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Chapter.3 受動態

Chapter.3 のテーマ演習 

★ 次の英文の誤りを正しなさい。(東大） 

   I was suggested that the way across the park 
would save me half an hour. 
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=３．受動態= 

〔Ⅰ〕能動態と受動態の概念 

 

 

 

S が O に V という動作を加えるという時、S の立場からこれ

を説明する場合とOの立場から説明する場合では、客観的事実

が同じでも、立場が 180 度違う。動作を加える側と動作を受け

る側では、その視点が全く異なるからだ。この違いを表現する

ために英語では、能動態と受動態という異なった表現パターン

を用いる。 

つまり 

●動作主と文の主語が一致するのが能動態（動作主の視点から

の説明） 

●動作を受ける側が文の主語の場合が受動態（被動作主の視点

からの説明） 

  だから、他動詞あるいは相当する動詞句でなくては受動態は

存在しない。動作を受ける側である目的語が存在しなくては

ならないからである。また受動態と能動態は全く体系が違う

表現形態と考えるべき。受動態はいうなれば be 動詞体系で、
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助動詞がつかない場合は be 動詞で時制、疑問、否定、人称、

数を表現するのが特徴。 

 

◆例 

能動：多くの科学者がその方法を試した。 

     A lot of scientists tried the method. 

受動：その方法は多くの科学者によって試された。 

     The method was tried by a lot of scientists. 

 

〔Ⅱ〕受動態の構文、作り方 
 

 

 

 

 

 

 

◆例題１ 受動態にしよう。  

  １．The author wrote two different books. 

   ２．The author has written two different books. 

■考え方 

O be 過去分詞 by S のパターンにとりあえずはめ込む。 

  Two different books be written by the author 

１の能動態の時制が過去なので be を were に変える。 

２の能動態の時制が現在完了なので be を have been に変

える 

能動態の目的語を受動態の主語にし、 

be 動詞、過去分詞を加え、動作主を by で表す。 

能 :  S + V + O 

→受 :  O+ be 過去分詞 by S（ただし:O は主格: S は目的格になっている） 

          (be 動詞で時制、数、人称を表す) 
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 ◇解答 

 １．Two different books were written by the author. 

 ２．Two different books have been written by the author. 

 

★重要ポイント 

１）他動詞相当の自動詞+前置詞 Op の場合、受動態にしても

前置詞を落とさないように注意。 

 ２）受動態はいわば、能動態の影のような形態なので、誤りが

ないかを考える場合、能動態に戻して考えるべきことが多

い。 

 

◆例題２ 次の文の誤りを正せ。 

I was laughed by the boys. 

■考え方：一般的に受動態の問題は一旦,能動態に直して考える。 

laugh は、自動詞なので、laugh me は、成立せず、laugh 

at me であることが分かる。 

  ◇解答   I was laughed at by the boys. 

 

〔Ⅲ〕状態を表す受動態の形 

 
 

   

 

 

 

 

O + be 過去分詞 +  by 以外の前置詞 

        to V 

by 以外の前置詞あるいは to r（不定詞）を伴う事が多い。 

   ▼動作を受けるのでなく、状態を示す。 
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■解説 

I was annoyed by the children 

は、動作主を示す by があり、動作を受けることを示す。 

訳 :「私は、その子供達に悩まされた」 

一方、 by 以外の前置詞か、感情の原因を表す to 不定詞が

ついている場合、受動ではなく、状態を示す。 

例えば・・・ 

I was annoyed to learn she was dating another man. 

「私は 彼女が他の男とつきあっているのを知ってイライラ

した」 

で、心理的に悩んでいる状態をしめす。 

 

◎この種の注意すべき表現 

  

 １）be surprised at～  「～を見て、聞いて驚く」 

                to V   「V して驚く」 

    ◆例 

   I was surprised at the sight. 

   私は、その光景を見て驚いた 

 

 ２）be known to ～   「～に知られている」 

                                 to は、 範囲を示す 

◆例 

その芸術家は、日本人にも知られていた 

   The artist was known to Japanese people as well. 
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  ３）be covered with～   「～に覆われている」 

◆例 

男の子達は、泥だらけであった。 

The boys were covered with mud. 

 

  ４）be interested in~        「～に興味を持っている」 

◆例 

彼女は、その国の文化に興味を持っている。 

She was interested in the country's culture. 

 

  ５）be absorbed in~        「～に夢中になっている」   

◆例 

彼女は、その映画に夢中になっていた。 

She was absorbed in the movie. 

 

〔Ⅳ〕受動態の注意すべき表現 
１）be killed in 事故、戦争  「事故、戦争で死ぬ」 

★重要ポイント 

一般的に「～で死ぬ」は、以下である。 

   die   of    内因 

          from 

   die   in    外因 

■解説 

体の中に起因する原因（例えば病気、飢餓など）には of ,from

を用い、人間の外にある原因（火事、事故、など）には、in を

用いる。 
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外因の中で特に事故と戦争には be killed  in 事故、戦争 

の形を用いることが多い。 

 ◆例題３ 英訳しなさい。 

私の父は癌（cancer 内因）で死んだ。 

◇解答  

My father died of cancer. 

◆例題４ 英訳しなさい。 

私の父はその飛行機事故（plane crash 外因）で死んだ 

◇解答 

My father was killed in the plane crash. 

 

２）be buried 「埋められる、埋められている」 

 埋められている状態をはっきりする場合 remain/lieを用いる。 

remain  buried 「埋められている」 

lie 

 ◆例題５ 英訳しなさい。 

彼の遺体は、その家の庭に埋められたままだった。 

◇解答 

His body remained buried in the yard of the house. 

 

３）S be told to r と S be said to r の違い 

   

 

 

 

 

S be told to V 「S は V するように言われる・命令される」 

S be said to V 「S は V すると言われている・という話だ」 
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■解説 

say O to V「O が V すると言う」は、現代英語で通常使われ

ない形であるが、この受動態が慣用的に用いられる。意味は、

従って「O は、V すると言われる」という伝聞を示す。 

tell O to V 「O に V するよう言う、命令する」は、よく用い

られる形である。この受動もよく用いられる。意味は「O は、

V するように命令される・言われる」で、指示、命令を表す。 

 ◆例題６ 英訳しなさい。 

彼女は毎日ここにくるように言われた。 

◇解答 

She was told to come here every day. 

◆例題７ 英訳しなさい。 

彼女は毎日ここにくるという話だった。 

 ◇解答 

She was said to come here every day. 

 

◆練習 

１．彼は、一週間でその仕事を完成させるように言われた。 

 

２．彼は、一週間でその仕事を完成させたと言われていた。 

 

◇解答 

１．He was told to complete the work in a week. 

２．He was said to have completed the work in a week. 
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★重要ポイント  〈 S be said to V   の it による書き換え〉 

 書き換え： S be said to V =  It be said that <S+V> 

to V（単純不定詞）は、V の内容が be said と同じ時制で行わ

れることを示す。 

be said より過去に向かって時制が落ちる場合、完了不定詞

to have pp を用いる。 

 ◆例 

He was said to have completed the work in a week を it 

be said that ~形に変えると 

不定詞が表す内容は was said より過去に落ちるから、過去

完了となる。 

→It was said that he had completed the work in a week. 

  （彼は、その仕事を一週間で完成させたと言われていた） 

 

〔Ⅴ〕進行形受動態 

形 be<being pp>   ※pp は、過去分詞 

「pp されているところだ」 

being pp の部分は固定で、時制、人称等は be 動詞で表現する。 

◆例 

The mother is watching the girl.  

→  The girl is being watched by the mother. 

The mother has been watching the girl. 

→  The girl has been being watched by the mother. 

be 動詞部分だけが時制に応じて変化している点に注意！ 
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◆例題８ 進行形受動態をつくろう。 

１．Gozilla is destroying the building. 

２．Gozilla has been destroying the building. 

３．Gozilla will be destroying the building. 

４．Gozilla will have been destroying the building. 

 

◇解答 

１．The building is being destroyed by Gozilla. 

２．The building has been being destroyed by Gozilla. 

３．The building will be being destroyed by Gozilla. 

４． The building will have been being destroyed by 

Gozilla. 
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 本章で学んだように受動態の問題は、いったん能動態にして考

えてみるとわかり易い。 

→能動態にすると suggested me that the way ~になる。ところ

が suggest は、suggest + O の形しかない（suggest 事 to 人は

可）ので、正しくは能動態は suggested to me that the way across 

the park would save me half an hour だったはず。ここから that 

以下を受動態の主語とし、it で置き換えると 

 It was suggested to me that the way across the park would 

save me half an hour.     となる。 

 

 
 
 
＝受動態確認問題＝ 

（１）受動態の説明 

動作主と文の主語が一致するのが（  １  ）で動作主の視

点からの説明を表す。（   ２   ）が文の主語の場合が

受動態で被動詐主の視点からの説明を表す。受動態は、ある意

味で能動態の影のような存在なので、能動態において動作の対

象を持たないものには受動態は(  ３   )。だから、他動

詞あるいは相当する動詞句（V+前置詞 O’）でなくては受動態は

存在しない。動作を受ける側である目的語が存在しないからで

ある。受動態では、助動詞がつかない場合は（ ４ ）動詞で

３章のテーマ演習解説 
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時制、疑問、否定、人称、数を表現するのが特徴。 

◇解答 

１．能動態 ２．動作を受ける側 ３．存在しない ４．be 

 

★例文、例題チェック問題 
（２）受動態にしよう。 

１．The author wrote two different books. 

 

２．The author has written two different books. 

 

３．The mother is watching the girl.   

 

４．The mother has been watching the girl. 

 

 

◇解答 

１．Two different books were written by the author. 

２．Two different books have been written by the author. 

３．The girl is being watched by the mother. 

４．The girl has been being watched by the mother. 

 

（３）次の文の誤りを正せ 

I was laughed by the dog. 

  

◇解答 

I was laughed at by the dog. 
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（４）形式主語の it による書き換え 

   He was said to have completed the work in a week  

   →  It  

  

◇解答 

It was said that he had completed the work in a week. 

 

（５）英訳しなさい 

１．私は、その光景を見て驚いた。 

 

２．その芸術家は、日本人にも知られていた。 

 

３．男の子達は、泥だらけであった。 

 

４．彼女は、その国の文化に興味を持っている。 

 

５．彼女は、その映画に夢中になっていた。 

 

６．私の父は癌（cancer 内因）で死んだ。 

 

７．私の父は飛行機事故（plane crash 外因）で死んだ。 

 

８．彼の遺体は、その家の庭に埋められたままだった。 

 

９．彼女は毎日ここにくるように言われた。 
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10．彼女は毎日ここにくるという話だった。 

  

11．彼は、一週間でその仕事を完成させるように言われた。 

 

12．彼は、一週間でその仕事を完成させたと言われていた。 

 

 

 ◇解答 

１．I was surprised at the sight.２．The artist was known to 

Japanese people as well. 

３．The boys were covered with mud. 

４．She is interested in the country's culture. 

５．She was absorbed in the movie. 

６．My father died of cancer. 

７．My father was killed in the plane crash. 

８．His body remained buried in the yard of the house. 

９．She was told to come here every day. 

10．She was said to come here every day. 

11．He was told to complete the work in a week. 

12．He was said to have completed the work in a week. 


