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（法）助動詞って？ 
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（法）助動詞は表現力の要 
何を話すか？ 
            －内容 (proposition） 
 
 

どう話すか？ 
             －話し手の態度 (modality) 
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話し手の態度 
 
I buy a new computer. 
 

 
 I must buy a new computer. 
 I can buy a new computer. 
 I may buy a new computer. 
 I will buy a new computer. 
 I could buy a new computer. 
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形が違えば意味も違う  
will,  be going toの違い 
 can, be able toの違い 
must, have toの違い 

 
                                   態度表明 

     助動詞 と 助動詞関連表現 
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will も法助動詞：未来を展望して語る表現 
Linguistic Repertoire 
I will do …… 
I’m going to do ….. 
I’m doing …… 
I will be doing …… 
I’m planning to do …… 
I’m schedule to do …… 
I intend to do ……. 
I want to do …… 
I may do …… 
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will   vs. be going to 
「今夜パーティーをするんだけど、来ない？」 
A. We are going to have a party tonight. 
B. We will have a party tonight. 
 
Why don’t you join us? 
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will の意味 
 

 話し手の現在の意志、推量を表す 
 
 

 推量の余地のないところでwillは使わない。 
  ・Tomorrow is Sunday. 
  ・The next stop is Shinagawa. 
  ・We have a staff meeting at three o’clock. 
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意志のwill 
電話が鳴っていて、「私がとるよ」は 
 
 
 

 
 
 

I’ll get it.   眼前の事柄に対する意志 
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I’ll do it later.– 現在の意志 
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現在の意志・推量 
 
                            
 
 
        意志・推量 
           will 

現在 

未来 

I’ll be transferred to the branch office 
in New York next year. 
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現時点における推量 
１００％は確かでない 
A: Where is she?  
B: I’m not sure, but she will be in the office. 
 
断定をあえて避ける 
A: How much do I owe you? 
B: That’ll be 35 dollars.  
推量の will があることで表現が柔らかく、丁寧になる。 
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be going to  
           

 be       going      to do 
 
状態にある                                      ある行為に向かって  
                          進んでいる 
 
 

～する予定になっている 
～するつもりでいる 

  （今まさに）～しそうである 
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エスカレーターのイメージ 
I am going to have a baby soon. 
 

                                 to have a baby 
                           赤ん坊の誕生 

                         

am going 
妊娠中  
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危ない！ぶつかるぞ！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Watch out! We’re going to crash! 
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will vs. be going to 
車が衝突しそうな現場を目撃している人が 
 

They’re going to crash. 
 （もう）ぶつかりそうだ。 
 

They will crash.  
（この分だと）ぶつかるだろう。 
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空が険悪で雨になりそう 
 
 
 
 
 
 

It’s going to rain (this afternoon). 
It’s about to rain. 
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推量: will vs. be going to 
President Obama will make a speech 
next week. 
  オバマ大統領は来週スピーチをすることになるだろう 
 
 

President Obama is going to make a speech 
next week. 
    オバマ大統領は来週スピーチを行うことになっている 
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can の意味 
can = 実現可能性 
 
行為の実現可能性（やろうと思えば～できる：能力、許可） 
状況の実現可能性（～ということがありうる） 
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can の用例 
・I can speak Chinese.中国語が話せる 
（行為→ 中国語を話すことが可能だ） 
 
・You can go home now. 家に帰ってもよい（行為→家に帰
ることが可能だ） 
 
・He cannot be working this late at night. 彼が夜こんな

遅く働いているはずがないよ（状況→そんなことは可能で
はない） 
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be able to の意味 
 
      be          able to do  
 
 状態にある    する能力が備わった 
 
 
    実際にできる 
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can vs. be able to 
 

★can は「やろうと思えばできる（実現する
可能性がある）」 
 

★be able to は「実際にできる（能力が備
わっている）」 
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can と be able to 
 
（上司が部下に許可を与える） 
It’s 6:30. You can go home now.  
(帰りたければそれは可能だ） 
 
 

（医師が骨折がだいたい治った患者に告げる） 
With this stick, I think you are able to go home now.  
（実際に帰ることができる） 
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能力の強調：can も be able to も可 
（やろうと思えば）できる -- can 
（実際に）できる – be able to 
 
I’m able to run as fast as an elephant. 
I can run as fast as an elephant. 
 
I can see stars in the sky. 
I am able to see stars in the sky. 
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可能性の強調： canのみ 
 
  
 
 ○ Watching TV all day long can be boring.   
 ?   Watching TV all day long is able to be boring. 
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過去形は違いが鮮明 
 

I was able to talk to her. 
彼女と実際に話すことができた。 
 

I could talk to her.  
彼女と（話そうと思えば）話すことが可能であった。 
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must vs. have to 
 

I must do it. 
 
 

I have to do it. 

上智大学・ベネッセ英語教育シンポジウム2014 



must 
must は強制力（抵抗できない力）が働いてそうするより選

択肢がないといった感じ。 
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have to 
have to は「何かすることを抱えている」といった感じ。命令、

外圧、など。 
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must 
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must = have to? 
?I must write up this report now, but I 

guess I’ll go to the movies instead.   
 

I have to write up this report now, but I 
guess I’ll go to the movies instead.  
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must be vs. have to be 
「～に違いない」 

Her story must be true. 
→真実と帰結する以外選択肢なし（論理帰結への

強制力） 
 

Her story has to be true. (…if it’s on the 
news or in the paper.) 

→真実になるという状況を抱えている（状況からみ
てそうだ） 

上智大学・ベネッセ英語教育シンポジウム2014 



切迫感と助動詞 
Jack: I think I need to go to  
the bathroom. 
Nancy: You’ve got to be joking! 
Jack: No. I really have to go to  
the bathroom! 
Nancy: Can’t it wait? 
Jack: No! I’ve got to go to the bathroom right now! 
Nancy: OK, OK. If you must, you must. Go! 
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まとめ 
will – 話し手の意志・推量を表す 
be going to – あることに向けて進んでいる状況を  
 表す 
 

can – 実現可能性（やろうと思えばできること; 
可能性としてありうること）を表す 
be able to – 実際にできる状態にあることを表す 
 

must – ほかに選択肢がなくやらざるをえない 
have to – 何かをやることを抱えている 
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willを≪未来形≫としてではなく≪法助
動詞≫として扱う：公約を表すwill  

For everywhere we look, there is work to be done.  The 
state of the economy calls for action, bold and swift, 
and we will act - not only to create new jobs, but to lay a 
new foundation for growth.  We will build the roads and 
bridges, the electric grids and digital lines that feed our 
commerce and bind us together.  [Barak Obama 1st 
Inaugural Address (2009)] 
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訳-1 
というのは、どこを向いても為すべき課題があるからです。 
経済情勢は大胆で速やかな行動を求めており、われわれ
は、新しい仕事を作り出すだけでなく、成長に向けての新
しい基盤を築くための行動をするつもりです。われわれは、
道路や橋を作り、そしてわが国の商業を潤わせ 、われわ
れを団結させる配電網やデジタル網を敷きます。 
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2 
We will restore science to its rightful place, and wield 
technology's wonders to raise health care's quality and 
lower its cost.  We will harness the sun and the winds 
and the soil to fuel our cars and run our factories.  And 
we will transform our schools and colleges and 
universities to meet the demands of a new age.   

All this we can do.  And all this we will 
do. 
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訳-2 
われわれは科学を本来あるべき場所に戻し、技術的な力
を駆使しながら 医療の質をさらに高め のコストを減らしま

す。われわれは、車の燃料をつくり、工場を動かすために、
太陽や風や土壌を利用します。そしてわれわれは、新しい
時代の要請に合うように、小中高の学校や高等教育機関
のありようを変えていきます。 
このすべては、われわれにできることであり、このすべてを
われわれはするつもりであります。 
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fin  
 

「形が違えば、意味も違う」 
 
「違いが分かれば、使い方が分かる」 
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本発表資料の画像はすべてインターネット上の著作権
フリーのものを使用しています。 
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