UNIT 7
EXERCISES
《解答》
A

(1) as if，were [was]

(2) I had told

B

(1) knew

C

(1) A wise person would not believe

(2) had taken

(3) it had not

(3) could play

(4) had happened

(2) looked as if he had seen
(3) If you should see Mary
(4) suggested that we call off
(5) If you were to be born
D

(1) I remember the day of the entrance ceremony as if [though] it were yesterday.
(2) His boss demanded that he (should) change his [the] schedule.
(3) Without [But for] your encouragement, I might not have completed [finished] this job
[task / work]. /
If it had [Had it] not been for your encouragement, I might not have completed
[finished] this job [task / work].
(4) If I had not been [become] interested in agriculture at that time [then], I would not
have come to this college. /
If agriculture had not interested me at that time [then], I would not have come to this
college.
(5) I wish I could see you more frequently [often] during [in] (the) summer vacation
[holiday].

《和訳》
A

よく似た意味をもつ新しい文を書きなさい．
(1) オリビアは自分のイヌを人間のように扱う．
→オリビアは自分のイヌをまるで人間であるかのように扱う．
(2) あのとき母に真実を話さなかったことを後悔している．
→あのとき母に真実を話せばよかった．
(3) あなたの協力がなければ，あの仕事はできなかったでしょう．
→もしあなたの協力がなかったなら，あの仕事はできなかったでしょう．

B

単語を適切な形に変えなさい．
(1) もし彼女の電話番号を知っていたら，今ここで彼女に電話するのに．
(2) もし後のバスに乗っていたら，席に座れていただろうに．
(3) 私が君と同じくらいテニスが上手であればいいのに．君はすばらしいテニスプレーヤーだ．
(4) パットはまるで私たちの間には何事もなかったかのように私に話しかけた．

C

カッコ内の語句を使って文を完成させなさい．
(1) 賢明な人であれば，そんなありそうもない話は信じないだろう．
(2) ヒロキはひどく怖がっていた．彼はまるで幽霊を見たかのようだった．
(3) 万一メアリーに会うようなことがあれば，彼女によろしくお伝えください．

(4) ポールは校外学習を中止することを提案した．
(5) 仮にもう一度生まれ変わるとすれば，だれになりたいですか．
《解説》
A
(1) 6. 〈as if [though]＋S’＋仮定法過去〉
元の文の like a person は「（実際は人間ではないが）人間のように」という現在の事実と違う
ことを仮定する表現に似た意味を持つ．
「
（まるで）～であるかのように」を表す仮定法〈as if
[though]＋S’＋仮定法過去〉を用いる．
(2) 5. 〈S wish S’＋仮定法過去完了〉
元の文の I regret that ～は「～を後悔している」という意味．that 節内が過去時制なので「あ
のとき母に真実を話せばよかった」という意味になるように，
〈S wish S’＋仮定法過去完了〉
を用いる．
(3) 8. 〈If it had not been for ～〉
元の文の〈Without ～〉は「もし～がない［なかった］なら」という意味で条件を表す．後
半の述語動詞が〈助動詞の過去形＋have＋過去分詞〉なので，仮定法過去完了「もし～がな
かったなら」だと考えられる．同じ内容を If で始まる節で表すので，
「（あのとき）～がなか
ったなら」を表す〈If it had not been for ～〉を用いる．cooperation は「協力」という意味．
B
(1) 1. 仮定法過去
主節の now に注目すると，主節は「今ここで彼女に電話するのに」という現在の事実と違う
ことを仮定していることがわかる．If 節を「もし彼女の電話番号を知っていたら」という意味
になるように，仮定法過去の形とする．
(2) 2. 仮定法過去完了
主節は「席に座れていただろう」という過去の事実と違うことを仮定している．If 節を「もし
後のバスに乗っていたら」という意味になるように，仮定法過去完了の形とする．
(3) 4. 〈S wish S’＋仮定法過去〉
2 文目に「君はすばらしいテニスプレーヤーだ」とあるので，1 文目は「君と同じくらいテニ
スが上手であればいいのに．」という意味になるように，
〈S wish S’＋仮定法過去〉の形とす
る．superb は「すばらしい」という意味．
(4) 7. 〈as if＋S’＋仮定法過去完了〉
「まるで私たちの間には何事もなかったかのように」という意味になるように，〈as if＋S’＋
仮定法過去完了〉の形とする．
C
(1) 3. if 節に代わる表現
主語を A wise person，述語動詞を would not believe とすると，語群後の such an unlikely
story が目的語になる．if 節に代わって主語が条件を表す仮定法過去の文．
(2) 7. 〈as if＋S’＋仮定法過去完了〉
1 文目に「ヒロキはひどく怖がっていた」とあるので，2 文目は「彼はまるで幽霊を見たかの
ようだった」という意味になることがわかる．〈as if＋S’＋仮定法過去完了〉を用いる．

(3) 9. 〈If S should ～, ＋命令文〉
語群の後が命令文であることから，
〈If S should ～〉を用いることがわかる．主語を Mary と
you で迷うかもしれないが，後半の意味を考えると you になる．regards は複数形で「よろし
くというあいさつ」の意味．give one’s best regards to ～ = say hello to ～．
(4) 11. 仮定法現在
仮定法現在の文を組み立てる．提案を表す動詞（この場合は suggested）に続く that 節内で
は動詞の原形（この場合は call）が使われる．call off は「～を中止する（= cancel）」という
意味．cf. put off「～を延期する（= postpone）」
(5) 10. 〈If S were to ～，S’＋助動詞の過去形＋動詞の原形 ...〉
主節が「だれになりたいですか」という意味で would like が用いられていることから，仮定
法の文であることがわかる．〈If S were to ～，S’＋助動詞の過去形＋動詞の原形 ...〉を用い
て「仮に～ならば」と未来について純粋な仮定を表す．
D
(1) 6. 〈as if [though]＋S’＋仮定法過去〉
「まるで昨日のことのように」を〈as if [though]＋S’＋仮定法過去〉を用いて表す．
「入学式」
は entrance ceremony．
(2) 11. 仮定法現在
述語動詞に demanded を用いるが，demand は要求を表す動詞なので仮定法現在を用いる．
したがって，that 節の動詞（この場合は change）は原形もしくは〈should＋動詞の原形〉と
なる．demand = to ask for something very firmly, especially because you think you have a
right to do this〈LDOCE〉．require も「～を要求する」という意味だが，主語は普通 規則や
法律なので，この場合は demand のほうが適切．
(3) 3. if 節に代わる表現／8. 〈if it had not been for ～〉
過去の事実と違うことを仮定するので，仮定法過去完了を用いる．
「～がなかったなら」は副詞
句の Without [But for] ～，if 節の If it had not been for ～，あるいは If を省略した Had it not
been for ～で表せる．
「～できなかったかもしれない」は〈might not have＋過去分詞〉で表す．
(4) 2. 仮定法過去完了
(3)と同様，過去の事実と違うことを仮定するので，仮定法過去完了を用いる．条件にあたる
部分は日本語の内容から if 節を用いることがわかる．I もしくは agriculture を主語とするこ
とができる．
(5) 4. 〈S wish S’＋仮定法過去〉
現在の事実と異なる願望を表す内容なので，
〈S wish S’＋仮定法過去〉を用いる．
「特定の期間
内
（夏休み）
の間に」
という意味なので，
前置詞は for ではなく during が適切
（→ 参考書 p.421）
．

Let's Try!
《解答例》
① (1) If I had a time machine, I would visit my first year at high school.
(2) (It is) Because I want to stop myself from saying something terrible to my friend.
② If I had a time machine, I would visit my first year at high school.

At that time, I said

something terrible to my friend.

I would stop myself from saying such a thing. (34 words)

《和訳》
① ペアを組んで，質問について話し合いなさい．
(1) タイムマシンがあれば，あなたはどの年を訪れたいと思いますか．
(2) なぜその年に行きたいと思いますか．
② 質問に 30 語程度で答えなさい．

