受動態のポイント
１．日本語から「受動態」を考える
(1)

日本語で考える

①ジャイアンはのび太を蹴った。

②のび太はジャイアンに蹴られた。

(2)

基本用語の確認

受動態
「～される」と訳され「受け身形」とも言う。

能動態
「受動態」に対して、「～する」という、要するに普通の形。

目的語
「～を、～に」に当たるもの。「目的語」を英語でいうとobject なので“ O ”
と示される。ちなみに、「主語」は S （subject）、「動詞」は V （verb）
で示す。

２．受動態の基本
(1) 受動態の基本形 : be動詞 + 過去分詞

「～される」

過去分詞とは、動詞の「3番目の変化」のこと。「規則変化」と「不規則変化」の2種類。
規則変化: 過去形と同じ（-ed をつけるだけ） play

： play – played - played

不規則変化: いろいろな変化

： speak – spoke - spoken

speak

(2) 受動態の作り方
① 「

目的語

」を前に出す（

主語にする

）

②

動詞を “be動詞+過去分詞” に変える

③

主語を “by ～ ” にして、 ”方法” のポジションに置く

図解

能動態

:

A lot of young people like the actor .
①
②

受動態

:

③

The actor is liked <by a lot of young people>.

(3) 受動態にできる文・できない文
問: 次の文のうち受動態にできる英文には○をつけ受動態にしなさい。
受動態にできない文には×をつけなさい。
① He ate the apple.
② He lives in London.
③ He runs in the park.
④ He painted the picture.

３．受動態の否定文・疑問文
受動態は be動詞 の文
【否定文】

be動詞の後ろに not を置く

The window was broken by Anakin.
→ The window was not broken by Anakin.
【疑問文】

be動詞を前に出す

The window was broken by Anakin.
→ Was the window broken by Anakin?

疑問文なのでサンドイッチ構造

―Yes, it was. ／ No, it wasn’t.

４．by ～ の省略
行為者が「店員」「一般の人」「不明」の場合 by ～ を省略する
① They sell eggs <at that store>.
→ Eggs are sold at that store.

② People speak English and French <in Canada>.
→ English and French are spoken in Canada.

③ Someone killed him <in the war>.
→ He was killed in the war.

５．by 以外の前置詞を使う受動態
(1) 感情系
➀ be interested in ～ 「～に興味を持っている」
Ben is interested in French history.

動 ：~に興味をもたせる
○

「ベンはフランスの歴史に興味があります」
surprise ○
動 ：~を驚かせる

② be surprised at ～ 「～に驚く」
Yoda was surprised at the news.

「ヨーダはその知らせに驚きました」

③ be pleased with ～ 「～を気に入っている」
Rey was pleased with the gift.

please ○
動 ：~を喜ばせる

「レイはその贈り物を気に入りました」

④ be satisfied with ～「 ～に満足している」
I’m satisfied with the exam results.

interest

satisfy ○
動 ：~を満足させる

「私は試験の結果に満足している」

(2) 覆う系
⑤ be covered with ～ 「～で覆われている」

cover ○
動 ：~を覆う

The mountains are covered with snow.

「山々は雪で覆われています」

⑥ be filled with ～ 「～でいっぱいである」

fill ○
動 ：~を満たす

Her eyes were filled with tears.
⑦ be crowded with ～「 ～で混んでいる」
The street was crowded with cars.

「彼女の目は涙でいっぱいだった」
crowd ○
動 ：~を混雑させる
「通りは車で混んでいた」

(3) 材料・原料など
⑧ be made of 材料

「～で作られている」

This desk is made of wood.

「この机は木製です」

⑨ be made from 原料 「～で作られている」
Cheese is made from milk.

「チーズは牛乳から作られます」

⑩ be made into ～ 「～になる」
Milk is made into cheese.

「牛乳はチーズになります」

(4) その他
⑪ be known to ～ 「～に知られている」
Darth Vader is known to everyone.

「ダースベイダーはみんなに知られている」

⑫ be born 「生まれる」
I was born in Akishima in 2012.

「私は2012年に昭島で生まれました」

6．「連語」の受動態
Han laughed at Luke.

“laughed at” が連語の動詞だと考える

×）Luke was laughed by Han.
〇）Luke was laughed at by Han.

at の後に by がきて変な感じがするがこれでOK

受動態が狙われる「連語」
⑬ laugh at ～ 「～を笑う」
⑭ speak to ～ 「～に話しかける」

I was spoken to by a stranger.

⑮ look after ～

The dog was looked after by her.

「～を世話する」

⑯ take care of ～ 「～を世話する」 The dog was taken care of by her.

7．受動態の「バリエーション」
(1) 助動詞を含む受動態
基本形 : 助動詞 be 過去分詞 ←
She

must do

S

助動詞の後は動詞の原形

the work.

V

O

→ The work must be done by her.
(2) Who を含む受動態
Who

broke

S

the window?

V

O

→ Who was the window broken by?
→ By whom was the window broken?

8.「SVOO」の受動態（ 第４文型
She

gave

Ben

S

V

O

① Ben

人

O

を主語にした受動態

物

物

の文）

the book. 「彼女はベンにその本をあげた」

→ Ben was given the book by her.
② the book

人

を主語にした受動態

→ The book was given Ben by her.

