を　
「直説法」で伝えているだけです。
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　can

（発音）

強形 ：/kæn/
弱形 ：/kən/
否定形：can’t　(米)/kænt/,(英)/kɑnt/

　「can + 本動詞原形」の組合せでは、本動詞の方にストレスがあり、can は弱形で発音されます。「でき
る」という意味を強く伝えたい場合も、より強いストレスを本動詞に置き、これを「can」にストレスを置い
て発音してしまうと 「can’t ＋本動詞」に聞こえてしまいます。can’tの「‘t」の発音はもともと聴覚的印象が
弱いため、それをまったく発音していなくても「can’t」の聞こえと印象的にほとんど変わらないためです。
　否定であることを誤解なく伝えるには、短縮でない「cannot」の形を用いるのも無難な方法ですが、

「can」を強形で読むだけで「can’t」に聞こえてしまう点に注意しましょう。
　can が強形発音されるのは、文頭か、文末に can が来る場合です。これらの場合は、can が弱形発音
されることはありません。

I can swím. （本動詞 swim にアクセント）

I cán’t swìm. （助動詞 can’t にアクセント）

Can you come with me?
（一緒に来てくれるかい？）

I will run as fast as I can.
（できるだけ速く走るよ）

（語形）

現在 ：can
過去 ：could

※shall/should 同様、主語が2人称単数(thou)の場合に古形canst/coudstが、現れることがありますが、
もっぱら聖書など古典文献などの引用の中で見かけるのみです。

（否定形についての問題）

　canについての語法的な解説の前に、非常によく耳にする疑問を先に解決したいと思います。それは
「なぜ can の否定形にだけ cannot という1語でつづる形があるのか」です。
　canの否定形として「cannot」という「can+not」が合体した形があります。そして中学などでは極端
な場合「can notと分けて書いたら間違いだ」などと教えられていたりもするようですが、そんなことは
ないのです。１つの傾向性として、特別な理由がない限り（どんな理由かは後で述べます）、「cannot」
という1語の形が「より好んで用いられる傾向がある」というだけのことです。だから少なくとも、中学生
が、「can not」という分離形を書いたとしても、それを間違いとしたり減点の対象としてはなりません。

（cannotの合体形を勧めるのは構いませんし、「can not」と分けて書いた上にでも「cannot」という
合体形を赤文字で添えておくのは適切な配慮と言えるでしょう。）

　「can」の否定は「can not」、「cannot」のいずれの書き方も正しく、ほとんどの場合、この２つには互
換性があります。ただし特に「否定の意味」をことさらに強調するのでない限りは、より一般的に用いられ
ている「cannot」を使うことをお勧めします。

　「cannot」という合体形のスペルが生まれた最大の理由は「意味や用法」の問題ではなく、単に発音
上、canの語尾-nと同じ音で「not」が始まるため、「can not」という2語を読んだときにも「cannot」と
いう1語に聞こえたというだけのことなのです。そしてそのスペルが一般化したのです。
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　これに関してもインターネット上での頻出疑問の１つであるらしく検索してみると、「なぜcannotと
つなげて書くのですか？」という疑問が多く見かけられました。そしてそれに対する回答は、９９.９％が
間違い、勝手な思い込みであり、先の「would rather」の否定が「would rather notだけが正しく、would 
not ratherは間違い」という嘘と同様に、いかにネット上の質疑掲示板の回答が信頼性のないものかを
改めて痛感しました。

　OED（Oxford English Dictionary）には、can’t という短縮形はもちろんのこと、「cannot, can not」
のいずれもcanの否定形として示されており、なんと「canot」という「nが１つ」の語形すら歴史上は存
在したことまで書かれているのです。
　nが１つしかない「canot」というスペルが存在したのも、先に述べた「発音を文字化した」という事情
によります。しかし音としては確かに「canot」ではあっても、意味としては「can+not」それぞれの意味
がつながってこそなので、cannot という「音としての密接な連結」と「意味的な合理性」を兼ね備えたス
ペルが最も一般化したというわけです。（歴史的には存在した canot を今使うと、当然それは「間違い」
と見なされます。）

　先のOEDには、「cannot」というスペルについて「the ordinary modern way of writing can not（
「can not」の現代英語における一般的な書き方」）と説明されています。繰り返しになりますが、ここま
での話をまとめます。

• 「can」の否定形は「cannot」、「can not」のいずれも正しい。
• 現代英語の表記においては「can」の否定形としては「cannot」の1語形が一般的であり、特別な強

調のニュアンスを込めない限り「can not」という分離形では書かれない。しかしこの両者はcanの
否定として用いられている限り意味に違いはない。

　これに更に解説を加える必要があります。上のまとめでも「canの否定として用いられている限り」と書
きましたが、そうではない場合もあるのです。そして「can’t」や「cannot」と書いてはならず、必ず「can 
not」と分けなければならない場合があります。

Jane can not only speak Chinese but write it.
（ジェインは中国語を話せるだけでなく、書くこともできる）

　この場合は「not only A but B（ＡだけでなくＢも）」という構文が使われており、このnot は can 
の否定ではなく、「only speak（話せるだけ）」を否定しています。ですから「cannot/can’t」とすること
ができません。すなわちこの場合は「意味的にcanとnotが分離されていなければならない」のです。

　誤解ないように言いますが、その文に「not only...but」が単語として含まれていたら、「can not」と
分けなければならないというのではありません。「not only...but」が構文として「ＡだけでなくＢも」と
いう意味を構成している場合が問題なのです。その意味になっていないことはありうるのです。

I cannot(=can’t) only watch baseball but want to play it.
（私は野球を見ているだけなんてできない。自分でプレーしないではいられないんだ）

　上の例は一見、「not only  ...but」が部品的には含まれているかに見えますが、この場合のnotは
「can」を否定します。つまり「ＡだけでなくＢも」という構文を作っていないのです。
　この場合、not は「can only watch（見ているだけで気が済む）」を否定していますので、それを否
定するには「can」の否定としての「can’t/cannot」でよいのです。

（疑問）なぜ「can」だけは「cannot」という1語で書くスペルが定着したのか？
（回答）それは発音として「can」の語尾の音と「not」の最初の音が同じ/n/であるために「聴感上の印
象」として、1語に感じられたからです。たったそれだけの「音声学的理由」によるものであるというのが正
しい答えになります。（だから他の will not, shall not, may not, must notなどは、1語につづられないの
です。）
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（用法）

　語源的に can の最も古い意味は「to know（知っている）」でした。様々な「知識」の中でも「to know 
how to（やり方を知っている）」の意味を中心として「できる」の意味につながってきます。かなり古い時
代から「to know how to」に加えて「to have power to（～する権力、力がある）」や「to be able to（～す
る能力がある）」の意味が備わっています。
　現代英語の中で用いられている can の様々な意味・用法はすべて「to know how to（やり方を知って
いる）」をスタートとして、そこからの意味的な展開によるものです。

　意味展開の順序を踏まえるとすれば、語源的由来に沿って、

１、知識的能力
２、技能的能力
３、権力・権利・資格
４、可能性
５、許可

　という順序で can の用法を理解するのが、すべての用法を有機的につなげることができるので望まし
いでしょう。この１～５以外の用法はさらに付随的に発生したり、文脈的な解釈の幅から生まれたものだ
と言えます。

１、知識的能力

　語源的に最も古い意味であるのが「to know how to (do)」です。つまり上手下手はニュアンスに含ま
ず、とにかく「やり方を知っている」ことが can です。この用法ではまさに know how to を使って言い換
えても同じ意味を表すことができます。

I can play chess.(=I know how to play chess.)
（私はチェスができる（やり方を知っている））

She can swim.(=She knows how to swim.)
（彼女は泳げる（泳ぎ方を知っている））

Tom can speak five languages.
（トムは5ヶ国語を話せる）

Can you go to school alone?
（一人で学校に行けるかい？）

　「can go」は、「道順を知っている」ということもあるでしょうし、「足腰がしっかりしている」という身体的
能力を指す場合もあれば、「交通費が足りる」という事情を指すこともあるでしょう。
　また「can」を使うと「能力」についての言及が露骨に感じるため、あえて避けることもあります。

Do you speak English?
（英語が話せますか？）

　これを「Can you speak English?」ということは間違っていないのですが、「英語を話す能力があ
りますか？」という日本語から受ける抵抗感と同じものを感じさせることがあります。「Do you speak 
English?」は、「日常的現在」の用法として「日ごろ英語を使って話をしていますか？」の意味も当然表し
ます。そして「日常的に英語を話している」人は当然英語が話せるわけなので、「Do you...?」で（少し遠ま
わしに）尋ねると「能力を尋ねる」露骨さがなくなるわけです。
　もちろん、通常の能力ではとてもできそうにない「多くの言語を話せるか？」の場合は、canで尋ねても
失礼に響くことはありませんが、そのような場合でも Do you...?で質問して構いません。
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How many languages do/can you speak?
（何ヶ国語を話します＜話せます＞か？）

Can you speak as many langauges as Tom does?
（トムほど多くの言語を君は話せるかい？＝とても無理だよね）

２、技能的能力

　１との明確な線引きがあるわけではなく、１と２をまとめて「能力」という用法にまとめる考え方もある
と思いますが、本書では「知っているだけ」で「できる」と呼べるものと「知っているだけ」では「できない」
ことを１つの基準に「知識的能力」と「技能的（身体的）能力」に分けてみました。
　ですから１に含めた例を「be able to」で言い換えられないわけではありません。実際１，２ともに「将
来的にはそうなる」と述べる場合は、will(単純未来）＋「be able to」で表現することができます。（もちろ
ん、「will be able to (do)」だけが「未来の能力」を表せる言い回しなのではありません）

He can run very fast.(=He is able to run very fast)
彼は非常に速く走ることができる。

My grandfather can still do 100 push-ups.
（私の祖父は今でも腕立て伏せを100回できる）

　上の例などは「can」を「know how to」で置き換えるわけにはいきません。知識としてやり方を知って
るだけではそれが実際にできることにならないからです。やり方のコツなどを知っていて、人にはコーチ
できるけど、自分では「身体能力的に」できないということもあるでしょう。そのような場合は、know how 
toで表現できても、can で表すわけにはいきません。

Can you see those small letters?
（あの小さな文字が読み取れるかい？）

　これも「知識」でやり方を知るタイプのものではなく、「視力」として「遠くの小さな文字が見える（読め
る）」ことを指しています。日本語の「見える」や「聞こえる」が必ずしも身体的能力を意味していないこと
にも注意してください。

Do you see that white house over there?
（向こうにある白い家が見えるだろう）

Do you hear a voice from beyond the wall?
（壁の向こう側から声が聞こえないか？）

　これらは「見える＝目に入る、視界として見える」や「聞こえる＝耳に入る、聞こえてくる」といった意味
なので、can は使いません。これらをcanで表現すると次のような意味合いに聞こえます。

Can you see that white house over there?
（例：向こうに白い家がまるで点のように見えているんだけど、君にはあれが見えるかな？）

Can you hear a voice from beyond the wall?
（君の聴力で、壁の向こうから聞こえているあの小さな声が聞き取れるかい？）

　日本人が英語を話すと、必要以上に「can」を使いすぎる傾向があるとよく言われますが、それは日本
語の「～れる、られる」を機械的に can で表現してしまうところにあるようです。canを使いたくなったら、　

「本当にcanを使わないといけないのか？普通に can 抜きではその意味を伝えられないか」をちょっと
考えてみてください。意外なほど 「canなし」で済む場合が多いものなのです。
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I don’t understand what he is saying.
（彼が何を言っているのか分からない）

I can’t understand what he is saying.
（彼の言っていることは、とてもじゃないが理解できない）

３、権力・権利・資格

　「to have power to (do)」の意味も can に古くから備わっていた意味ですが、権力の他に権利（to 
have the right to (do)）、資格（to have the qualification to (do)/to be qualified to (do)）といった意味
にも拡大されます。

A dictator can impose his will on the people. 
（独裁者というのは、自分の意思を民衆に押し付けることができる）

In Japan, you can drink or smoke when you are twenty.
（日本では二十歳になれば飲酒や喫煙が許される）

　こういった「できる」も「やり方を知っている」や「身体的能力がある」とはまた違うタイプの「できる」で
すね。そしてこの「権力・権利・資格」は、捉え方によって、５の「許可」の意味合いに解釈することも可能
ですね。

４、可能性

　「許可」のニュアンスの延長として、「そういうことがあってもよい（おかしくない）＝あり得る」という可
能性を表すものです。may と置き換えても近い意味になることもありますが、「may」は、話者の推量とし
ての「かもしれない」であるのに対して、canは「事象そのものの（時に潜在的）可能性」を述べています。
また「can」は疑問文としても可能性を問えますが、推量の意味のmayは（自分自身が推量するかどうか
を他人にたずねること自体が不自然なので）疑問文にはできません。

What he said can be true.
（彼の言ったことは事実かも知れない）
１、彼が言った通りになる可能性がある
２、彼の言葉はある条件のもとで論理的に成り立つ
※直訳的に「彼の発言は、真実であることができる」であることからも、「彼の言葉」という主語それ自体が

「真実となれる」力を持っているわけです。文の主語自体が持つ能力という意味での可能性です。

What he said may be true.
（彼の言ったことは本当なのかも知れない）
１、彼は嘘をついていないような気がする
２、彼の言葉を信じていいのかも知れない
※mayは、話者の主観・判断として、文の内容がありうる可能性を述べています。これは「許可（してよろし
い）」の意味の延長であり、「彼の発言が真実であることを私は許可する＝真実であってもよい＝本当か
も知れない」という発想が背景にあるからです。

Even adults can be childish sometimes.
（大人であっても時に幼稚なことをしてしまう[ 幼稚な考えを持ってしまう ] ことがある）
※「may」だと「幼稚なのかも知れない」の意味になってしまう。

Can it be true?
（そんなことがあり得るだろうか？）
※「May it be true?」という文はありませんが、間接疑問で「Do you think it may be true?」は言えます。
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　否定文、疑問文で現れた場合は、「～であるはずがない（可能性の否定）」や「～なんてあり得るだろう
か？（可能性に対する強い疑問）」という意味を表します。直訳的に「～であることができない」と解釈す
ることも可能なので、can’t が「可能性の否定」を意味できるというのは理解の難しいものではないでしょ
う。
　この用法の can/can’t は当然ながら「know how to」や「be able to」で置き換えることはできません。
またこの用法は「can/can’t」のあとに「無意思動詞」が来るのが普通です。（意思動詞が来ると他の用法
に解釈できるため）

It can’t be true.
（それが真実であるはずがない）

Can he be a doctor? ← be は無意思動詞
（彼が医者だなんて、あり得るだろうか？）

Can he become a doctor? ← become は意思動詞
（彼は医者になれるだろうか？）

　「be」は無意思動詞ですが、「become（～になる）」は主語の意思によって行われる動詞なので、「可能
性」の用法に解釈されません。

He can’t have slept well (because it was noisy).
（（うるさかったから）彼がよく眠れたはずがない）

　これも完了形のhaveが無意思動詞だから「したはずがない」の意味に解釈されます。直接、意思動詞
の sleep をつないでしまうと可能性のニュアンスではなくなってしまいます。

He can’t sleep well (because it is noisy).
（（うるさいから）彼はよく眠れない）

　過去の事実について可能性を否定する表現の場合は「can’t ＋完了形」でよいのですが、可能性を肯
定する場合は「can＋完了」は使えず「may/might + 完了形」となります。しかし can の過去形 could によ
る「could ＋完了形」は過去の可能性の肯定を表せます。

I may/might/could have made a wrong decision.
（私は間違った決断をしたのかも知れない）[これを I can have...とは言えない]

５、許可

　３の「権力・権利・資格」の用法の延長としては、can 本来の意味なので、特にinformalな使い方では
ありませんが、「may」の代用としては口語的でinformalです。may の代わりに can を使うことを認めな
かったり、感心しない使い方だと考える人もいるようです。
　言葉遣いの厳しい家庭での親子の会話としてこんな例があります：

Child: Mom, can I eat the chocolate in the fridge?
（お母さん、冷蔵庫のチョコーレート食べてもいい？）
Mother: Yes, if you can say,”May I”.

（Can I じゃなくて May I と言えたら食べてもいいわよ）

　現実には「May I」を「Can I」で代用することは口語的に広く行われていますので、日常会話で用いるこ
とはなんら差し支えありません。もちろん、May I..? をきちんと使えればなおさら望ましいことです。

　なお「May I」が丁寧で、「Can I」が失礼に響くというのは誤解で、場面によっては逆のこともあります。
特に相手の行為について述べるとき、
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You may enter. （入ってよろしい）

　と「許可」のmayを使うとかえって上から目線になります。これはむしろくだけた「You can enter.」の方
が、地位・立場の上下を感じさせませんし、もっと無難には「Please come in.（どうぞお入りください）」が
失礼のない丁寧な表現です。

Can you help me? （ちょっと手伝ってくれる？）

　これもinformalな言い方で、より丁寧には、「Will you help me?」ですが、Can を条件法の Couldに
して「Could you help me?」は非常に丁寧な言い方となります。

★「～れる、られる」を「can」で表現するべきでない例

　日本人の使う英語で「～れる、られる」の言い回しを機械的に「can」に置き換えてしまう傾向があると
述べましたが、特によく見かける不適切な例をあげてみましょう。

I can’t eat natto.

　癖の強い食べ物が「嫌いだから食べられない」というような場合は、can’t で表現するより、他の言い回
しの方が自然です。「can’t eat」は「食物にアレルギーがあるから」とか「もう満腹でこれ以上は無理｣など
の意味なら使えますが、好き嫌いを基準にした「食べられない」は、

I don’t care for natto.

　のように表現されるべきところです。
　アレルギーがあることを明確に表現したいなら
I have an allergy to ...
I am allergic to ...
　という言い回しもできます。「be allergic to」は実際のアレルギーがあるという意味以外に比喩的に「ア
レルギーがでそうなほど大嫌い」の意味にも使われます。

I am allergic to gambling.
（賭け事は大嫌いなんだ）

　「食べられない」ということが単なる好き嫌い以上（以前？）の次元の話であることもあります。

I can’t eat balut.

　「balut（バロット）」というのは、フィリピンの珍味とされてる食べ物の１つで、孵化直前のアヒルの卵を
ゆでたものです。（東南アジア全域に同様の食べ物があります）
　このような「見た目がグロテスクでとても食べられない」というの
であれば「好き嫌い」以上の理由なので can’t を使うのも自然なこ
とです。

バロット
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　could

　「will/would, shall/should」の中でも述べましたが、法助動詞の過去形は直説法として時制的過去を
表す場合と仮定法や条件法として時間的なこと以外を表すために過去形になっている場合があり、文脈
を踏まえたり、文中の時間を表す副詞などに注意しないとこの区別がつきにくい場合が多くあります。さ
らにそれらを踏まえても区別がつかない（どちらにも解釈できてしまう）場合さえあるため、解釈に紛れ
のある場合は、言い回しを工夫して意図を明確にする必要があります。

★直説法過去の could 

　過去のある時点で「can」によって表現された内容が、現在を基準に過去形で表現される場合です。元
が直説法現在の「can」で表現されていたのであれば、それが時間の経過とともに過去に流れても直説法
に変わりはありませんので、「過去の事実」を述べているだけのことです。

直接話法：He said,”I can finally go home.”
（「僕はようやく家に帰れる」と彼は言った）

間接話法：He said that he could finally go home.

　話法の転換の結果、「can」が用いられていた発言内容が、現在を基準にした過去として「could」にな
っていれば、直説法過去だと言えるのですが、間接話法から逆に直接話法を導きだしにくい場合があり
ます。

He said he could do it.

　この文は直接話法として次のいずれでもあり得ます。
1, He said,”I can do it.”

（「私はそれができる」と彼は言った）
2, He said,”I could do it.”

（「私ならそれができる」と彼は言った）

　１は直説法として事実を描写していますが、２のcouldは、条件法で、「私だったら（主語を条件）」かも
知れませんし、「その気になれば」や「運がよければ、ひょっとしたら」など様々な含みが考えられます。条
件法は事実描写とは違うため、現実の時制と切り離さねばならず、２の直説法を間接法に転換しても、１
を元にした文と結果的には同じになってしまうのです。ですから、「He said he could do it.」の「could」が

「直説法過去」として「過去においてできた」の意味なのか、「条件法」として「（過去において）やろうと思
えばできた」などなのか断定できません。

3, He said he was able to do it.

　「be able to」を使えば直説法過去であることが明確なので、上記１，２のどちらの意味であるのかとい
う紛れがなくなります。
　このように法助動詞の過去形は、非常に多くの場合、直接法過去なのか、条件法なのかの判別が困難
です。そして判別が難しい場合は、まず「条件法」としての解釈が優先的に感じられるものなのです。

Because he could not swim, I needed help him.
（彼は泳げなかったので、私が助けてやる必要があった）

　このような例では「could」が直説法過去であると自然に解釈できます。（could not という否定でもあ
り、couldを条件法と解釈する方が無理があるから）
　条件法との紛れを回避するには、couldの使用を避け、他の表現（was/were able to, success-
fully did, managed toなど）を使用する工夫が必要です。
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He said he could open the door.（couldの解釈があいまい）
→He said he (successfully) opened the door.（過去の事実であることが明白）

　英語を母国語としていても、していなくても、言葉の使用に十分な配慮を持って書かれた文章である
ならば、読む人に解釈の紛れを与えない工夫がなされているものですが、自分で英文を書く（あるいは
話す）場合には、「直説法過去のcould」はとりあえず使用を避けるというのも１つの対策でしょう。

★仮定法過去のcould

　条件節の中でcouldを用いた場合、「現在の事実に反する仮定」として「実際にはできないのだが、もし
仮にできるとしたら」という意味を表します。

If I could go out now, I would.
（もし外出できるものなら、そうするよ）

　過去の事実に反する仮定をする場合は「could＋完了」の形となります。

If I could have been in time, I would have got on the train.
（時間に間に合ってたのなら、その列車に乗ったところだ）

★条件法の could 

１、現在の事実に反する条件の元で

If I had more money, I could buy it.
（もっとお金があれば、それを買えるのだが）

　「if節」が明示してあれば、何を条件としているかが明白ですが、条件の内容が文脈依存として明示さ
れていないことも多くあります。

I could do it.

　とだけポツンと書かれていても、どんな条件を含みにして「could」となっているかは分かりません。

1, I could do it, if I would.
（その気になればできるよ/やろうと思えばできるだろう）
2, I could do it, if he allowed me.

（彼が許可してくれたら、できるのだが）
3, I could do it, if I were you.

（私が君の立場だったらできるのだが/僕ならそれができるよ）

２、婉曲表現として

　これは１と完全に切り離された用法なのではなく、条件として「もし許されるなら」、「もしよろしけれ
ば」などを含みとして持たせた丁寧な言い回しです。特に疑問文として直説法の露骨さを回避して非常
に丁寧な表現となります。

I could help you.
（もしよろしければお手伝いしますが）

Could you help me?
（手伝っていただけますか？）
　これは「Will you...?」や「Can you..?」でも同じ意味ですが、 will, can が直説法としてストレートに事実
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を尋ねているのに対して、couldは「もし差し支えなければ」という条件を含みに持たせている分、相手の
都合を優先している印象を与え、それが大変丁寧な響きとなります。この「もし差し支えなければ」という
条件に対して、話者が「実現可能性が低い（だめでも仕方ないと思っている）」からこそ、そういう「可能性
の低い条件の下で」という含みが could という条件法となっているわけです。「現在の事実に反する」と
まではいかなくても「手伝ってくれて当然」という「実現可能性の高さ」を前提にせず、「手伝ってくれない
かも知れないが」という遠慮の気持ちが could ににじみでているとも言えます。「法」というのは表現内
容についての話者の心理的評価ですから、主観です。こう表現しなければならないというものではなく、　

「気持ち（心理）が言葉遣いに出る」ものなのです。

What he said could be true.
（彼の言ったことは真実なのかも知れない）

　「can」を使っていてもあまり大きな違いはないのですが、条件法 could であることによって「ひょっと
したら、ことによると、まさかとは思うが」という、より低い可能性の条件の下である含みが感じられ、控え
めな印象となります。

This couldn’t be better.
（これはもうこれ以上ないほど最高だ/もうこれ以上のものを期待するのは無理でしょう）

　「これ以上になろうとしたとしても」という条件を含みにした「could」。そういう含みを持たせずストレー
トに「can’t」で表現しても構いません。

I couldn’t agree more.
（この上なく大賛成です）

 　これも直説法で「I can’t agree more」といっても同じです。「more」がなければ「賛成できない」という
否定ですが、「more」があることで「これ以上の賛成ができない＝すでに目一杯の賛成をしている」とい
うことを意味しており、文意としては「大賛成」なので誤解しないようにしてください。

I could eat a horse.
（馬だって食べられてしまいそう（なほど空腹だ））

　これを直説法 can で述べてしまうと「事実描写」のニュアンスが強すぎて「本当に食べられる」と聞こえ
ますが、条件法 could であることによって大げさな比喩であるとスムーズに伝わります。

　これまで「will/would, shall/should, can/could」と法助動詞について見てきましたが順序を追って学
んでみると、基本的なことがらは共通しているとお分かりいただけたのではなかと思います。いずれも　

「直説法現在」による「現在の事実の描写」を基本として、時間を過去にずらしただけの「直説法過去」の
用法があり、形は過去形でも「時制的な意味での過去」を表していない「仮定法、条件法」としての用法が
あるということです。
　いきなり条件法としての意味・用法を理解するのは困難でしょう。基礎・前提となる直説法現在を十分
理解しないまま、発展・応用である仮定法や条件法を使いこなそうとしても無理が生じ、その結果「ルー
ルとしての文法事項の暗記」に走り勝ちです。しかしそれでは英語という言語を自分の感覚に取り込み、
自分の言葉として発せられるようにはなりません。何からはじめてどのような順序で理解を重ねていけ
ば、よりスムーズに全体像が理解でき、実感され、納得の上で自らが使いこなせるようになるかを学習者
自身が考えなければなりません。
　理想的には全体を順序に従って通読したのち、必要に応じて理解を固めたい箇所を復習していただく
ことです。英文法の有機的な仕組みを意識しながら、どんな文法事項についても「なぜそうなのか」を考
え、他の文法事項との関係性を「大きな地図の中で自分の現在位置を確認」しながら学習を進められる
ことが一番です。全体として膨大な情報量ではありますが、多くの参考書で割愛されていることまでを言
葉にして説明している結果、見かけ上のページ数が増えているものですから、書籍としての厚みが理解
の難度であるわけではありません。全体像をつかむために、是非１度は順序に沿って最後まで通読して
いただければと思います。
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　may
　

（語形）
２人称単数のみ（古）mayest /méɪɪst/, mayst /meɪst/
過去：  might
否定: （まれ） mayn’t

　法助動詞で２人称だけに古形が引き継がれているのは、主に聖書や格言・諺などを通じて古い表現
が伝達されているためで、そういう文は教訓・指針的な内容であるため、「読み手」を２人称で示した表
現が多くなるためと思われます。
　日常的な使用においては、会話やビジネスレベルの文書まで含めても、古形を用いる必要はありませ
んので、「まれに引用されることがある古典的文章の理解のための教養的知識」と捉えておいていただ
ければ十分です。

（語源）
　言葉には常に歴史があります。そして現代英語で様々な用法に用いられている単語の全体像を的確
に捉えるには、語源を遡り、最も古い意味・用法からどのような変遷、展開、変容を経て現在の用法につ
ながってきたのかを知ることが大変有効です。　

　辞書や文法参考書を開けば、箇条書きのように様々な用法が並んでいますが、とても全部を覚え切れ
ないと感じるでしょうし、色々な用法が切り離されて無関係に存在するかのようにも感じることがあるで
しょう。そして辞書などに書かれている「多くの意味・用法」は必ずしも歴史的順序になっておらず、多く
の場合は、「現代英語における使用頻度の高いもの」が上に書かれているため、どの意味・用法からどの
意味・用法が派生し、展開したのかがなかなかつかめません。

　一般の学習者（生徒・学生）は、教科書や辞書を通じて学ぶだけでも手一杯ですし、そこまでの努力を
すれば立派なものなのですが、教員・講師など「教える立場」にある方は、生徒と同じ学生向参考書だけ
を通じて指導内容を学んでいては、そこに書かれていない掘り下げた情報を与えることもできませんし、
様々な疑問に答えることも困難になることでしょう。
　そこで「生徒では手の回らない」ところを指導者側が学び、実際にそれを教えることがなくても、知識
の裏づけを持っておくことが望ましいといえます。特に中学や高校初級段階の学習者は「英英辞典」の
使いこなしはまだ難しいでしょうし、語源辞典などの専門書籍まで参考にすることは時間的にも要求でき
ません。
　生徒が読む参考書に書かれていることは教員ならばすでに知っていてしかるべきなので、生徒の手
の回らないところの情報を調べ、必要に応じて参考資料などを提供するなどして、雑然とした文法情報
を体系的でわかりやすく伝達する工夫をしなければなりません。

　今回の「may」ですが、他の法助動詞と用法的に紛らわしいところもあり、そういう区別を明確にする
ためにも、まずは語源的なところからざっとさらってみたいと思います。

　「may」は古英語から存在（語形は今と違う）した語ですが、最も古い意味は「be able」つまり「能力」そ
して「身体的な力」や「権威、権力」といったものでした。
　現代語の may は「～してもよい」という許可の用法などがまっさきに思い浮かぶかもしれませんが、
大昔の時代、may にはまだその意味はありませんでした。そしておおもとの「能力、力、権力」といった意
味は長い歴史を通じて意味の変遷の中で失われています。

　１５世紀ごろまでは「力がある、能力がある」という今の can が受け持っている意味も表していたの
ですが、can がもともと「know how to（やり方を知っている＝できる）」という発想を元にしていたの
に対して、may は「能力があるから」あるいは「その権力があるから」してもいいという発想の展開があり
ます。
　そういう能力的意味を出発点にしながら、mayの中心的意義は、徐々に「できる→してもよい→かもし
れない」という変遷をたどります。
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　ごく大雑把に言うと

（能力）→ 許可 → 主観的推量、客観的可能性

　という順序で現代英語の may の用法につながってきます。最初の「能力」が括弧に入っているのは、
すでにその意味は失われているからです。

　最も古い意味であった「能力、力」は、may と同系の他の単語の中で
現在も生き残っています。
　非常に古い漫画なのでご存知ないとは思いますが、ミッキーマウス
とスーパーマンの両方をあわせたような「マイティ・マウス(Mighty 
Mouse)」というアニメがありました。
　「なんでもできる」ことを外来語として「オールマイティ」というのを聞
いたことがあると思いますが、これは「almighty ( all+mighty )」とい
うちゃんとした英単語です。
　そして、これら「mighty」は「may」の過去形の「might」に形容詞語
尾-y をつけたものだと気づくのではないでしょうか。
　may の過去形であるmightと語源的につながりのある「力、能力」
を意味する名詞 mightという単語が存在していた時期があり、その形
容詞である mighty が現代英語でも使われているわけです。文語的
な単語ではありますが「強力な、強大な」という may の語源的意味が、
こんなところに引き継がれています。
　mightyよりもっと身近な単語としては「main（主要な）」もまた語源
的には同じものであり、「主要な、中心的な」というのは、「最も力を持っている」という発想から生まれた
意味です。

　mighty や main に引き継がれた「力、能力」の意味が、法助動詞「may」の語源であるのですが、そ
の意味合いは、現代英語の中の main の用法からは一見感じにくいところがあります。しかし、「主語自
体が力を持っている→だから主語が何かをすることを許される」という主語そのものの性質を意味する
展開からさらに進んだ結果、現代では（主語よりも）話者の主観的評価・判断としての「許可（してもよい）
」の意味が中心となっています。
　ちなみに「主観的推量」の「かも知れない」の意味は非常に古くから備わっており、「maybe（多分、恐
らく）」という副詞は「(it) may be」に由来して１５世紀はじめごろにはすでに存在したそうです。（１９
世紀初期では「may be」と２語で書かれた時期もあります）

　長々と「may」の歴史的背景について述べましたが、この知識は現代英語における may の用法を理
解するのに直接的に役に立たないかも知れません。しかし「言葉を習得する＝外国語を自分自身の言葉
の一部にまで取り込む」というのは、その言葉と色々な角度から深く付き合うことで可能になります。１人
の人物と非常に親しくなるため、その人の生い立ちをスライドショーで見ていただいたようなものです。
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（用法）

１、許可（～してもよろしい）

　may が歴史的に最も古く持っていた「力、能力」の意味は現代英語の用法の中では完全に失われてお
り古風な文章にその用例を見るだけです。現在も広く使われている意味で歴史的にもっとも古くからあ
るのは「許可」の意味です。
　元来、「能力」は主語に備わった特質なので、その意味としては客観的評価であったはずなのですが、
いつしか「それだけの能力があるのならしてもよい」という発想から、さらに「話者の権力として与えられ
る許可」に変わっていきました。客観性に基づく「許可」としては「法律、規則、道徳」などに照らして許さ
れるという意味になっており、許可の否定の用例とともに契約文書の中などによく見かけます。

You may enter.
（入ってよろしい）

You may go alone.
（一人で行ってよろしい）

Cars may not exceed 25 km/hour inside the village.
（ビレッジ内においては自動車は時速２５キロを超過しないこと）

　不許可の「may nót」はmayよりもnotの方を強く読みます。そのように読むことで「not」がmayを否定
する意味が伝わり「不許可・禁止」の意味に聞こえます。
　これを「may」の方を強く読むと「not」はその後の本動詞と結びついてその意味を打ち消しているよう
に聞こえますので「しないことが許される＝しないでもよろしい（行為をしないことに対する許可）」の意
味になります。mayの方を強く読むのはあとで説明する「否定推量（～ではないかも知れない）」の場合
です。

You may nót / come with me.
（君は私と一緒に来てはならない）
→「may not」を１単位として「not」に強勢を置く。
You máy / not come with me.

（君は私と一緒に来なくてもよろしい）
→You don’t have to come with me.などが普通
※上記「/」の記号は、そこで切る意味ではなく、緩急の節目（一度そこで読むスピードが落ちる）のような
意味です。mayとnotのどちらをより強く読むかと、意味のまとまりを意識して読んでください。

He máy not be sick.
（推量：彼は病気ではないのかも知れない）
※推量否定は、「でない（否定内容）」を「かも知れない」と予測しているので、may を強く読み「not」はあ
との本動詞とまとめて発音する。

　相手の行為について「may」を用いるのは話者が許可できる立場にあるということなので、上下関係
が濃厚に感じられます。そのため日常的には、「You can...」の方が言葉の響きが柔らかく感じられます。
　ただしmayを使った文でも「自分の行為」について許可を求めていれば、相手の立場を上に見ている
ニュアンスになりますので、丁寧な言い方になります。自分の行為に対する許可を「Can I..?」で求める言
い方も口語的には普通に用いられていますが、丁寧さの程度は下がります。（よりカジュアルな印象とな
ります。）

May I use the bathroom?
（トイレを借りてもいいですか）
Can I use the bathroom?
→Could I..?とすると非常に丁寧になる。
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２、主観的推量

　肯定文でもでも読み方が違えば、伝わる意味が変わってしまうことがあります。

You may gó alone.　[許可：goの方に強勢 ]
（君は一人で行ってよろしい）
You máy go alone.   [ 推量：mayの方に強勢 ]

（君は一人で行くことになるかもよ）
=Perhaps you’ll go alone.

It máy be true.
（それは本当かも知れないと思う）←話者の主観による推量
It can be true.

（それは事実であり得ることだ）←客観性が強い

※これは can の中でも述べましたが、mayは「話者が許可を与える」ニュアンスが元になっているので、
直訳的には「それが本当であることを私は許可する」です。「本当であっても話者の主観としてそれを認
めよう」という気持ちを表した言い方です。一方、can は文の主語自体が持っている能力による可能性な
ので、直訳的には「それは真実であることができる」という意味合いです。

It máy not be true.
（それは本当ではないのかも知れないと思う）
※「not be true」がひとまとまり。mayの方を強く発音。
It cannót be true.

（それが本当であるはずがない）
※notの箇所を強く発音。「真実である『ことができない』」の意味により「can」を否定。

※疑問文で「Can it be true?（そんなことがあり得るか？）」は言えますが、「May it ..?」で推量疑問は
表現できません。なぜならmayの推量は「話者の主観」によるものですから、自分自身がどう感じている
かを人に尋ねる質問文は意味的に不自然になってしまうからです。

３、客観的可能性

　can でも同じことを表現できますが、より改まった堅い文章として may を用いて妥当性や可能性を表
すことがあります。これも推量用法なので、mayよりも受動態部分本動詞（下の例文では caused）に強勢
が置かれます。

A gastric ulcer may be cáused by mental factors.
（胃潰瘍は精神的要因によって引き起こされることがある）

　このようにmayの基本理解としては、「許可（してよろしい）」と「話者主観による推量」で、３の客観的可
能性はどちらかというと論文的文体になってきます。
　ニュアンスの基本を理解するのは簡単なのですが、mayを含む構文や熟語的表現が沢山あり、なか
なか直訳的にすんなり理解するのが難しいところがあります。

（mayを含む特殊構文）

１、祈願文

　祈願を表すパターンはいくつかありますが、その中で May SV!  という形式によって「～でありますよう
に」という祈りの用途に用いる形式があります。
　もともと may の語源として「力、権威、権力」の意味が含まれていることは最初のmayの語源の中で触
れましたが、現代英語の一般的用法ではすでに廃れてしまった、この「力」の意味合いが「祈り」という、い
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わば古典的文体の中に残っています。
　まず通常語順で仮に書いてみますと

You may be happy.

　このmayを古い用法とすると「許可」ということになりますが、「話
者の権力」の下での許可ではなく、もともとは主語自体がその「力
を持っている（have power)」という意味でした。つまり非常に古い
用法に沿えばこれは「あなたには幸福になる力がある(You have 
power to be happy.)」という意味になります。これは平叙文としての
語順による意味ですが、「祈り」という目的によって「倒置」が起きま
す。倒置についての詳細は「構文編」の中で解説しますが、数ある倒
置パターンの１つに「祈り」のための倒置があります。通常語順でな
いことによって特殊な用途・目的を表すものであり、逆に言えば、文に込められた特殊な用途・目的のた
めに通常語順ではなくなるということです。
　倒置結果としては主語と助動詞の交換ですので疑問文と語順的には同じですが、「尋ねる」目的では
ありませんから意味も疑問ではありませんし、文末に「？」もつかず「！」が付きます。すると

May you be happy!
（あなたが幸福になりますように/あなたが幸福でありますように）

　という「祈願文」の形式となるわけです。より直訳的にいえば「あなたに幸福になる力がありますよう
に！」です。そして文化的背景として「神」という「力を持つ存在」がありますので、これは「あなたが神の力
によって幸福になることが許されますように！」というニュアンスで解釈することも可能です。いずれにし
ても「祈り」の文章になっています。
　この倒置は強調の一種ですので文中に強調したい語があれば、それが文頭にでることもあります。

仮の元の文：You may live long.
（古い用法での意味：あなたには長生きする力がある）

　これをもとにさきほどのパターンで

May you live long!
（どうか長生きされますように！）

　としても構いません。さらに「long」を強調のために文頭に出し、そのあと文全体のバランスを取るため
に主語と助動詞を入れ替えても祈願文になります。

Long may you live!
（どうか長生きされますように！）

　”May the force be with you.”（フォースとともにあら
んことを）は、映画「Star Wars」の中でのヨーダのセリフとして
知られていますが、これもまた今述べたままの祈願文の形式
になっています。
　そしてさらにこれは、次の文でも同じパターンです。

May God be with you.
（神があなたとともにありますように）

　キリスト教文化を背景とした決まり文句ですが、この祈願文が縮まったのがなんと

Good-bye.（さようなら）
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　なのです。Mayが完全脱落していたり、GodがGoodに変わっていたりはしますが、byeという部分に「be 
with you」の面影（？）を感じたりもします。日本語の「さようなら」は「左様なら」であり、「左の様であるの
ならば＝ま、そういうことなら」という意味なのですが、英語の Good-bye には、こういう宗教的背景が（す
でに意識されていないかも知れませんが）あるのです。
　なお、ここでは「mayを使った構文」としてのみ取り上げ、祈願文のその他の形式については「構文編」
で述べることにします。

２、譲歩構文

　「譲歩」というのは構文で「たとえ～でも」の意味を表すものを指します。

However hard you may try, you can never beat him.
（どんなに懸命にがんばっても、君は彼を負かすことはできない）

　この「you may try」の箇所は事実を描写しているのではなく、「たとえ頑張るとしても」という想定を述
べています。事実として過去を振り返った表現も可能です。

However hard I tried, I could not beat him.
（どんなに頑張っても（＝実際頑張ったのだが）、彼を負かすことはできなかった）

　このような「過去の実際の事実」としてではなく、「たとえこの先～するとしても」という意味では事実描
写ではないので直説法では表現されません。この譲歩の構文は仮定法現在という「起こりうる想定」なら

However hard you try, ...

　と「try（＝原形の代用としての現在形）」で表現しても構いません。mayを使うのは若干文語的な響き
を伴う言い方で、mayの基本用法としては「可能性」の延長だと捉えてよいでしょう。

３、目的を表すthat節

I’ll speak slowly so that you may[can, will] understand.
（君が理解できるように、ゆっくりと話してあげよう）

　これも堅い表現で、may以外の助動詞（can, will）を使い「so that」のthatが脱落して so のみで接続さ
れる形がさらに軽い文体になります。用法としてはやはり「may」の可能性のニュアンスによるものです。

Study hard in order that you may pass the examination.
Study hard so (that) you may[can, will] pass the examination.

　上記いずれも堅い文体で、簡単に次のようにも表現できますが、「order（目的）」という言葉が明示さ
れている分、「that以下という目的において」という、より意味の明確性があります。（だから堅い文にもな
るのですが）

Study hard (in order) to pass the exam.
Study hard so as to pass the exam.

※「in order to」と「so as to」は大きな違いはありませんが「order」という単語を用いている「in order 
to」はやはり「～しようという目的において」の意味が明確。そしていきなり「In order to...」で文章をはじ
めることができます。一方、「so as to」は「～であるように」という、「目的性」が明示されていない分、純
粋な目的としての意識以外に「成り行きとしてそうなるように」のような意味合いも含みます。また「so as 
to」は文頭には来ません。
　そのどちらも使わない「to (do)」だけでもシンプルに「～するように」という目的を表せます。
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４、慣用表現

　may を含む慣用構文として特に紛らわしい以下の３つについて解説します。

• may well
• may as well
• may as well ～ as ...

　これらはどの辞書にも参考書にも例文と和訳例が出ているとは思いますが、その発想の背景、なぜそ
ういう意味を表すのかについて踏み込んだ解説があまり見当たらないようなので、この機会に取り上げ
てみたいと思います。
　これらの表現に含まれる「may」は「許可」と「話者の主観による推測」が混じったようなニュアンスで
す。つまり「～してもよいのではないか」というような「行為の妥当性」についての話者の意見を述べる意
味合いを持っています。
　あとはそれに副詞 well の意味、さらに比較の as がどうからんでいるのかを理解すれば、使い分けに
ついても納得できることと思います。

may well

・may：話者の主観による行為の妥当性についての評価
・well：「十分な根拠を持って」という意味の副詞

You may well believe his lie.
１、君が彼の嘘を信じるのも無理はない。（信じてしまったのも仕方ない）
２、君が彼の嘘を信じてしまうこともありそうなことだ。（多分信じるだろう）

　文脈的に「すでに彼の嘘を信じた」のが１、まだその嘘に接していないが、この先「その嘘を聞いたら」
という想定の元で述べているのが２という違いですが、いずれの場合も、表現の発想としては「君は十
分妥当だと言える根拠をもって彼の嘘を信じる（信じた）のかも知れない」ということです。
　「十分妥当だと言える根拠」というのは、「彼の話がうまい」とか、「嘘とは思えない内容だ」とか、「君は
何でも信じる傾向がある」とか、話者が「そういうことなら仕方ないんじゃないか」と感じる背景・事情が
あるということです。

　直訳的には
You may believe his lie.君は彼の嘘を信じてよろしい
You may well belive his lie.彼はが彼の嘘を信じてよいのはもっともなことだ
　と「may」、「well」を順次追加してこの表現の意味を汲み取ることもできます。

　つまり「そういうことがあってもおかしくはない」という話者の評価を述べているものです。そこから「す
るのももっともなことだ」、「たぶんするだろう」、「いかにもしそうだ」、「することもありそうだ」などの様々
な日本語表現に相当すると理解されます。「どう訳すべきか」を考えるのではなく、英語表現の発想をま
ずは理解し、構文を構成しているそれぞれの語が表すニュアンスを汲み取ってから、「そういうことを日
本人ならどういうだろうか」と考え直せばよいのです。「英語を使う（話す、聞き取る、読む、書く）」という技
能範囲だけであれば（「翻訳、通訳」が必要なければ）、英語として理解できるだけでもよく、「うまく日本
語にできない」ということはあってもよいのです。（どうも多くの学習者は「和訳できないと英語が理解で
きたことにならない」と考え勝ちですが、そういうものではありません。）

You may well be right.
=Possibly you’re right.

（多分君は正しいのだろう）
直訳的：君が正しいということは十分あってよいのだ。
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may as well

　上の「may well」に「as」が追加された形です。これは「as ～ as ...（...と同程度に～）」という比較構文
の前の as が現れたものです。ということは後ろの「as以下」が省略されていると考えられ、実際「may as 
well (as not)」と「as not」まで言葉に出すこともあります。すなわち「しない」ことと比較しているのです。
　直訳的には「しないことと比較して、することは十分な妥当性がある（してよい、するのも無理ない）」と
なりますね。これは「しないこと」と「すること」が「どちらも大した価値や意味がない」というニュアンスを
持っており、「どっちでも似たようなものではあるけど、まだする方がましだ」といった、あまり乗り気のし
ない意味での「した方がよい」を意味します。「是非しなさい」とか「するといいぞ！」のような前向きな気
持ちではありません。

You may as well go to bed (as not).
直訳的：（寝ないことと比べて）寝た方がいいんじゃない。
参考訳：もう寝れば。

　例えば、「特に起きてても別にいいことがあるわけじゃないし」とか「別にすることもないし」や「こん
な時間にどこか行く場所もないし」などを含みとして、「寝ないで起きていることともう寝てしまうことは、
似たようなもの（as well）なんだけど、だったら寝ればいいんじゃないか」といった感じです。そこに「as 
not」が省かれていても気持ちの上で補えば、より文意がわかりやすいと思います。

　主語が１人称「I」だと自分自身が「さて～でもするかな」という軽い気持ちで何かをしようかと思って
いることを表します。

I may as well take a bath now.
（どれ、風呂にでも入るか）

　主語が２人称の場合は、おだやかな命令という感じもあります。

You may as well give it to him.
（彼にあげちゃいなさいよ）
←「あげるのも、あげないのも似たようなもの。だったらあげればいいじゃない」

　なお「as not」だけが常に省略されているとは限りません。次の３番目の表現で「as...」が前後関係から
明白なので言葉にしないだけということもあります。

may as well ～ as ...

　「as not」が省かれている場合は、上で説明したものになりますが、「as not」以外を比較対象とすること
もできます。

You may as well throw away the money as give it to him.
（彼にあげるくらいならその金を捨ててしまった方がまだましだ）

　発想としては「彼にあげること」と「捨ててしまうこと」が大差ない、同じようなものだと述べているので
すが、これが意味するのは決まって「前の方の行為の方がまだましだ＝後ろの行為をしたくない」という
趣旨です。
　この例文では「as give it to him」が明示されていますが、前後関係からそれが分かっていれば省略さ
れます。

Are you going to give that money to him?
You may as well throw it away.

（彼にそのお金を上げるって？それって捨てるようなものだよ＝だったら捨てた方がまだましだ）
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　すでに最初の文で「彼にお金をあげること」が話題に出ていますので、次の文は、その行為との比較と
して述べられていることが明白です。だから「as give it to him」は岩なくても分かるので省かれます。
　文末の「as ...」が省かれると、先に解説した「may as well～(as not)」の「as not」を省いた形をまったく
同じになりますが、そこにどんな比較対象が省かれてるかは、（「as not」が省かれている場合を含めて）
文脈・前後関係から判断されます。

　may が条件法としてのmightになっても上記３つの表現はほぼ同じ意味です。違いとしては条件法で
表現される分、「そんなことはないだろうが、そんなことはしないだろうが」という「起こりそうにない」とい
う含みを持たせていたり、最初の as のあとに「いかにもそんなことはしない」と考えられる極端な引き合
いを出すことによって、文全体を強い否定にする効果を出すとも言えます。

I might as well starve as eat such a thing.
（そんなものを食べるくらいなら飢え死にした方がまだましだ）

　つまりこの種の構文は次の流れで表現されます。

　ポイントは「may/might as well （行為Ａ） as （行為Ｂ）」
のどちらの行為もしなくない、どちらも不愉快に感じているとき
の表現だということです。先に取り上げた「as not」が省かれてい
るパターンは、「積極的にしたい｣とまでは思っていなくても、「ま
あしてもいいかな」という「嫌な気持ち」を表すとは限らない点
がこちらの表現と異なります。「しないよりはした方がましだ」な
のですから、「する」ことは悪いことではないと感じているわけで
すね。一方、こちらの「as..」を明示する表現は、「実際にしなけれ
ばならないこと（しなければならくなくなりそうなこと）」を比較対
象にして、それが以下に無意味・無価値、嫌なことであるかを先の

「as～」訴える表現なわけです。

I may/might as well go out alone (as not).
（まあ１人であっても、出かけないよりは出かけるほうがましか。
じゃあ出かけるとするか）
I may/might as well go out alone as stay with you.

（君と一緒にいるくらいなら、僕は１人で出かけた方がましだ←「君と一緒にいたくない」）

　発想とパターンが分かってくると、それなりに結構使えそうな構文ですね。練習としてあれこれ「できる
ことなら避けたいこと」や「絶対したくないこと」を使って、この構文の練習をしてみてください。
　次の[ (A)/(B) ]の中身を自分なりに入れ替えて全文を声に出して慣れるまで練習しましょう。

I may/might as well [ (A) stay single for the life ] as [ (B) marry him ].
（[(B)彼と結婚する]くらいなら[(A)一生独身のままでいた]方がまだましだ）
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　might

　これまで学んだ他の法助動詞同様、may の過去形 might にも、基本的に２種類の用法があります。す
なわち文中に現れるmightは次のいずれかです。

１、直説法過去としての might
２、仮定法や条件法としての might

　１は、主節が過去である間接話法の伝達部に、「過去の時点でmayで表現された」内容を伝える場合
です。
　２は、現在の事実に反する仮定あるいは話者の主観として起こる確率が非常に低いと感じられる想
定を行う条件節で用いられたり、そういう確率の低い（あるいはない）条件の下であることを主節の述語
動詞が示す場合です。
　要するにこれまでの他の法助動詞の過去形となんら考え方は変わりません。

１、直説法過去のmight

 　単純に考えると過去の時点で発せれた「may」を含む発言を、現在から振り返って間接話法で伝達す
ると「過去のその時点でmayであった＝今から見ればmight」となるのですが、これは後で述べる条件法
としてのmightと見分けがつきません。つまり過去の時点でmightを使った発言があった場合、それを今
から振り返って伝達しても条件法の形はそのままであるため、「直説法過去のmight」なのか「条件法の
might」なのかを形の上だけから見分けることはできないわけです。

(1) He said,”You may be right.”
(2) He said,”You might be right.”

　この２つの文はいずれも「『君は正しいのかも知れない』と彼は言った」という意味であり、彼の発言の
中の may/might の違いは彼がどの程度の可能性を「正しいかも知れない」ということに感じて発言した
かの差でしかありません。条件法mightになっている方が、直説法現在のmayよりも、「ひょっとしたら、こ
とによると」など可能性を低く感じていることが伺えますが、may/mightのいずれの形を好んで使うかは
個人差もあり、論理的に明確な線引きができるものではないため、実際にはあまり違いがありません。
　この（１）（２）を間接話法にすると結果は同じになります。

間接話法：He said that I might be right.

　（１）を元にした場合、過去のその時点で mayという直説法現在で表現されていたことは今から振り
返れば直接法過去としての might で表現されます。
　（２）を元にした場合、直説法ではない条件法のmightは「時制としての過去」を示すものではないた
め、間接話法にしても形は変わりません。そのため間接話法で書かれた上の文の「might」が直説法過去
なのか条件法なのかは発言者である「彼」にしか分からないのです。

　そのような解釈の紛れを防ぐため、直説法過去としての意味で伝達したい場合は、

間接話法２：He said that I was possibly right.

　のように「同じ内容を別の言い回し」で表現する方法もよく取られます。
　同様の例を他にも見てみましょう。

I thought, “ he may be sick.”
I thought, “he might be sick.”
→I thought that he might be sick.

　このように「可能性」としてのmay/mightはニュアンス的にわずかな違いがあるとはいえ、事実的には
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大きな違いが生じないので、間接話法の文を見て、「might」が「直説法過去」、「条件法」のいずれと解釈
してもまず問題にはなりません。しかし次のような場合は、意味的な差がやや大きくなってきます。

　その他あらゆる用法の直説法現在mayは、過去の伝達としては、直接法過去となってよいのですが、
ポイントは「機械的な変形」で納得せず、条件法との混同を回避できないかと常に考慮することを忘れ
ないでください。

He said,”You may go home.”（直接法現在：「帰ってもよろしい」）
He said,”You might go home.”（条件法：「場合によっては帰ってもよい」）
→He said that I might go home.　（mightの用法の区別がつかない）

　意味・用法の区別というのは単にある単語の形だけを見て判別することはむしろまれで、前後関係や
その他の語句との関連性から「自然な解釈」がなされるのが普通ですから、そういう手がかりがあれば、
１文だけでみ用法区別がつかなくても問題にはなりません。
　あえて、１文の中だけでも紛れをなくしたいのであれば：

He said that I was allowed to go home.
He said that there was possibility I would be allowed to go home.

　のような言い回しの工夫をすることもできます。
　文法を学ぶとき大変重要なことは、「ある用法として自分がなんらかの単語を使ったとしても、それが
誤解なく読み手（聞き手）に伝わるか」を考えなければならないということです。「自分はこの用法として
使ったのだ」と主張しても誤読を招く表現は避けなければなりません。

　辞書の例文でさえも、このような配慮にはあまり触れておらず、「従属節における時制の一致による
mayの過去形」とという用例が書かれており、そのmightが条件法である可能性もあることはほとんど解
説されていません。（「時制の一致」という概念を持ち出すこと自体がそもそも正しくないのですが、、。）

　このように過去の時点で直説法現在のmayが用いられていた発言を間接話法の伝達部とするとき
は、直説法過去のmightになってよいのですが、機械的な変形だけで納得するのではなく、常に「条件法
との混乱」を回避できないかを考慮することを忘れないでください。

２、条件法のmight

　直説法現在のmayは、表す時間はそのままに可能性の低さを含みに持たせた条件法mightでも表す
ことができます。この場合、そこに述べられている事実内容自体にはほとんど違いはなく、表現が控えめ
になっているだけの差です

That may be true.
（それは本当かも知れない）
That might be true.

（ひょっとしたらそれは本当なのかも知れない）

　これまでもたびたび述べてきましたが「どう和訳するか」は大きな問題ではありません。英文に添えて
ある日本語は「参考訳」であり、唯一の正解を意味するものではありません。上記の２つの英文も「might
になっていたら『ひょっとしたら』という言葉を加えなければならない」というふうには考えないでくださ
い。あくまでも条件法mightの方が、直説法mayよりも「可能性の低さを話者が感じていることの現れ」だ
ということを意味しているだけです。

　条件節に仮定法過去が用いられていれば、「現在の事実に反する仮定」や「実現可能性の低い条件」
があることがはっきりしますので、主節（帰結節）の述語動詞は、その「条件の下である」ことを条件法
mightでしめします。
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If I go home now, my mother may be cooking.
（今家に帰れば、母が料理の最中かも知れない）
If I went home now, my mother might be cooking.

　下の文も日本語だと上の文と違った表現にはならないところでしょう。英語では特に「まだ帰るつもり
はないが」などの含み（現在の事実に反する仮定）が went にあらわれ、そういう「実際には起きない条
件の下」であることが条件法mightに形となって現れるという言語習慣上の違いがあります。しかし、これ
は義務ではなく、平易に上の文で述べても間違っているわけではないのです。「When I go..」と言った限
りは本当に帰らなければならないとか、「When I went ..」となっているのだから、発言者は帰らないのだ
と決め付けるべきものではありません。（述語動詞に形として現れる法[＝話者の心理]は、その瞬間の気
分が思わず言葉に出るだけのものですから、明確な事実描写しようとしているのではありません。またち
ょっとした気分の違いを常に言葉に出す人ばかりとも限らないでしょう。（特に仮定法は現代英語では廃
れつつあり、事実に反する仮定を平気で直説法で述べることも珍しくなくなってきています。たとえば今
晴れているときに「If it is raining now,」と誰かが言ったからといって、「現在の事実に反しているのに is 
を使ったら間違いであり、それは wereになっていなければ無教養な英語だ」などと責めるべきではない
のです。）

　may 同様、might も完了形と接続して「過去についての推量」や「完了行為についての推量」を表現で
きます。過去の事実に反する条件のもとで、非現実の条件として過去を述べるときも同様です。

He may/might have lost his way.
（彼は道に迷ってしまったのかも知れない）

If you had studied harder, you might have passed the exam.
（もっと熱心に勉強していれば、試験に受かっていたかも知れない）

　許可を求める「May I...?」が条件法の含みにより、控えめ（丁寧）な言い方として「Might I..?」表現され
ることもあります。

Might I ask your name?
（差し支えなければお名前をうかがってもよろしいでしょうか）

　直説法による「Will you..?」よりも条件法の「Would you...?」が実現可能性の低さを踏まえた含みを持
つ分丁寧になるのと同様、許可を求める「May I..?」を条件法で「Might I...?」とすればさらに丁寧になりま
す。ただし、「May I..?」は直説法とはいえ、十分に丁寧な言い方なので、よほどフォーマルな場面や上下
関係を強く意識している場面でもない限り「Might I...?」とまで丁寧になりすぎる必要性は通常は滅多に
あるものではないでしょう。（使ってもいいのですが、「なぜそこまで丁寧な言い方をするの？」と相手は
いぶかしく感じるかも知れません。）

　「May/Might I..?」で許可を求められても、機械的に「Yes, you may/might. /No, you may/might not」
と答えるのは、いかにも自分が上の立場だと威張っているように聞こえますので、現実の会話では、質問
形式にとらわれず、

Yes, please./Go ahead./No problem.
　などで「いいですよ」の意味としての回答とします。
　許可したくない場合は、
Sorry, please don’t do that.
　などと答えればよいでしょう。

　法助動詞の条件法というのは、とにかく心理的含みの強い表現です。そのためそれが多く用いられる
のはビジネス現場や、公式の場など改まったシチュエーションとなります。日本語同様、日常的な場面で
ことさらに丁寧な言い方をすると、場合によっては話者の憤りの裏返しに聞こえることもあります。（事実、
そういう気持ちを強く抑えて発言することで言葉は必要以上に丁寧になったりするわけですが。）
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You might at least apologize.
（せめてお詫びくらいはあってもよろしいのではないですか）
You might lend me such small money.

（そのくらいのはした金、貸してくれたっていいじゃないか）

　これなども話者の遺憾の気持ちや相手に対する非難のニュアンスが might に出ています。「自分の
気持ちをうまく言葉に込めて英語を使いたい」と思っている人も多いことかと思いますが、この「You 
might..」は、すこしすねた気分をイメージしながら類例を自分で考えてみてもよいでしょう。「you might（
言うまいと）」思えどつい言わずにいられない気分です（笑）。

　may の中で取り上げた慣用表現「may well/may as well/may as well...as」はすべてmightで
も使われます。控えめなニュアンスになっているというだけの違いで用途は同じですから、これらについ
ては、mayの解説項目を参照してください。
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　must

（語形と発音）

must（現在形）※1

強形：/mʌst/
弱形：/məst/
否定形：must not, musn’t (mus-t’nt)/mʌ́snt/※2

※1：次の語源で述べるとおり、現代英語の用法として must は現在形のみで過去形がありません。
※2：否定形として１語短縮形は、２音節です。mus-t’nt と第２音節を子音 n が母音の代わりとして構成
しています（子音音節：第２巻「発音」の「様々な音声学的現象＞音節を理解しよう」参照）。
　短縮形では/mʌst/の語尾の/t/音が消失し、/mʌ́snt/になっている点にも注意してください。
　might not の短縮形である mightn’t(migh-t’nt) /maɪ́tnt/では mightの語尾子音/t/は脱落して
いませんが、これは、mustn’t で must の語尾/t/音まで残すと「子音が４連続」となってしまい、子音音
節の要となる/n/では（完全な母音ではないため）、音節としての聞こえを支えきれないため、子音脱落と
いう音声学的現象を起こし/mʌ́snt/という音になったものです。（簡単に言えば、聞こえやすさ、読みやす
さの問題ということです。）

（語源）

　英語、ドイツ語などゲルマン語族に属する言語には、現在時制であるが過去時制と同じ形をとる特殊
な動詞があり、これを過去現在動詞（Preterite-present verb）と呼ぶのですが、英語の法助動詞のグル
ープはこの過去現在動詞に由来します。
　つまり、もともと別の形の現在形が先にあり、その過去形がやがて現在形として用いられるようにな
ってしまったもので、can, will, may については、空白になってしまった過去形のために「新たな過去形

（could, would, might）」がさらに作り出されました。（現代英語での現在形が過去形に由来していると
いうことを考えれば、他の動詞が「原形」を持っているのに法助動詞に原形がないことも納得できると思
います。）

　過去形が現在時制の意味に用いられだしたのは、現代英語にもある「条件法の婉曲用法（過去形にす
ることで現在のことを丁寧に述べるもの）」と同じ発想が昔ににもあり、意味的に現在を表すことがその
まま現在形として定着してしまったことによります。このmustについてもそういう用法で、１４世紀ごろか
ら過去形でありながら現在時制に使われるようになったとのことです。

　must は古くは、motan という語形を取っていて、その過去である moste に由来しているのですが、
本来過去形である must が現在形として用いられるようになったあとにも、新たな過去形は作り出され
ませんでした。「ought」も同じく、過去形由来ですが、現在形として今は使われており、新たな過去形が
ありません。
　その理由として考えられるのは、１つに「must」や「ought」は、過去形としての語形が特に色濃く残
っている（語尾の-tが現代英語の「-ed」に相当する）ため、間接話法伝達部では、そのままの語形で過去
時制の用途にも用いても抵抗がなかったこと。本来、must自体が過去形なのですから、これはある意味
先祖がえりして使われているわけであり、「must, ought」はその語形、発音から「過去時制的意味」を
感じ取りやすかったのかも知れません。言い換えれば、他の法助動詞（can, will, may）が「もともと過去
形だった」という由来を忘れさられて意識されなくなったのに対して、must, ought は、語形と発音の
関係から幾分か、その由来が英語話者たちの意識のどこかに引き継がれやすかったともいえるでしょう。
　もう１つは、must の過去にあたる意味を「had to」など他の言い回しで表現できるため、どうしても
新たな過去形を生み出す必要性が強く求められなかったということがあるでしょう。

　must は語源的にその最初の現在形であった motan が「have to, be able to」を表していました。現
代英語ではイギリス英語で must と have to の用法区別が比較的なされていますが、米語では互換
性のある場面も非常に多くあります。これはもともと同様の意味を表していたのである意味自然なことだ
と言えます。
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（用法）

　理解の整理を容易にするため便宜的に用法を項目に分けますが、それぞれの項目がまったく異なっ
た別の意味なのではなく、互いに関連性があり、どの用法と見なすかはこうでなければならないというも
のではありません。ですから辞書や参考書によって must の用法を何種類と考えるかはまちまちです。
ここで分類した用法についても、他の用法のニュアンスを同時に含んでいるものもあります。

１、必要・義務・強制・話者の主張

　特に２人称（You）を主語にした場合は、実質的に命令文と同じニュアンスを伴います。否定（must 
not）は、「不必要」ではなく「禁止」の意味です。

All visitors must report to reception.
=All visitors are required to repot to reception.

（訪問者は必ず受付を済ませてください）
　否定「must not」は禁止（してはならない）の意味になり、「しなくてもよい」の意味は「need not, 
don’t need to, don’t have to」や「be not required to」を用いて表現します。

Cars must not park in front of the entrance.
=It is not allowed to park in front of the entrance.

（入り口前は駐車禁止です）

I must ask you not to do that again.
（[フォーマルな言い方]２度とそれをしないでいただきたい）
　「You must not..」というきつい響きの禁止表現を避け、「強く
禁止したい気持ち」はそのまま表しつつも、must を自分の行為
に対して用いることによって、婉曲的な言い方になり、幾分響き
がやわらぎますが、これなどは上司が部下に対して、穏やか目の
口調ながらしっかりと禁止を伝えているような言い方です。

　あとで独立した項目として取り上げる「have to」との違いについては、英式と米式で傾向性が異なり
ます。must は have to に比べて命令的口調に感じることもあり、きつい響きを伴うため、特に米語で
はhave toが好まれる傾向があります。
　学習者としては、have to に意味的な置き換えの利かない用法（確信的推定など)以外は、特に区別
を意識する必要はなく、日常的な会話では響きのやわらかい have to を使用していれば無難だと言え
ます。

　イギリス英語では「must」が「話者の主観による主張」の意味合いに、「have (got) to」は「客観的状
況による義務・必要性（規則による決まり、第三者の要望など）」に用いられる傾向があります。この用法
の区別を米語の中で行っても（米語では区別そのものがあまりなされておらず、どちらの意味にどちらの
表現も使えますので）もちろん支障はきたしません。

　mustは過去形に由来し、条件法としての過去形がそのまま現在の意味にもちいられているという語
源的由来・背景があります。そのために話者が何らかの仮定を感じながらmustを用いたくなる心理が
英米を問わず、人によってはあると言えます。それが特に強く残っているのが英式であり、「話者の主観に
よる主張」の用途にmustを使うのはそういう本来mustが持つ語感によるものです。
　一方、have to は「have」という直説法現在で表現されているため、その内容に条件・仮定はまったく
感じられず、ストレートに事実描写としての義務・必要を伝えます。それが「話者の気持ちと無関係」に、「
規則、事情などによってしなければならない」という意味を表すのです。こういった語源、文法的区別を「
現実の用途」にどこまで反映させるかは時代によって変化しますし、国によって、地域によって、また人に
よって異なるということです。
　must が条件法由来の過去形であり、have to が直説法現在なら、「直説法の方がストレートな言い
方できつく聞こえて、条件法のmustの方が控えめに聞こえるのではないのか？」という疑問もあるかも
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知れません。しかし、mustが条件法由来であるということは、控えめな表現（かつては確かにその用法
だったのですが）としてではなく、むしろ「話者の個人的主張」という点が強く感じられるため、must の
方が響きがきつく聞こえるのです。そして直説法現在の have to は「話者の考えを聞き手にぶつけてい
る」という印象ではなく、「だって規則でそうなんだから仕方ないじゃない」という義務・必要の責任の所
在が第三者にあるように聞こえるため、聞き手としては「話者の意見の押し付け」という印象がないわけ
ですね。

２、勧誘・要望

　条件法に由来するためmustには「話者の個人的主張」というニュアンスが本来あり、それが１の「必
要・義務・強制」の用法で have to より言葉がきつく響くというお話をしました。そしてアメリカ英語では
意味的に「must/have to」に違いがなくなっている（互換性がある）とも述べましたが、用法によって
は、mustの歴史的背景があるからこそ、現代英語の中にも英米を問わず引き継がれているものがあり
ます。

If you go to Japan, you must visit Kyoto.
（日本に行くなら、是非京都に行くといいよ）
You must read this book.

（この本、絶対お勧めだよ）

　これらは「話者の個人的主張」だからこそ感じられる意味です。そして１の用法のような「本気で強制」
しているわけではないことが文脈や話者・聞き手の人間関係などから自然に了解されるため、「強制的
にさせてしまいたいくらい、強く勧めたい」という心理を表します。１の「必要・義務」の用法は命令的に
響くので目上の人に向かって使うのは失礼になりますが、この２の用法はむしろ相手との精神的距離を
縮めた親しみを込めた表現として英語文化的には「礼儀にかなったもの」となります。強くお勧めする意
味なのに、「have toの方が響きがやわらかいと習ったから」などといって、上記の例文のmustをhave 
toに置き換えてしまうと、まるで「あなたの意思や希望は無関係であり、あなたは規則によって嫌でも京
都に行かねばならないのです」などという冷たい、機械的で命令的な響きにすらなってしまいます。

　自分自身の行為についても同様で、
I must go to your concert.
I have to go to your concert.
　では、話者自身の強い希望で「是非行くよ！」と
感じられるのが must であり、「have to」では「
別に自分は行きたいわけじゃないけど、義務だか
ら」といった響きにもなります。

　現状として「must/have to」の区別が米語で
は希薄になりつつあり、全部 have to で済ませ
る傾向が進んでいると言われますが、私としては

「must/have to」に関しては英式にならってニ
ュアンスの区別をできればした方がより望ましい
と感じます。（英式のmust/have toの区別をす
ることで、米式の意味に誤解を生じたり、支障をき
たすことはまったくないのですし、米式でも、この
勧誘の用法では have to は上で説明した響きに
なるからです。）

　これはずっと以前にある本で読んだエピソードなのですが、国際線のチーフパーサーをしていたあ
る日本人が、同じ機に搭乗していたアメリカ人の上司から、とある行動を命じられました。（どんな行動
だったかは忘れてしまいました。）そして、その日本人は、「OK, I understand that I must do it.」
と言ったところ、そのアメリカ人上司から「No, you only have to do it.」と言われたというのです。も
し、must と do がまったく同じ意味で互換性があるのなら、こんな返事は返ってこないはずです。それは
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つまり、日本人チーフパーサーが言った「must」に、本来の条件法的ニュアンスとしての「話者の主観」
を敏感に感じ取り、「君がどう思うかは問題ではない。君はただ規則に従ってそれを行えばよいだけのこ
となのだ」と、そのアメリカ人は言ったわけです。
　英語初心者との日常会話で、英語ネイティブがこのような違いを気にすることはまずありませんから心
配しなくてもいいのですが、国際線チーフパーサーとして極めて高度に英語を操っている人だったから
こそ、相手のアメリカ人も、微妙な言葉のあやが気になったのでしょう。それでも、このように英語ネイティ
ブは語感として、mustが持つ条件法的響きと、直説法現在の「have to」による無条件の義務を感じ分
けているものだということが伺えるエピソードと言えるでしょう。

★mustの名詞・形容詞転用

　「是非お勧めしたいもの」という意味から「must」が名詞や形容詞に転用されて使われることもありま
す。こういう名詞・形容詞に転用された例を通じても、助動詞 must が中心的に持つ意味がより深く理解
されると思います。

If you visit Kyoto, Kinkakuji Temple is a sightseeing must.
（もし京都にいくのであれば、金閣寺は必見の観光地だよ）
A laptop computer is a must for every businessman today.

（ラップトップコンピュータは現代のビジネスマンの必需品だ）
This is a must book for every student.

（この本は学生にとって必読の書だ）

３、確信的推定・論理的必然性（mustに強勢あり）

　推定的意味では本動詞は常に「無意思動詞」です。意思動詞が来るとどうしても「しなければならな
い」の意味に感じてしまうからです。
　「確信的推定」とか「論理的必然性」なんて漢字で書くと難しそうですが、要するに「～に違いない」とい
う意味です。「違いない」と話者が強く思うには何かそう思わせる「理屈、理由」があるというのが論理的
必然性。

You must be hungry after all that walking.
（あれだけ歩いたのだから、さぞかし疲れていることでしょう）
　「あれだけ歩いた」という事実があるから「きっと～だろう」と話者は強く推定しているわけです。言葉と
して推定の根拠を示すとは限りませんが、話者は常に「何かがあってそう感じている」のであり、なんらか
の根拠を持っています。

You must be kidding(=joking)!
（まさか本気じゃないよね＝きっと冗談で言っているのですね）
　これは相手の言葉がとても信じられるようなものではないからとか、相手の日ごろの性格から考えてと
てもいいそうにないことだからとか、「まさか本気じゃない」だろうと思わせる理由がどこかにあります。

　この確信的推定を過去のことについて述べるときは、must に過去形をそのままつなぐわけにはいき
ませんから、形式としての完了形を接続します。もちろん、完了形が「過去」を表す以外に「現在における
完了行為」を意味している場合もあります。

You must be kind.
１、君はきっと親切な人に違いない。（mustに強勢：確信的推定）
２、君は人に親切でなければならない。（命令）

　前後関係なしに１文だけポツンと示されても、１，２どちらの意味か区別できません。音声を通じてな
ら、まだ「映画の一場面を切り取って見る」などしても、mustの強勢があるかないかなど、音声的手がか
りから前後関係の推測もできますが、文字だけの場合、脈絡なしに「確信的推定（～に違いない」なのか
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「命令（～しなければならない）」かは分かりません。

★must＋完了形（だったに違いない）

The ground is still wet. It must have rained yesterday.
(=I’m sure it rained yesterday.)

（グラウンドがまだ濡れている。昨日雨が降ったに違いない）

You must have visited so many countries.
（君はきっと沢山外国を回ったに違いない）
　色んな国の事情に詳しかったりという、そう思わせる根拠があります。この「have visited」が過去なの
か、経験や完了を表す完了形なのかは判別できません。どの意味に解釈しても何も変わらないのでその
ような用法の区別は問題としても無意味です。

４、主語の固執性

　これはニュアンスとして「どうしてもしたがる」とか「しないではいられない」といった意味合いですが、
文脈によっては話者の不快感を裏づけにしていることがあります。

If you must smoke, do it outside please.
（どうしても喫煙したいなら、外でどうぞ）
　これは話者として「できれば吸って欲しくないのに」という気持ちが働いています。単に喫煙場所を教
えいているだけなら、このmustは不要であり「If you smoke, ...」や「If you want to smoke,...」でいいとこ
ろです。

　この「if you must (do something)」のパターンは、話者としてできるならばしたくない気持ちを込めて
使われている例をよく見かけます。

I got divorced twice, if you must know
（私は２回離婚したよ。どうしても聞きたいっていうなら答えるけどね）
＝そんなこと聞いてほしくないんだけど

　次のような例でも話者の不快感がmustに出ているといえます。

She must have everything her own way.
（彼女はなんでも自分の思い通りにならないと気がすまないんだ）

　こういう「話者の主観的ニュアンス」を込められるのも「法助動詞」の特質です。法とは「話者の気分」の
意味ですからね。これが純粋な直接法だと「事実を淡々と描写する」ことしかできないところです。そうい
うことを考えても、must が純粋な直説法現在時制ではなく、過去形による「条件法」に由来していること
が納得できると思います。

５、（否定で）禁止[主語は２人称]

　１の用法（必要・義務・強勢）を否定にすると「禁止」の意味になります。主語がYouであれば、実質的に
「Don’t...」で禁止しているのと意味は変わりません。３人称を主語にしてはいけないわけではなく、そ
の場合は「～させないぞ、させるな」という間接的禁止の意図を表します。

You mustn’t say things like that.
（そんなことを言ってはならない）

※「must not (=mustn’t)」の否定語 not は（たとえ短縮形であっても）意味・構造的に must ではな
く、あとの本動詞を否定しているといえます。
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　なぜなら「must」の意味を否定していると「『しなければならない』のではない｣という意味にならねば
ならないからであり、禁止の意味は「『しないこと（not+本動詞）』を義務とする」の意味にって生じるから
です。
　他の法助動詞の否定形は、強勢の位置やちょっとした緩急の違いによって、notが「助動詞否定」の場
合と「本動詞否定」の両方に解釈できることがありますが、must は１種類しか解釈できません。

I cán’t move. (I cannót move.) ←「cannot」を１語に発音(can notと強調表記も同じ発音）
（私は動けない）
I can / not move. ←「not move」の方をひとまとまりとして発音する。(can’t/cannotと書かない）

（私は動かないでいられる） 「動けない」の意味とは読み方の緩急が異なる。

※通常「can not」と分けて書くのは「not」を特に強く発音する否定の強調に過ぎないのですが、「しない
でいられる」の意味では、notがcanを修飾していないので、分けて書きます。

You may nót leave here. ←「not」側にアクセント。「may not」を１語のように一気に発音。
（君はここを去ってはならない）
You máy not leave here.←「may」側にアクセント。「not leave」をまとめて発音。

（君はここを去らないでもよろしい）

※文字で書いた上では区別できないので、上の「しないでいられる」や「しないでもよい」は、音声を手が
かりにできる口頭での会話だけで使います。書かれた文では、上の解釈がなされます。

　禁止の意味としては法助動詞による表現としては、「must not/may not/cannot」のいずれでも表すこ
とができますが、「must not」が禁止としては一番意味が強く、「may not」は「不許可」として「権威あるも
のが許可を与えない」ニュアンスになり、「cannot」は「客観的可能性がない＝不許可」という話者主観の
希薄な響きであるため、意味的には一番やわらかくなります。相手の質問形式に機械的に対応させる必
要はありません。

May I go out tonight?
（今夜外出してもいいですか？）

1, No, you mustn’t.
2, No, you may not.
3, No, you can’t.

　１は話者の主観性も強く感じられ、「だめだ、外出させるわけにはいかない」とか「あなたの外出は禁
止する」といった感じできつい言葉です。
　２は「いいえ、いけません」や「いいえ、許可しません」という感じであり、話者が許可を与える立場にあ
って、その権威・権力のもとに許可を与えない意味なので、上下関係がニュアンスにでます。
　３は、たとえ話者としては外出させてあげたくても、状況が許さないからなど、話者の判断を言葉に込
めていないため、聞き手としてもきつい響きを感じません。
　現実の会話では、このような理由から「cannot」が禁止の意味では一番よく使われます。（もちろん法助
動詞を用いない他の表現も多くあります。）

（mustが過去時制の意味を表す場合）

★過去の内容の間接話法伝達部で

　must はすでに述べましたように、それ自体が本来過去形ですから、話法の伝達部としての直説法過
去にそのまま用いることができます。must が意味的に直説法過去であることは主節の時制や、文中の
時間を表す語句などから判断されます。また「had to」への置き換えでも、もちろん構いません（その方
がより普通です）。
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He said, “You must stay home.”
（「君は家にいなければならない」と彼は言った）
→He said that I must stay home.
→He said that I had to stay home.

★後悔・恨み言

Just as she was starting to like me, I must offend her!
（彼女が私を好きになりかけていたっていうのに、怒らせてしまったなんて。）

　このmustが過去についても使えるのは、一見主節のように見えますが、意味的には次のような文の従
属節として、本来の過去の意味になっているともいえます。そう考えると、先の「間接話法の伝達部」にお
ける「本来の過去形として」用いられているものと同様の用法だと言えます。

Just as she was starting to like me, (I regret that) I must offend her!

　こういうmustは「義務、必要」の延長ではありますが、「怒らせないでも済んだはずなのに、わざわざ怒
らせるような方法（言葉や態度）を取らなければならなかった（＝そんな方法をおろかにも選んでしまっ
た）」という意味からのmustです。つまり「しなくてもいいものをわざわざする」というニュアンスだと理解
してください。「本当ならしなくてもいいのに」というのは条件であり、それを含みに持った「条件法」であ
るという解釈も成り立ちます。だからmustは過去形のまま、主節の時制と無関係に同形で用いることが
できるのです。従って当然ながら現在時制の中でも用いられます。

Must you always question everything I say? 
（私の言うことにいちいち疑問をなげかけないでいられないのか）

Why must it always rain when I want to go out?
（出かけたいときに限ってどうしていつも雨なんだ？）

（未来表現として）

　英語では「未来性」を現在時制の範疇で表現しますので、must のままでも「今の時点での未来に関す
る確信的推定」などとして用いることができます。

You must go on a business trip next month.
（君は来月出張にいかねばならない）

　「will＋have to」は「must」単独による「現在における未来についての確信的推定」とは少しことなった
意味になります。

You’ll have to go on a business trip next month.
（君は来月、出張にいかなくてはならなくなるだろう）

　「will + have to」の形式は「今はまだそうなっていないが、この先時間の経過とともに（＝単純未来）
、must/have toになるだろう」と言っているわけです。「You must..」でいきなり始まっている場合は、「今
の時点」ですでに「きっとこの先そうなる」と確信されているのに対して、「will have to..」は「今の時点で
はまだはっきりしたことは分からないが」という違いがあります。
　ですから「未来のこと」だからといって機械的に「will have to」に書き換えなければならないとは考え
ないでください。あくまでも表現すべき意味を慎重に考えなければなりません。
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　ought to

（語形と発音）  ought/ɔːt/　（無変化）

　基本形：ought to (do)

　「ought to (do)」と「to不定詞」が直後に来ますが、「ought」の末尾子音と「to」の頭の子音/t/は、通
常速度では「同化（第２巻「発音」＞「様々な音声学的現象＞同化」参照）」を起こし/ɔ́ːtə/と発音されま
す。

 　「ought」は過去形由来ですが、現代英語では現在形として用いられるのみで、過去時制を現す形を
持たず、過去を表す主節に接続された従属節内でも ought の語形のままです（must同様、もともと過去
形だったための先祖がえりを起こす）。

　否定形：ought not to 

　イギリス英語で多く用いられる形で、より一般的にはought to そのものを否定にせず、「I don’t 
think you ought to..」のように否定主節につなげた肯定のままの従属節によって表現します。

　疑問形：Ought S to (do)?

　「to不定詞」とつながるという点において「will, shall, can, may」などと特徴が異なりますが、法助動詞
ですので、「ought」と主語の入れ替えで疑問文を作れます。

（語源）

　現代英語で助動詞として用いられている「ought (to do)」と、一般動詞として使われている「owe（支
払義務を負う）」、「own（所有している）」は、語源的には１つのルーツにまとまります。

（ここからの説明で「（古）」とつける単語は古形（古い英語での形）ですので、どう発音したのかを気にする必要
はありません。また由来の説明として古形を示しますが、今は使われない単語ですから覚える必要もありません。

「ought, owe, own」の誕生由来の流れとして「へえ、そうなんだ」という程度に聞いていただければ結構です。）

　古くは「（古）agan」という単語があり、これが現在形として「所有する；支払う義務がある」を意味して
いました。「所有する」というと「すでに所有している＝支払済み」という感じがしますが、何かを買うのに
借金をしたのは大昔も同じであったようで、このaganが表す「所有する」は、「所有権は得たがまだ払い
が残っている」状態です。
　aganの過去形である「（古）ahte」が過去形でありながら現在の意味に用いられるようになり、「ought」
の語形として「返済すべきものとして持っていた」から金銭的借金に限らず「義務がある」の意味になっ
ていきます。
　ought が本来の過去形としての意味から現在形として用いられるようになったことから、空席になった
過去形を「owed」という新たな単語が補うことになります。

　さらにaganの過去分詞である「（古）āgen」という語形が、「すでに所有された」意味から「own」になり
ます。こちらはすでに支払い済みで「自分自身」のものになっていることを表しますが、その意味は１度、
１３世紀ごろに消失したそうで、その後も残っていた派生語（owner, owning）から「own」が逆生成され
て現代語の形となったものです。

　ちなみにoweの現代語の意味（「借りがある；義務を負っている」）は、かつて「shall」が表したものでし
たが、shallが未来性について表現するようになるに連れ、owe が取って変わったとされています。そして
shallは本動詞的な用法を失い「義務」的ニュアンスを含みつつ助動詞として確立していきます。過去形
shouldの「すべき」という義務の意味は、もともとshallに備わっていた本来の意味でもあるわけです。
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　「should（義務）」がほとんどの場合、「ought to（義務）」と互換性があるのは、上記のように意味的に
は互いに取って代わるほど同じことを表していたためです。ただし語源的由来の違いによって現代英語
でも「should」は、話者の主観的意見としての「義務」を表し、一方「ought to」は（もともと金銭的支払
の契約を背景にした義務だったので）、より客観性を帯びた義務、法律、規則を意識した使い方がなされ
ます。そのため、ニュアンスとして「should（した方がいい）」よりも「ought to（すべきだ）」の方が強い
響きを伴います。意味の強さを反映して「ought」には常に強勢が置かれます。

  [ought, owe, ownの語源のまとめ]

（古）agan
（現在形：所有する；支払義務がある）

（古）ahte
（過去形→現在形として使われるようになり oughtに。元の意味の過去形としてowedが生成）

（古）āgen
（過去分詞→ownとして「所有する」の意味に

　「ought」はもともと「ought to (do)」
と「ought (do)」の両方の形で用いら
れていましたが、現代英語では「to不
定詞」と結びつく形が一般化し、正式
な英語としては、まれに「ought (do)」
と原形と結びつく形が古形として現
れるだけになっています。

　ただしそういう正当な歴史を踏
まえた古風な表現としてではなく、

「ought (do)」も元々正しかったなど
を知っているわけでもなく、ただ単に

「to」をある種の勢いや文法に対す
る無知というだけの理由で脱落させ
てしまう人がいますが、これは単に
informalな使い方や俗語表現です。
　疑問文で、Oughtを文頭に出してし
まうと主語のあとに「to付の不定詞」
を口にするように「will, can, mayな
ど」からの無意識的連想から同じよう
に原形動詞を持ってきたくなる心理
が働きます。否定文で「ought not」の
直後も同様。これは現代英語では標準的ではないので、間違いとされますが、現実にはアメリカ英語など
でしばしば見かけます（真似する必要はありません）。
　上記の「to脱落」はまだ「口語的」という範囲内ですが、さらにひどくなると他の助動詞とまぜて使う例
まで存在し、これはもう俗語であり文法的裏づけを感じていない無教養な英語と見なされます。

例：You should ought not do that again.
（そんなこともうするんじゃないよ）←あくまでも「悪い例」です。覚えないように。

　「Ought to」の使いこなしにいまひとつ確信が持てない場合、特に疑問や否定で「to」をつけ忘れ
そうだったり、「Ought S to V?」の形式を口にするのに抵抗を感じる場合など、そんなときは、悩まず

「should」を使えばよいのです。語源的意味の違いを現代英語の用法にどこまで反映させるかは、個人
差も大きく、知識としての語源を知らなければ、区別がつかないのもまったく無理のないことです。そして
現実に、「should/ought to」は冒頭で述べたように基本的に互換性があると考えても構いません。少なく
とも「should/ought to」の選択によって文意が変わってしまったり、伝わらなかったり、誤解されたりなど
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の問題が生じることはありません。（もっと極端に言えば、「ought to」を一切使わず、全部 should で済ま
せても大丈夫なんです。安心しましたか？）

　多くの用例を通じて、自然と微妙な語感の差を自分でも感じるようになり、丁寧に使分けられるように
なることはもちろん、大変好ましいことですが、「文法的規則」のようなものを暗記して行うものではなく、
現実の用例を、文法書などで理解を裏づけ、固めながら経験を通じて徐々に感覚をものにしていくべき
ものです。
 
　契約書の文面で用いるような場合は、「行われてしかるべきである」という強い意味の「ought to」が
明らかにより適切なこともあります。「ought to」は由来は過去形でもすでに「現在形」としての直説法
的ストレートで強い響きを伴いますが、「should」は今でも「shallの過去形」ですので、ニュアンスとして
の婉曲さが常に伴い、「した方がよい」という控えめな意味を感じますので、支払期日などに言及するとき

「should」を使うのは「無理なら払わなくてもよい」という都合のよい解釈をされかねませんからね。 

　辞書、参考書などを比較してみますと、非常に多くの用法・用例に分類しているものもあれば、わずか
２項目程度でしか説明されていないものまで様々です。これはすでに述べたように「should」と意味的に
はほとんど重なっていて、ニュアンスとして「直説法｣による強制力をshouldに比べると強く感じる程度の
違いだからです。
　辞書などを参考にしようとする場合、「ought to」の見出しの下に書かれている例文のすべてを「ought 
to」でなければならない例と考える必要はないのです。それが分かると「これはshould でも構わないよう
に思えるが？」という疑問や不安も解消されるでしょう。

　元来「支払についての契約・約束」の元での義務に由来しますので、「should」よりも強い意味を表しま
すが、「must」よりは弱くなります。ここでまた「和訳」で悩む人がいるかも知れません。「した方がいい、す
るべきだ、しなきゃだめだ」などの表現のどれかが正しく、どれかが間違いと思い勝ちですが、そうではな
く、「した方がよい」にしても、強めの気持ちで発せられていてば、「ought to」でもよく、「しなきゃだめだ」
にしても「must」ほど強い主張でなければ「ought to」でカバーできる範囲だと理解してください。

Students ought to attend the guidance meeting.
（学生は説明会に出席されたし）

　この「ought to」が「must, have to, should」でも文意は通じますし、どれも間違いにはなりません。
　must では「是非そうしてください」、「前回出なかったから今回は忘れるな」、「出席するといいことがあ
るから強くお勧めします」、など様々な「ought to」ではカバーされないニュアンスが出たりもしますが、そ
れも状況、前後関係次第です。
　should だと「出られないなら仕方ないけど、出ておいた方がいいよ」という控えめな感じにも聞こえま
す。
　学内掲示板での通知だとして、「学生は説明会に出席することになっている」という前提、当然のことと
みなされる考えがあり、その説明会の場で、重要な資料が配布されたり、あとで必要になる何かの申込
書が配られるのかも知れません。
　話者の主観を感じない直説法としての「ought to」なので「他の法助動詞でも意味は通じるけど、特に
どれがこの表現、状況に最も適するだろうか」と取捨選択するとすれば、「ought to」が極めて有力な候補
になるでしょうね。

The payment ought to be transacted by April 5.
（支払は４月５日を期限としてご送金ください）

　「支払の契約」の元による義務という語源的にも本来的な意味を表す例文でしょう。これも先の例同様、
「should, has to, must」で間違いになるわけではありませんが、「must」だと「もし支払わないとペナル
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ティが発生する」などと続きそうな気もしますし、この文を書いた人の個人的な強い要望のようにも響き
ます。「has to」はまったく問題ありませんが、この文を書いた人が支払の受取人ではなく、その人とは関
係のない事情についての伝達をしているだけかも知れません。「should」は、直接口頭で支払の期日を
伝えているとしたら、むしろ「ought to」より控えめなので適切だともいえます。「条件法のshouldだから、

『無理なら期日を守らなくていいです』」と解釈するのは、口頭での表現に対しては、論理的には正しくて
も、まるで状況や話者の真意を踏まえない「言葉尻を取った悪意の解釈」になってしまうでしょう。

★

The payment ought to have been transactted by April 5.
（支払は４月５日が期限だったのですが[まだ支払確認ができていません]）

　これは「must」に置き換えると意味が変わります。「must」だと「すでに支払われたはずだ、支払い済
みに違いない」の意味しか表せません。「should」は「支払われているはずだったのにまだ払われていな
い」の意味にも「払われているはずなんですが（まだ確認できませんか？）」の意味にも「誰の発言」かや、
状況によって解釈は可能です。

　１の意味を予測的な意味に用いた場合です。分かりやすくするために、他の助動詞表現と比べてみま
しょう。
　今「It （助動詞） be fine tomorrow.」という文で色々な助動詞に差し替えてどんな意味の違いが感じら
れるかを比較してみたいと思います。すでにこれまでの内容で学んだことなので先を読む前にご自身で
考え、以下の解説の内容を予測してみてください。

1, It will be fine tomorrow.
2, It is going to be fine tomorrow.
3, It should be fine tomorrow.
4, It must be fine tomorrow.
5, It ought to be fine tomorrow.

　いずれも「明日」というこれから先に起こる（であろう）ことについて述べています。
１：単純未来。時間の経過とともにそうなると「今の時点」で話者が予測していることを表します。話者の
予測ではあっても、他者からの伝聞でも構いませんが、客観的な判断材料があるとは限りません。
２：be going to：事態が進行中であるという原義により、雲行きなど何かの判断材料が必ずあって、「こ
の状況を踏まえてこのまま行けば」という意味合いです。
３：shallの条件法：義務の意味の拡大として、「そうなっていくはずだ」と話者の主観的判断によって前向
きに予測していますが、断定の程度は高くありません。
４：mustによる断定的推量：「でなければならない」という「義務・必要」の意味が推量に用いられたもの。

「きっとそうなるに違いない」という強い推量です。
５、３のshouldによる推量と大きな違いはありませんが、「まるで規則で定められているかのような」や
や強い推量であり、「明日は晴れるに決まってるよ」などと「当然のこと」という気持ちが感じられます。

　未来について言及するパターンとしてはもっと沢山考えられますが、ここでは「推量の程度」の差とし
て比較してみました。

　理解を深めるために次の例を見てください。

He （助動詞） be home by now, but he isn’t.

　もし「but he isn’t」がなければ（＝彼がもう家についたかどうか未確認なら）、「should, must, ought 
to」のいずれも入る可能性があります。それはつまり「事実はまだ不明だが」という前提だからこそ、様々
な確信の度合いでの推量がすべて当てはまるからです。
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　しかし、この例のように「but he isn’t (home)」という事実がはっきりしている場合は、「should, 
ought to」は使えますが、「must（～に違いない）」は、意味的な矛盾を来たすので使うことはできません。
これは日本語で考えてみても

(a) 彼はもう家に着いてるはずなんだけどなあ。でもまだなんだって。
(b) 彼はもう家についているに違いない。でもまだなんだって。

　では(b)のつながりが悪いことからも理解できるでしょう。しかし、

I just thought he must be home by now, but he isn’t.
（てっきりもう彼は家についたに違いないと思ってたけど、まだなんだって）

　ならおかしくありませんね。
　「I just thought（てっきりそうだと思ってた；思い込んでいたが違っていた）」があるため、「must」と
いう断定的推量が「間違っていた」という事実が明かされた内容だからです。こちらは「must, should, 
ought to」のいずれも自然に用いることができます。どんな場合も機械的に考えず、状況に応じて自然な
意味となるかどうかを逐一吟味するようにしてください。

　また上の文は「助動詞＋完了」でも意味に違いは生じません。

He should have been/arrived home, but he isn’t.
He ought to have been/arrived home, but he isn’t.
　やはり「must have been/arrived」は不適切です。

I just thought he should have been home, but he isn’t.
I just thought he ought to have been home, but he isn’t.
I just thought he must have been home, but he isn’t.
　こちらはすべて自然に感じられます。
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　have to

　「have to」はこれまで取り上げてきた一連の「法助動詞」には含まれないのですが（「have」は法助動詞
ではない）、意味的に「must, ought to」との比較対象にもなりますので、このタイミングで取り上げておき
たいと思います。

（語形）

（現在）have to / has to
主語が3人称単数で現在時制のときは「has to」

（過去）had to
（完了）have had to / has had to

　「have」は助動詞的性質と本動詞的性質を併せ持ったところがあり、本動詞としての活用変化を助動
詞の用法の中でも行います。そのため、たとえば「can」がすべての主語で同形であるのに対して、「have 
to」は、通常の「持っている（本動詞）」の意味での変化と同様に、「have/has」の語形変化をします。

（発音）

have to ：
（強形）/hæf tə/、（弱形）/həf tə/

has to ：
（強形）/hæs tə/、（弱形）/həs tə/

had to: 
/hæd tə/, /hæ(t) tə/

　「have to」が「しなければならない」という助動詞の句を作っているときは「have」の末尾子音/v/（
有声音）は、後に続く「to」の最初の子音/t/（無声音）の発音準備のために無声化して/f/になります。（
参照：第2巻「発音」＞「様々な音声学的現象＞同化＞逆行同化（予測同化）」）「has」も同様に有声子音
の/z/が、あとの/t/と同化して無声音の/s/になります。
　過去の「had to」は/d/が次の/t/との逆行同化をする発音も、しない発音も用いられています。

※ただし、「have to」が「しなければならない」という意味の助動詞句を作っておらず、意味的な切れ目
が「have / to」の間にあるときは、have/hasの末尾子音は無声化しません。これは過去形「had to」
でも同様です。読むときも意味の切れ目にわずかなポーズを置くか、緩急によって、意味を誤解なく伝え
ます。

例：This is everything I have / to offer.
「everything I have / to offer」＝「提供するために/私が持っているすべて」
（私が提供できるものは、これがすべてです。）

★have got to

　イギリス英語に多く見られる表現に「have got to」があり、アメリカ英語でもくだけた口調ではしばしば
使われています。
　特にイギリス英語では、「have（持っている）」という現在時制表現を「have got（手に入れた結果として
持っている）」という言い回しで表現することが多くあり、その「have got」がそのまま「have to」の「have」
に入れ替わったものですから、意味は「have to」となんら変わりません。（現在の状態を述べるのに、アメ
リカ英語で現在形、イギリス英語で現在完了形という表現傾向の違いがあるのは、他に「（米）It is five 
years since my father died./ （英）It has been five years...」といった例もあります。）

　単純未来の「will」と接続して「will have to」の形はありますが、イギリス英語でも「will」につなげると
きは「have got to」とはせず「have to」を接続します。（その他の助動詞との接続でも同様。）
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　BBC（British Broadcasting Corporation:英国放送協会）の英語教育サイトによりますと

＞We cannot say: I had got to.../ I’ll have got to.../ I’ll must.../ I’ve must....

　とあり、「have got to」の過去形に相当する「had got to」は用いられないとのことです。
　日本語で書かれた文法解説書や、ネットの記事などには「had got to はまれ」と書かれており、使われ
なくはないと解釈されますが、少なくとも英国放送協会は、「had got to」にダメだしをしています。
　一方他の「英語話者たちによるフォーラム」のようなサイトでは、「had got to」に関して賛否両論見か
け、「必要なら使ってよい」との声も、「不恰好だから had toで済ませる」との意見もあります。
　「イギリス国内＋英語＋教育関連（.edu）」のフィルタで「had got to」を検索してみると、わずか288件
しかヒットしませんでした。 検索ヒット数の多寡が安直に、用法の正誤を意味するものではありませんが、

「使用頻度」は明らかに低いことが確認されます。
　要するに結論としては「正しい、間違っている」という考え方ではなく、「had to / will have to」でよい
のだから、わざわざ「had got to/will have got to」というわかりにくく、冗漫な形式を用いる理由が（イギ
リス英語であっても）見当たらないと言えるでしょう。学習者としては「使わなければいい」ということで
す。

（語源・用法の由来）

★haveのスペルと発音についての疑問

　「have」という単語のスペルとその発音は、似たパターンのスペルを持つ「take, make, late, save 
など」のスペルと発音の関連性から見ると例外的です。takeを/teɪk/、makeを/meɪk/、lateを/leɪt/
、saveを/seɪv/ と読むパターンに沿えば「have」は/heɪv/と読むべきところですよね。なぜ「have」は、
他の多くの語のように「二重母音＋子音＋読まないe」のパターンにのっとらないのでしょうか。

　それは語形の由来が(ME[中期英語]）で have(n), habben、その前の(OE[古英語]）で、 habban  だっ
たためであり、（さらに遡ると capere (=to hold) との関係もあり、これが capture[捕らえる]という現代語
につながっています）、「have」の「v」はもともと「bb」というスペルでもあり、「have」の母音は最初から二
重母音としては発音されていなかったからです。

★意味の変遷

　極めて日常的な基本語彙である「have」は、用法も広く英語の動詞としては最も中心的なものの１つ
なので、「持っている」という意味はさぞかし古来から存在して引き継がれてきたものと感じられますが、
実は「持っている：所有している」の意味は16世紀に入ってからという新しいものがあります。

　OEでのhaveは、「持つ；手に入れる｣の意味が最初であり、その当時「（...の状態に）おく」という用法も
あり、それはすでに「（人に）させる」という使役の用途があったということでもあります。「I have a book.（
私は本を持っている）」の使い方より「I have him carry the bag.（彼にバッグを運ばせる）」の方が遥か
に昔からあった用法だなんてちょっと意外ですね。でも「動作」的な意味での「手に入れる」や「（ある状態
に）置く」が先で、それらが「状態」としての「所有している」や「（ある状態に）持っている」が後だというの
も納得できないものではありません。

　「（...の状態に）持つ」という古くからあった用法は、今日の「使役」や「完了形」の元にもなっています。
　完了形は現代英語では「have+過去分詞」をひとまとまりの述語動詞として用いますが、古くは

「have＋目的語＋状態」の語順として、たとえば
I have [ written ] a book. は、
I have a book [ written = in a written condition ] 
  に相当する表現によって「本を書き終わった状態に持つ」の語順によって表現され、やがて「written（
状態を表す過去分詞）」が「have」とまとまって完了形を構成するようになったと考えられています。

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv127.shtml
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　単語それ自体の歴史は古いhaveで
すが、「have to do」 で「しなければなら
ない」の意味を表したのは1579年が初
出。さらに「have to do/be」で「しなけれ
ばならない/にちがいない」の用法的な
確立は、19世紀に入ってからという、こ
れも意外なほど新しい用法なんです。

　「have to (do)」が助動詞的に用いら
れるようになった由来としては次のよう
に考えられています：

１、「have something to say」 の形
式が「have to say something」 の母
胎であるという説。
　構文の語順変化は、上述の通り、完了
形成立の背景にも見られますので、これ
も「なるほど」という気がしますね。

２、さらに古く古典ラテン語にも
「have＋不定詞」の用法があったの
で、OE まで遡るという説もあります。ただ
し古典ラテン語の「habēre(=have)＋不定詞」は「未来」の意味に用いられていたので、完全に同じ用法と
いうわけでもないようです。

　まあ、ちょっと専門的に大昔の英語のスペルまで見てきましたが、ポイントは簡単（？）です：

（１）「持つ；手に入れる（動作動詞）」の意味として haveは古英語からあった。
（２）「持っている；所有している（状態動詞）」の歴史は意外に新しい（＝16世紀）。
（３）古英語では「（人、ものを）...な状態に置く」の意味がすでにあり、これが使役や完了のはじまり。
（４）完了形「have+過去分詞」は「have+目的語＋（状態を表す過去分詞）」に由来。
（５）「have to (do)：しなければならない；ちがいない」は16世紀に初出で用法の確立は19世紀。
       非常に新しい。

（６）「have to」の由来は「have something to do」からの変形という説、古典ラテン語の「have+不定詞」
       に遡るという説などがある。

　その時代の英語は文字も今とは違いますので、現代英語の単語に置き換えて、語順
についてのみ説明しています。ちなみに当時の文字で書くと

ić hæbbe þɑ̄ ｂōｃ ɑ̄writene

　となります。もう英語じゃないみたいですよね（笑）。
　でも、じっくり見ると「ić」はドイツ語の「ich（＝I）」に似てますし、hæbbeが「have」のご
先祖様なのはすぐわかるでしょう。「þɑ̄」は「the」と同じで「th」を「þ」文字で表していまし
た。これは「ð」の文字と区別なく使われていて、「ð」はtheの有声子音を表す記号として
ご存知ですね。（þ/ðを有声音、無声音のいずれで発音するかは前後を有声音で挟まれ
たときだけ有声音として読まれたのだそうです。「ｂōｃ＝book」、「ɑ̄writene＝written」
なのは言われてみれば「ああなるほど」ですね。

これでも英語！？
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（用法）

１、義務

　これまでの解説の中で、また must の用法解説の中でも比較として触れたように「have to (do)」
は、have が直説法であるという点において、「客観的事実の描写」というニュアンスがあります。（一方、

「must」は過去形由来なので条件法の含みを伴うことが「話者の主観」としての義務・必要の響きを伴う
ということでしたね。）
　「have to」と「must」は基本的に表す意味は同じで、「しなければならない」という状況を話者が「主観
的な観点」から伝えるか「客観的に淡 と々述べる」かを区別して述べるときは使い分けがなされますが、
その区別はもちろん文法規則や義務ではないので、どちらでも意味的に差が生じない場合もあります
し、話者個人の言葉の習慣によってもいつどの程度の区別をするかは異なります。

　「客観的事実の描写」としての義務というのは、話者の好む・好まざるに関わらず「環境的な要因」、「規
則や第3者の意思」など話者の意図と無関係な理由によって生じる義務を伝えているということが言え
ます。つまり話者の好み、希望、意見とは無関係な「規則、状況的要因、他者による命令・要望・強制、社会
的習慣、あるいは運命など」によって「しなければならない」ことを述べるものです。

Do I have to pay a fine?　（英：Have I got to pay a fine?）
（私は罰金を払わねばならないのですか？）
--Yes, you do./ Yes, you have to./Yes, you’ve got to.
--No, don’t have to./No, you don’t need to (=need not).

　何かの違反行為をしてしまって、それについて罰
金が生じるのかどうかを尋ねる文例ですが、「話者の
好む、好まざるに関わらず規則に基づいて」という客
観的背景による義務であることが分かりやすい例だ
と思います。（この例で「must」を使って間違いなわ
けではありませんが、「have to」が典型的にしっくり
来る例ということです。）

　否定形「don’t have to」は、「しなくてもよい（不
必要）」の意味で、「must not (=mustn’t)」は「しては
ならない（禁止）」なのでこれらについて互換性はな
く使用の区別が必要です。
　「have to (do)」の否定で「have not to (do)」とす
るのは「方言か、非常に古風」とされており、様々な英
語話者たちによる英語フォーラムの中でも「聞いたこ
とがない」や「誰かが使ったことがあっても記憶にな
い」というような否定的意見が多数を占めていまし
た。（「文法構造的には成り立つ」ので間違いとまで断
ずる意見はほとんど聞かれず、「意味としては don’t 
have toと同じになる」という声はありました。少なくと
も「have not to (do)」の形式による否定は、現代英語において国・地域を問わず標準的ではないと言え
ます。

　「不必要」は「need」の否定でも表現できますが、これは「need」の項目の中で取り上げることにします。

　誤解のないように付け加えますが、「must/have to」は「常に使い分けなければならない」というもの
ではありません。現実に米語では「must」よりも「have to」を好んで用いる傾向があり、これは「must」が
持つ主観性を言葉に出すことをためらい「状況を背景にした義務」という話者の意見を前に出さない
言い方を好むことによります。また語幹として「話者の主張」をニュアンスに感じる must の方が「きつい
響き」に聞こえ、そのニュアンスを伝えない「have to」は事実内容との精神的距離感を感じられる分、言
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葉のきつさを伴わないことが、通常の会話で「have to」の方が好んで用いられる理由です。そして概し
てイギリス英語では当事者（話者や聞き手）の希望を込めて「must」を、規則や他者の希望を背景として

「have to」を使い分ける傾向が高いと言えるようです。
　イギリス的傾向の使い分けは、アメリカ英語の傾向性を包含するものですから、学習者の方針としては

（極端に神経質になる必要はありませんが）「主観」と「客観」による「must/have to」の区別を心がけて
おくことは常に安全で正しい結果をもたらすと言えます。（区別の必要なものを区別しないと誤解や問題
が生じますが、区別しなくてもよいものをしっかり区別する分には誤解も問題も発生しないということで
すね。）

　「must」の用例の中に「しなくてもいいものをわざわざする」という含みにより「後悔・恨み言」のニュア
ンスを伝えるものがありました。

Why must it always rain when I want to go out?
（出かけたいときに限ってどうしていつも雨が降るんだ？）

　これは「本当ならしなくていいのに」という条件法的含みが「must」に現れているものですが、「have 
to」にも同じニュアンスを表す使い方があります。

Why does it always have to rain when I want to go out?
（なんで私が出かけたいときは、いつも雨が降らないといけないわけ？）

　別にどちらの英文にどちらの和訳例を当てても構わないのですが、「自分の都合や望みと無関係に『
雨が降らないといけない』という決まりでもあるのか」というような環境や他者の意思への不平・恨み言
という発想がこちらにはあります。要するにこの「後悔・恨み言」の意味合いを「must/have to」のいずれ
でも（なぜそんなニュアンスが発生するかの発想には違いがありますが）出せるということです。
　この「後悔・不平・恨み言」のニュアンスも「まるで環境や他者の意思による規則によって生じた義務を
自分が負わされているみたい」という発想によるものなので、あえて用法項目を設けず、「義務」の中に含
めてしまうことにします。

You have to try this recipe. It’s so delicious!
（このレシピを試さないと。本当に美味しいんだから）

　「是非するべきだ」と強く勧める使い方（「勧誘・願望」）も「must」にありましたね。must では「話者の個
人的主張」のニュアンスが込められてるわけですが、「have to」による「強いお勧め」は、（実際には話者
の主観で勧めていても）言葉としては「これは私の個人的な意見じゃなくて、状況から客観的に判断した
結果ですよ」というちょっと「おすまし（上品？）」な言葉遣いにも感じられます。上の例ですと「今までこの
料理を作った人みんなが美味しいと言っている」とか「今流行の大人気のレシピだ」とかの「状況・環境
から発する義務」という発想があります。

２、推量

　話者の主観的確信として「must」が「～に違いない」という意味を表す用法がありましたが、１の「恨み
言」や「お勧め」の用法が、ちょっと発想は違うけど結果的に「have to」でも同様のニュアンスが出せるこ
とと同様に、この推量（～に違いない）でも「have to」がその意味を表すことができます。

There has to be a reason for his strange behaviour.
（彼があんなおかしな行動を取るのは、きっと何か理由があるに違いない）

This has to be true.
（これは真実であるに違いない）

This war has to end soon.
（この戦争は間もなく終わるに違いない）
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　これらすべて「must」でも構いません。「must/have to」のいずれも断定的な予測をする理由や背景・
事情があるわけですが、それをもって「話者の個人的主観・意見」の角度から「違いない」と述べている
か、「私がどう思おうと、この状況から判断すれば、そうなるとしか誰の目にも思えないでしょう」という発
想で述べているかの違いです。「must」は「自分の意見」であることを積極的に言葉に表しているのに対
して、「have to」はもっと冷静に客観的材料から科学的に分析したかのような口調だと言えます。もちろ
ん、その使用の区別は個人的な言葉遣いの傾向性によるものですから、「must」を使ったから「その人の
個人的見解にすぎない」とか「have to」が使われている限りは、論理的裏づけを説明できるはずだなど
と考えるほどのものではありません。

　また「断定的、確信的推量」というのは、もともとの「義務」の意味の拡大ですから、推量の意味より「義
務」の意味のまま強く訴えている場合もあります。ですから状況によっては次のような様々な話者の心理
を表すこともあり得ます。（mustの場合も同様）

This [ has to/must ] be true.
（これは真実でなければならない） [ 確信的推量としてのニュアンス ]

→私がなんとしても証明してやるぞ。
→証明できないはずがないのだ。
→賄賂を使ってでも真実だと無理やり認めさせてやる。

This war [ has to/must ] end soon.
（この戦争はすぐ終わるに違いない）[ 確信的推量としてのニュアンス ]

→すぐに終わらせて見せるぞ。
→皆ですぐに終わらせようではないか。
→すぐに終わらせなさい。

　あらゆる例に共通して言えることは「ある和訳に置き換えること」がその用法の理解となるのではない
ということです。「英語そのものが理解できてこそ和訳ができる」のであり、「和訳ができれば英語が理解
できたことになる」という順序ではないことを肝に銘じてください。
　和訳への置き換えを優先すると、その日本語表現が持っている「意味の幅」に縛られてしまいます。そ
うではなくて、「英語表現の用法」そのものを緻密に理解することで、状況に応じてもっとも自然で適切な
日本語訳も自在にできるようになります。ときに「英語として言いたいことはわかるけど、日本語にはそれ
にぴったり当てはまる言い方がないので和訳が難しい」と思うことはあるでしょう。英語としては理解でき
ても「和訳がうまくできない」というのは順序として自然なことです。しかし、「英語学習＝和訳」とはきち
がえている人は、「和訳はできても、英文の真意がくみとれない」という極めて不自然な状態にもなるの
です。

　これまで色々な助動詞を見てきましたが、常に語源や由来、そして条件法なのか直説法なのかという
文法的な観点から、なぜそれぞれの助動詞がそういう意味を表し、そういう用途（用法）に用いられるの
かの背景を説明してきました。単に用法名を箇条書きにして和訳を添えただけでは、たどりつけない次
元の理解に達していただきたいのです。英語話者がある言葉を口にしたとき、半ば無意識にではあっても

（自分自身なぜその言葉を選んだのかうまく説明できないとしても）、そこにはその言葉の長い歴史や、
その言語を文化とする人に根ざしたものの考え方、感じ方があります。

　一見実用技能の習得とは直接関係のなさそうなちょっと学術的にも思える知識に感じられるかも知れ
ませんが、このような理解こそが「頭で理解する」から「実感として感じる」という次元に導いてくれるもの
なのです。これまで一般の紙媒体の書籍では、ページ数、紙面の都合、印刷コストの制約などから、「本当
は伝えたくても割愛せざるを得なかった情報」を本書では存分にお伝えしたいと思います。英和、英英、
そして語源辞典などの記述をまとめ、なおかつインターネットで最新の言語傾向をリサーチしつつ、多く
の英語ネイティブの声をリアルタイムに反映した解説にしていきたいと思っています。第1巻の「英語学
習全般」でも述べましたが、人間は「なぜ」が分かると納得して物を覚えられます。「なぜ」を示さない規則
の羅列のみの文法は、無意味な数字の羅列を暗記するような余計な負担を脳に強いるものです。語源・
由来を踏まえて「なぜ」を納得すれば、「覚えよう」とする必要すらなく、自然に納得できるのです。



70

　need

（発音）　/niːd/

　強形、弱形の区別はありません。

（語形）

１、本動詞として

現在時制肯定：need/needs
現在時制否定：do/does not need
過去時制肯定：needed
過去時制否定：did not need

２、助動詞として

　助動詞としては疑問、否定文にのみ表れます。また時制変化をしません。

否定：need not, needn’t

　また助動詞としてのneedには現在形しかなく、「needed」の形になっていたらそれは常に本動詞の
needの過去形です。

　needは、他動詞としての用法と助動詞としての用法があり、どちらでも同じことを表現できる場合もあ
るため、用法の理解が混乱しやすいところがあります。以下の解説でも、その点を注意して理解するよう
にしてください。

（語源・由来）

　needは他の助動詞とことなり、語源的には名詞として最初に誕生し、その後、本動詞の用法が生まれ
たのが14世紀になってから。さらにそれが助動詞用法を派生させたという流れになっています。

　最も古く古英語として「nied, ned」という語形に
よって「necessity（必要性）, complusion（強制）, 
duty（義務）」といった意味と並んで「 hardship（困
難）, distress（苦悩, 悲嘆, 心痛）; erand（使者に託さ
れる特別な使命, 任務）, business（用事）」の意味を
表していました。そしてそれ以前は文献の形ではま
だ存在しないながら、科学的に存在したと予想され
るゲルマン基語において「violence（暴力）, force（
力）」を表す語に由来しているとされます。

　現代英語の「必要、必要とする」といった意味か
ら、ゲルマン基語の「暴力」は、あまりにかけはなれ
た意味に感じますが、発想の順序は「暴力や他の力
によって受ける強制のもとに生じる義務・必要性」を
出発点として、物理的暴力ではなく、「貧困や逆境」
を背景にした「苦難、苦悩、困難」と続き、そこから脱
却するために生じる「必要性、義務」、さらにはもっと
広い意味の「義務」となるわけです。must, should, ought toなど義務的ニュアンスを表す助動詞は他に
もありますが、needは一見、比較的のんびりした語感に思えるものの、語源的には結構切羽詰った環境
の中での必要性を表したものだったのですね。
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　名詞としての「need」は現代英語でも用いられていますが、14世紀になってneedは本動詞としての
用法を持つようになります。まだ助動詞ではなかった時代に、すでに「主語による語形変化をしない」と
いう他の法助動詞と同様な性質を持っていました。これは当時の人々が他の過去形由来の助動詞と
混同したためのようであり、本来、needの由来は他の動詞の過去形ではなく名詞だったのですから、
動詞用法を持つようになったときは「単なる普通の動詞」として扱えば済んだわけです。現代英語では、

「needs」の３単現語尾を本動詞用法ではとりますが、動詞用法が発生した当時に「過去形由来の助動
詞と誤解された（＝歴史的由来を踏まえたとかではなく、may, dare のような本当に過去形に由来した助
動詞が主語による変化をしないパターンに則ってしまった）」ことが、その後本当に助動詞としての用法
を持つに至ったというのはユニークな歴史だと思います。
　また用法の中でも述べますが、過去時制の主節に続く従属節内でも、must 同様現代英語でさ
え、needは助動詞用法で過去形を持たず need の語形のまま用いられます。

　名詞 need からは動詞の他、形容詞 needful も古英語の時代にすでに派生していて、広く使われてい
たそうですが、現代英語では、反対語の「needless」は元気に（？）生き残って「needless to say（言うまで
もないことだが）」など使われているものの、needful の方は意味的に弱く、古風な言葉として使われなく
なり、necessary, requisite といった他の語で表現するのが普通になっています。

　本動詞としての need に助動詞用法が不完全に追加されたようなところがあり、現代英語における
needの助動詞用法は「否定や疑問文でしか助動詞として現れない」で肯定文は本動詞のneedが不定
詞を伴って使われるだけなどというちぐはぐしたところがあります。

　ちょっと乱暴な言い方をしますと「名詞→動詞→勘違いから助動詞」という由来を持つおかしな（笑）
助動詞です。
　このような歴史を持っているため、needについては「本動詞」としての用法をまず理解し、その上で助
動詞として扱われる場合を加えて理解するという順序が分かりやすいと思います。

（用法）

１、本動詞として

★完全他動詞として「SVO」の形式を作る

　needは名詞から他動詞としの用法が14世紀に派生しました。
　他動詞として「人・もの」をその重要性のためや目的に対する不可欠な条件として「必要とする」という
意味を表します。
　本動詞ですから、他の法助動詞のあとに原形として接続する使い方もなされます。他の一般動詞同
様、３単現の「-s」もつきますし、過去形として「needed」の形も取ります。

I need you.
（君が必要だ）
　何かの仕事のためにいてもらわないと支障を来たすとか、自分の人生にとって必要だなど。
He needs your help.

（君の助けが必要だ）
I will need you.

（君がこの先必要になるだろう）
Please stay here; I might need you.

（ここにいてくれ。ことによると君が必要になるかも知れない）
Medical aid is urgently needed here.

（この地では医療援助が緊急に必要だ）
He didn’t need me at all.

（彼には私など必要ではなかった）
　「私がいなくても彼は何も困ることがなかった」など。
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　本動詞ですから疑問・否定文は「do/does」、「don’t/doesn’t」によって作られます。
　（過去なら「did, didn’t」）

I don’t need you.
（君は必要ない）
He doesn’t need your help.

（彼は君の助けを必要としていない）
I will not need you.
１、今も必要ないが、これからも君を必要としない。
２、この先、君が必要ではなくなるだろう。
Do you need me advice?

（私の助言を必要としていますか？）
Doesn’t she need your help?

（彼女は君の助けを必要としていないのか？）

★「need to (do)」

　「want」と同様に「to不定詞（名詞用法）」を目的語として「～することが必要だ」の意味を表します。構
造的解釈は、「need」を述語動詞（Ｖ）、「to do」を目的語と見てもよいですが、意味を中心にして「need 
to」をひとまとまりの「助動詞相当句」と見なしても構いません。助動詞句を作っていても「need」自体は
あくまでも一般動詞としての用法の範囲内ですので、これまでの例文同様に３単現の「-s」もつき、過去形

「needed」にもなり、他の法助動詞との接続なども行われます。

I need to buy sugar.
（砂糖を買わないと）
　「must」などとのニュアンスの差は「ある料理をするのに使うから、ないと困る」など「その重要性のた
めや目的に対する不可欠な条件として」あることをする必要がある意味を表す点です。人・物を目的語と
する使い方と考え方は変わりません。

You don’t need to do it.
（君はそれをする必要がない＝しなくても構わない）
　これは意味的に「You don’t have to do it.」と同じ。「need」の否定は「必要性の否定」で、「have to」の
否定は「義務の否定」程度の違いはありますが、互換性があると考えて差し支えありません。

I didn’t need to wake up so early.
＝I didn’t have to wake up so early.

（そんなに早く起きる必要はなかった）
　これは「必要がなかった」ことのみに言及しており、必要もないのに早起きしたのか、必要がないから
早起きしなかったかは、この文だけからはわかりません。文脈・前後関係に依存して判断されます。
　しかし助動詞「need」に「過去の意味の完了形」を接続した形式では、「過去にしてしまったこと」に対す
る必要性のなさを意味します。

I needn’t have waken up so early. [助動詞のneed＋完了形]
（そんなに早く起きる必要はなかった＝のに起きた）
（そんな早起きする必要など今にしてみればなかったのだ）←「need」自体は現在時制である点に注意

　たとえば早い時間の待ち合わせのために早起きして集合場所に行ったのに、行ってみたら誰も来てお
らず結局集まったのは2時間後で、こんなことならいつもと同じ時間に起きて問題なかったじゃないかと
いうような場面ですね。
　助動詞の need には過去形がありませんので、「過去にしたことが（今にしてみれば）不必要だった」意
味した表せません。
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★「need＋動名詞」

My watch needs repairing.
（私の時計は修理が必要だ）
＝My watch needs to be repaird.

　動名詞を「純粋な名詞」だと解釈してしまえばよいのです。上記例でも「修理」という名詞だと考えてし
まえば何の疑問もありません。この言い回しの便利な点は「誰が修理するのか」という「repair」の意味上
の主語を示さずに表現できるということです。つまり「誰がその行為を行うか」は問題でなく「行為が(誰
でもいいので誰かによって)行われること」を問題にしている表現です。
　本動詞needに「to do」をつなげても「to be done」という受動態のto不定詞にすれば同じ意味となりま
す。

You shirt needs washing.
（君のシャツは洗濯が必要だ）

　これを「You need to wash your shirt.」と言いまわすと「君が洗う」という主述関係となりますが、上の
例文だと「誰が洗う」かは含まれておらず「シャツの洗濯」だけが問題とされています。

★「need 人 to (do)」

　ask/tellなどと同じ構文。「（人）に～してもらう必要がある」という意味で「to (do)」の意味上の主語を
他動詞needの目的語に置くことで表現できます。

1, I need you to wash my shirt.
2, I need my shirt to be washed by you.
3, My shirt needs your washing.

　事実としては同じことを表しているのですが、１が最も普通な言い方。あえて２の言い回しを用いると
すれば「by you」を強調して「ｋのシャツを汚したのは君なのだから責任を持って君が洗え」という気持
ちなどが考えられますが、その場合でも、１の文のyouを強く読めば現実の会話ではもっと簡素に表現
できてしまいます。３もあまり普通の表現ではありませんが、「君は特に洗濯が上手だから」などの意味
を込めてこのように言うことはできます。

２、助動詞として

　さて「need」は通常の一般動詞として、述語動詞中の本動詞に用いられることを上の項目の中でお話
しました。
　助動詞の用法に入る前に、あらためて「本動詞」のneedが、文の主語が「する必要がある」という意味
を表す表現を整理します。

（現在時制）
She needs to go.
She doesn’t need to go.
Does she need to go?
Doesn’t she need to go?

（過去時制）
She needed to go.
She didn’t need to go.
Did she need to go?
Didn’t she need to go?
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　このように本動詞「need」と「to不定詞」によって（助動詞needを使わなくても）全部の場合を表現でき
てしまうのです。
　にも関わらず助動詞としての用法を持っている理由として考えられるのは、直説法の本動詞needに
よる「事実を踏まえた判断」と助動詞needによる「事実とは無関係な主観」の表現区別をしたいときなど
が考えられるでしょうが、そういう区別は本来、過去形由来でも何でもない助動詞needにはないものな
のです。しかし語源・由来で述べました通り、助動詞のneedは、ある種の勘違いから定着しました。つまり

「may, must, dare」といった過去形が現在形に摩り替わった（「過去現在動詞（Preterite-present verb）
」）ものという混同があったため、助動詞のneedは３単現の「-s」もつかず、過去時制の主節に組み込まれ
た従属節でも「must」のように同形で過去を伝えてしまったりするのです。ですから助動詞の need が、直
説法本動詞の need より「主観に基づく必要性」を述べるというのは妥当な論理ではないのです。

　参考書によっては法助動詞としての need を使った場合は、話者の主観性があり、一般動詞としての 
need は単なる直説法現在なので、客観的な状況に基づく事実を述べるという違いがあるなどと書かれ
ています。例としてたとえば次のような2文ではニュアンスに差があるというのです：

You don’t need to invite him. [本動詞のneed]
（[もう満席だから]彼を招待しなくていいよ）
You needn’t invite him. [助動詞のneed]

（[理由はなく、単に個人的に嫌いだから]彼を招待しなくていい）

　しかし、私はこの説明に強い疑問を抱きました。
　話者の主観性が法助動詞に出るのは、それが本来過去形に由来するものであるときです。もともと過
去形が条件法の含みを持たせて用いられたいたのが、そのまま現在形として用いられるようになった歴
史を背景にしている法助動詞は、現在でもなんらかの「条件法的含み」を帯びていたりもします。「must/
have to」の違いがそれですね。
　しかし、「must/have to」でさえ、すでにmustに対して過去現在動詞特有の条件法的含みを感じてい
るかは疑問なのです。その人の語感によっては「その微妙な意味合いの違い」にこだわる人もいて当然
だと思いますし、「must/have to」に「話者の主観」と「客観性」の差が生じることには十分な根拠がありま
す。
　それに比べると「need」の助動詞用法は、ある種の勢いで生まれたようなものですから、形式上 mod-
al（法助動詞）として用いられているとはいえ、「本家の過去現在動詞」のような条件法の含みを発生させ
るような由来はないのです。
　上の２つの例文を交互に何度も口にして、その際自分の中にどのようなイメージがわきあがってく
るかを比較しても見ましたが、そこで感じたのは「needn’tの方がちょっと堅いかな？イギリスっぽいか
な？don’t needの方が平易で普通のようだな」という程度のもの以上ではありませんでした。
　そこで「助動詞としてのneed」の用例がより広く用いられているイギリス英語のネイティブにも上の２
つの文に他の解説書に書かれていたような使い分けがあるのかを尋ねてみました。私はネイティブの意
見を妄信することはしませんが、現実にどのように英語を母語として用いている教養あるネイティブが感
じているのかを参考にしたいと思いました。それは英語の専門家が多く集う質疑のフォーラムですが、イ
ギリス人の意見としても

「少なくとも私はこの2文にそのような違いは感じない。どちらも『必要としていない』というだけであり、
話者が個人的に彼を嫌っているからという主観によるものか、客観的状況を踏まえてのことなのかはい
ずれの文でもあり得ることであり、もっぱら文脈に依存する」

　というものでした。ちなみに「must/have to」に関しても主観や客観という差を感じないという意見で
もあり、助動詞に本来込められている条件法的含みは、過去形由来の助動詞が現在形扱いされることと
とも失われつつあるのかも知れません。結局は、語形だけから客観とか主観の区別を断じるべきではな
く、文脈によってはmustが客観的状況を踏まえていたり、have toが主観的意見を述べていたりすること
は十分あるということですね。
　ましてそのニュアンスを発生させる由来すらもたない「need」に関して助動詞の場合と本動詞の場合
とで意味上の「違いがある」と断じるような解説を載せている一般の（それもかなりの有名どころ）参考
書には強い疑念を抱かざるを得ないのです。

これって本
当
？
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　結局のところ、needに助動詞としての用法があるのは、本動詞用法との意味的な区別をつける必要性
からなどではなく、単なる表現上のオプションにすぎないということです。そして、傾向性として助動詞用
法は、イギリス英語で用いられるか、アメリカ英語では改まった響きとなるということです。

　一部参考書に書かれている「意味的な違い」はありません。すなわち先にあげたように、「すべてを本
動詞用法だけで済ませる」ことは可能なのです。自分自身がシンプルに本動詞用法のneed だけを使うと
しても、見聞きする表現に助動詞としてのneedが含まれることは英米いずれの英語の中でもあり得ます
ので、助動詞用法としてのneedについても考えておくことにしましょう。

（１）必要（否定、疑問文で）

　助動詞用法としての need は主にイギリス英語で用いられていますが、その場合でも使用法は限られ
ています。一般的な肯定文では英米とも本動詞用法（need to (do)）が普通であり、特殊な場合*を除き助
動詞として肯定文に現れることはありません。

　否定文や疑問文の中では「原形（toなし）不定詞」を導く助動詞として現れることがあります。

You needn’t do that.
（君はそれをする必要はない）
＝You don’t need to do that.
＝You don’t have to do that.

Need I do that?
（私がそれをする必要がありますか？）
---Yes, you need./No, you needn’t.
＝Do I need to do that? 
---Yes, you do./No, you don’t.

　上記のいずれの表現を用いても構いませんが、用法の混乱は避けてください。つまり

（×）You needn’t to do that.
←needn’tが助動詞用法なのに「to do」を導いている

（×）Do you need do that?
←Do you needが本動詞用法なのに「原形不定詞 do」を導いている

　のような助動詞用法と本動詞用法が混在するべきではありません。現実の使用で意味は十分伝わり
ますが、誤用です。
　質問が助動詞、本動詞のいずれを用いていても機械的な応答である必要はなく、他の助動詞表現な
どで答えることは問題ありません。

Need I do that?
--Yes, you need.（質問パターンと同じ）
--Yes, you must[have to].
--No, you needn’t.
--No, you don’t have to.

　否定文として「not」や「never」のような単語以外に「否定的副詞（hardlyなど）」と同時にでも助動詞用
法のneedは現れます。

He need hardly be there.
（彼がそこにいる必要などほとんどない）
=He hardly needs to be there. （本動詞で表現）
　助動詞用法のneedは無変化なので主語が He でも「needs」にならない点にも注意しましょう。
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I need hardly say that ....
=I hardly need to say that...

（ほとんど言うまでもないことではあるが...）

　助動詞 needn’t に完了形が接続された場合、過去に実際起きたことを振り返って「すでに起きたこと
だが、その必要はなかった（＝回避できた）」という意味を表します。

I needn’t have made her angry.
（何も彼女を怒らせてしまうことはなったのだ）

※I didn’t need to make her angry.
（彼女を怒らせる必要はなかった）
　こちらは「必要がなかった」ことだけを述べており、実際に彼女を怒らせたかどうかは文脈に依存しま
す。

That accident need never have happened.
（直訳：その事故は絶対に起きてしまう必要などなかったのだ）
（→その事故は実際に起きてしまったが、未然に防ぐことができたはずだ）

註*：（肯定文に助動詞用法 need が現れる場合）
　一般的に助動詞用法の need は否定文、疑問文に現れますが、肯定文であっても次のような場合は助
動詞needが用いられることがあります。

All you need do is finish your job.
（君は自分の仕事を終えさえすればよいのだ）
=You need only finish your job.

　上記例では「all, only」といった限定性の強い言葉が同時に用いられていることにより肯定文の中で
も助動詞用法のneedを用いることに対する心理的抵抗が回避されるためと思われます。
　もちろん、本動詞としてのneedを使っても同じ内容を表現できます：

=All you need/have to do is to finish your job.
=You need/have only to finish your job.

　needを含んだ名言を１つ紹介しましょう。

Ceasing to be “in love” need not mean ceasing to love. (C.S. Lewis)
（「恋」が終わったからといって「愛」が終わるわけではない）

　主語は「“Ceasing to be “in love”（「『恋している』という状態が終わること」）です。文法的に3人称単
数扱いですが、needは助動詞として使われているので、needsになっていません。（本動詞として使うなら

「doesn’t need to mean...」となっているところ。）

　この言葉は、C.J. Lewis(=クライブ・ステープルス・ルイス（Clive Staples Lewis), 1898年11月29日 - 
1963年11月22日）というアイスランド系イギリス人の学者・小説家の言葉ですが、キリスト教的精神に
おける結婚前後の男女の愛情について述べている文の冒頭です。
　前後の脈絡がもっとわかるように後でさらに長い部分を引用しますが、まずは「need」の用法に注目し
ましょう。

　否定として「する必要がない」という意味から「...だからといって～をする必要はない＝...が必ずしも
～を意味するわけではない」という意味に延長されています。もちろん同じ趣旨を「A does not always/
necessarily mean B」の形式でも表現できます。
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（２）従属節での時制

　「need」の「語源・由来」の中でも、needが他の過去現在動詞と混同されたことが助動詞用法の発端で
あったことだと述べました。そういう由来のため、本来、過去形に由来していないneedが、他の法助動詞
と同じような扱いをうけ、mustやought同様、主節が過去の従属節内でも、助動詞needは形を変えずに
用いられます（本動詞のneedは普通に過去形を取ります）。

　すでに助動詞のneedは改まった言い方になってきていますので、自分自身でこのような書く機会はな
いでしょう（本動詞の用法でカバーできます）が、解釈として目にすることはあるかも知れませんので、一
応取り上げておきます。

He said to me,”You needn’t do that if you don’t want to.”
（「やりたくないのなら、君はそれをしなくてもいいよ」と彼は私に言った。）
→He told me that I needn’t do that if I didn’t want to.
本動詞で表現：He told me that I didn’t need to do that if I didn’t want to.

★「恋」と「愛」の違い

　よく日本語を学習する英語話者から、日本語における「恋」と「愛」の違いについての質問
を受けることがあります。英語にしてしまうとどちらも「love」なので違いがわかりにくく、日本
人としてもうまく説明できる人は少ないでしょう。
　ジョークとして「愛」は「まごころ（文字の間に「心」があるから）」、「恋」は「したごごころ（文
字の下に「心」があるから）」などとも言われますし、「恋」は人間だけを対象にするもの、「愛」
は万物を対象にできるものという説明もあります。またある人は「恋」は「結婚前」、「愛」は「結
婚後」だなんていう表現をする人もいます。

　イギリス人の学者であり小説家でもあるC.S.Lewisという人が書いた文に、この愛と恋の概
念をうまく捉えているくだりがありますので紹介したいと思います。（参考訳は私が趣旨優先
でつけたもので直訳にはなっていません）

“Ceasing to be ‘in love’ need not mean ceasing to love. Love in this second sense 
- love as distinct from ‘being in love’ - is not merely a feeling. It is a deep unity, 
maintained by the will and deliberately strengthened by habit; reinforced by (in 
Christian marriages) the grace which both partners ask, and receive, from God. 
They can have this love for each other even at those moments when they do not 
like each other; as you love yourself even when you do not like yourself. They can 
retain this love even when each would easily, if they allowed themselves, be ‘in 
love’ with someone else. ‘Being in love’ first moved them to promise fidelity: this 
quieter love enables them to keep the promise.” 
― C.S. Lewis, Mere Christianity 

（参考訳）　恋が終わるということが必ずしも愛することが終わるという意味ではない。「恋
すること」と「愛すること」の違いは、「愛」が単なる感情ではないということだ。愛とは夫婦の
強い意志と日ごろの心がけによって維持される深い結びつきであり、（キリスト教の結婚にお
いては）夫婦が神に求め、神から与えられる思いやりなのである。夫婦はこの愛を互いを好き
だと思えないときでさえ持ち続けられるのであり、それは自分自身を好きになれないときで
さえ自らを愛しているようなものだ。この愛は、仮に夫や妻が容易に浮気心を抱くような場合
ですら二人の間で維持していくことができる。「恋」することで二人は互いへの忠誠を誓うよう
になるが、「愛」はさらに静かにその約束を守らせる力を持っているのだ。
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　dare

（語形と発音）

１、一般動詞として
現在形：dare /dɛɚ/, dares（３単現）/dɛɚz/
過去形：dared /dɛɚd/ ([古] durst /dɚst/)

２、助動詞として
現在形：dare （３単現でも -s なし）
過去形：dared (従属節でdareのままも)

（語源）

　古英語での「durran」という過去形に由来。古い意味は「危険に勇敢に立ち向かう（to brave danger）
；冒険を冒す（to venture), でしゃばる、図 し々くふるまう（persume)」などで、意味的には古英語からそ
れほど変わってはいません。

　過去形がそのまま現在形として用いられるよう
になった「過去現在動詞（preterite present verb）
」の１つ。本動詞としての用法が最初で、過去形が
現在形として用いられるようになって、助動詞とし
ての用法と一般動詞としての用法が「混在」してい
る少々奇妙な振る舞いをするところのある動詞で
す。

　「dare」という語形は上で述べたように「過去形
に由来する」形なので、通常ならば「may, must, 
ought」などのように助動詞として３単現の-sもつ
かない助動詞として現代語に引き継がれるとこ
ろなのですが、そういう用法もある一方、dare の
形のまま一般動詞としても用いられ、その際は「過去現在動詞」の由来があるくせに「dares」という３単
元の-sのつく形が用いられます。（これは言うなれば「must」に一般動詞用法が現れ、「musts to do」と
いう形が生まれてしまうようなものなので、語源・由来から見ると実に奇妙な発達（？）をしているわけで
す。daresの３単元は実際イギリス南部の方言（16世紀ごろ）に由来しているそうなので、「非標準語」が
一般化した珍しい例とも言えます。）

　過去形由来の助動詞となってからは「can, must」など同様、原形不定詞と接続されますが、本動詞用
法が派生し、「to do」も取るようになりました。さらにややこしいことに「助動詞と本動詞の挙動を同時に
する」という、なんとも理解に苦しむパターンすら発生しています。

　ただし「本家（？）」であるはずの助動詞としての用法が廃れつつあり、一般動詞としての使われ方が
拡大しているとのことです。その１つの表れが16世紀末ごろから始まった名詞を直接目的語に取る（
例：dare any danger[どんな危険でも冒す]）といった用法の発生があります。

（用法）

　「dare」は辞書によってはすでに「助動詞」ではなく「（一般）動詞」として収録され、その中に「助動詞的
用法」を含めて記述しているものもあります。
　これは「dare」という単語の歴史・由来、意味・用法発生の順序から言えば「本動詞→過去形→過去現
在動詞（助動詞）→本動詞」という流れなので、本来は「助動詞」としての用法の「派生」として本動詞の用
法が存在するのですが、「派生」と呼ぶにはすでに助動詞用法より主流となっているため、「現代英語の
用法の整理」としてはうなずけないものではありません。現実に「dare」という単語を使いこなすことを目
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的とするならば「一部の用例」でしか用いられない助動詞用法よりも、一般動詞用法を中心に理解し、「
今でも助動詞として扱われている用例」を補足的に覚えた方が実践的とさえ言えるでしょう。

　そこで本書でも dare の歴史・由来は１つの項目として一般の文法参考書よりも詳しく述べましたの
で、用法については「一般動詞」としてメインに扱いつつ、助動詞用法もある場合をその都度付記するこ
とにします。

１、「勇気、思い切り、図 し々さ、厚かましさなど」をもってする

(a)本動詞的表現（dare to (do)）
(b)助動詞的表現：否定・疑問文で、dareは無変化、原形不定詞を取る

 　「dare」という単語は発達の由来がやや変則的なこともあってか、その挙動が中途半端です。ときには
「助動詞なのか本動詞なのか判別困難な使われ方」をすることさえあります。このあたりは既成の文法
の枠の中ですべてを割り切ろうとするのではなく、「現実の用例を柔軟に受け入れる」という構えで臨む
しかないでしょう。

She said it as loudly as she dared.
（彼女は振り絞れるだけの勇気を込めた大声でそれを言った）

　文末の「dared」は「to不定詞」と「原形不定詞」のいずれが省略されているか、どちらもあり得ることな
ので断定することができません。「to不定詞」の省略なら「dared」は本動詞用法、「現在不定詞」の省略な
ら助動詞用法ということになりますが、意味に違いはありません。

He didn’t dare (to) say what he thought.
（彼は心には思っていてもそれをあえて口にすることはしなかった）

　「思っていたこと（what he thought）」を口にする「勇気がなかった」のか、「そこまで厚かましくなかっ
た」のか。このニュアンスの差は前後関係次第でしょう。「didn’t」があるのですから「dare」は本動詞と言
えるのですが、にも関わらず「to」の脱落が発生することがあります。純粋な本動詞用法なら

He didn’t dare to say ....

　となるべきところです。助動詞 dare は過去形を持たないため、このように過去時制を伝えるときは本
動詞として用いれば済むのですが、助動詞用法の混在が発生し「didn’t dare」のあとに「原形不定詞」を
持ってきてしまうこともあります。こんな使い方を「need」でやると、それは間違いとされますが、「dare」に
関してはこの不規則な挙動が辞書にも収録されていますので「許容」ということになります。

They daren’t ask for any more money. [助動詞用法]
（彼らはさすがにそれ以上のお金を要求しない）
=They don’t dare (to) ask for any more money.[本動詞用法]

　「dare」の不規則な挙動は「本動詞」のとき「to不定詞」、「原形不定詞」のいずれも取れるという点にあ
りますが、助動詞用法のときに「to不定詞」を取ることはしません。つまり上の「daren’t」という助動詞用
法否定のあとであれば「to ask」を接続すると間違いと見なされます。

　学習者として一番間違いないのは、「慣用表現」を除いて常に本動詞用法で用いることです。それなら
「肯定、否定、疑問」のどれでも使えますし、過去形「dared」もあります。

※助動詞としての「dare」は過去形を持ちませんので、主節の述語に使うときは現在形としてのみ用いま
す。ただし過去を表す主節に組み込まれた従属節内では、dareのまま過去形として用いられることがあり
ます。（これはもともとdareが過去形に由来するためであり、mustでも同じ現象が見られます。）
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Bob told me that Jane dare ask  him for money again.
（厚かましくもジェインがまたボブに金の無心をしたのだそうだ）
=Bob told me that Jane dared (to) ask him for money again.
　本動詞用法として「dared」と過去にするのはもちろん正しい使い方で、それに「to ask」、「ask」のいず
れもつなげることができます。

２、（危険、傷害などに）立ち向かう、動じない[本動詞用法のみ]

　どちらかというと文語的響きの強い言い方ですが、「dare」が他動詞として直接目的語の名詞を取る
表現です。どんな名詞でも取れるわけではなく、危機的なことがらや勇気・度胸・厚かましさの必要な行
為ということになります。これは助動詞用法としては取れない構文ですから、３単現の「-s」もつきますし、
普通に過去形「dared」も用いられます。

He dares any danger.
（彼はいかなる危険にも立ち向かっていく/どんな危険でも冒す）

The stream was fast and deep, but he dared a leap.
（流れは速く深かったが、彼は思い切って飛び越えた）

３、dare （人） to do ：（人に）挑戦する、挑発する

　これも本動詞としてのみの用法です。これと非常によく似た使い方を「challenge」でもしますので合わ
せて参考にしてください。

He dared me to jump from the cliff.
（その崖から飛べるものなら飛んでみろと彼は私に言った[私をけしかけた]）
←その「彼」が崖から飛ぶわけではありません。
He challenged me to jump from the cliff.
　上と同じ意味も表しますが、自分自身がやってみせて「さあお前もできるか」という挑戦・挑発なのかも
知れません。

４、慣用表現

★ Don’t you dare!
　（冗談じゃない！やめてよ！）

　口語的表現で、強い禁止を表します。これは「you」があっても否定命令であり、直訳的には「（そんなこ
とをするような）勇気や厚かましさを持つな！」です。「そんな馬鹿なことをするのに勇気をふりしぼるな」
とか「そんな厚かましいことをあえてするな」というニュアンスによる禁止の慣用表現です。会話の切り返
しに用いられたり、通常の「Don’t ～」、「Never ～」の意味に用いたりもします。

A: Can I tell this to Bob?　（このこと、ボブに言っていい？）
B: Don’t you dare!　（ちょっとやめてよね！）

Don’t you dare do that!
（そんな馬鹿な[危険な/厚かましい]ことしちゃだめ！[しようなんて思わないで!]）

★ how dare you, など
　形式は疑問文ですが、相手のしたことに対する怒りの表現です。「よくもそんなことができるね」に相
当。主語は「you」に限りません。

How dare you say such a thing to me?
（私に向かってよくもそんなことが言えるね）
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How dare he tell such a lie?
（よくもまあ、彼はそんな嘘がつけるものだ）

★ I dare say
　（多分）

　直訳すれば「言わなくてもいいことをあえて言うけどね」といった感じですが、それは「もしかしたらあり
うる可能性に言及している」というニュアンスを伝えるものです。ですから「probably」という副詞に置き
換えても同じことを表現できます。またイギリス英語では「daresay」と1語でつづった単語もあります。

I dare say he knows about it already.
（たぶん、彼はもうそれを知っているよ）
=He knows about it already, I dare day (=I daresay).
=Probably he knows about it already.

★助動詞からなぜ本動詞用法が発達したのか？

　これは何らかの書籍や学術的記事に書かれていたことではなく、様々な情報を踏まえて私個人が受け
た印象としてのお話なのですが、「will, shall, can, may, must」その他多くの助動詞は古来本動詞
として誕生し、本動詞としての「（具体的な）意味」がその後「ニュアンス」として他の本動詞に付加される
形で「『助』動詞」になっています。そして一旦助動詞としての用法が確立してからは、もう本動詞に戻るこ
となく、もっぱら他の動詞に「意思、能力、義務など」の追加的機能を与える役割のみを果たすようになっ
ています。

　なのになぜこの「dare」は他の過去現在動詞と同じ由来・経緯によって助動詞になったにも関わらず、
その後また本動詞の用法が発達したのでしょうか。仮説的ではありますが、私の意見を述べさせていた
だきたいと思います。

　助動詞と本動詞の用法を併せ持つ他の例としては「need」もあります。しかし、「need」は「ある種の勢
いで助動詞用法が発生した」と書きましたとおり、過去形に由来しておらず、名詞（「必要性」）に由来して
おり、そこから本動詞になったものです。そしてある種の勘違いとも言える経緯から助動詞的にも扱われ
るようになりました。さらに重要な点として「必要とする」という「意味」は単に他の本動詞にニュアンスを
追加する機能にとどまらず「お金が必要」とか「体力が必要」とか、「その料理にはバターが必要」とか、具
体的な名詞を目的語に取れる「意味」を持っています。

　一方「できる、すべき、するだろう」などは「動詞」の表現幅を拡大するためのニュアンスであり、具体的
な名詞をズバリ目的語には取れません。日本語の言い回しとしては「英語ができる」などと言いますが、
これは「英語を『話す/書く/読む/聞き取る』ことができる」といった「他の動作」について能力的なニュア
ンスをつけくわえているものです。だから「can」が語源的に「know how to」という本動詞に由来していて
も、そういう遠い過去の具体的な意味は、意識としては希薄になり「機能」としてのみ強く感じられている
ため、「本動詞用法への逆行」は起きないわけです。

　I must book.という言い方が意味を成さないのは、「どんな行為がmustなのか」が不明であり、
「read」や「write」抜きでは成り立たないからです。しかし「I need the book.」は成り立ちます。

　「dare」は「勇気を持って『行う、立ち向かう』」や「あえて『挑戦する』」などと、具体的な「意味」を容易に
感じさせます。だから本動詞として（やや文語的ではありますが）、

I will dare any danger.
（どんな危険も冒してみせよう）
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He dares others’ anger.
（彼は他人の怒りにまるで動じない/物ともしない）

The man dared a bear.
（彼は熊に立ち向かっていった）

　などと名詞そのものを直接目的語に取る使い道も可能になったきたわけです。もちろんどんな名詞で
も目的語に取れるわけでありませんが、それは他の一般動詞にしても多かれ少なかれ同様です。

　つまり「他の本動詞のニュアンスとして補助的に機能」するだけに留まるには、「dare」という単語自身
が「具体性のある動作」をあまりにも表せてしまう点が、本動詞用法の発達の理由として有力なのではな
いかと感じます。

　誰も「助動詞」として扱うことのない「want」にしても

I need to eat it.
I ought to eat it.
I want to eat it.

　と並べてみると「want to (do)」の構文では「want to」が助動詞句として機能しているとも見なせるの
です。want は「欠如している（to lack）」に由来し「足りないから欲しいと思う」という意味を表すようにな
りましたが、「欲しい」と感じる対象が「あらゆる具体的な名詞」であるため、あくまでも本動詞としてしか
見なされず「want to (do)」は「to (do)」を「する『こと』」という名詞用法によって「物」に置き換えが利くの
だという説明で収まっています。

　つまり「あとに続く動詞」がないと「動作的意味」をそれ自体が表せないものが助動詞の用法のみとな
り、動作的意味を容易に感じられて、名詞を目的語にしても違和感なく理解されると本動詞として扱われ
るわけです。

　「dare」はすでに述べたとおり過去形動詞「durran」に由来する助動詞です。由来的には「can, may, 
must,など」と同様であり、助動詞としての用法が発生するのは至って自然なことでした。それが意味的に
具体的な名詞を目的語にとっても成り立つほどの具体性を感じやすかったところが、本動詞用法の発達
をもたらし、助動詞用法においてさえ、本動詞の振る舞い（＝wantのような使われ方）でその「機能」まで
をカバーするようになってきたと考えることができます。

　長 と々私見を述べましたが、少なくとも私はこのようにして「１つの文法事項」を吟味して、理由を見出
し、納得するようにしています。この考え方が学術的にどこまで正しいのかはわかりませんが、「英語の学
び方を学ぶ」という最大の趣旨において、「箇条書きの用法の羅列を無条件に暗記」するという構えでは
なく、「どこがどうつながってそうなるのか？」という疑問を抱き、それに対する答えを見出そうとする姿勢
は、得られた情報を「知識として覚えるだけ」という姿勢から「理解し、吟味し、納得し、実感する」ことで、　

「自らの感性に言葉を取り込む＝英語を自分自身の言葉にする」ところまで引き上げることができると
いうことを理解していただきたいのです。言い方は大げさかも知れませんが、随所に「語源・由来」につい
て触れ、意味・用法の発達順序を踏まえて解説しているのは、「英語話者の遺伝子」をのぞきながら、英
語という言葉の感覚を自分自身の細胞レベルに浸透させるためなのです。

　語源や由来など「知識」として覚えなくても、現代英語の現実の用例だけ知っていれば、英語は使えま
す。しかし、多くの用法の互いの関連性を深く理解しないまま、まるで切り離されたばらばらの意味があ
るかのように「頭で覚える」ことは脳への負担がむしろ大きく、和訳への置き換えを通してしか「英語の意
味」がわかった気になれないという、実技習得という目標には極めて遠回りな取り組み方だと私は思い
ます。「しなければならない」ことを絞って、限ることだけが「効率のよい学習方法」ではないことを理解し
ていただければと思います。
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　had better

（語形）

　「had better」のみ。主語による変化なし。
　時制的バリエーションもありません。
　否定は「had better not」。
　これを「hadn’t better」や、まして「didn’t have better」とはしません。
　「had better」は2語で１つの助動詞と見なす句ですが、疑問文を作る際は、「主語」と「had」のみを
倒置します。そして「否定疑問」では「hadn’t」を文頭に出せます。（疑問文を作るための「倒置」で「had 
better」を丸ごと前に出すことができない結果です）

Had I better go?
Hadn’t I better go?

　「had better」の「better」を最上級「best」に置き換えた「had best」は類推的造語と思われ、「had bet-
ter」の強調的な意味として口語で用いられます。比較級か最上級かという論理的差はなく、同じ意味を
強めているだけです。

（発音）

had better /hæd bétɚ/
通常は弱形 /həd bétɚ/, /(ə)d bétɚ/

「had」の弱形は冒頭子音や母音脱落の結果「‘d」という短縮形としても書かれます。

（語源）

　OED(Oxford English Dictionary)によると、元々は現代英語における「I had better go」の原形は、
「it were better me to go」という語順・形式であったそうです。文中の「me」は現代英語の「for me」
に相当する「与格」というものですので、直訳的には「私にとって行く方がよりよいことであるだろう」とな
ります。「were」は古い文法における接続法過去と呼ばれるもので、現代英語なら「It would be..」あたり

に相当すると考えてください。「私にとって
行くのがよい」＝「私が行くのがよい」とい
うふうに「me」が意味的な主語であるため、

「I（主格）」となり文頭に出て、「were bet-
ter」は「would/had rather」などとの混同
により「had better」という形として定着し
た由来があるのだそうです。シェークスピ
アの文献の中では、「had better」と「were 
better」がまだ混在していたそうです。
　おおもとが「were」という be 動詞の
条件法ですので、「had better」の「had」に

「have（持つ、持っている）」の意味を見
出そうとすることはできないようです。ま
た「‘d better」を「would better」だと思い
込んでいる人がいたり、アメリカ俗語では

「had」が完全脱落した「I better go.」の形さえ見かけます（あくまでも 「俗語」であり非標準とされます）。
　また「have better」も検索上は相当数ヒットしますが、「have better （名詞）＝よりよい（名詞）を持つ」
の文脈が圧倒的。たとえば「have better go」で米国英語サイトのみだと50万弱のヒットです。これでも結
構な数に思えますが、「had better」を「過去」と思い込んだ間違った逆類推のようで、誤用と言えます。

　「had better」の語源・由来については英語話者たちも知識としては知らないことの方が多いようで、ネ
ットの質疑をきっかけに調べて初めて知ったなどという回答を見受けました。つまりこのような由来は感
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覚的にはまったく意識されていません。「had better」の現代英語における現実の用法やニュアンスを理
解する上では、この由来についての知識は直接的には役に立たないかも知れません。（なぜそういう意
味を表すようになったかという由来を納得することはできますが。）

　現実の用法としてむしろ重要なことは、中学などで教えられている「～した方がよい」（←恐らくは「bet-
ter」という比較級の直訳を盛り込んだもの）から感じられるやんわりとしたニュアンスなのではなく、「し
ないと悪いことになるぞ、しなきゃだめ、しなさい」という結構きつい口調で、少なくとも目上の人に向か
って使うべき言葉ではないということです。使い方によっては命令、脅しといった響きさえ感じることがあ
ります。

（用法）

　対応和訳の「～した方がよい」を頼りにしないこと。これが一番大切です。和訳を頼りに英語表現を理
解しようとすると、その和訳が当てはまるかどうかを判断基準にしてしまいがちで、それによる失敗がこの

「had better」には多く見受けられます。

１、個人的好みの問題には使わない。（その場合は would rather や would prefer など）
２、個人的好みに基づく「推奨」にも用いない。（その場合はrecommend、suggestなど）
３、個別性のあるアドバイスに用い、一般的義務・必要には用いない。（その場合はhave to/mustなど）

　つまり「誰かが何かをする（しない）こと」を「個人的な見解」として「そうあるべき」と感じていることを
述べるものです。ですから法律や規則などによるものではなく、契約上の強制力もなければ、社会的な道
義性も伴いません。しかし、「話者の個人的意見として強く要望している（＝命令に近い）」というニュアン
スを持ちます。また文脈によっては「脅し」のニュアンスさえ帯びることがあります。
　一般的に対応和訳とされている「～した方がいい」は「better（よりよい）」を意識しているのかも知れ
ませんが、これらのニュアンスを踏まえると「しないとまずい、しなきゃだめだ」の方が響きとしては近い
とさえ言えるでしょう。

You’d better go to the doctor about your cough.
（その咳は医者に見てもらった方がいいぞ＝見てもらいなさい。でないと悪くなるぞ）

We’d better leave now or we’ll miss the bus.
（今すぐ出発した方がいい。でないともうバスに間に合わない）

You’d better not do that again.
（2度とそんなことをしない方がいいぞ。＝でないと痛い目にあわせるぞ）

　このように言外の含みに「話者の判断による、もっと悪いこと」が「さもないと起きる」というニュアンス
を伴っています。「had better」の「had」がもともと条件法の「were」に由来するということは「そんなこと
は多分ないだろうが、もし～なら」という「起きる可能性が低い条件」を含みに持たせているという背景
があります。「起きる可能性が低い条件のもとで BETTER だ」ということはつまり、可能性としては「better
にならない」確率の方が高いという気持ちでさえあり、「このままじゃまずい」というふうに「現実は悪い方
向に向かっている。だからこそ早急になんとかしないと手遅れ（痛い目、大変なこと）になるぞ」という警
告性のある忠告であるわけです。
　そんな含みを持った表現なのですから、目上の人へ使うべきでないのは当然ですね。
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