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現在完了という表現

「私は東京にずっと住んでいる」の「ずっと～している」や、「私はキウイを食べたことが
ある」の「～したことがある」や、「私は部屋を掃除したところだ」の「～したところだ」

や、「私は時計をなくしてしまった」の「～してしまった」を英語で言い表したいときは、
現在完了という表現を用いる。

現在完了の3用法

現在完了は、表す意味によって3つの用法に分類されている。「ずっと～している」は現
在完了の継続用法、「～したことがある」は現在完了の経験用法、「～してしまった・
～したところだ」は現在完了の完了・結果用法になる。

現在完了の継続用法

1. 現在完了の肯定文
<主語+have（has）＋過去分詞～.>という形になる。
<ずっと～している>という意味となる。
主語がhe, she, father, Mike, the musicなど、3人称単数のときはhasを用いる。

例文
I have lived in Mito since last year.
私は去年からずっと水戸に住んでいる。

He has been busy for two weeks.
彼は2週間ずっと忙しい。

2. 現在完了の否定文
<主語＋have not (haven't)＋過去分詞～.>
<主語+has not (hasn't)+過去分詞～.>の形になる。
<ずっと～していない>という意味になる。
haveは、助動詞（can,willなど）とみなす。
<can not>、<will not>と同じように<have not（has not)>となる。
<have not>の短縮形はhaven'tである。<has not>の短縮形はhasn'tである。

―【参考】助動詞の否定文―
I can not play the piano.

- 2 -

城東進学会
She will not go to the park tomorrow.

例文
I haven't lived in Tokyo since last winter.
私は昨年の冬からはずっと東京に住んでいない。

He hasn't been free for two weeks.
彼はこの2週間はずっと暇ではない。

3. 現在完了の疑問文「ずっと～していますか？」
現在完了の疑問文でも、haveを助動詞として扱う。
答え方は、Yes, 主語 have(has). / No, 主語 haven't(hasn't). となる。

―【参考】助動詞の疑問文―
Can you play the piano? Yes, I can. / No, I can't.

例文
Have you lived in Mito for ten years? Yes, I have. / No, I haven't.
あなたは10年間水戸に住んでいますか？ はい、住んでいます。いいえ、住んでいません。

Has he been busy since last week? Yes, he has. / No, he hasn't.
彼は先週からずっと忙しいですか？ はい、忙しいです。いいえ、忙しくありません。

4. 短縮形
主格の代名詞とhave、hasには、短縮形がある。
I have-I've You have-You've They have-they've He has-He's
She has-She's We have-We've

5. have been in～ ～にずっといる
<主語＋have been in+場所>の形で、<場所にずっといる>という意味になる。
beenは、be動詞の過去分詞である。ここでは「いる」という意味になる。
下記の現在形の文と現在完了の文を比較するとわかりやすい。
-比較-
They are in America now.
彼らは今アメリカにいる。
They have been in America since 2010.
彼らは2010年からずっとアメリカにいる。
上の2つの文は、be動詞の現在形のare（いる）が、現在完了形の<have been>（ずっとい
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る）に変化している。

例文
We have been in Osaka since last week.
私たちは先週からずっと大坂にいる。

6. How long～?
<How long have（has） + 主語 + 過去分詞～?>の形で用いる。
<How long ＋ 現在完了の疑問文?>と覚えるとよい。
<どのくらい長く～ですか?>、<いつから～ですか?>という意味になる。

例文
How long have you been busy?
I have been busy for three months.
あなたはどのくらい長く忙しいのですか？
私は3ヶ月間、ずっと忙しいです。

7. 現在完了の理解
現在完了は過去から現在までの期間を、１文で述べる言い方である。これについて詳しく説明
する。

・過去形の文は、過去のある時点のことしか述べない。
I lived in Mito three years ago.
私は３年前に水戸に住んでいた。
上の文は３年前に住んでいた事実だけがある。現在、水戸に住んでいるかどうかは分からな
い。

・現在形の文もまた、現在のことだけを述べた表現である。
I live in Mito now.
私は今は水戸に住んでいる
上の文は、過去のことは不明である。

・過去と現在の両方のことを言いたい場合、2つの文を用いることになる。
I lived in Mito three years ago. And I live there now.
私は３年前に水戸に住んでいた。そして私は今もそこに住んでいる。

・過去と現在の２つの文を１つの文で言い表す言い方がある。それが現在完了である。
I have lived in Mito for three years.
私は３年間ずっと水戸に住んでいる。
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３年前に水戸に住んでいたという事実と、現在も水戸に住んでいるという事実を、現在完了の
表現を使うことによって1つの文で言い表している。

例文
-過去と現在の2文-
I was busy yesterday. I was still busy.
私は昨日忙しかった。私はまだ忙しい。

-2文をまとめた現在完了の文-
I have been busy since yesterday.
私は昨日からずっと忙しい。

-過去と現在の2文-
She started to learn swimming two years ago. She still learns swimming.
彼女は2年前に水泳を習い始めた。彼女はまだ水泳を習っている。

-2文をまとめた現在完了の文-
She has learned swimming for two years.
彼女は2年間ずっと水泳を習っている。

8． for（～の間）とsince（～から、～して以来）
forとsinceは、現在完了の継続用法のときに使われることが多い。
(1)forのあとには期間を表す言葉が続く。
例
for five weeks（5週間） for a month(一ヶ月間) for three years(3年間)
for a long time(長い間 ※連語として覚えるとよい)

(2)sinceのあとには具体的な時間を表す言葉が続く。
例
since 2015(2015年から) since yesterday(昨日から)
since last night(昨夜から)


