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1.1

疑問文Ⅰ（疑問代名詞の種類と用法）Interrogative Pronouns
疑問代名詞の種類
疑問代名詞は、平叙文の主語・目的語・補語を尋ねるのに使われる。
意味

さすもの

主格

所有格

目的格

だれ

人

who

whose

who(m)

どれ・どちら（の）

人・物

which

－

which

何・どの

物

what

－

what

目的格 whom は前置詞を前に置く以外、使われない。

1.2

疑問代名詞のある疑問文の作り方
1.2.1

主語を疑問詞にする場合 S+V
疑問詞を文頭に置いて、述部をそのまま続ける

①

Who 人の場合
Tom comes from Birmingham トムがバーミンガム出身です。
↓
Who comes from Birmingham? 誰がバーミンガム出身ですか？
誤 Who does come from Birmingham?

②

但し強調の時、ありうる。

What 物の場合
A dangerous thing happened to him.

危険なことが彼の身に起こった。

↓
What happened to him?

何が彼の身に起こりましたか。

誤 What did happen to him?

但し強調の時、ありうる。

Which one costs more - the blue one or the gray one?
どちらがより金がかかりますかー青いのですか、それとも灰色のですか。
誤 Which does cost more ?

③

但し強調の時、ありうる。

Whose 所有格の場合
Mine is there.

私のはあそこにあります。

↓
Whose is there?

誰のがあそこにありますか。

【重要】疑問代名詞が主語になる時、通常単数動詞で受ける
Who’s there?
What brings you here?

あそこにいるのは誰でしょうか。
君はどうしてここに来たの。

Which is more valuable to society - a politician or a nurse?
社会にとって政治家と看護師のどちらがより価値がありますか。
Whose bark’s loudest?

誰のが一番大きな声で吠えますか。
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1.2.2
①

第２文型の疑問詞の疑問文
what

S+V+C

主格補語が事の場合

The fact is that her husband killed her.
Is the fact that her husband killed her?
↓
what
What is the fact?

②

who

事実は何ですか。

主格補語が人の場合

The murderer is ‘Okubo Kiyoshi’.
Is the murderer ‘Okubo Kiyoshi’?
↓
who
Who is the murderer?

③

殺人者は誰ですか。

which 選択する場合
My wife is the one in the red dress. Not in the white.
Is your wife the one in the red dress?
↓
which
Which one is your wife? The one in the red dress.
どちらがあなたの奥さんですか。赤いドレスを着たのです。

④

whose 主格補語が所有格の場合
This car is Tom’s.
Is this car Tom’s?
↓
whose
Whose is this car? It is Tom’s.

この車は誰のですか。トムのです。

但し、Whose car is this? の方が好まれます。

1.2.3 第３文型の疑問詞の疑問文

S+V+O

作り方：yes, no で答える疑問文 Is(are) 主語～?、 Do(Does, Did) 主語～? にして、疑
問詞を前にする。
①

what 目的語が物の場合
Mark is cooking vegetables in the kitchen now.
↓
What
What is Mark cooking in the kitchen now?

② who 目的語が人の場合
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The murder killed her.
↓
who
Who did Tom kill?

③

which 選択する場合
My wife likes sushi better than beef steak.
↓
which
Which does your wife like better, sushi or beef steak?

④

whose 目的語が所有格を伴う場合
Is this car Tom’s?
↓
whose
Whose is this car? It is Tom’s.

この車は誰のですか。トムのです。

但し、Whose car is this? の方が好まれます。

1.2.4 第４文型の疑問詞の疑問文

S+V+O(+O)

作り方：yes, no で答える疑問文 Is(are) 主語～?、 Do(Does, Did) 主語～? にして、疑
問詞を前にする。
Richard gave Tom a CD as a birthday present.
①

目的語が人の場合
Did Richard give Tom a CD as a birthday present?
↓
who(m)
Who(m) did Richard give a CD as his birthday present?

②

目的語が物の場合
Did Richard give Tom a CD as a birthday present?
↓
what
What did Richard give Tom as a birthday present?

1.2.5 目的格補語が疑問詞の疑問文 S+V+O+C
They call this flower a ‘rose’ in English.

英語でこの花をバラと呼びます。

Do they call this flower a ‘rose’ in English?
↓
what
What do they call this flower in English?

この花を英語で何と呼びますか。
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1.2.6

動詞をたずねる疑問文: what ･… do?

‘What are you doing tomorrow? ‘ ‘Resting.’
「明日は何をするつもり。
」
「休息を取るよ。」
‘What’s Helen doing?’ ‘Getting all the rubbish

(Am. Trash) out of the car.’

「ヘレンは何をしているの。
」「車からすべてのゴミを出しているよ。
」
他動詞をたずねる疑問文で、主語と目的語が両方言われるとき：what…with, to
‘What have you done to your leg?’ ‘(I have )Broken it.’ 「
君の足どうしたの。
」
「折っちゃった。」
’What are you doing with my camera?’ ‘I’m just touching it.’
「私のカメラに何してんの。
」「ただ、さわっているだけだよ。」
完全な情報を聞きたいとき：what…happen
’What happened to that chair?’ ‘My cat scratched it.’
「この椅子どうしたの。
」
「猫が引掻いたの。
」

1.2.7

形容詞をたずねる疑問文：what…like? どんな風か、どんな人か
‘What is he like?’ ‘He is handsome.’

「彼はどんな人。」
「いい男よ。
」

’What does your sister look like?’ ‘Short and dark, pretty; very cheerful looking.’
「君の妹ってどんな人。
」
「背が低くて、色黒で、かわいくて、陽気だよ。
」
注）What ~ like?と How ~?の違い
What ~ like?: 変化しないものを聞く ex) 人の性格・容姿
How ~ ?

: 変化するものを聞く

’How is Ron?’ ‘He is very well.’

ex) 人の健康・気分
「ロンはどうですか。」「彼とても調子いいよ。」

’How does she look today?’ ‘Tired.’
「彼女は今日どのように見える。」「疲れて見えるよ。」

1.2.8

強調構文と疑問詞のある疑問文
It was the president that [who] made this innovation.
Was it the president that [who] made this innovation?
↓
who
Who was it that made this innovation?
この新しい改革をしたのはいったいだれだったのか。
It was the earthquake that destroyed the city.
Was it the earthquake that destroyed the city?
↓
what
What was it that destroyed the city?

その町を破壊したのは何でしたか。
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1.2.9
③

疑問詞が前置詞の目的語になる場合
前置詞＋疑問詞：公式表現
With whom did you go to the movie?

④

誰と映画に行ったの。

前置詞を文尾に置く：くだけた表現
Who did you go to the movie with?

⑤

動詞が be 動詞の時は公式表現でも前置詞を前に置かない。
Who is it for, madam? (NOT For whom is it?)

それは誰のためですか、奥様。

1.2.10 疑問詞のある疑問文の例
例１）過去形の第３文型の文
Tom promised to buy me a book as a birthday present.

③

Who promised to buy me a book as a birthday present?
誰が私に誕生日プレゼントとして本を買う約束をしましたか。

④

Who(m) did Tom promise to buy a book as a birthday present?
トムは誰に誕生日プレゼントとして本を買う約束をしましたか。

⑤

What did Tom promise to buy me as a birthday present?
トムは何を私に誕生日プレゼントとして何を買う約束をしましたか。

例２）現在進行形の第４文型の文
Mary is teaching pupils how to pronounce English words by using a CD.

①

Who is teaching pupils how to pronounce English words by using a CD?
誰がＣＤを使って英語の単語の発音の仕方を生徒に教えていますか。

②

Who(m) is Mary teaching how to pronounce English words by using a CD?
メアリーは誰にＣＤを使って英語の単語の発音の仕方を教えていますか。

③

What is Mary teaching pupils by using a CD?
メアリーは生徒にＣＤを使って何を教えていますか。

④

What is Mary teaching pupils how to pronounce by using a CD?
メアリーはＣＤを使って生徒に何の発音の仕方を教えていますか。

⑤

What is Mary teaching pupils how to pronounce English words with?
How is Mary teaching pupils how to pronounce English words?
メアリーは何をして生徒に英語の単語の発音の仕方を教えているのですか。

1.3

what と who と which の違い
who:

姓名、素性、血族、関係など

what: 職業、役割、地位、身分
which: 通常人には使わないが、人の確認をする時は使う
Who is he?

He is Mr. Smith. He is my uncle. He is my teacher.

彼はなんという人ですか。

スミスさんです。 私の伯父です。

私の先生です。

(名前を尋ねる場合は、May I have your name?が普通。また、What’s your name, please?
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でもよい。
）
例外）’Who are you?’ ‘I’m a photojournalist.’ 「どなた。」
「報道写真家です。
」
Who are you really and what were you before?
君は本当に何物なんだ？ また、前は何をやっていたんだ。
What is he?

He is a teacher.

He is president.

彼はどういう人ですか。 先生です。

大統領です。

（職業を尋ねるには、What do you do? や What is your occupation?などの表現を用いる
ほうがはっきりしてよい。
）
例外）
Who are you that you call me by my first name? (古い言い回し)
ちゃん付けで私を呼ぶなんてあなたってどういう人。
"Which one is your husband?" "The one in jeans."
「どちらがあなたの亭主。
」「ジーンズをはいているほうよ。」

1.4

従属節 that 節の中のものを聞く疑問詞を使った疑問文: wish, think, say（4-2-3 参照）
1.4.1

従属節の主格の疑問詞
Who do you think will be your husband? あなたは誰があなたの亭主になると思いますか。
What do you suppose has become of the missing girl?
あなたはその行方不明の少女がどうなったと思いますか？

1.4.2

従属節の目的格が疑問詞
Who do you wish (that) you’d marry? あなたは誰と結婚したいの。
What did you say (that) you wanted for your present?
あなたはプレゼントに何が欲しいって言ったの。

1.4.3

従属節の主格補語が疑問詞
What do you think his father is?

あなたは彼の父親は何だと思いますか。

Which one do you think her husband is? どちらが彼女の亭主だと思いますか。

1.4.4

従属節の目的格補語が疑問詞
What do you think they call this flower in English?
あなたはこの花を英語で何と言うと思いますか。

1.5

what を含む慣用表現
1.5.1

What about ~? = How about ~? (こちらの方が一般的)
= What do you say to(前置詞) ? = Let’s ~.
～しませんか（提案、勧誘）
What about going out for a meal?

1.5.2

What if ~?

外食するのはいかがですか。

提案を導くのに使われる

「どうなんだ」
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if 以下は現在形・過去形（可能性が薄い時、一種の仮定法）
What if we invite your mother next weekend and have her go back the week after?
私たちが君の母君を来週末招待して翌週帰ってもらったらどうでしょう。
" I’m going to climb up there." "No! What if you slipped?"

(仮定法)

「私はあそこに登るつもりなんだ。」
「止めろ！滑ったらどうするんだ。」
注）what if は suppose, supposing に置きかえられる。

1.5.3

What do you say to ~? 名詞／動名詞、 しませんか、～はいかがですか
What do you say to (having) another cup of tea? もう一杯お茶をいかがですか。

1.5.4

What makes 人＋動詞原形~? = Why ~?
What made her do such a thing?

何が人をそうさせるのか

何が彼女にそんなことをさせたのか。

= Why did she do such a thing?

1.5.5

何のために～

What ~ for? = Why ~ ?
What did you buy it for?

1.5.6

1.5.7

What has become of ~?

何のためにそれを買ったのですか。

～はどうなったのか

What has become of her?

彼女はどうなったのですか。

What will become of her?

彼女はどうなるのですか。

What do you mean?

怒り・反抗を表す

What do you mean, I can’t sing?

どういうつもり！

どういう意味？私が音痴だって！

What do you mean by waking me up at this time of night?
夜のこんな時間に私を起こすなんてどういうつもり！

1.5.8

What’s up? どうしたの？
’What’s up?’ ‘Nothing much.’

1.5.9

「どうしたの？」
「別に。」

What’s that?
I.

それはどういうことですか

II. それをどう思いますか
III. 何と言われましたか
’My name is Sheila.’

’What’s that again?’

「私の名前はシーラです。
」
「何と言われましたか（もう一度言って）。」
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2.

疑問文Ⅱ（疑問代名詞の慣用表現・疑問形容詞）Interrogative Adjectives
疑問代名詞に名詞がつくので疑問形容詞と呼ばれる

2.2

疑問形容詞の種類
What ~ どんな～

Which ~ どちらの～

Whose ~

誰の（何の）～の３種類

人・物のどちらにもつく
Which teacher do you like best?

どの先生が君は一番好きですか。

Which colour (Am. color) do you want - green, red, yellow or brown?
どの色が欲しいですか。緑,赤、黄色、茶？
What writers do you like?

どの作家が好きですか。

What color are your baby’s eyes?

あなたの赤ちゃんの目の色は何色ですか。

What sort of music do you like?

どんな種類の音楽が好きですか。

Whose car is that outside?

外にあるあれは誰の車ですか。

= Whose is that car outside?（古い言い回し）
Whose garden do you think looks the nicest?

だれの庭が一番すてきに見えると思いますか。

注）What kind(sort) of + 無冠詞 + 単数（複数）名詞
’What kind of girl is she?’

‘She is a skinny, tall; noisy girl.’

「彼女はどんな女の子ですか。
」 「痩せて、背が高くて、やかましい女の子です。」

2.3

前置詞＋疑問形容詞
For whose benefit were all these changes made?
すべてのこれらの変化はだれの利益のためになされたのですか。

2.4

What kind of films are you interested in?

どんな種類の映画に興味がありますか。

Which flight is the general travelling on?

将軍は、どの飛行機で旅行するのですか。

慣用句
2.4.1

何曜日ですか What day of the week is it ~?
‘What day of the week is it today?’ ‘It’s Sunday.’ 「今日は何曜日ですか。」
「日曜日です。
」

2.4.2

何日ですか

What day of the month is it~?

‘What day of the month is it today?’ ‘It’s October 29, 2002.’
「今日は何日ですか。
」
「2002 年 10 月 29 日です。」

2.5

what と which の違い
what: 選ぶ範囲を限らず「何」かを尋ねる
which: ある限られた範囲のもののうち「どれ」かを尋ねる
と言われているが、この区別は現在ほとんどない。
Which/What is the hottest city in the world?
Which/What train did you come on?

世界の中で一番暑い都市はどれですか。

どの汽車で来ましたか。

Which/What people have influenced you most in your life?
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どの人々があなたの人生で最も影響を与えましたか。
但し、話し手の頭の中に限られた選択しかない時 which が好まれる。
Which of (the, my, these ~) (NOT What of , Who of )
What did you buy?

何を買ったの。

Which (of those books) did you buy?

あの本のうちどれを買ったの。

What do you want to eat? 何を食べたいの。
Which of these two apples do you want to eat? この２つのりんごのうちどちらを食べたいの。
Which of these apples do you want to eat?

これらのりんごのうちどれを食べたいの。

We’ve got white or brown bread. Which will you have?
白パンか黒パンがあるよ。どっちがいい。
What language do they speak in Greenland?

グリーンランドではどんな言葉を話しますか。

（上記は which language より自然）
What’s your phone number? (NOT Which is your phone number?)

2.6

あなたの電話番号は。

従属節 that 節の中のものを聞く疑問形容詞を使った疑問文: wish, think, say（4-2-3 参照）
2.6.1

従属節の主格の疑問詞
What book do you think will be his favorite? あなたはどの本が彼の好みだと思いますか。

2.6.2

従属節の目的格が疑問詞
What language did you say (that) you wanted to speak?
あなたはどの言語を話したいと言いましたか。

2.6.3

従属節の主格補語が疑問詞
Which man do you think her husband is? どちらの人が彼女の亭主だと思いますか。
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3.

疑問文Ⅲ（疑問副詞）
疑問副詞の種類
when

時

いつ= at what time

where

場所

どこで[どこに、どこへ] = at [in, to] what place

why

理由

なぜ = for what reason

how

方法・手段・状態

どんな方法[手段、状態]で
= in what way [by what means, in what state]

3.2

when
3.2.1

when の疑問文の作り方
例１）I usually get up at seven in the morning.

疑問文に変える

Do you usually get up at seven in the morning?
↓
when
When do you usually get up in the morning? あなたは朝たいていいつ起きますか。
時間をはっきりさせるためには what time~?を用いる。
What time do you usually get up in the morning?
あなたは朝たいてい何時に起きますか。
例２）Swallows fly to the south in autumn.

疑問文に変える

Do swallows fly to the south in autumn?
↓
when
When do swallows fly south?

3.2.2

つばめはいつ南に飛びますか。

疑問代名詞としての前置詞＋when:
until, since などの前置詞とともに用いられることもある。
Till when will you stay at my house? いつまであなたは私の家にいますか。
Since when has your mother been sick in bed?
いつからあなたのお母さんは病気で寝ていますか。
注：when は一時点を聞く疑問詞だから、since when 以外現在完了とは用いない。
Since when have you liked football/soccer? あなたはサッカーが好きって初めて聞いた！

3.3

where
3.3.1

where の疑問文の作り方
My brother lives in London.
疑問文にする
Does your brother live in London?
↓
where
Where does your brother live?

あなたの弟はどこに住んでいますか。
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3.3.2

疑問代名詞としての where：前置詞＋where
I am going to the shop (Am. Store).

疑問文にする

Are you going to the shop?
↓
where
Where are you going to? (Where are you going?(こちらの方が好まれる))
どこに行くところですか。
Where do you come from?

3.4

どちらのご出身ですか。

why
3.4.1

why の疑問文の作り方
I didn’t speak out because I was told not to.
Didn’t you speak out because you were told not to?
↓
why
’Why didn’t you speak out?’ ‘(Because) I was told not to.’
「何故あなたは遠慮なく言わなかったの。」 「そうするなと言われていたんです」
I want to go to America to study English.
Do you want to go to America to study English?
↓
why
’Why do you want to go to America?’ ‘To study English.’
「何故あなたはアメリカに行きたいのですか。」 「英語を勉強するためです。」

3.4.2

Why +原形不定詞 ?

どうして～するの（無駄なのに）

Why argue with him? He’ll never change his mind.
何故彼と議論するの。彼は絶対決心を変えないよ。
Why pay more at other shops?
他の店でもっとお金を使ったら。

3.4.3

Why not + 原形不定詞 勧誘 ～したらどうですか
’Sandy’s in a bad mood.’ ‘Why not give her some flowers?’
「サンディは機嫌悪いよ。
」

3.4.4

3.4.5

「彼女に花をあげたらどう。」

Why don’t ~? 勧誘 ～したらどうですか。= Why not ~?
Why don’t you have some rest?

少し休んだらどうですか。

Why don’t we go and see her?

行って彼女に会いませんか。

why should (アメリカは would を使うことの方が多い)~ ? 驚き・怒り・拒絶

何故～

なんだろう(3-3-5 参照)
攻撃的に相手の提案･要求・命令を拒否する
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Why should she want to go with me?

なぜ彼女は私と出かけたいのだろう。

Why should we have to pay for your mistake?
なぜ私たちがあなたのミスの報いを受けなければならないんだろう。
’Give me a cigarette.’ ‘Why should I?’ 「私にタバコをくれ。」
「なぜ私が？」
’Ann’s very unhappy.’ ‘Why should I care?’ 「アンはとても不幸せよ。」
「何故私が気にするの。」

3.5

how
3.5.1

「手段」の副詞部分を聞く how ~?

どうやって～？

I escaped by climbing the fence.
Did you escape by climbing the fence?
↓
how
‘How did you escape?’ ‘By climbing the fence.’
「どうやって君は逃げたの。
」「塀を登ってだよ。
」
I go to school on foot.
Do you go to school on foot?
↓
how
‘How do you go to school?’ ‘On foot.’
How could you?

「どうやって学校に行くの。」 「歩いてだよ。
」

何てことしてくれたの。

How is it that they are late in coming? =Why are they~? [強調構文〕
彼らがやって来るのが遅れるとはどうしてか。

3.5.2

「程度」の形容詞・副詞部分を聞く how~?

程度・反応

～はどうですか？

I like Japan very much.
Do you like Japan very much?
↓
how
’How do you like Japan?’ ‘Oh, I like it very much. People are kind.’
「日本はどうですか。
」
「大好きです。人々は親切だし。
」
He was very tired.
Was he very tired?
↓
how
‘How was he?’ ‘He was very tired.’
「彼はいかがでしたか。
」
「とても疲れていました。
」
She looked beautiful.
Did she look beautiful?
↓
how
‘How did she look?’ ‘She looked beautiful.’
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「彼女はどんな風に見えましたか。」
「きれいでしたよ。
」
’How are you?’ ‘I’m fine, thank you. And you?’
「ごきげんいかがですか。
」
「元気です、ありがとう。あなたはいかがですか。
」
’How was the film?’ ‘Very good.’
How have you been?

どうしてた。

How is it going?

3.5.3

How are you going?

元気かい。

景気はどう。

測量・程度

how+形容詞

「映画はどうでしたか。」
「とてもよかったですよ。」

どのくらい～？

how deep （深さ）

how far （距離）

how high

how large (big)（大きさ、広さ） how long （時間的長さ）

(高さ）

how fast （速さ）

how many

（数）

how much （量・程度・価値） how old （年齢）

how tall

（背丈）

how thick （厚さ）

how wide （幅）

how often

（回数）

how soon （早さ）

how hot （暑さ）

how early

（早さ）

how cold （寒さ）

’How hot is the water?’=‘What is the heat of the water?’ ‘100 degrees Centigrade.’
「そのお湯はどのくらい熱いのですか。」
「１００℃です。」
’How long does it take you to get to work?’ ‘Ten minutes.’
「職場までどのくらい時間がかかりますか。」
「１０分です。
」
‘How much did it cost you to build a new house?’ ‘A fortune.’
「新しい家を建てるのにいくらかかりましたか。」
「一財産さ。」
’How soon will the meeting begin?’ ‘In five minutes.’
「どのくらいしたら会が始まりますか。」
「5 分後です。
」
’How often have you been to Europe?’ ‘Twice.’
「何回ヨーロッパに行ったことがありますか。」「2 回です。
」
’How cold is it in England now?’ ‘More than I can stand.’
「英国の今の寒さはどのくらいですか。」
「私は耐えられません。
」
I can’t tell you how beautiful she is. 彼女がどのくらいきれいか、あなたに伝えられない。

3.5.4

How should ~? (アメリカは would)~ ? 驚き・怒り・拒絶
攻撃的に相手の提案･要求・命令を拒否する

どうして～なんだろう

(3-3-6 参照）

’What time does the film start?’ ‘How should I know?’
「何時に映画は始まるの？」 「どうして私が知っているのよ！」

3.5.5
③

how の慣用句
How about～？

勧誘

～しませんか

How about another piece of cake? もう一つケーキをいかがですか。

④

How come ? = Why ? どうして
How come he turned down your proposal? どうして彼はあなたの求婚を断ったのですか。
How come you were absent yesterday?

⑤

How do you do?

どうして君は昨日休んだの。

はじめまして

’How do you do, Prime Minister Koizumi.’ ‘How do you do, Mr. Tanaka.’
「はじめまして、小泉首相。」「初めまして、田中さん。
」
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⑥

How dare you ~?

非難 よくも～するな。 （助動詞 13-4-1 参照）

How dare you say such a thing to me? よくもそんなこと私に言えるな。
How dared the child contradict his teacher? よくもあの子は先生に口答えできたね。

⑦

How would you like~?
I.

～はいかがですか
’How would you like some tea?’ ‘Thank you, please.’
「お茶をいかがですか。」
「お願い致します。
」

II. ～をどのようにしますか
’How would you like your eggs?’ ‘I like them scrambled.’
「卵をどのようにしますか。」「スクランブルエッグでお願いします。
」

3.5.6
③

How~?と What の使い分け
～をどう思いますか
’What did you think of the movie?’ ‘Beyond awful.’
「あの映画どう思った？」
「ひど過ぎる。
」
Not How did you think of the movie?

④

～をどう召し上がりますか

～はいかがですか

’How do you like your coffee?’ ‘Just cream, please.’
「コーヒーはどう召し上がりますか。」「クリームだけにしてください。」
(Not What do you like your coffee?)
‘How did you like the movie?’ ‘I liked it very much.’
「その映画はいかがでしたか。」
「私はそれをとても気に入っています。」
(Not What do you like the movie?)

⑤

～をどう言いますか
’What do you call this flower in English?’ ‘We call it a rose.’
C

S V

O

「この花を英語で何と言いますか。
」 「バラと言います。」

上記動詞 call は第５文型の動詞で疑問詞 what は目的格補語で、名詞を聞いているから疑
問詞は what となる。
cf. ～をどう発音しますか、～をどうつづりますか。
How do you spell this word in English? この単語を英語でどうつづりますか。
(Not What do you spell this word in English?)
How do you pronounce this word?

この単語をどう発音しますか。

(Not What do you pronounce this word?)
上記動詞 spell、pronounce は第３文型の動詞だから、副詞を聞く疑問詞 how で、「どのよ
うに」という問になる。第３文型として完璧な文章なので、文の要素が不足していないか
ら、what は名詞を聞くことになり、何らかの文の要素になるのでありえない。

⑥

～天気はどうですか
’What is the weather in England like?’ ‘It is mild in spring but harsh in winter.’
「イギリスの気候はどうですか。」 「春は温暖で、冬は厳しいです。
」
(Not How is the weather like?)
上記 like は前置詞で目的語を伴うから疑問詞は名詞の what になるが、how は副詞であり
14

like の目的語にはならないので、使えない。

3.4.7

従属節 that 節の中のものを聞く疑問副詞を使った疑問文: wish, think, say
How long do you think it will take to get to Yoyogiuehara? につくにはどの位かかると思
いますか。
Where do you suppose he lives? どこに彼が住んでいると思いますか。
Why do you think he is absent?

4.

あなたは何故彼が休んでいると思いますか。

疑問詞Ⅳ（間接疑問文）
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4.2

疑問詞のない疑問文の間接疑問
4.2.1

if, whether を使う関接疑問文：Yes, No で答える疑問文をもとにした間接疑問文
Yes, No で答える疑問文は、平叙文になおして先頭に if[whether]を付す（＝if[whether]
節にする）ことにより間接疑問文となる。
例）Does the guest like sushi? + I don’t know if.
I don’t know whether /if the guest likes sushi.
私はその客が寿司を好きかどうか知らない。
例）Will I have time? + I’m not sure if.
I’m not sure whether /if I’ll have time. 私は時間があるかどうか確信がない。
例）Did she have any letters for me? + I asked if.
I asked whether /if she had any letters for me.
私は彼女が私宛ての手紙をもっているか尋ねた。

4.2.2

whether が好まれる場合
I.

or not や or~でつながる場合、正式には whether が好まれるが if でもよい
Let me know whether you can come or not. (～if you can come or not も可能）
あなたが来れるか来れないか私に教えて。

II. discuss の目的語は if より whether が好まれる
We discussed whether we should close the shop.
われわれは店を閉めるかどうか議論した。

4.3

疑問詞のある疑問文の間接疑問文
4.3.1

目的語に間接疑問文が来る場合
疑問詞を用いた疑問文を平叙文の語順にして「？」を除けば、名詞節として使用できる。
I asked who wanted to come. (←Who wants to come?) 私は誰が来たいのかを尋ねた。
She wondered why he wasn’t wearing a coat. (←Why wasn’t he wearing a coat?)
彼女は彼が何故コートを着ていないのかと不思議がった。
I don’t know where he is now. （←Where is he now?）私は彼が今どこにいるかを知らない。
Tell me when he will leave. （←When will he leave?） 彼がいつ発つか教えてくれ。
I don’t know what colour (米：color) she likes. (←What colour does she like?）
僕は彼女が何色を好きか知らない。
We need to decide where Ann is going to sleep. (←Where is Ann going to sleep?)
アンがどこで寝るかを決める必要がある。
He asked me how old I was.

4.3.2

彼は私に何歳かを聞いた。

主語･補語に間接疑問文が来る場合
Who you invite is your business.
あなたが誰を招待するかということは私の知ったことではない。
Where we stay doesn’t matter.

私たちがどこに滞在するかは問題ではない。

This is how much I’ve done.

これが私のやった分だ。
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4.3.3

間接疑問文にする際に動詞によって疑問詞を文頭に置くか目的語にするかの違い


What do you think I have in my hand? 私の手の中に何があると思うかい。
Do you think what …?
とすると、
「私の手の中に何があるのかと思うか思わないか」など
という変な意味の疑問文になってしまう。



Do you know what I have in my hand? 私の手の中に何があるか知ってるかい。
What do you know I have …? とすると意味不明になる。



say, guess などは聞き手が何に重点を置くかによって両様あり。
Did he say where he had met Jiro? 彼はどこでジローに会ったか言いましたか。
（↑「言ったか言わなかったか」を問う）
Where did he say he had met Jiro? 彼はどこでジローに会ったと言ってましたか。

4.4

疑問詞と不定詞
what, which, where, when, how などの疑問詞に to 不定詞のついた形
間接的に「義務」
「可能」の考えを表すのに使われる。
I wonder who to invite. (=….who I should invite.) 誰を招待すべきかしら。
Show me what to do. (=…what I should do.) 何をすべきか私に教えて。
Can you tell me how to get to the station? (=…how I can get to the station.)
どうやって駅に行くのか教えてくれませんか。
I don’t know where to put the car. (= …where I should put the car.)
どこに車を置けばよいか分からない。
Tell me when to pay. (= …when I should pay.)

いつ支払うのか私に教えて。

I can’t decide whether to answer her letter or not.
(=…whether I should answer her letter or not.)
私は彼女の手紙に返事を出すべきかどうか決められない。

5.
5.2

疑問詞Ⅴ（疑問詞の強調・返答の疑問文）
一体全体 on earth, the hell, the fuck, in the world
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Who on earth is that strange girl?

いったいあの変な子はだれだい。

How on earth did you pass such a difficult exam?
いったいどうやって君はあんな難しい試験に合格したの。
Who in the world is she?

いったい彼女はなにものだ。

但し、長めの疑問詞(ex. How long ~?)には on earth, etc.
※下の表現は、使わないほうがよい。
Why the hell did I marry you?
What the fuck is she talking about?

5.3

いったいどうしてお前と結婚したんだろう。
いったい彼女は何について話しているんだろう。

強調のために疑問詞のある名詞節が文頭に倒置される
What I’m going to do next, I just don’t know. 私は次に何をするのか分からない。
How she got the gun through customs we never found out.
彼女がどうやって拳銃を税関を通過させたか私たちには決して分からなかった。

5.4

修辞疑問 rhetorical questions
必ずしも答を求めるのではなく、注意を引きつけるために、疑問文の形を使う疑問のこと
反語的なことが多い

5.4.1

肯定の疑問文：意味は否定
Who cares? (= Nobody cares.) 誰が気にするの。→誰も気にしないよ。
What’s the use of asking her? (=It’s no use asking her.)
彼女に聞くなんて何なの。→彼女に聞いても無駄さ。
How do you expect me to find milk on a Sunday night?
Where am I going to find a shop open?
(You can’t reasonably expect me to find milk on a Sunday night. There aren’t any shops
open.)
日曜の夜にどうやって牛乳を探せっていうのよ。どこに開いている店があるっていうのよ。

5.4.2

否定の疑問文：意味は肯定
Who doesn’t love her? (= Everybody loves her.) 誰が彼女を愛さないというのか。
→みんな彼女を愛しているよ。

5.4.3

その他
Do you know what time it is? (= You are late.) 何時だか分かってるの。
Who’s a lovely baby? (= You’re a lovely baby.) かわいい赤ちゃんは誰でしょう。
’I can’t find my coat.’ ‘What’s this, then?’ (Here it is, stupid.)
「私のコートが見つからない。」
「それじゃ、これは何よ。」

5.5

返事の疑問詞 reply questions
5.5.1

短い疑問詞を使った疑問文 short questions
肯定の陳述について、更なる情報を求める時に使う。
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’Anne’s leaving her job.’ ‘When?’ 「アンは仕事やめるよ。
」 「いつ。」
’I’m going out.’ ‘Who with?’

「私は出かけるよ。」 「誰と。
」

’The boss wants to see you.’ ‘What for?’ 「ボスが会いたがっているよ。」 「なんで。
」
’Could you send this off for me?’ ‘Where to? (To where?)’
「これを私のために送ってくれませんか。」「どこへ。」
’Can you talk to Tom this afternoon?’ ‘Why me?’
「君、午後トムと話せるかな。」
「何故わたしなの。
」
’The buses aren’t running.’ ‘Why not?’ 「バスが走ってないよ。」「何故なの。
」否定文の時は
Why not
‘I like beer.’ ‘Why?’ 「私ビールが好きよ。」
「何故。」 肯定文の時は Why

5.5.2

聞こえない時に聞こえない部分を疑問詞にして繰り返す Echo questions
‘Just take a look at that.’ ‘Take a look at what?’
「ちょっとあれを見て。
」
「何を見てだって。
」
’She’s invited thirteen people to dinner.’ ‘She’s invited how many?’
「彼女食事に１３人招待したよ。」 「彼女何人招待したって。」
‘We’re going to Kyoto on holiday.’ ‘You’re going where?’
「私たち休みに京都に行く予定です。」 「君たちどこに行くって。」
‘I’ve broken the thermometer.’ ‘You’ve broken the what?’
「私、温度計こわしちゃった。
」 「君が何をこわしたって。
」
‘She set fire to the garage.’ ‘She did what (to the garage)?’
「彼女ガレージに火をつけたよ。」 「彼女何したって。
」
’Where are you going?’ ‘Where am I going? Home.’
「あなたどこに行くの。
」
「私がどこに行くかって。家だよ。
」
’What does he want?’ ‘What does he want? Money, as usual.’
「彼は何が欲しいの。
」 「彼が何欲しいかって。いつものようにお金だよ。
」

6.

疑問文Ⅵ（付加疑問文）tag question
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肯定文もしくは否定文の後ろに、省略形の疑問文をつける

6.2

be 動詞の付加疑問文
You’re the new secretary, aren’t you?

あなたは新しい秘書ですよね。

You’re not the new secretary, are you?

あなたは新しい秘書ではありませんよね。

It’s cold, isn’t it?

寒いよね。

It’s not warm, is it? 暖かくないよね。

6.3

助動詞の付加疑問文
Tom can speak French, can’t he?

トムはフランス語話せるよね。

You didn’t speak to him, did you?

君は彼に話していないよね。

You wouldn’t like a puppy, would you?

あなたは子犬が欲しくないよね。

You like oysters, don’t you?

君は牡蠣が好きだよね。

Harry gave you a cheque/check, didn’t he?

6.4

ハリーはあなたに小切手をあげたよね。

命令文と付加疑問文 命令文＋will/won’t/would/can/can’t/could you?
Give me a hand, will you?

手をかしてくれない。

Do sit down, won’t you?

座ってくれない。

Open a window, would you? 窓を開けてくれませんか。
Shut up, will you?

黙ってくれませんか。

Don’t forget, will you?

6.5

忘れないでくれませんか。

let’s ~構文と付加疑問文 Let’s ~ , shall we? (イギリス英語)
Let’s have a party, shall we?

6.6

パーティーを開きませんか。

there ~構文と付加疑問文
There’s something wrong, isn’t there?

何か間違ったところがありますよね。

There weren’t any problems, were there?

6.7

否定語と付加疑問文

何も問題はなかったですよね。

肯定の付加疑問文をつける

You never say what you’re thinking, do you? 君は考えていることを決して言わないよね。
It’s no good, is it?

それはまったく良くないよね。

It’s hardly rained at all this summer, has it? この夏ほとんど雨が降らなかったよね。
There’s little we can do about it, is there?

6.8

私たちがそれについて出来ることはほとんどないよね。

nothing, nobody, somebody, everybody, and no one と付加疑問文
6.8.1

nothing, something, everything は it で受ける
Nothing can happen, can it?

6.8.2

何も起こり得ないよね。

nobody, somebody, everybody, no one は they で受ける
Nobody phoned, did they?

誰も電話してこなかったよね。
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Somebody wanted a drink, didn’t they? 誰か一杯飲みたかったんじゃない。

6.9

付加疑問が主文と逆にならない（肯定なら肯定、否定なら否定の付加疑問文）
聞き手が興味、驚き、関心などを表す
So you’re getting married, are you? How nice! 君は結婚するんだってね。そりゃすばらしい。
So she thinks she’s going to become a doctor, does she? Well, well.
彼女は医者になることを考えているんだって。まあ、まあ。
You think you’re funny, do you?

君は自分をおもしろいと思ってんでしょ。

否定の否定付加疑問文は相手に対して攻撃や皮肉を示す
You don’t like my cooking, don’t you?

あなたは私の料理が嫌なんでしょ。

6.10 付加疑問文と省略
(It’s a) Nice day, isn’t it?

いい天気じゃない。

(She was) Talking to my husband, was she?

彼女私の亭主と話してなかった。

Your mother (is) at home, is she?

あなたのお母さん家にいるでしょ。

John (will) be here tomorrow, will he?

ジョンは明日ここにいるでしょ。

6.11 付加疑問の意味と抑揚
確認や同意を求める時（相手の答に確信しているとき）
：下降調⇘
It’s a beautiful day, isn’t it? ⇘ 今日は好い天気ですね。
相手に賛同・質問（相手の答が不確かの時）
：上昇調⇗
The meeting’s at four o’clock, isn’t it? ⇗ 会は４時ですよね。

6.12 echo questions 上昇調⇗
‘I’m getting married.’ ‘You’re getting married?’
「私結婚するんです。
」
「あなた結婚するんですって？」

6.13 短い問い 聞き手が話し手に興味や注意を払っていることを示すために使う
’It was a terrible party.’ ‘Was it?’ ‘Yes…’
「ひどいバーティーだったよ。
」
「そうだったの。」
「はい・･」
’We had a lovely holiday.’ ‘Did you?’ ‘Yes, we went…’ 「すばらしい休暇だったよ。」「そうなの。」
’I’ve got a headache.’ ‘Have you, dear? I’ll get you an aspirin.’
「頭痛いよ。
」
「まあそうなの。あなたにアスピリンをあげましょう。
」
’I don’t understand.’ ‘You don’t? I’m sorry.’ 「理解できないよ。」「出来ないの。残念だね。
」
付加疑問のように同意を強調するために否定疑問にすることがある
’It was a lovely concert.’ ‘Yes, wasn’t it? I did enjoy it.’
「素敵な演奏会だったわね。
」
「そうね、本当に。私とても楽しんだわ。」
’She’s put on a lot of weight.’ ‘Yes, hasn’t she?’ 「彼女相当太ったよ。」「そうだね。本当に。
」

7.

疑問文Ⅶ（感嘆文）exclamation 古語・皮肉
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感嘆文は、今ではほとんど使われません。古い映画を見たときに、出てくるかもしれません。

7.2

How+形容詞[または副詞]+主語+動詞-…!
How boring his lecture! 彼の講義はなんて退屈なんでしょう。
代わりに、今は、
His lecture is awfully boring!
省略形は、年配の人から聞かれることもある。
How nice! なんて素敵なの。

7.3

What a[an]+形容詞＋名詞+主語+動詞-…!
What a rude man his brother is! 彼のお兄さんは、なんて無礼な男なんだろう。
代わりに、今は、
His brother is a terribly rude man.
省略形は「嫌悪・否定」の表現の時のみ、現在でもつかわれる。

7.4

What fools!

なんて馬鹿な奴らなんだろう。

What a pity!

なんて残念なの。

間接感嘆文は、いまでは間接疑問文と解釈した方がよい。３.４.３参照
You don’t know how great he is!
訳）× 君は彼が大変偉大なのを知らない。
〇 君は彼がどのくらいすごいのかを知らない。
Can you guess how beautiful she is? 君は、彼女がどのくらいきれいか推測できる。
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