《英語の神様》No.4
学習 POINT

受動態 ④

by が省略される受動態

My sister cooked dinner. を受動態の文に書き換えると、次のようになります。

My sister

cooked

dinner .

私の姉は夕食を料理しました。

(be 動詞＋過去分詞)

Dinner

is cooked

by my sister.

夕食は私の姉によって料理されました。

受動態の文には、「by～(～によって)」が
文末に置かれます。

ところが、「by～(～によって)」が省略される受動態があります。
People speak English in America. を受動態の文に書き換えると、次のようになります。

People

speak

English

in America.

アメリカでは人々は英語を話します。

in America.

アメリカでは英語が話されています。

(be 動詞＋過去分詞)

English

is spoken

by people(人々によって)は省略されます。

※「by people」が省略される理由
もし「by people」を入れて受動態の文を作ると、English is spoken by people in America.となります。
日本語に訳してみると、「英語は人々によってアメリカで話されています。」というとてもくどい文に
なります。言葉を話すのは人間ですから、「人々によって(by people)」を入れなくても意味は十分
伝わります。このように、「by ～」が省略される受動態がいくつかあるので、みていきましょう。
(1)

インヴァイト インヴァイティド

We invited these girls to our party.

［invite－invited－invited 招待する］

(私達はこれらの少女達を私達のパーティーに招待しました。)

These girls were invited to our party.

by us(私達によって)は省略されます。

(これらの少女達は私達のパーティーに招待されました。)

(2)

They make these cars in Japan.
(彼らは日本でこれらの車を作ります。)

These cars are made in Japan.

特に言う必要のない by them(彼らによって)は省略されます。

(これらの車は日本で作られています［＝日本製です］。)

［ポイント］
受動態の文では、by us / by them / by people など、あえて言う必要のない場合は
省略されます。
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〈「by～(～によって)」が省略される受動態の例文〉
(1) English is spoken in many countries.

英語は多くの国で話されています。

「多くの国で」は、修飾の部分で、受動態の文の構成には関係ない部分です。
本来、ここに「by

people(人々によって)」があったと考えられます。しかし、英語を話すのは
people を入れる必要がないので省略されます。

人間しかいません。あえて by

(2) This story was written for Japanese students.

この物語は日本の生徒達のために書かれました。

「日本の生徒達のために」は、修飾の部分で、受動態の文の構成には関係ない部分です。
本来、ここに「by～(～によって)」があったと考えられます。しかし、あえて言う必要がないときは
省略されます。

(3) This book is sold at that bookstore.

この本はあの本屋で売られています。

「あの本屋で」は、修飾の部分で、受動態の文の構成には関係ありません。
この本が誰によって売られているのかは言う必要がないので、「by～(～によって)」は省略されています。

※上の(1)～(3)の前置詞 in・for・at は、「by～(～によって)」の代わりではありません。
〔問 1〕 下線部に注意して、次の英文の日本語訳の空所を埋めなさい。
(1) This song is loved in many countries.
この歌は多くの国々(
)。
(2) Her story was written in English.
彼女の話は(
)。
(3) That book is written for young people.
あの本は(
(4) A lot of nice bags are sold at this shop.
たくさんの素敵なかばんが(

)。
)。

〔問 2〕 次の能動態の文を受動態の文に書き換えなさい。
(1) They make this machine in America.

(2) People speak Chinese in China.

(3) We invited them to our party.
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〔問 3〕 次の日本文に合うように、〔 〕内の語を並べ替え、英文を完成しなさい。ただし、先頭に
くる語も小文字で示してある。
(1) チケットはあの店で売られています。
〔 store / are / that / tickets / at / sold 〕.

(2) この本は英語で書かれています。
〔 written / English / this / is / in / book 〕.

(3) あの物語は彼女に書かれました。
〔 her / that / written / story / by / was 〕.

(4) この機械は老人のために作られました。
〔 made / people / machine / old / was / this / for 〕.

(5) オーストラリアでは英語が話されています。
〔 spoken / Australia / English / in / is 〕.

(6) 夕食は毎晩私の姉によって料理されます。
〔 by / every / dinner / my / cooked / evening / sister / is 〕.

(7) このかばんはフランス製です。 ←「このかばんはフランスで作られている。」という文を作ります。
〔 in / bag / made / this / France / is 〕.

〔問 4〕 次の(
)内に適語を入れ、日本語に合う英文を完成しなさい。
(1) 英語はこの国で話されています。
English (
)(
)(
) this country.
(2) あの本は若者のために書かれました。
That book (
)(
)(
) young people.
(3) これらの人形は私の姉によって作られました。
These dolls (
)(
)(
) my sister.
(4) 私達のかばんはこの店で売られています。
Our bags (
)(
)(
) this store.
(5) 私達は鈴木先生によって病院に連れて行かれました。
We (
)(
) to the hospital (
) Mr. Suzuki.
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1 次の英文の日本語訳の空所を埋めなさい。
(1) Those dolls are made in France.
あれらの人形は(
(2) This book was written by our teacher.
この本は私達の先生(
(3) My computer is used by my mother.
私のコンピュータは私の母(
(4) English is spoken in this country.
英語は(
)。
(5) That chair is sold for old people.
あの椅子は(
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)。
)。
)。

)。

次の日本文に合うように、〔
〕内の語を並べ替え、英文を完成しなさい。ただし、先頭に
くる語も小文字で示してある。

(1) この話は多くの人々に愛されています。
〔 by / this / many / story / people / loved / is 〕.

(2) 日本語はボブによって話されました。
〔 Bob / was / by / Japanese / spoken 〕.

(3) 私の部屋はケイコに使われました。
〔 used / my / Keiko / was / room / by 〕.

(4) この本は日本の生徒達のために書かれました。
〔 for / this / written / students / was / book / Japanese 〕.

(5) これらのチケットはあの店で売られています。
〔 are / at / store / these / sold / that / tickets 〕.

(6) この公園は毎年秋に多くの生徒達に訪問されます。
〔 by / this / fall / students / visited / is / many / every / park 〕.
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3 次の(
)内に適語を入れ、日本語に合う英文を完成しなさい。
(1) 英語は多くの国で話されています。
English (
)(
)(
) many countries.
(2) この手紙は彼によって書かれました。
This letter (
)(
)(
) him.
(3) これらの本はあの本屋で売られています。
These books (
)(
)(
) that bookstore.
(4) あれらの人形は彼女の母によって作られました。
Those dolls (
)(
)(
) her mother.
(5) この機械は老人のために使われます。
This machine (
)(
)(
) old people.
(6) 彼の話は英語で書かれていました。
His story (
)(
)(
) English.
(7) これらの車は日本製です。
These cars (
)(
)(
) Japan.

4 次の日本文を英語に直しなさい。
(1) 彼女は彼女の家族に愛されています。

(2) この部屋は私の妹によって使われました。

(3) 英語はこの国で話されています。

(4) チケット(tickets)はこの店で売られています。

(5) この本は若者のために書かれました。

(6) これらの人形は彼女によって作られました。

(7) 私の父の車はアメリカ製です。
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