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LESSON 3
仮定法LESSON 21

❶ If I had enough time and money, I would travel around the world.
❷ If I were you, I would accept the invitation to the reception.

❶❷ 現在の事実とは違う仮定を表す。
　仮定法過去〈If＋ S’＋過去形～, S＋ would＋動詞の原形 ....〉「もし～なら，…するのに」
　仮定法過去の if節内の be動詞は，主語が何であれ wereを用いる。
　主節の助動詞は文意により使い分ける。➡ could「～できるのに」，might「～かもしれないのに」

A   仮定法過去 参 pp.390-393

B   仮定法過去完了 参 pp.393-395

C   I wish / If only：願望を表す 参 pp.395-399

D   as if / It’s time 参 pp.400-402

❸ 過去の事実とは異なる仮定を表す。
　  仮定法過去完了〈If＋S’＋had＋過去分詞～, S＋would have＋過去分詞 ....〉「もし～だったら，…しただろうに」
　 ◆ if節で仮定法過去完了，主節で仮定法過去を用いる場合もある。（➡ p.62 A）
　　 ➡「過去がこうだったら，今はこうなのに」という意味
　　　▶ If I hadn’t followed your advice, I would be in trouble now.

❹ 現在の事実とは違うことへの願望を表す。
　 〈I wish＋仮定法過去〉「～ならなあ」
　 ◆  〈wish＋S＋would〉は「Sが～すればいいのに」，〈wish＋S＋could〉は「Sが～できればいいのに」を表す。
　　　▶ I wish it would stop raining.
❺ 過去の事実とは違うことへの願望を表す。
　 〈I wish＋仮定法過去完了〉「～だったらなあ」
❻ If onlyを使って強い願望を表す。
　 〈If only＋仮定法過去〉「～でさえあれば」 ［現在の事実とは違うことへの願望］
　　　▶ If only I had more time to study! 
　 〈If only＋仮定法過去完了〉「～でさえあったら」 ［過去の事実とは違うことへの願望］

❼ 〈as if＋仮定法過去〉「まるで～（であるか）のように」を表す。
　 〈as if＋仮定法過去完了〉「まるで～だったかのように」を表す。
　　　▶ It looks as if everything had worked properly. 
❽ 〈It’s time＋仮定法過去〉「もう～してもいいころだ」を表す。
　◆〈It’s high time ....〉「すぐにでも～すべきだ」
　　　▶ It is high time you started saving your money.
　◆〈It’s about time ....〉「そろそろ～すべきころだ」
　　　▶ It is about time they arrived.

❸ If I had woken up earlier, I would have arrived in time.

❹ I wish you were here with me.
❺ I wish we had stayed there longer.
❻ If only I hadn’t overslept this morning!

❼ He talks as if he were an expert on marine life.
❽ It’s time I started thinking about my future career.
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LESSON 3

仮定法EXERCISES

1  日本語に合うように，（　　）に適語を入れなさい。 A
 
B

 （1） スマホが手元にあれば，そんな情報は簡単に調べられるのに。
 　　If I （　　　　　） a smartphone with me, I （　　　　　） easily search for that information.

 （2） もし私があなたなら，その困難を乗り越えるために何でもするだろう。
 　　If I （　　　　　） you, I （　　　　　） （　　　　　） anything to overcome that difficulty.

 （3） 私は昨夜勉強していなかったら，試験に合格することができなかっただろう。
 　　 If I （　　　　　） （　　　　　） last night, I （　　　　　） not （　　　　　） （　　　　　） the test.

 （4） マリがもう少し運がよかったら，コンテストで優勝していたかもしれないのに。
 　　 If Mari （　　　　　） （　　　　　） a little luckier, she （　　　　　） （　　　　　） （　　　　　） 

the contest.

 （5） もし始発の電車に間に合っていたら，私は今ごろ職場にいるだろうに。
 　　If I （　　　　　） （　　　　　） the first train, I （　　　　　） （　　　　　） in my office now.

2   ［　　］内の日本語を参考に，　　に適する語句を書きなさい。 C
 
D

 （1） If only I   Nancy’s email address!　　［知ってさえいればなあ］

 （2） I wish I   as fast as Tom.　　［走ることができればなあ］

 （3） I wish I   the story secret. 　　［秘密にしていたらなあ］

 （4） He spoke   everything. 　　［知っているかのように］

 （5） She behaved  .　　［以前海外に住んでいたかのように］

3  日本語に合うように，（　　）内の語（句）を並べかえ，全文を書きなさい。 
 
B

 
C

 
D

 （1） 父はあの家を買っておけばよかったなあと思っている。
 　　My father （ he / bought / wishes / house / had / that ）.
 　　 

 （2） 注意深く本文を読んでいたら，そんな間違いはしなかっただろう。
 　　If you had read the text carefully, （ that error / have / wouldn’t / made / you ）.
 　　 

 （3） 子どもたちは何事もなかったかのように遊び続けた。
 　　The children continued to play （ had / as / happened / nothing / if ）.
 　　 

 （4） 私は新しいパソコンを買ってもいいころだ。
 　　It’s （ new / bought / I / time / a / computer ）.
 　　 

4  ［　　］内の語（句）を使って，日本語を英語に直しなさい。 A
 
D

 （1） もし 100万円があるとしたら，あなたは何をしますか。［ if / would ］
 　　 

 （2） 私の両親は私を子どもであるかのように扱う。［ treat / as if ］
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A  過去の事実が変わると今はどうなるか  参 pp.394-395

B  仮定法を使う表現  参 pp.402-405,407-408

C  if の省略：倒置の語順  参 pp.405-406

D  if 以外で仮定の意味を表す  参 pp.407-408

❶ If I had gone to bed earlier last night, I wouldn’t be so sleepy now.

❷ （a） If it were not for water, we could not live.
　 （b） If it had not been for your help, I couldn’t have succeeded.
❸ （a） If it should rain, we will put off our departure.
　 （b） If I were to quit school, how would you feel?

❹ Were it not for water, we could not live.

❺ He studied hard; otherwise he would have failed the test.

❶ 過去の事実とは違う仮定と現在の事実に反することを表す。
　「過去がこうだったら，今はこうなのに」という意味を表す。
　➡ if節で仮定法過去完了，主節で仮定法過去を使う。
　主節に時を表す副詞があることが多い。

❷ （a） if it were not for ...「もし…がなければ」
　 （b） if it had not been for ...「もし…がなかったら」
　◆ but for ... / without ... は時に関係なく「…がなければ，…がなかったら」を表す。
　　　▶ But for water, we could not live.
　◆ with ...「…があれば」
　　　▶With more height, this statue would look perfect.
❸ （a） 可能性の低い未来の仮定を表す。
　　　〈If S should＋動詞の原形〉「～するようなことがあれば」
　◆主節では willや命令文を使うことが多い。
　 （b） 起こる可能性が低い未来のことを表す。
　　　〈If S were to＋動詞の原形〉「～するようなことになったら」

❹ ifを省略して仮定を表す。
　 ➡ ifを使わずに wereを文頭に出して仮定の意味を表す。
　 ◆ ifを省略して仮定を表す表現
　 （1） If S were ...➡Were S ...
　 （2）  If S had＋過去分詞 ... ➡Had S＋過去分詞 ... / If it were not for ...➡Were it not for ... 

If it had not been for... ➡Had it not been for ...

❺ otherwise：「そうでなければ」を表す。

仮定法を使う表現6Plus
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1  （　　）に入れるのに適切な語（句）を（a）～（d）から 1つずつ選び，記号を〇で囲みなさい。
 （1） If I were （　　　） go abroad, I would go to France.
 　　（a） by （b） to  （c） having （d） on

 （2） If you （　　　） earlier, you could arrive at the office now.
 　　（a） start （b） had started  （c） were started （d） has started

 （3） If Nick （　　　） longer, he could have met my brother.
 　　（a） had stayed （b） has stayed  （c） stays （d） was staying

 （4） If I （　　　） die, please offer my heart to someone who needs it.
 　　（a） should （b） would  （c） will （d） might

 （5） （　　　） not for the money we are borrowing from him, we couldn’t start the project.
 　　（a） Was there （b） As if  （c） Were it （d） Even if

 （6） If he （　　　） rescued by the patrol at that time, he might not be alive today.
 　　（a） is not （b） has not been （c） had not been （d） were not

 （7） （　　　）, you would have seen her.
 　　（a） If you come earlier （b） If you have come earlier  
 　　（c） Had you come earlier （d） You had come earlier

 （8） （　　　） your help, I could not have done the work.
 　　（a） If （b） Had  （c） But （d） Without

 （9） He did his best; （　　　）, he would not have won the prize.
 　　（a） but only （b） so that  （c） therefore （d） otherwise

 （10） （　　　） a little more time, I would have solved the problem.
 　　（a） And （b） With  （c） If （d） Have

2   各文の下線部（a）～（d）の中に誤っているものが１つある。その記号を選び，正しい表現に直しなさい。
 （1） What 

（a）
would you do if 

（b）
a millionaire 

（c）
asks you to 

（d）
marry him or her?

 記号 ⇒ 

 （2）  I was 
（a）

very tired, but if I 
（b）

wasn’t, I 
（c）

would have gone to the party with you 
（d）

last night.

 記号 ⇒ 

 （3） 
（a）

Was it 
（b）

not for this castle, our city 
（c）

wouldn’t have 
（d）

so many visitors.

 記号 ⇒ 

3  日本語に合うように，（　　）内の語（句）を並べかえ，全文を書きなさい。
 （1） 両親の帰りが遅くなるようなことがあれば，私が彼らのために夕食を用意しよう。
 　　（ come home late, / will / should / prepare / my parents / I / if ） dinner for them.
 　　  

 （2） ご協力がなかったら，この仕事を見つけることはできなかっただろう。
 　　If （ have / been / could not / for your help, / had not / it / I ） found this job.
 　　  

仮定法を使う表現EXERCISES
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