単元別／実力定着度確認問題〈解答・解説〉 〔第７・８講／仮定法〕
１．
(1) If Michael (Ans.④hadn’t argued) so violently against the suggestion, it
would have been accepted immediately.
・もしマイケルがその提案にあれほど激しく異議を唱えなかったら、その提案
はすぐに受け入れられただろうに。
(2) If you (Ans.①hadn’t advised me) which way I should take, I would not be
what I am now.
・もしあなたが私にどちらの道をとるべきか忠告してくれていなかったら、私
は今、現在の私ではないだろう。
※条件節では仮定法過去完了、帰結節では仮定法過去となっており、推量が及
ぶ「時」が異なることに注意。
(3) I don’t think you need any help, but if you (Ans.②should) need any help,
just let me know.
・あなたには手助けの必要はないと思いますが、万一なにか手助けが必要にな
ったら知らせてください。
(4) My aunt treated me as if I (Ans.①were) a five-year-old child.
・私の叔母は、私がまるで５歳の子どもであるかのように扱った。
My aunt treated me as (she would treat me) if I (were) a five-year-old
child.
直説法
仮定法
仮定法
※基準時[直説法が示す時]の事実に反する仮定だから仮定法過去を用いる。
(5) I wish you (Ans.③hadn’t tried) to repair it. You only made it worse.
・私はあなたがそれを修理しようとしなければ良かったのにと思う。あなたは
それをさらに悪くしただけだった。
＊ I wish (that) S＋仮定法過去〈仮定法過去完了〉： S が～すればよい
〈よかった〉のにと思う
I wish の後には「条件節＋帰結節」の条件節の方の S＋V が置かれる
(6) Your hair is too long. It’s about time it (Ans.④wanted cutting).
・君の髪は長すぎる。そろそろ切ってもよい頃だ。
＊ It’s (about〈high〉) time＋(that)＋S＋仮定法過去：もう～してもよい頃だ
＊ want〈need, require〉doing ＝ need to be done：～される必要がある
(7) There were very few people, if (Ans.①any), who actually saw what
happened.
・何が起こったのか実際に見た人は、たとえいたとしても非常にわずかしかい
なかった。
if any ＝ (even) if (there were) any (people)
(8) (Ans.③Even if) he is stupid, he is at any rate pleasant to look at.
・彼はたとえ愚かだとしても、とにかく見てくれは楽しげだ。

２．
(1) その件について全く興味がないと言えば嘘になるだろうね。（不足語 would）
I [Ans. would be lying if I told you I was not interested in the matter.]
※話し手は現実には「興味がない」と口にしているのが、一方でその発言に対し
て「嘘をなる」と言っている。このような場合も仮定法を用いることに注意
(2) 来ようと思えばもっと早く来られたのですが。（不足語 to）
I [Ans. could have come earlier if I had wanted to ].
※文末の to は代不定詞と呼ばれ、重複を避けるために用いられる（口語に多い）
ex. I’m sorry if I hurt your feelings. I didn’t mean to (hurt your
feelings). お気に障ったらすみません。そういうつもりではなかったのですが。
(3) 石油にかわる燃料が見つからなければどうなるのでしょうか。
What [Ans. would become of us if no alternative fuel to petroleum could
be found ]?
(4) それをもっと念入りに調べていたら、新たな事実が出てきただろうに。
[Ans. A closer examination of it might have revealed a new fact ].
※主語に条件が提示されている文である
※条件節を用いずに条件を表すものとして次のようなものがある。
・前置詞句 ex. Without that machine, such an invention would have been
impossible.
(= If it had not been for that machine, such an invention ～.)
・分詞構文 ex. The same thing, happening in busy streets, would be a
great disaster.
(= The same thing, if it happened in busy streets, would be ～.)
・関係詞節／should（万一）ex. Any child who should do such a folly
would be laughed at.
(= Any child, if he or she should do such a folly, would be ～.)
３．
(1) Boys and girls wish that they could have a dozen birthdays in one year.
Ans.少年や少女たちは、１年に１２回誕生日があればよいのにと願う。
(2) The chemist was sorry that if that theory held good for the matter in
question it would count so much.
Ans.その科学者は、その理論が問題の事柄に有効なら非常に重要であるだろう
にと残念に思った。
(3) Had I known whom I was to have the pleasure of meeting, wings could not
have conveyed me swiftly enough.
Ans.誰に会う喜びを持てることになっていたかをもしわたしが知っていたら、
翼があっても十分に早くわたしを運ぶことはできなかっただろう。

