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【解説】 

態には 2 種類あります。「～する。」（能動態）と、「～される。」（受動態）です。 

He touched his brother on the shoulder.  （能動態） 

S    V      O         M 

彼は、弟の肩にタッチした。 

 

His brother was touched by him on the shoulder. （受動態） 

    S     be + p.p.   by + O    M 

彼の弟は、彼に肩をタッチされた。（だからアウトになった。） 

 

※受動態の文の主語になれるのは、能動態の文の目的語(O)だったものです。 

※通常、受動態にすべき文というのは、以下の 2 パターンの場合です。 

①行為者をあえて特定したくない場合。もしくは、それを避けるため。 

Gambling is prohibited here. (by us) 

   S    be + p.p.        これを省略するために受動態を用いている。 

ここではギャンブルは禁止されています。（私たちによって。）（行為者） 

 

②「～された。」「その結果としてこういう状態である。」という、その状態について言及したい場合。 

The dirt has been washed away.  (So, it looks whiter now.) 

   S       be + p.p.          ここについて言及したい。 

泥はきれいに洗い流されたよ。（だからもう白く見える。）（結果＋状態） 

※受動態の文は、かつて目的語(O)だったものが主語になって、S + be+p.p. (+by～)の構造を取ります。 

訳し方は、「～された」です。 

 

能動態の文と受動態の文で言っていることは同じです。主語が違うので、立場が異なるだけです。 

それぞれに、例文を交えて見ていきましょう。 

 

＜受動態＞ 

ex.) (By the King,) the emeralds tablet was given to him /on the ceremony (held in the palace) /yesterday. 

 もちろん省略可。      S        be + p.p.   M       M             M’            M     

「（王の手により、）エメラルドタブレットが、昨日宮殿で開かれたセレモニーで彼に与えられた。」 

（だからもう彼の手に渡ったんだってば。） 

 

ex.) The watch was bought for her husband for her long hair. (by her.) 

       S     be + p.p.        M          M 

「その時計は、彼女の長い髪の毛とひきかえに、彼女の夫のために買われたものである。」 
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※受動態と能動態を使い分けることによって、主語を選ぶことができます。話し手、読者の視点がどう推

移するかによって、展開される物語に、様々な色をつけることが可能になります。映画のカメラワークの

ように、主語がどう入れ替わっていくのかを見てみましょう。 

 

☆彼はファーストベースを駆け抜けた。   能動態。SV 

☆ボールが返ってきたときには彼はすでに駆け抜けていた。 能動態。SV 

☆ボールが投手に投げ返された。    受動態。 

☆投手は注意深く、捕手のサインに目を遣った。  能動態。SV 

※主語がボールになったときに、受動態の文ができます。読者は、彼⇒ボール⇒ピッチャーと目線をたどることになり

ます。 

※主語に何を持ってくるかによって主眼に変化をもたらせることができるようになります。映画でいえばカメラワーク

です。これを文章に活かせるようになれば、事実をそのまま伝える文章から、ひとつの作品に仕上げることができるよ

うになります。 

 

＜様々な前置詞を取る受動態＞ 

※イディオムで覚えている人も多いかもしれませんが、これらのたいていの受動態の文の行為者は by 以下

であり、省略されているだけであることを知るべしです。 

ex.) The ground was covered with snow. (by winter) 

「地面は雪で覆われていた。」（神の手、もしくは冬によって。） 

ex.) I was so surprised at the news. (by somebody) 

「僕は心底びっくりした。」（誰かが教えてくれたんだ。） 

ex.) The gatekeeper was known as the hunter of the tigers.(by us, by everybody.) 

「その門番は虎のハンターとして知られていた。」（もちろん、みんなに。） 

ex.) The glass was filled with water. (by somebody.) 

「そのグラスは水でいっぱいだった。」（誰かが注いだんだ。） 

 

＜様々な時制で見られる受動態＞ 

ex.) This eraser is sold at that store.     （現在形。） 

ex.) This eraser was sold at that store.     （過去形。） 

ex.) This eraser will be sold at that store. / This erase is going to be sold at that store. （未来形。） 

※受動態が be + p.p.で作れるということは、be 動詞の時制を代えてやるだけです。 

ex.) This eraser is being sold at that store. (=This eraser is on sale at that store.)  （現在進行形。） 

ex.) This eraser has been sold (out) at that store.    （現在完了形。） 

ex.) This eraser will have been sold (out) at that store by next Monday.  （未来完了形。） 

ex.) This eraser had been sold (out) at that store when I got there.   （過去完了形。） 

感じはつかめましたか？＾＾ 


