
《Lesson 4》現在完了【継続】：疑問文 

  次現在完了【継続】の疑問文についてです。基本的に現在完了の疑問文は、 

肯定文のhave / hasを文頭に持ってくるだけです。 

 

＜現在完了【継続】疑問文：基本の形＞ 

Have / Has ＋ 主語 ＋ 動詞の過去分詞 ＋ ～？ 

「主語は～の間、（ずっと）動詞をしているのですか」 

＜例＞ Have you been busy since last week? （先週から忙しいのですか） 

Have you played soccer for more than 10 years? 

    （あなたは10年よりも長くサッカーをしているのですか） 

【現在完了【継続】の疑問文：作り方】 

ステップ①：現在完了の肯定文を作る。 

ステップ②：have / hasを文の先頭に持ってきて、最後を ? にする。 

 

＜例1＞「あなたは先週から忙しいのですか」 という文の場合。 

ステップ①：現在完了の肯定文を作る。  

→ 「あなたは先週から忙しいです」 

    You have been busy since last week.          

ステップ②：have / hasを文の先頭に持ってきて、最後を ? にする。 

     Have you been busy since last week?         

 

＜例2＞「あなたは10年より長くサッカーをしているのですか」 という文の場合。 

ステップ①：現在完了の肯定文を作る。  

→ 「あなたは10年より長くサッカーをしています」 

    You have played soccer for more than 10 years.          

ステップ②：have / hasを文の先頭に持ってきて、最後を ? にする。 

     Have you played soccer for more than 10 years?         

【疑問文の答え方】 

Yes,   代名詞         have / has    .    No,  代名詞        have / has        not   . 

 

*haven’t /hasn’t を使うのが一般的。 



＜例1＞ 

 Have you been busy since last week?  （あなたは先週から忙しいのですか） 

→  Yes, I have. （はい、忙しいです） 

     →  No, I haven’t. / No, I have not. （いいえ、忙しくないです） 

 

＜例2＞ 

 Have you played soccer for more than 10 years?  （あなたは10年よりも長くサッカーをしているのですか） 

→  Yes, I have. （はい、そうです） 

     →  No, I haven’t. / No, I have not. （いいえ、違います） 

 

【疑問詞＋現在完了の疑問文】 

where / why などの「疑問詞」が現在完了の疑問文に足される場合は、他の助動詞の疑問文の

ように、「疑問詞 ＋助動詞の疑問文」の形、つまり 

疑問詞＋現在完了の疑問文? 

の形となります。これは、【継続】【経験】【完了・結果】の時と同じとなります。 

【疑問詞 ＋ 現在完了の疑問文：基本の形】 

疑問詞 ＋ have / has ＋ 主語 ＋ 過去分詞 ＋ ～ ? 

＜例＞ How long have you known him?   （どれくらいの間、あなたは彼を知っているのですか？） 

           Where has she been?            （彼女は、いままでどこに*いたのですか？） 

*現在完了は「直前まで続いていた動作」を表すこともある。 

 

【疑問詞＋助動詞の疑問文：作り方】 

ステップ①：「疑問詞」の部分（どれくらいの間など）に同じ種類の 

「適当な単語」を入れて疑問文を作る。 

ステップ②： 入れた「適当な単語」を「疑問詞」に戻す。 

ステップ③：「疑問詞」を文の先頭に持ってくる。 

 

＜例1＞「あなたはどれくらいの間、彼を知っているのですか」 という文の場合 

ステップ①：疑問詞の部分に同じ種類の「適当な単語」を入れて疑問文を作る。 

→「あなたは1年の間、彼を知っているのですか」 

        Have you known him for a year?           

ステップ②：入れた「適当な単語」を「疑問詞」に戻す。 

        Have you known him how long?           

ステップ③：「疑問詞」を文の先頭に持ってくる。  

        How long have you known him?           



 

そして「誰が～？」「何が～？」といった、主語をたずねる疑問文の場合には、 

疑問詞を主語とした肯定文の形 

になります。また答える時は、基本的に「主語＋have / has」の形となります。 

【主語をたずねる現在完了の疑問文：基本の形】 

疑問詞 ＋ have / has ＋ 動詞の過去分詞 ＋ ～？ 

＜例＞ Who has been in our office since this morning？ – The president has. 

       （誰が、我々のオフィスに今朝からずっといるのですか？― 社長です） 

【主語をたずねる疑問文：作り方】 

ステップ①：「疑問詞」の部分に同じ種類の適当な単語（3人称・単数）を入れて 

肯定文を作る。 

ステップ②：入れた「適当な単語」を「疑問詞」に戻し、文の最後を ? にする。 

 

＜例＞「誰が、我々のオフィスに今朝からずっといるのですか」という文を作る場合 

ステップ①：「疑問詞」の部分（誰）に同じ種類の「適当な単語（3人称・単数）」                

      を入れて肯定文を作る。  

→ 「社長が、我々のオフィスに今朝からずっといます」  

     The president has been in our office since this morning.         

ステップ②：入れた「適当な単語」を「疑問詞」に戻し、文の最後を ? にする。 

     Who has been in our office since this morning?                

 

 

ポイント！間接疑問文も他の助動詞の間接疑問文と同じ形 

現在完了の間接疑問文も、基本的に can / should のような助動詞の間接疑問文と同じ形に

なります。 

＜例＞ I don’t know how long she has been here.  

（私は彼女がどれぐらいここにいるのか知りません） 

I wonder why I haven’t seen him this week.  

（なぜ私は彼を今週見ていないのでしょう） 

 

 

 

 

 

 

 
本ファイルの著作権は、著作者である藤井拓哉に帰属します。本ファイルを利用したことによる直接あるいは間接的な損害に関して、著作者はいっさ

い責任を負いかねます。利用は利用者個人の責任において行ってください。 

 


