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第第第１１１章章章   態態態   

■態 
（01） 態とは 
態とは一般的には動作の方向性に関する言語的形態のことをいうが、動作はふつう動詞

によって表わすので、態とは「主語と、動詞の表わす動作との関係を示す形態」というこ

とができる。例えば、下の例文 01. A man killed two tigers.と 02. Two tigers were killed by a 
man.において、二つの文の伝える知的内容は同じであるが、話し手の視点が異なっている。

01.の文は動作を行なう動作主の視点から、02.の文は動作を受ける受動者の視点から述べら

れている。01.の文を能動態（active voice）、02.の文を受動態（passive voice）という。 

01. A man killed two tigers. 
（ある一人の男が二頭の虎を殺した。） 

02. Two tigers were killed by a man. 
（二頭の虎がある一人の男によって殺された。） 

 
Dr. Higgins’s room 
英語やドイツ語、ラテン語、ギリシア語、サンスクリット語などの共通の祖先言語を印欧祖語という

が、この印欧祖語においては、能動態と中動態というものが最初にあったと考えられている。能動態は

他者に対する動作を表わし、中動態は自分に対する動作を表わした。その後、中動態から受動態が発生

したものと考えられている。ラテン語では中動態はなくなってしまったが、形式所相動詞（deponent 
verb）にその名残が残っている。形式所相動詞は異態動詞ともいい、受動態の語尾形態を持ちながら能

動態の意味を表わす動詞を言う。例えば、次の（表１）に挙げた４つの形式所相動詞の活用語尾は（表

２）の規則動詞の受動態の活用語尾と同じであることがわかる。 

      （表１）【形式所相動詞】 
 
 
 
 
 

      （表２）【規則動詞】 
 
 
 
 
 
 
 
 

直接法 現在 
 励ます 恐れる 話す 嘘を言う 
１人称単数 hortor vereor loquor mentior 
２人称単数 hortāris verēris loqueris mentīris 
３人称単数 hortātur verētur loquitur mentītur 

直接法 現在 
 能動態 受動態 
 愛する 愛される 
１人称単数 amō amor 
２人称単数 amās amāris 
３人称単数 amat amātur 
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（02） 受動態の形態 
英語の受動態は《be 動詞＋過去分詞》で表される。人称・数・時制・相などは be 動詞

によって示される。また、動作主（誰によってその行為がなされたか）を明示したい場合

は、動詞句末に《by＋動作主》をつける。 
 

Dr. Higgins’s room 
時制と完了相と進行相を考え合わせると、理論的には次の 12 パターンの受動態が考えられるが、そ

の全てのパターンが用いられるわけではない。述部の形は、助動詞＋完了相＋進行相＋受動態の順序と

なる。 

（表３）【受動態の組み合わせパターン】 

 
 
進行相の受動態が確立したのは比較的遅く、OED によれば最初の例は 1795 年である。また、

A.J.Thomson PEG（p.173）によれば、現在完了進行の受動態は存在せず、例えば、They have been 
repairing the road.の受動態は、（全く同じ意味ではないけれども）The road has been repaired lately.
のように表現するのが普通であると述べている。 
 

   

現在 The gate is left open. 門は開け放され（てい）る。 

過去 The gate was left open. 門は開け放され（てい）た。 

未来 The gate will be left open. 門は開け放され（てい）るだろう。 

現在完了 The gate has been left open. 門は開け放されて了った［了っている］。 

過去完了 The gate had been left open. 門は開け放されて了った［了っていた］。 

未来完了 The gate will have been left open. 門は開け放されて了っているだろう。 

現在進行 The gate is being left open. 門は開け放されているところだ。 

過去進行 The gate was being left open. 門は開け放されているところだった。 

未来進行 The gate will be being left open. 門は開け放されているところだろう。 

現在完了進行 The gate has been being left open. 門は開け放され続けている。 

過去完了進行 The gate had been being left open. 門は開け放され続けていた。 

未来完了進行 The gate will have been being left open. 門は開け放され続けていることだろう。 
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（03） 受動態のつくり方 
全ての能動態の文を受動態の文に変換できるわけではない。能動態の文に動詞の対象と

なる語（＝目的語）が含まれていなければ受動態の文に変換できない。例えば、下の 03. 04.
のように自動詞の文では目的語がないので、通例、受動態を作ることはできない。しかし、

目的語があれば必ず受動態を作れるというわけでもない。05.の resemble は他動詞であり、

目的語もあるが、主語と目的語の関係が《動作主と受動者》という関係になっていないの

で受動態を作ることができない。 
03. My sister runs in the park every morning.  

（姉は毎朝公園を走っています。） 

04. My mother looks very young for age.  

（母は年の割にとてもわかく見える。） 

05. My sister resembles her grandmother. 
（姉は祖母に似ています。） 

 
能動態の文を受動態の文に変換する方法は、先ず、能動態の文の中に動詞の受動者（ふ

つうは目的語）を見つけなければならない。次にこの見つけた受動者を主語にして、動詞

の形を《be 動詞＋過去分詞》にし、文尾（動詞句末）に《by＋能動態の主語》をつけて完

成である。この時、元の能動態の主語が代名詞の場合は《by＋動作主》はつけないのが普

通であるが、もしつけるなら、その代名詞は目的格になる。 
06. My grandfather wrote this letter fifty years ago. 

（私の祖父がこの手紙を 50 年前に書いたのです。） 

07. This letter was written by my grandfather fifty years ago. 
（この手紙は 50 年前に私の祖父によって書かれたのです。） 

 

Dr. Higgins’s room 
上述したように、能動態の文を受動態にするためには、能動態の文の中に目的語を見つけなければな

らない。ところが、その目的語を見つけるのが難しいかもしれない。例えば、次の２つの文を比べられ

たい。(a)の文の意味は「たくさんの観光客が毎年その国を訪問する」となる。一方、(b)の文の意味は

「たくさんの観光客が毎年その国に行く」となる。ほぼ同意味と考えてよい。ところが、(a)は受動態に

できるが、(b)は受動態にはできない。理由は、(b)の英文には目的語がないからである。visit は他動詞

なので、すぐ直後の that country は目的語であるが、go は自動詞でその直後の to that country は修飾

語である。そのため(a)は受動態にできるが、(b)は受動態にはできない。 

 

(a)   A lot of tourists visit that country every year. 
(b)   A lot of tourists go to that country every year. 
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（04） 受動態と他動性 
受動態にできる動詞は、他動詞であり、かつ主語と目的語の関係が「動作を与えるもの」

と「動作の影響を受けるもの」という関係になっている。それゆえ、他動詞であっても行

為の対象に影響を与えない動詞は受動態を作れない。この、「行為の対象にどの程度影響を

与えるか」という動詞の性質のことを〈他動性〉という。受動態の可否に影響を与える要

因の一つにこの動詞の〈他動性〉が関連しているようである。 

 

Dr. Higgins’s room 
池上嘉彦『〈英文法〉を考える』（p116）の中に〈他動性〉について非常に分かりやすく書かれている。

要約すると大体次のようになる。 
 

(a)では、メアリーの行為は他に及ばない。この場合は〈他動性〉のいちばん低い段階である。行為は

目的語も何も伴わない〈自動詞〉として表現されている。〈自動詞〉は一般に〈他動性〉の低いもので

ある。 
(b)は、(a)と同じ自動詞であるが、その行為の向けられる対象が前置詞句という形ではあるが表現さ

れている。行為の影響が及んでいなくとも、向けられる対象が明示されるから、〈他動性〉は(a)よりは

高くなる。 
 (c) は、普通の〈他動詞〉表現で、行為の対象が《直接目的語》として直接結びつけられ、影響が直

接及んでいる形になる。これは〈他動性〉が典型的に現れる段階である。 
(d)では、行為の影響が《直接目的語》に及んでいるだけでなく、その影響の結果が《目的補語》で表

わされるような状態に変化するという意味合いが加わる。行為が対象に明らかな変化を引き起こしてお

り、影響の程度が(c)より一層大きい。〈他動性〉はここでは大変高い。また、‘sing’の例文のように、

本来《自動詞》であって〈他動性〉が高くなったものが、(c) の〈他動詞〉の段階を飛び越えて、一挙

にこの段階の表現になることもある。‘He danced her weary’や‘She laughed him into silence’ な
どはこのタイプである。 
もし〈他動性〉の程度というものが文法構造と並行して増減するのであれば、問題は明快であるが、

〈他動性〉の高低には文法構造だけでなく、意味的な要因が関与してくる。同じ文法構造でも〈他動性〉

の程度に差が生じることもあるし、場合によっては、(b)に属する構造のものが(c)の段階のものより〈他

動性〉が強いというようなことも起こりうる。また、同じ(c)の〈他動性〉の段階に属していても〈受動

態〉にならないものもあるし、なり難いものもある。 
 
 

他 

動 

性 

低
￤
￤
￤
￤
￤
￤
高 

(a) Mary sang. メアリーは歌を歌った。 

(b) Mary sang to the baby. メアリーは赤ちゃんに歌を歌ってやった。 

(c) Mary kissed the baby. メアリーは赤ちゃんにキスをした。 

(d) 
Mary kissed the baby awake. メアリーは赤ちゃんにキスをしておこした。 

Mary sang the baby to sleep. メアリーは赤ちゃんに歌って眠らせた。 
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（05） 受動態の適格性 
すでに述べてきたように、能動態の文を受動態にするためには、能動態の文に動詞の対

象となる語（＝目的語）がなければならない。そして、たとえ目的語があったとしても、

主語と目的語の関係が〈動作主と受動者〉という関係になっていなければ受動態には変換

できなかった。それでは能動文において主語と目的語が〈動作主と受動者〉という関係に

なってさえいれば、作られる受動文は適格といえるのであろうか。 

 

Dr. Higgins’s room 
受身文の適格性分析で最もよく知られているものと言えば、その後の多くの研究に影響を与えた、

Bolinger (1975) の《被影響性の制約》だと言えるだろう。 

Bolinger の《被影響性の制約》 

The subject in a passive construction is conceived to be a true patient, i.e., to be genuinely 
affected by the action of the verb.  If the grammatical object in the active construction is not 
conceived as a true patient, there will be no corresponding passive.   
「受身構造の主語は真の被動者である。言い換えれば、動詞の表わす行為によって本当に影響を受けている

と考えられる。もし能動構造の目的語が真の被動者として考えられないのなら、その能動文に対応する受身

文は存在しないことになる。」 

 
(1-a)   I was approached by the stranger. 
(1-b)＊I was approached by the train. 

 
Bolinger によれば、(1-a)が受身文として適格であるのに対し、(1-b)が受身文として適格にならない

のは、主語が by 句によって影響を受けないからということである。つまり、(1-a)のように、「私が見知

らぬ人に接近された」のであれば、私は心理的な圧迫という影響を受けるが、(1-b)のように、「電車が

近づいてきた」としても電車と私との距離が縮まるだけで私は何ら影響を受けない。主語が by 句によ

って影響を受ける (1-a)は受身文として適格となるが、影響を受けない (1-b)は不適格となるという主張

である。 
しかしながら、Bolinger の《被影響性の制約》では、(2)の心理動詞や(3)の達成動詞の受身文を説明

することができない。すなわち、(2)で、「メアリーがジョンを愛している」としても、そのことにジョ

ンが気付いていなければ、メアリーが愛するという行為でジョンが影響を受けることはないからであ

る。ところが、(2)は受身文として適格とされる。また、(3)で、主語の the hole は動詞が表わす結果と

して出来上がったものであり、その「穴」が動作の影響を受けているとは考えられないが、(3)は受身文

として適格な文として認められる。 
 

(2)   John is loved by Mary. 
(3)   The hole was dug by John’s dog. 
 

 

 

（次頁につづく） 
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（前頁からつづく） 

Bolinger(1975)の《被影響性の制約》では上手く説明できないものを説明可能にしたのが、Kuno 
(1989) の《英語の受身文に対する機能論的制約（インヴォルヴメント制約）》である。 

《英語の受身文に対する機能論的制約》 

 Transitive verbs are passivizable in English only to the extent that their objects are involved 
in the actions or states they represent; that is, only to the extent that the actions or states 
that they represent desingnate that something is done to their objects. 
「英語の受身文が適格となるのは、能動文において、その他動詞が表わす行為や状態に目的語がインヴォル

ヴ（関与）している場合に限り、言い換えれば、他動詞が表わす行為や状態によって、目的語に何かがされ

たということが示されている場合である。」 

 
(4-a)   Mary hit John. 
(4-b)             John was hit by Mary. 
(5-a)   Mary criticized John. 
(5-b)   John was criticized by Mary. 
(6-a)   Mary kissed John. 
(6-b)   John was kissed by Mary. 

 
久野(1983), Kuno(1989)によれば、(4-a),(5-a),(6-a)で、主語のメアリーが目的語のジョンを殴ったり、

責めたり、キスしたりすれば、ジョンはそれらの行為に明らかにインヴォルヴ（関与）しており、それ

らの動詞の表わす行為を直接的に受けているので、それぞれ、(4-b),(5-b),(6-b)の受身文は適格になる。

これと同じように、(7-a),(8-a),(9-a)で、主語のメアリーが目的語のジョンを愛したり、見惚れたり、嫌

ったりすれば、ジョンがそれらのことに気づいていようがいまいが、ジョンはメアリーの「愛」や「感

嘆」や「嫌悪」の受け手であり、これらの心理動詞の直接的対象として、その状態にインヴォルヴ（関

与）しているので、(7-b),(8-b),(9-b)のように受動化が可能になるという。 
(7-a)   Mary loves John. 
(7-b)   John is loved by Mary. （2 の再掲） 
(8-a)   Mary admires John. 
(8-b)   John is admired by Mary. 
(9-a)   Mary dislikes John. 
(9-b)   John is disliked by Mary. 

 
 
 
                                       （次頁につづく） 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 
さらに、久野の《インヴォルヴメント制約》を用いれば、Bolinger の《被影響性の制約》では処理し

難い問題を数多く解決できる。例えば、(10-a),(11-a),(12-a)から作られる(10-b),(11-b),(12-b)の受身文に

おいて、その主語である「穴」「肖像画」「小説」などは動作の結果出来上がったものであり、その出来

上がったものが動作の影響を受けているとは考えられないので、《被影響性の制約》では説明がつかな

い。しかし、《インヴォルヴメント制約》で考えれば説明がつく。つまり、「穴」「肖像画」「小説」など

は、「掘る」「描く」「書く」などの動作の直接対象として出来上がったものであり、それらの動作にイ

ンヴォルヴ（関与）しているので受身文として適格になるという。 
 
(10-a)   John’s dog dug the hole. 
(10-b)   The hole was dug by John’s dog. 
(11-a)   John painted this portrait. 
(11-b)   This portrait was painted by John. 
(12-a)   Earnest Hemingway wrote this novel. 
(12-b)   This novel was written by Earnest Hemingway. 

 
また、通例、状態動詞は受動態を作れないが、状態動詞の表わすその状態にインヴォルヴ（関与）し

ている場合は受動化が可能であると説明する。例えば、次の(13-a)の own, (14-a)の possess はともに「所

有している」という意味の状態動詞である。「影響」という観点からみれば、人がマンションや森を所

有していても、所有することによって、そのマンションや森が影響を受けることはないので、受動化は

不可ということになる。しかし、インヴォルヴメント概念では、マンションや森は「所有する」という

状態の直接対象であり、その状態にインヴォルヴ（関与）しているので受動化は適格になる。また、同

じ状態を表わす動詞でも、(15-a)では、スーザンがメアリーに似ているという状態は、スーザンひとり

の独立した状態であって、メアリーは全くその状態にインヴォルブ（関与）していないので、その受身

文は不適格になると説明している。 
 

(13-a)   The old multi-billionaire owns this mansion. 
(13-b)   This mansion is owned by the old multi-billionaire. 
(14-a)   The old merchant still possesses this forest. 
(14-b)   This forest is still possessed by the old merchant. 
(15-a)   Susan resemble Mary. 
(15-b)＊Mary is resembled by Susan. 
(15-a,b)のように、能動文の動詞が他動詞であっても受動化できない場合があるが、このように、能

動文の目的語が、その他動詞の表わす動作に直接的にインヴォルヴ（関与）していなければ受動化でき

ない事象についても、久野の《インヴォルヴメント制約》では上手く説明ができる。 
（次頁につづく） 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

(16-a)の quit（辞める）や(17-a)の enter（入学する）などが表わす動作は、その目的語の「大学」は

その動作に直接に関与しない、主語の自律的な動作である。また、(18-a)の give up（諦める）は、主語

が勝手に行なう動作であって、その目的語は全くその動作にインヴォルヴ（関与）しない。つまり、他

動詞であっても、その動作が目的語を直接的に巻き込まない場合には、受動化できないという。 
(16-a)   Professor Sato quit the University of Hawaii. 
(16-b)＊The University of Hawaii was quit by Professor Sato. 
(17-a)   John entered the University of Hawaii. 
(17-b)＊The University of Hawaii was entered by John. 
(18-a)   John gave up Mary. 
(18-b)＊Mary was given up by John. 

 
しかし、同じ enter という他動詞であっても、目的語がその動作に直接的に係わる場合には受動化が

可能となる。例えば、(19-a)で、「科学者チームが原子炉チェンバーに入る」ことは、(17-a)で、「ジョ

ンが大学に入る」のとは大きな違いがあるという。ジョンが大学に入学しても大学は何らその動作にイ

ンヴォルヴ（関与）されないが、科学者チームが原子炉チェンバーに入れば、原子炉チェンバーがその

動作に直接関与し、原子炉に対して何かがなされたと解釈され得るという。それゆえ、(19-b)のような

受動化が可能になるという。また、(18-a)の意味は、例えば、「ジョンは、メアリーが自分のことを好き

になってくれることはないだろうという結論に達し、彼女のことを忘れることにした」というような状

況での表現であり、ジョンの行為は彼の全く一方的な自律的な行為であって、メアリーはこの行為に直

接的に全くインヴォルヴされていない。それに対して、(20-a)の意味は、例えば、「メアリーが勉強をし

ないので、先生は指導する努力を断念した」というような状況での表現であり、メアリーは先生に「見

放す」という動作を直接に受け、メアリーは先生に見放されたといえる。つまり、(18-a)のメアリーは

動詞の表わす動作にインヴォルヴ（関与）していないが、(20-a)のメアリーは動詞の表わす動作にイン

ヴォルヴ（関与）していると判断でき、このような差異が、(18-b)の不適格性と(20-b)の適格性の根拠

であると述べている。 
(19-a)   A team of scientists entered the nuclear reactor for the first time yesterday. 
(19-b)   The nuclear reactor was entered by a team of scientists for the first time yesterday. 
(20-a)   The teacher gave up on Mary. 
(20-b)   Mary was given up on by the teacher. 
このように、久野の提出する《インヴォルヴメント》という概念は、Bolinger の提出した《影響》の

概念より有効的であり、多くの受身文の適格性を検証できる概念であると言える。しかし、久野の提出

するこの仮説によって全ての受身文の説明がつくわけではない。実は、英語には〈動詞＋副詞〉や〈動

詞＋前置詞〉の後に続く名詞が主語となって作られる受身文、つまり自動詞の受身文が存在する。この

ような受身文を「擬似受身文」（Pseudo-Passive）というが、久野の《インヴォルヴメント》の概念で

は、この擬似受身文に対する適格性を説明することができない。 
                                       （次頁につづく） 
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Dr. Higgins’s room 
〈自動詞＋前置詞〉の結びつきが比較的強く、一つの他動詞としてみなされるものは「群動詞」と呼

ばれ、通例、擬似受身文の対象外となる。例えば、attend on〈かしずく〉, attend to〈注意する〉, agree 
upon〈同意する〉, account for〈説明する〉, deal with〈処理する〉, depend on〈信頼する〉, laugh at
〈あざ笑う〉, look at〈見る〉, look for〈捜す〉, look into〈調べる〉, rely upon〈頼りにする〉, speak 
to〈話しかける〉, hear of〈様子を聞く〉, dispose of〈処理する〉, wonder at〈不思議に思う〉, break 
into〈侵入する〉などは一つの他動詞として扱われるので、受動態を作る上で何ら問題はない。 
(21)   The uniqueness of each child must be attended to. （子どもひとり一人の個性に目をかけてやらねばならない） 

(22)   After much argument, his proposal was finally agreed to. （議論の末、彼の提案が採用された） 

(23)   The terms are not yet agreed upon. （契約の条件はまだ合意に達していない） 

(24)   The disappearance of the papers has never been accounted for.（その書類紛失の原因は突き止められなかった） 

(25)   The subject isn’t very well dealt with in his latest book.（その問題は彼の近著ではあまり論じられていない） 

(26)   He is a man to be depended on. （彼は信頼できる男だ） 

(27)   You will be laughed at if you do that. （そんなことをしたら笑われるよ） 

(28)   He can always be relied upon for help. （彼はいつでも援助を期待することができる） 

(29)   I was spoken to by a young American woman. （私はある若いアメリカ人女性に話しかけられた） 

(30)   They were never heard of again. （彼らの消息はそれきり聞かなかった） 

(31)   The business has been disposed of successfully. （その仕事は上手く処理された） 

(32)   That the criminal was caught is not to be wondered at. （その犯人が捕まったことは驚くにあたらない） 

(33)   The bank was broken into by robbers. （その銀行は強盗に押し入られた） 

 
しかしながら、自動詞につづく前置詞が後続する名詞と結びついて前置詞句を形成している場合の受

身文については、その適格性を判断するのは非常に難しい問題である。例えば、下の(34-a),(34-b)にお

いて、飛行機が山の上を飛んでも、アメリカ空軍が山の上を飛んでも、その山はその行為に何らインヴ

ォルヴ（関与）していない。ところが、(34-a)は不適格であり、(35-b)は適格となる。この適格と不適

格の違いはどう説明されればよいのであろうか。 
 
(34-a)＊The mountain was flown over by the plane. 
(34-b)   The mountain was flown over by the Air Force. 

 
(35-a)＊Chicago has been lived in by my brother. 
(35-b)   The house has been lived in by several famous personages. 
(36-a)＊The lake was camped beside by my sister. 
(36-b)   This lake is not to be camped beside by anybody! 
(37-a)＊The bridge was walked under by the dog. 
(37-b)   This bridge has been walked under by generatons of lovers. 

（次頁につづく） 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

Bolinger (1975) は、これら「擬似受身文」の適格性も《被影響性の制約》で説明をしている。すな

わち、「主語が by 句によって影響を受ける場合は、その受身文は適格となるが、影響を受けない場合は

不適格になる」というものである。例えば(35-a)のように、有名人でもない「私の弟がシカゴにすんで

いる」としても大都市シカゴは何の影響も受けないが、(35-b)のように、「有名人がその家に住んでいた」

ことでその家は有名になって影響を受けるので、その受身文は適格となると説明する。同じように(36-a)
で、「私の妹がその湖のそばでキャンプをした」としても湖は何ら影響を受けることはないが、(36-b)
のように、「誰であってもこの湖のそばでキャンプをしてはいけない」ということは、この湖に対して

の何かしらの影響（例えば、湖が汚れるとか湖岸にゴミが散乱するなど）を懸念したものとして解釈さ

れ得る。それゆえ、(36-b)の主語は by 句によって何かしらの影響を受けると考えられ、受身文として適

格であるとみなされる。(37-a)でも、「犬が橋の下を歩いた」というたった一回の行為は橋に対して何ら

影響を与えることはないが、(37-b)のように、「何世代にも渡って恋人たちが（デートの場所として）橋

の下を歩く」という繰り返しの行為は、やがてその橋は、例えば「恋人橋」などと呼ばれるようになる

などの影響を受けることが考えられるので、受身文として適格になるという。 
さらに、Bolinger は、受身文の主語が被動者として解釈されるかどうかは、主語と by 句との相対的

大きさにも関係していると指摘している。 

 
(38-a)＊He was crawled on by a bug. 
(38-b)   He was stepped on by an elephant. 
(39-a)＊The house was alighted on by the bird. 
(39-b)   The twig was alighted on by the bird.  

 
例えば、(38-a)のように、主語（He）の上を by 句の（a bug＝虫）が這っても主語（He）は影響を

受けないだろうが、(38-b)で、主語（He）の上を by 句の（an elephant＝象）が踏みつければ主語（He）
は重大な影響を受けるだろうし、(39-a)のように、主語（the house＝家）に by 句の（a bird＝鳥）が

舞い降りても主語（the house＝家）は影響を受けないだろうが、(39-b)で、主語（the twig＝小枝）に

by 句の（a bird＝鳥が）とまったら、主語（the twig＝小枝）は揺れるなどの影響を受ける。影響を受

ける主語を持つ受身文は適格となるが、影響を受けない主語を持つ受身文は不適格となると説明する。

しかし、Bolinger (1975) の影響（affectedness）や被動者（patient）に基づく分析では説明できない

ものがある。 
(40)   The world cannot be traveled around in a week. 
(41)   This road can be walked across only at great risk. 
(42)   This valley can be marched through in two hours. 
(43)   The terrible storm last night was slept through by all the children. 
(44)   Dinner was sat through by all in stony silence. 

 
（次頁につづく） 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

例えば、(40)～(42)では、述部に助動詞 can が用いられ、主語に対してある記述がされているだけで、

主語は動詞の表わす行為によって何ら影響を受けておらず、被動者としても解釈され得ない。また、

(43)(44)では、述部に過去時制が用いられてはいるが、主語の「大嵐」「夕食」などはそれぞれの文の動

詞が表わす行為によって何ら影響を受けていない。それにもかかわらず、これら(40)～(44)は全て適格

な受身文である。また、次の(45-a)や(45-b)の受身文は不適格であるが、それはこれらの文の主語の「石」

や「バナナの皮」は「被動者」ではなく、単なる場所に過ぎないからである。被動者は躓いたり、滑っ

たりした「ジョン」であると言える。それゆえ、これらの受身文は不適格となる。ところが、(46-a)(46-b)
の主語も(45-a)(45-b)と同じく「被動者」ではない「石」や「バナナの皮」であるけれども、これらは

適格なのである。それゆえ、Bolinger の仮説では(46-a)(46-b)の適格性を説明できないことになる。(高
見,1995, p49) 
 
(45-a)＊The stone was stumbled over by John. 
(45-b)＊The banana peel was slipped on by John. 
(46-a)   That banana peel will be slipped on sooner or later.  
(46-b)   This stone will be stumbled over if it’s not moved. 

 

Bolinger の仮説では説明できない事象に関して、高見 (1995) は、主語の「特徴づけ」という概念で

その適格性を説明することを試み、次のような制約を提示している。 

《英語の擬似受身文に対する機能論的制約》 

英語の擬似受身文は、主語がその受身文によって特徴づけられている場合に適格となる。主

語が特徴づけられるとは、次のいずれかの場合を言う。 
a. 主語（の指示物）が本来持っている性質や属性が述べられている場合。「永続的特徴づけ」 

b. 主語（の指示物）を他の物や人から際立たせるような顕著な習慣的出来事や継続的状態が述べられている場合。「習慣的特徴づけ」 

c. 主語（の指示物）を他の物や人から際立たせるような顕著な一時的出来事や状態が述べられている場合。「一時的特徴づけ」 

 
(47-a)＊John was traveled with by Mary. 
(47-b)   John can be traveled with by anybody, since he is so likable. 
(47-c)   Children under ten years old must be traveled with by their parents. 

 
例えば、(47-a)で、「メアリーがジョンと一緒に旅行した」という事実は、ジョンがどのような人物で

あるかという、ジョンの特徴や性質を述べるものではないが、(47-b)で、「ジョンは誰にでも好かれてい

るので、誰でもジョンと一緒に旅行ができる」というのは、ジョンがどのような人物であるかという、

ジョンの特徴や性質を示している。また、(47-c)で、「10 歳以下の子どもは親と一緒に旅行しなければ

ならない」という表現では、子どもがひとりで旅行するのは危険であるというような、10 歳以下の子

どもとしての常識や属性が示されている。このような違いから、(47-a)は不適格な受身文であるが、

(47-b)や(47-c)は適格な受身文になるという。 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

(47-b)や(47-c)の主語の特徴は、主語が持っている、いわば、「恒久的特徴」と言える。これに対して、

主語が一時的に持つ特徴についても次のように説明する。 
 
(48-a)＊This building was walked in front of by John last month. 
(48-b)   This building was walked in front of by the Japanese Emperor last month. 
(49-a)＊This bed was slept near. 
(49-b)   This bed was slept in. 

 
「ジョンがあるビルの前を歩いた」としても「日本の天皇があるビルの前を歩いた」としても、両方

とも、そのビルに備わっている恒久的・永続的な特徴ではない。ところが、(48-b)の「日本の天皇が、

あるビルの前を歩いた」という一時的出来事は、そのビルを他のビルと際立たせるだけの十分な力を持

つことになり、そのビルの顕著な特徴として解釈することが可能になるという。同じように、誰かがベ

ッドの「傍で眠った」としても「中で眠った」としても、そのベッドの恒久的・永続的特徴を表わすも

のではないが、(49-b)のように、「誰かがベッドの中で眠った」のであれば、当然、そのベッドの一時的

特徴としての解釈が成り立つ。したがって、(48-a),(49-a)では、主語が特徴づけられていないために不

適格になるが、(48-b),(49-b)では、一時的出来事ではあるが、主語が顕著な情報によって特徴づけられ

ているために適格になるという。さらに、高見は、Bolinger の例文を次のように説明する。 
 

(50-a)＊The bridge was walked under by the dog.（37-a の再掲） 
(50-b)   This bridge has been walked under by generatons of lovers.（37-b の再掲） 

 

(50-a)で、「一匹の犬がある時、橋の下を歩いた」というたった一回の行為では、その橋がどのような

橋であるかを特徴づけることはできないので受身文として不適格となるが、(50-b)で、現在完了形の使

用からも推察できるように、「何世代にも渡って恋人たちが（デートの場所として）橋の下を歩く」こ

とが習慣的に繰り返し行われることによって、その橋は、例えば「恋人橋」などと呼ばれるようになり

他の橋とは異なる存在として認識されるようになり、その橋がどのような橋であるかを特徴づけている

ために適格な受身文になると説明する。 
 以上みてきたように、久保の《インヴォルヴメント制約》と高見の《特徴づけ制約》は、多くの受身

文の適格性に関して相補的に説明が可能であり、とても有益な説のように見受けられる。しかしながら、

全ての受身文がこれら二つの仮説で説明がつくものではないし、また、「インヴォルヴメント」や「特

徴づけ」という概念そのものの定義が明確に示されていないという指摘もされている。 
 
 
※p.5～p.12の Dr.Higgins’s room では、参考にした図書の表記に倣い「受動態の文」を「受身文」という表現にした。 
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（06） 動作受動態と状態受動態 
一般に受動態は動作を表わす動作受動態（actional passive）と、動作の結果を表わす状

態受動態（statal passive）の２つの意味を持っている。下の例文 08. は Curme, Syntax,
（p.445） からの引用である。最初の受動態は「状態」を表しており、文末の受動態は「動

作」を表している。「状態」と「動作」の識別は、普通、文脈から判断できるが、それには

動詞の性質が大きな意味を持つことになる。すなわち、動詞がある完結した結果を生じる

動詞（完結動詞）の場合には、「動作」と「状態」の２通りの意味が可能になる。一方、完

結を目標としないで始められる動詞（非完結動詞）の場合には常に「状態」の意味を表す。 

 

08. The door was shut at six when I went by, but I don’t know when it was shut.  

（６時に私が通りすがった時、そのドアは閉まっていたが、いつそれが閉められたかはわかりません。） 

09. The door was closed sharp at 10. 〔close は完結動詞―この場合は動作受動態〕 

（その扉は 10 時ちょうどに閉められた。） 

10. The door was closed all day. 〔close は完結動詞―この場合は状態受動態〕 

（その扉は一日中閉められていた。） 

11. John is liked by everyone in his class. 〔like は非完結動詞なので状態受動態〕 

（ジョンはクラスの皆に好かれている。） 

 

Dr. Higgins’s room 
古代英語では、受動態は bēon（＝be）＋過去分詞で表し、「動作の受動態」と「状態の受動態」の両

方を表した。しかし、その後、weorþan（＝become）＋過去分詞が「動作の受動態」を担当するように

なったが、中世英語末期ではその形は姿を消し、受動態は専ら be＋過去分詞で「動作の受動態」と「状

態の受動態」の二つを表すようになった。 

 

Dr. Higgins’s room 
英語の動詞は大きく「状態動詞」と「非状態動詞」に分けられるが、「非状態動詞」はさらに「完結

動詞」と「非完結動詞」に分けられ、「完結動詞」はさらに「瞬時的動詞」か「非瞬時的動詞」かに分

けられる。「状態動詞」と「非状態動詞」の識別法は進行相がとれるか否かである。状態動詞は進行相

をとれないが、非状態動詞は進行相がとれる。「完結動詞」と「非完結動詞」の識別法は、完結動詞は

in two hours のような副詞句をとるのに対し、非完結動詞は for two hours のような副詞句をとる。完

結動詞には、begin, hit, jump, kick, press, start, catch, change, close, lose, etc. 非完結動詞には、build, 
burn, draw, make, read, teach, etc. などがある。（安藤貞雄『英語教師の文法研究』p.64～p.65） 
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Dr. Higgins’s room 
動詞が完結動詞の場合は、その受動態の意味が「動作」と「状態」の２通りが考えられので、be 動詞

の代わりに get や become や grow を用いて「動作受動態」であることを明確に表し、lie や remain や

stand を用いて「状態受動態」であることを明確に表すことがある。 
A lot of soldiers got injured at the battle. 〔動作受動態〕 
（多くの兵士がその戦いで負傷した） 
A lot of soldiers lay injured in the field. 〔状態受動態〕 
（多くの兵士がその戦場で負傷して倒れていた。） 

「動作受動態」と「状態受動態」とを明確に区別するのに get, become, grow, lie, remain, stand などが

一種の助動詞として用いられているわけだが、get 以外はまだ本来の動詞としての意味を完全に失くし

ているわけではないため、これらは「動詞＋形容詞」と解釈されている。尚、get interested, get 
fascinated, get married, get lost, get drunk, get tired, get fed up with, get crowded, get tied up with, 
get mixed up, get upset, get involved in, get sophisticated, get dressed, get settled, get used to, get 
strted などは get の受動態ではなく get＋形容詞として扱われる。 

 

 

Dr. Higgins’s room 
be 動詞の受動態と get の受動態（get-passive）にはいろいろな相異点があるが、次の３点を記す。 

(1) get による受動態は be 動詞の受動態よりもくだけた言い方で、行為者が明らかでない場合に用いら

れる傾向がある。 
He got taught a lesson.―Quirk et al. （彼は教訓を受けた） 
The ball got lost.―Palmer （ボールはどこかに紛れてしまった） 

 
(2) get による受動態では、一般に主語が、ある物理的・心理的・社会的などの何らかの影響や変化を被

ることが示され、しばしばその文の内容が主語または話し手自身にとって不利・有利であるといった話

し手の態度が表わされる。 
This department is going to hell!  Six linguistics got arrested for the possession of marijuana. 
―R. Lakoff （この学部はとんでもないことになるぞ。６人の言語学者がマリファナ所持で逮捕された） 
The picture got damaged when we were moving.―安藤 （その絵は転居中に傷付いた） 

 
(3) get による受動態は主語にある変化が生じるときに用いる用法であるので、主語は動作を受ける以前

に既に存在していなければならない。 
＊The letter got written by the poet. ―Palmer 
The letter was written by the poet. 

 （その手紙はその詩人によって書かれた。） 
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（07） 受動態にできるのかできないのか迷う動詞 
受動態にできない動詞として一般に「状態動詞」が知られている。しかし、「状態動詞」

の中にも受動態で用いられるものもある。一方、「動作動詞」の多くは受動態を作れるが、

中には「相互動詞」のように作れないものもある。 

 
Dr. Higgins’s room 
「相互動詞」（reciprocal verb）というのは Sweet の用語であり、X ○v  Y の形で、「X は Y と～する」

と訳せる動詞である。下の(1)～(4)の a. b.のように X ○v  Y ⇔ Y ○v  X の言い換えが可能（○v は動詞）。

また(1)～(3)の c. d.のように X and Y（または Y and X）を主語にして自動詞としても機能する。しか

し、resemble には自動詞表現がないために、(4) c. d.のように each other を加えなければならない。 
(1)  
a. John met Mary.（ジョンはメアリーと偶然出会った） 

b. Mary met John.（メアリーはジョンと偶然出会った） 
c. John and Mary met. （ジョンとメアリーは偶然出会った） 
d. Mary and John met. （メアリーとジョンは偶然出会った） 
 
(2)  
a. John married Mary.（ジョンはメアリーと結婚した） 
b. Mary married John.（メアリーはジョンと結婚した） 
c. John and Mary married. （ジョンとメアリーは結婚した） 
d. Mary and John married. （メアリーとジョンは結婚した） 
 
(3) 
a. John dated Mary.（ジョンはメアリーとデートをした） 
b. Mary dated John.（メアリーはジョンとデートをした） 
c. John and Mary dated. （ジョンとメアリーはデートをした） 
d. Mary and John dated. （メアリーとジョンはデートをした） 
 
(4)  
a. John resembles Mary.（ジョンはメアリーと似ている） 
b. Mary resembles John.（メアリーはジョンと似ている） 
c. John and Mary resemble each other. （ジョンとメアリーは似ている） 
d. Mary and John resemble each other. （メアリーとジョンは似ている） 
 
相互動詞が受動態にできない理由は、他動性が低いからである。つまり、主語と目的語の間に「動作

を与えるもの」と「動作の影響を受けるもの」という関係が存在しないからである。上記以外の相互動

詞として fight, quarrel, clash, interact, encounter などがある。 
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Dr. Higgins’s room 
divorce も前ページの(1)～(4)と同じように、次の a.～d.のように４通りの表現が可能である。 

(5) 
a. John divorced Mary.（ジョンはメアリーと離婚した） 
b. Mary divorced John.（メアリーはジョンと離婚した） 
c. John and Mary divorced. （ジョンとメアリーは離婚した） 
d. Mary and John divorced. （メアリーとジョンは離婚した） 
 
しかしながら、久野暲・高見健一『謎解き英文法 動詞』（p.30）によると、「結婚は、当事者双方の

同意のもとに成立するもの」であるが、離婚は「片方が離婚を一方的に言い出し、その手続きを起こし

て、相手がそれを最終的に認める」こともあるので、受動態が可能だということである。そして次のよ

うな例文が示されている。 
(a) He was divorced by his second wife after only 6 months of marriage when she tired of his womanizing. 
（彼の女遊びにうんざりした２番目の妻に、彼は結婚後わずか半年で離婚された。） 

 
(b) A man was divorced by his wife in 2008 for running across China to support the 2008 Beijing Olympics. 

（ある男が、2008 年の北京オリンピックを援助しようと中国中を走り回ったことで、妻に 2008 年に離婚された。） 

 
(c) She was divorced by her husband about 10 years after they married because, as he put it, “She was nuts!” 

（彼女は、夫が言うには頭がおかしいとのことで、結婚して約 10 年後に夫に離婚された。） 
 

(d) While he was in prison, Bakker was divorced by Tammy Faye, his wife of 31 years. 
（バッカーは服役中に、31 年間結婚していた彼の妻タミー・フェイに離婚された。） 
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① meet 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】古代英語の mētan, gemētan より。 
【基本義】違った方向から来る複数の人や物が偶然にあるいは計画的に出あう。 
【自他別】自動詞用法と他動詞用法がある。 
【特 徴】多義性。 
     The mayor wishes to meet the new members of the council. ― Shaw 
     ⅰ（知事は議会の新メンバーに会いたい） 
     ⅱ（知事は議会の新メンバーと知り合いになりたい） 
     ⅲ（知事は議会の新メンバーを出迎えたい）の３通りに解釈できる。 
【構 文】進行形可。命令形は偶然性を伴う語義では不可。受動態は「出迎える」の語義で可。 
     相互動詞なので、X meets Y＝Y meets X＝X and Y meet＝Y and X meet が成り立つ。 

 

（次頁につづく） 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S meet (M) 

《M は時・場所の副詞句》 

1a. 
S〈複数の人〉が会う 不可 

We met in the street. 私たちは街路で出会った。 

1b. 
S〈複数の人〉が知り合いになる 不可 

They met at school. 彼らは学校で知り合った。 

1c. 
S〈複数のもの〉が合する［触れ合う；つながる］ 不可 

Their lips met. 彼らの唇が触れ合った。 
Three rivers meet at the delta. 三つの河がデルタ地帯で合流している。 

1d. 
S〈会合〉が開かれる；S〈人〉が集まる 不可 

Congress will meet next month. 国会は来月開かれる。 
The committee met for two hours. 委員会は２時間で終わった。 

他
動
詞 

S meet with O 

《O は〈人〉》 
2a. 

S〈人〉が O〈人〉と会う［会談する］ 不可 

Parents will meet with the teachers on Monday. 
親たちは月曜日に先生と会合の予定である。 

Prime Minister Shinzo Abe met with Donald Trump on Thursday. 
安倍晋三首相は木曜日にトランプ大統領と会談した。 

【NB1】 アメリカでは meet「偶然会う、初めて会う」と meet with「約束して

会う」を使い分けているようであるが、イギリスではどちらの場合も meet で済ま

そうとする傾向があるらしい。「偶然に会う」は meet by chance, happen to meet
などもある。 

S meet with O 

《O は〈困難［事故］〉》 
2b. 

S〈人など〉が O〈困難［事故］など〉に遭遇する［経験する］ 可能 

We met with difficulties on the way.  
私達は途中で困難に出あった。 

William met with an accident on his way to school yesterday. 
ウィリアムは昨日登校中に事故に遭遇した。 

An accident was met with on the way to the opera. 
オペラに行く途中に事故に遭った。 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

  『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

他
動
詞 

S meet with O 

《O は〈賛成［反対］〉》 
2c. 

S〈計画など〉が O〈賛成［反対］など〉を受ける 可能 

Her suggestion met with opposition.  
彼女の提案は反対にあった。 

The plan met with approval.  
その計画は賛同を得た。 

Our proposal met with strong opposition. （O-LEX） 
我々の提案は強力な反対に遭った。 

【NB2】meet O1 with O2は、通例受動態の形で「O1（提案など）が O2（特定の

受け入れ方）で迎えられる」で用いられる。 
The decision was met with criticism. （英辞郎） 
（その決定は批判を受けました） 

S meet O  3. 

S〈人［物・事］〉が O〈必要［義務・要求］〉を満たす 可能 

This work does not meet our requirements. 
この仕事は我々の必要条件を満たしていない。 

Until our demands are met, we will remain on strike. （WISDOM） 
要求が受け入れられるまでストを続けるつもりだ。 

S meet O (M) 

《M は時・場所の副詞句》 

4a. 

S〈人〉が約束して O〈人〉に会う；（偶然に）会う 不可 

I met her just as I was leaving. 帰ろうとしたら彼女に会った。 
I’m meeting him next week. 来週彼と会うことになっている。 

I’ll meet you by the information booth. 案内所のそばでお会いしましょう。 

4b. 

S〈人など〉が O〈人〉を出迎える 可能 

I must meet my mother at the station. 
私は駅で母を出迎えなければならない。 

We went to the station to meet the train. 
私達は駅に行って列車を出迎えた。 

At the station, we were met by a man carrying a copy of the Times. 
駅で私たちはタイムズ紙を手にした人に出迎えられた。 

S meet O (M) 

《Mは場所などの副詞句》 
4c. 

S〈人〉が O〈人〉と知り合いになる［紹介される］ 不可 

We met each other at the party. 私たちはパ―ティ―で知り合った。 

【NB3】meet は初めて会った時に使う。I’m glad to meet you.は初対面の挨拶で

「初めまして」。知り合ってからは I’m glad to see you. や How do you do? 

S meet O (M) 

《M は場所の副詞句》 
4d. 

S〈物〉が O〈物〉に触れる［O〈物〉と合する］ 不可 

The ball met the ball. ボールがバットに当った。 

His hand met hers. 彼の手と彼女の手が触れた。 
His eys met mine. 彼の目と私の目が合った。 

S meet O (M) 

《M は様態の副詞句》 
4e. 

S〈人〉が O〈困難な事態〉に立ち向かう 不可 

He met that situation very well.  
彼は困難な事態に上手く対処した。 

He met their criticism with indifference.  
彼は彼らの批判を涼しい顔で受け流した。 

He met the enemy champion.  
彼は敵のチャンピオンと戦った。 
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② resemble 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】古フランス語の resembler より。 
【基本義】他の人や物と共通するある特性を持っている。 
【自他別】他動詞 
【特 徴】他動詞であるが受動態では用いられない。 
【構 文】進行形、命令形、受動態は一般に不可。 
     進行形については、more and more, less and less などの副詞句を伴い、類似度の変化を

表わす場合には可能となる。 
     He is resembling his father more and more as the years go by. 
     （彼は年がいくにつれてだんだん父親に似てきている） 
     相互動詞なので、X resembles Y＝Y resembles X が成り立つが、他動詞であるので、   

自動詞のように X and Y resemble とは言えず、X and Y resemble each other と言う。 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

他
動
詞 

S resemble O 

 
 

S〈人［物・事］〉が O〈人［物・事］〉に似ている 不可 

She resembles her mother.  
彼女は母親に似ている。 

 
【NB1】Halliday（1967）は次の受動態を認めている。 
Mary isn’t remembled by any of her children. 
（メアリーは彼女のどの子とも似ていない） 
しかし、久野暲・高見健一『謎解き英文法 動詞』（p.236）には、「ネイティヴスピー

カー・コンサルタントたちは、この文を不適格」とし、次のような能動文が普通だと

記されている。None of Mary’s children resembles her.（メアリーのどの子も彼女と似

ていない） 
 
【NB2】次の各グループの(b)の文は非文となる。 
(a) John resembles his father.（ジョンは父親に似ている） 
(b)＊Mike resembles his son.（マイクは息子に似ている） 
非文となる理由は、先に生まれた者が基準になるので、「子どもが親に似る」のであ

って、「親が子に似る」ことはない。 
 
(a) This girl resembles Marilyn Monroe.（この少女はマリリンモンローに似ている） 
(b)＊Marilyn Monroe resembles this girl.（マリリンモンローはこの少女に似ている） 
非文となる理由は、社会的に有名な方が基準になるので、「ある少女が有名人に似る」

と言えても、「有名人が普通の人に似ている」とは言わない。 
 
(a) I resemble John Smith.（私はジョンスミスに似ている） 
(b)＊John Smith resembles me.（ジョンスミスは私に似ている） 
非文となる理由は、話し手は常に自分の視点をとらなければならない（これを発話

当事者の視点制約という）というのが一つの理由。もう一つの理由は(b)のように発話

すれば、聞き手は、話し手のことを信じられないくらい自己中心的で世界が自分中心

に廻っている人のように聞こえるからである。（以上『謎解き英文法 動詞』より） 
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③ suit 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】古フランス語の sieute より。 
【基本義】都合があう。 
【自他別】自動詞用法と他動詞用法がある。 
【特 徴】多義性。 
【構 文】進行形不可。受動態不可。相互動詞である。 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S suit well 1. 
S〈物・事〉が都合がよい 不可 

Tuesday will suit well. 火曜日が都合がよい。 
Which date suits best? 何日がいちばん都合よろしいですか。 

他
動
詞 

S suit O 

2a. 

S〈物・事〉が O〈人・物〉に都合がよい 不可 

What day suits you best? 何曜日がいちばん都合よろしいですか。 
That would suit your needs. それならご要望にぴったりでしょう。 
That suits me (fine). それで結構です。（提案に対する返事） 

2b. 

S〈食物・気候・生活様式など〉が O〈物・事・人〉に合う 不可 

This climate does not suit tropical plants. 
この気候は熱帯植物に適していない。 

I don’t think life in a big city will suit me.  （O-LEX） 
大都会での生活は私には向かないと思う。 

2c. 
S〈服装・色など〉が O〈人・物〉に似合う 不可 

Red really suits you. 赤が本当にお似合いです。 
A miniskirt doesn’t suit you. ミニスカートはあなたには似合わない。 

S suit oneself 3. 
（通例命令形で）好きなようにする 不可 

Suit yourself. 好きなようにしなさい。 

S suit O M 

《M は to＋O〈物事〉》 
4. 

S〈人〉が O〈物［事］〉を M に合わせる 不可 

We should suit our actions to our words. 言行は一致させるべきだ。 
She suited her speech to her audience. 彼女は聴衆に合わせて講演した。 

形
容
詞
用
法 

be suited M 
《M は to＋O〈物事〉》 
《M は for＋O〈物事〉》 
《M は to 不定詞》 

 

5. 

S〈人・物〉が M〈物［事］〉に向いている 不可 

Soups are perfectly suited to winter suppers. 
スープは冬の夕食には最適だ。 

I don’t think she is suited for clerical work. 
彼女は事務の仕事には不向きだと思う。 

Computes are suited to do this sort of work. 
コンピューターはこういった仕事をするのに適している。 

【NB1】上の真ん中の文は江川泰一郎『英文法解説改訂三版』（p.277）からの引用で

あるが、そこには「suit は次のような受動態が可能である」として載せられているが、

この文は受動態の文とみなすよりも、OALD6が言うように、suit が形容詞化したも

のと見なすのがいいように思われる。 

She was ideally suited to the part of Eva Peron. （OALD6） 

彼女はエバ＝ペロンの役にこの上なく向いていた。 

He is not really suited for a teaching carrer. （OALD6） 
彼は教える仕事には本当に向いていない。 
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④ have 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】古代英語の habban より。 
【基本義】手に入れて持っている。 
【自他別】他動詞 
【特 徴】状態動詞と動作動詞の二面性を持っている。意志の有無によって状態動詞と動作動詞 

に分かれる。意志がなければ、「持っている」になり状態動詞。意志があれば、「手に 
入れる」になり動作動詞となる。両者の中間に位置するのが「経験する」になり、無 
意志の場合もあるし、意志のある場合もある。 

【構 文】「持っている」という意味の場合には受動態・進行形・命令形は一般に不可。それ以 
外の意味の場合でも通例受動態は不可。進行形と命令形は語義によって異なる。 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

他
動
詞 

S have O  

1a. 

S〈人〉が O〈財産など〉を手に入れて持っている 不可 

He has a lot of money. 彼はお金をたくさん持っている。 
【NB1】have on O［have O on］で「O〈衣服［靴・帽子など］〉を身に付けている」

の意味になる。She had a new coat on. （彼女は新しい上着を着ていた） 

1b. 

S〈人〉が O〈友人［親戚］など〉を持っている 不可 

They have three children. 彼らには３人の子がある。 
【NB2】口語で「やっつける；有利である」の意味がある。 
He had me there. （その点であいつに負けた） 
【NB3】俗語では通例受身形で用いて「だます」の意味がある。 
I’ve been had by that swindler. （あの詐欺師にだまされた） 

1c. 
S〈人［物］〉が（性質や部分として）O〈特徴［物］〉を持つ 不可 

She has a nice smile. 彼女は素敵な笑い方をする。 
The house has an excellent garden. その家は素晴らしい庭が付いている。 

1d. 
S〈人〉が O〈感情［考え］〉を心に抱く 不可 

He has a grudge against me. 彼は私に恨みを持っている。 

1e. 

S〈人〉が O〈病気［楽しみ・苦しみ・恐怖心・困難］など〉

を経験として持っている 
不可 

She had a frightening dream. 彼女は恐ろしい夢をみた。 

1f. 

S〈人〉が O〈物〉を受け取る［手に入れる］ 可能 

I had a letter this morning. 今朝手紙を受け取った。 
I have breakfast at seven. ７時に朝食をとります。 
【NB4】受身が可能。Used cars can be had for as little as $500. （中古車がわずか 500
ドルで手に入る）Breakfast can be had at ten. （朝食は 10 時にとれます） 

S have O 

《O は a+名詞》 
1g. 

S〈人〉が O〈行為〉をする 不可 

Have a talk with him. 彼と話してみなさい。 
Why don’t you lie down and have a rest? 横になって休んではどうですか。 
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⑤ possess 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】ラテン語の possidere より。 
【基本義】物や財産を所有する。 
【自他別】他動詞 
【特 徴】have と比べて堅い。通例、「所有する」という意味の場合は受動態は作れないが、 

所有の対象が何らかの影響を受ける場合や「手に入れた」「獲得した」という動作の 
意味合いが強い場合には受動態が可能。 

【構 文】進行形、命令形は一般に不可。受動態は語義による。 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

他
動
詞 

S possess O 

1a 

S〈人など〉が O〈財産［土地］など〉を所有する 不可 

The gallery possesses a number of the artist’s early works. 
その美術館はその画家の初期の作品をいくつも所蔵している。 

【NB1】 通例受身形は作れないが、所有によって主語が何らかの影響を被る場合

には受身形が可能である。 
The city was soon possessed by the enemy. ―Palmer 
 （その町はすぐに敵の手に落ちた） 

1b 

S〈人［動物］〉が O〈才能［性質・知識］など〉を持っている 不可 

She possessed much talent. 彼女は才能豊かな人でした。 
A dog possesses a keen sense of smell. 犬は鋭い嗅覚を持っている。 
He possessed several languages beside his own. 
彼は母国語以外にいくつかの言語に精通していた。 

1c. 

S〈悪霊［考え］など〉が O〈人〉にとりつく 可能 

Fear possessed him and prevented him from moving. 
彼は恐ろしくなって動けなかった。 

A need for revenge possessed him.  
なんとしても復讐しなければならないという気持ちに彼は囚われた。 

【NB2】 しばしば受身形で用いられる。 
She was possessed by hatred. （彼女は憎しみにとりつかれていた） 
Richard Ⅲ was possessed by his wish to be king.  
（リチャード三世は王になりたいという欲望にとりつかれていた） 

形
容
詞
用
法 

be possessed M 
《M は of＋O〈能力など〉》 

2. 

S〈人〉M〈能力など〉を持っている  

He is possessed of intelligence and ambition. 
彼には知性と野心がある。 

He is possessed of almost superhuman strength. 
彼は人間離れしている力を持っている。 

He is possessed of a wonderfully calm temperament. 
彼は素晴らしく穏やかな気質を持っている。 
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⑥ hold 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】古代英語の healdan より。 
【基本義】物などを一時的に手や腕などでしっかり持って放さない。 
【自他別】自動詞用法と他動詞用法がある。 
【特 徴】多義語。語義は「制御」「所持」「耐久」の３つに大別される。 
【構 文】命令形は可。進行形と受動態は一部を除いて可能。 

 

（次頁につづく） 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S hold (M) 

《M は on, out, up など》 
1a. 

S〈事〉が続く；S〈物など〉がもちこたえる 不可 

The custom held on for two generations. その慣習は２世代続いた。 
The good weather held up for several days. 好天は数日間続いた。 
We can stay here as long as our supplies of food and water hold out. 
食糧と水のもつ限り、ここにとどまっていられる。 

S hold (M) 
《M は in[for]＋O（事例

［人］）》 

1b. 

S〈法律［約束］など〉が効力ある［適用される］ 不可 

This basic theory holds in all cases.  
この基礎理論はあらゆる場合にあてはまる。 

What he said still holds.  
彼の言ったことは今でも有効だ。 

S hold (M) 
《M は様態副詞》 
《M は to＋O（物［人］）》 
 

1c. 

S〈人〉がつかまっている；S〈物〉がくっついている 可能 

The bus conductor said “Hold tight.” 
バスの車掌は「しっかりつかまってください」と言った。 

The vines held to the wall. ブドウの蔓が壁にからみついていた。 
【NB1】 hold to O で「O〈信念［約束］など〉を固守する」という意味で使われ

ることがある。この場合には受動態が可能。 
He held to his promise. （彼自分の約束は必ず守った） 
I hope these convictions will be held fast to.  
（この信念は決して失わないようにしてほしい） 

 S hold O 

2a. 

S〈人［物］〉が O〈物［人］（の圧力・重量）〉を支える 可能 

The floor will hold 10 tons. 床は 10トンの重さを支える。 
The roof was held up by the pillars. 屋根は支柱で支えられてあった。 
【NB2】比喩的に「S〈食物〉が O〈人〉の腹をもたす」の意味で用いられる。 
This meal will hold you until tomorrow. （この食事で明日までもつだろう） 

2b. 

S〈容器［部屋］など〉が O〈ある数量の物［人］〉を入れる容積がある 
S〈容器〉が O〈物〉を入れている 

不可 

The bottle holds one quart of oil. このビンには１クォートの油が入る。 
The auditorium holds 5000 people. その講堂は 5000人収容できる。 
These boxes hold balls. これらの箱にはボールが入っている。 
This car holds six people. この車は 6人乗りです。 

【NB3】通例、「収容能力」に重点がある動詞であるが、第３例のように「実際に

入っている」ことも表わす。助動詞の can や will を伴えば「収容能力」のみを表

わす。The bottle will hold one quart. （このビンには１クォート入る） 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

 

（次頁につづく） 

 文型  意味と例文 受身 

他
動
詞 

S hold O1 (M) 

《M は to＋O2（物）》 

 

3a. 

S〈人［物］〉が O1〈人［動物］など〉を（動かぬように）

押さえる［縛り付ける］ 
可能 

It took three of us to hold the madman. 
その狂人を押さえるのに 3 人がかりだった。 

Hold your breath and jump into the water. 息をとめて水に跳びこめ。 
He held his eyes steadily on the picture. 絵から目を離さないでいた。 

The suspect was held for questioning. 容疑者は尋問のために拘留された。 
The package will be held until called for. 
小包は受け取りに来られるまで預かっています。 

The boy was struggling to hold the yacht to her course. 
少年はヨットを進路から外れないように悪戦苦闘していた。 

I’ll hold you to that. それ守って下さいね。 
It is better to hold your temper before you speak out angrily. 
怒って文句を言う前に気持ちを落ち着かせた方がよい。 

The play held the audience. その劇は観客をとらえた。 
【NB4】この構文の hold は次のような成句で用いられる。いずれも受動態は不可。

ⅰ）hold one’s breath「固唾をのむ」「息を殺す」ⅱ）hold one’s horses「がまん

する」「はやる心を押さえる」ⅲ）hold one’s tongue「口をつぐんでいる」ⅳ）hold 
water「批判に耐える」「すきがない」（否定・疑問・条件文で） 

S hold O1 (M) 
《M は in［on, between］
＋O2（身体の一部）》 
 

3b. 

S〈人〉が O1〈物〉を持つ［持っている］ 可能 

The mother held the squirming baby on her lap. 
母親はむずかる赤ちゃんを膝に抱いていた。 

He held the knife in his teeth as he climbed the tree. 
彼はナイフを口に咥えて木に登った。 

He held the rope with his teeth. 彼はロープを口にくわえた。 
He was holding a stick between his teeth. 彼は小枝を歯に挟んでいた。 
She held the purse in her right hand. 彼女は右手に財布を持っていた。 
【NB5】 hold O1 by O2で「O1〈人〉の O2〈身体［衣服］の一部〉をつかむ」の

表現もこの構文の一種である。She held me by the sleeves. （彼女は私の袖をつかん

だ） 

S hold O (M) 

《M は場所・時の副詞句》 
3c. 

S〈人〉が O〈会物［式］などの行事〉を行なう［催す］ 可能 

The race was held in Florida. そのレースはフロリダで開催された。 

Court was held in the morning. 法廷は今朝開かれた。 

【NB6】O には assembly, celebration, ceremony, class, conversation, council, 
debate, discussion, examination, feast, service, session, show などがくる。 

S hold O (M) 

《M は場所・期間の副詞

句》 

4a. 

S〈人〉が O〈財産など〉を所有している 
S〈人〉が O〈地位［職］など〉を占めている 

可能 

He holds many acres of land. 彼は何エーカーもの土地を所有している。 
That man holds two offices in our town.  
その人は私たちの町に 2つの事務所を持っている。 

He holds a high position in government. 彼は政府の要職にある。 
【NB7】「O〈称号［記録］〉を持つ」の意でも用いられる。 
He holds a law degree from London. （彼はロンドン大学の法学士号を持っている） 
He holds the long-jump record. （彼は幅跳びの記録を持っている） 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

他
動
詞 

S hold O (M) 

《M は場所・期間の副詞

句》 

4b. 

S〈人〉が O〈信念［意見］など〉を（心に）抱く［持つ］ 可能 

He holds strange views about art. 
彼は芸術について変わった考えを持っている。 

He holds a high opinion of you. 
彼は君を高くかっている。 

The doctrine is still held in the East. 
その教義は東洋ではまだ信奉されている。 

4c. 

S〈軍隊など〉が O〈場所など〉を守る［占拠する］ 
S〈人〉が O〈立場［議席］など〉を守る 

可能 

The troops held the bridge.  軍隊は橋を死守した。 
The city is held by the enemy.  その町は敵に占拠されている。 
George held his ground in the heated discussion. （Luminous） 
ジョージは白熱した討論で自分の立場を堅持した。 

S hold O M［C］ 

《M は副詞句》 
《C は形容詞・分詞》 
 

 

5. 

S〈人など〉が O〈人［物］〉を M［C］〈位置［状態］〉に保つ 可能 

He will hold the paper steady while you draw. 
あなたが描く間、彼が紙を動かないように押さえていてくれます。 

He held his hands above his head.  （Luminous） 
彼は頭上に両手をあげていた。 

McCloud held the door open. 
マクロードはドアを開けたままにしておいた。 

The sign is held on the door by magnets.  （WISDOM） 
その標識は磁石でドアに貼ってある。 

【NB8】次の 3 つの違いに注意。 
He held the door open.（彼はドアを閉まらないようにじっと押さえていた） 
He left the door open.（彼はドアを閉め忘れて開けたままにしていた） 
He kept the door open.（彼はドアをわざと開けたままにしておいた） 

S hold O (to be) C 

《C は形容詞・名詞・前置

詞句》 
6. 

S〈人〉が O〈人など〉を C〈状態［性質］〉だとみなす 可能 

He holds gambling to be immoral. 
彼はギャンブルを不道徳だと考えている。 

I hold you responsible.  
私は君に責任があると考える。 

Robin Hood is still held to be a hero.  （O-LEX） 
ロビン＝フッドは今でも英雄とみなされている。 

Wise men are held in honor. 賢い人は尊敬される。 

The judge held him guilty. 判事は彼を有罪とした。 

S hold that 節 7. 

S〈人〉が O〈that 節〉と考える；信じる 可能 

The scientist held that the drug was dangerous. 
その科学者はその薬を危険だと考えた。 

People once held that the world was flat. 
昔の人は、地球は平たいものだと信じていた。 

It is generally held that the teaching of virtue demands the 
inculcation of falsefood.―Russell 
美徳を教えるには嘘偽りを教えることを要すると一般に考えられている。 

【NB9】接続詞 that の省略は通例不可。 
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⑦ lack 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】中期オランダ語の lak または古ノルド語の lakr より。 
【基本義】必要な物が欠けている。 
【自他別】自動詞用法と他動詞用法がある。 
【構 文】命令形と受動態は不可。進行形は可。 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S lack (M) 
《M は目的・理由を表わ

す副詞節［句］》 
1. 

S〈必要な物〉が欠けている 不可 

Water is lacking because the pipe is broken. 
水道管が割れているために水が出ていない。 

Money was lacking for the plan. 
その計画を実行するには資金不足であった。 

Money is lacking to buy new band uniforms. 
楽団の新しい制服を買うにはお金が足りない。 

S lack M 

《M は in＋O（性質［属

性］）》 

2a. 

S〈人［物］〉が M に乏しい 不可 

He lacks in ability and courage. 彼には能力も勇気もない。 
He is not lacking in courage. 彼には勇気がある。 

The room is lacking in colour. その部屋は色彩に乏しい。 

 
【NB1】lacking は形容詞化しているので、上の第 2 例や第 3 例は「進行形」とも

とれるし、「be＋形容詞」ともとれる。 
 
【NB2】この構文の O には、通例、「人の性質や属性」がくるので、He is lacking 
in money. のような文は普通誤りとされるが、厳密なものではなく次のような文も

見られる。What you lack in ready cash; you will not be lacking in support from 
me.（現金の不足分は私が援助しますから不自由はかけさせませんよ） 
 
【NB3】S と O を入れ替えて次のように表せる。 
His speeches are lacking in humour. 
Humour is lacking in his speeches.（彼の話し方にはユーモアが欠けている） 

S hold M 

《M は for＋O（物）》 
2b. 

S〈人〉が M に［がなくて］不自由する 不可 

You shall not lack for money. お前には金の苦労はさせない。 

They lacked for nothing. 彼らには不自由なことは何もなかった。 

他
動
詞 

S lack O 3. 

S〈人［物］〉が O〈物〉を欠いている；不足している 不可 

A desert lacks water.  砂漠には水がない。 

The room lacks colour.  その部屋は色彩に乏しい。 
He lacks courage.  彼には勇気が乏しい。 
He lacks the qualifications for the post. 彼にはその職に就く資格がない。 
【NB4】lack は否定的な意味を持つ語なので、「ない」ことを強調する程度副詞と

よく共起する。 
John utterly lacks intelligence.（ジョンには知性というものがまるでない） 
John completely lacks conscience. （ジョンには全く良心というものがない） 
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⑧ cost 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】ラテン語の constare より。 
【基本義】ものを手に入れるのに必要な代価や代償がかかる。 
【自他別】自動詞用法と他動詞用法がある。 
【特 徴】本来の自動詞的性質が強いので、通例、受動態は不可。 
【構 文】命令形、受動態は一部を除いて不可。進行形は条件付きで可能。 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S cost 1. 
S〈物〉が高くつく 不可 

That sofa really costs. 
あのソファーは本当に高い。 

他
動
詞 

S cost (O1) O2 

2a. 

S〈事〉が（O1〈人〉）に O2〈時間［労力］など〉がかかる 不可 

The work cost the writer infinite labour.  
その作品に作家は限りないほどの労力をかけた。 

Compiling a dictionary costs much time and patience. 
辞書を作るには多くの時間と根気がいる。 

2b. 

S〈物〉が（O1〈人〉）に O2〈金額［費用］など〉がかかる 不可 

The house cost him ￡200,000. 
その家は 200,000 ポンドかかった。 

It will cost you ￡100 to fly to Paris. 
飛行機でパリに行くのは 100 ポンドかかります。 

 
【NB1】比較級を伴って推移・変化に重点を置いたり、経費がかかりすぎるなど

を強く表わしたりするときには進行形が可能である。 
Oil has been costing more these several weeks. （WISDOM ） 
（ここ数週間石油が値上がりしている） 
You know this place is costing me fifteen bucks?  
（ここは 15 ドルもするのよ） 
【NB2】‘cost O2 for［to］O1’の言い換えは不可。 
【NB3】値段を尋ねる表現は、How much does it cost? の他に What does it cost?
も可能。 
【NB4】イギリスの俗語では O1のみをとって「物［事］が高くつく」の意味で用

いられる。 
It will cost you to go by train, why not go by bus? 
（電車で行くと高くつくよ バスにしたらどうか） 

2c. 

S〈事〉が（O1〈人〉）に O2〈損失［犠牲］など〉を払わせる 不可 

The work cost him his helth. （Luminous） その仕事で彼は健康を損ねた。 

His impertinence cost him a broken nose. 
生意気なために彼は鼻柱をおられた。 

Careless driving may cost you your life. 
不注意な運転をしていると命を落とすことになりかねない。 

S cost O 3. 

S〈人など〉が O〈経費〉を見積もる 可能 

The job was costed by the builder at about ￡150. 
建設業者の算定によればその仕事の経費はおよそ 150 ポンドだった。 

The project has been costed. その計画のコストは計算されてある。  
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⑨ escape 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】古ノルマンフランス語の escaper より。 
【基本義】閉じ込められている場所から逃げる。 
【自他別】自動詞用法と他動詞用法がある。 
【特 徴】本来の自動詞的性質が強いので、通例、受動態は不可。 
【構 文】通例、命令形、進行形は可能だが、受動態は不可。 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S escape (M) 
《M は from［out of］＋O
（人［場所］）》 

1a. 
S〈人［動物］〉が（M から）逃げる［脱出する］ 不可 

She escaped from pursusers. 彼女は追跡者から逃れた。 
Some prisoners escaped from jail. 囚人が数人刑務所から脱走した。 

S escape (M) 
《M は from＋O（危険［災

難など］）》 

1b. 

S〈人〉が（M を）逃れる［免れる］ 不可 

He escaped from the accident with his life. 
彼はその事故から命からがら逃れた。 

The thief has escaped. 泥棒は逮捕を免れた。 
He escaped by hiding in a cellar.  彼は地下室に隠れていて難を逃れた。 

S escape (M) 
《M は from［out of］＋O
（物）》 

1c. 

S〈光［液体・気体］など〉が（M から）漏れる［流出する］ 不可 

Gas is escaping from the stove. ガスがストーブから漏れている。 
Pull out the plug and allow the bath water to escape. 
栓を抜いて風呂の湯を流しなさい。 

他
動
詞 

S escape O 

2a. 

S〈人〉が O〈病気［危険・災難・人］など〉を逃れる［避ける］ 不可 

He narrowly escaped death. 彼は九死に一生を得た。 

We barely escaped death in the tornado.  
トルネードに襲われたが九死に一生を得た。 

We all escaped the measles.  我々は皆はしかにかからなかった。 

He escaped the police.  彼は警察の手を逃れた。 

【NB1】「辛うじて」を意味する narrowly や barely などとよく共起する。 
【NB2】O に動名詞が可能。このときは通例、受身形の動名詞になる。 
He escaped being hurt in the fall. （彼は落ちた時、怪我をしなかった） 

2b. 

S〈言葉［嘆息］〉などが O〈人［唇］〉から漏れる［思わず出る］ 不可 

A cry escaped her lips.  彼女の口から思わず叫び声が漏れた。 

A sigh escaped him.  彼から思わずため息が漏れた。 

Your secret shall never escape my lips.  
あなたの秘密を漏らすようなことは決してありません。 

2c. 

S〈物［事］〉が O〈人の目［人の注意］など〉に止まらな

い。；記憶にない 
不可 

The pin escaped my eye. ピンは私の目にとまらなかった。 
Their names escaped him. 彼らの名前が思い出せなかった。 
I’m afraid her costume escaped my notice. 
彼女がどういう服装をしていたのか気づきませんでした。 

【NB3】「記憶から消え去る」を意味する場合には‘escape from O’が用いられる。

The words escaped from memory. 
（その言葉は思い出せなかった） 
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⑩ pass 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】ラテン語 passus より。 
【基本義】前進してある地点を通過する。 
【自他別】自動詞用法と他動詞用法がある。 
【特 徴】多義語。 
【構 文】命令形、進行形は可能。受動態は一部を除いて可能。 

 

（次頁につづく） 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S pass (M) 

《M は経路・方向の副詞

句》 

1a. 

S〈乗物［物］など〉が（M を）進む［移動する］ 不可 

The parade passed down the street. パレードは通りを進んで行った。 

The water passes through this pipe. 水はこのパイプを流れている。 

After dinner, the guests passed into thelibrary.  
夕食後、客らは書斎に移動した。 

The waitress passed from table to table. 給仕は食卓の間をまわった。 

S pass (M) 

《M は場所の副詞句》 
1b. 

S〈人［乗物］など〉が（M を）通り過ぎる。；S〈人など〉が通行する 不可 

He passed by me.  彼は私のそばを通り過ぎた。 
Will you please let me pass?  どうか通してくれませんか。 

The route passes through the city.  路線はその町を通って伸びている。 
The new subway passes under the park. 
新しい地下鉄は公園の下を通っている。 

S pass (M) 

《M は away, off など》 
1c. 

S〈状態〉が消え去る。［静まる］；S〈人〉が亡くなる 不可 

Dynasties pass.  どんな王朝も滅びるものだ。 
The crisis soon passed.  危機は間もなく去った。 
Has your toothache passed off yet?  歯の痛みはましになりましたか。 

He passed away at eighty.  彼は 80 歳で亡くなりました。 

S pass (M) 
《M は様態の副詞》 
《M は away, on など》 

1d. 

S〈時〉が（M のように）経過する 不可 

Time passes quickly.  光陰矢の如し。 
Six months have passed since I last saw you. 
この前君に会ってから半年が経つ。 

S pass (M) 

《M は without O》 
1e. 

S〈行動［発言］など〉が見過ごされる；大目に見られる 不可 

His action passed without comment. 
彼の行動はとやかく言われずに見逃された。 

He decided to let the insult pass. 
彼はその侮辱をだまって見逃してやろうと決めた。 

I am not going to let that one pass. （Genius） 
それは聞き捨てならないね。 

【NB1】ときに unnoticed などの補語を伴うことがある。（O-LEX） 
This fact has passed unnoticed for many years. 
（その事実は長年見過ごされてきた） 

S pass M 

《M は場所の副詞句》 
2a. 

S〈物〉が M をさっと動く［一時的に占める］；S〈感情など〉が

M に浮かんで消える 
不可 

A cloud passed across the sun. 雲が太陽を横切った。 
Several thoughts passed through my mind. 
いくつかの考えが次から次へ浮かんでは消えた。 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

 

（次頁につづく） 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S pass M 

《M は between＋O》 
2b. 

S〈言葉［表情・手紙］など〉が M の間で交わされる 不可 

Angry words passed between the two of them. （Luminous） 
両者の間で激しい言葉のやりとりがあった。 

A look passed between Ken and Ed.  （WISDOM） 
健とエドは視線を交わした。 

We heard what passed between them. 私達は彼らのやりとりを耳にした。 

S pass M 

《M は場所の副詞句》 
2c. 

S〈杯など〉が M に回される；S〈うわさなど〉が M に広まる 不可 

The wine passed round the hall. ワインは広間中に回された。 
The story passed from person to person. その噂は人から人へと広まった。 

S pass M 
《M は from＋O1 to O2》 
《M は into＋O（状態）》 

2d. 

S〈物〉の状態が M に変化する；S〈財産〉が M に渡る 不可 

Water passes from a liquid to a solid state when it freezes. 
水は凍ると液体から固体に変化する。 

The property will pass from father to son. 財産は父から息子に渡る。 
On his death, the farm will pass into the hands of the state. 
彼が死んだら農場は国の手に渡るだろう。 

S pass M 
《Mは for［as, under, by］
＋O（人［名前］》 
《M は場所の副詞句》 

2e. 

S〈人［物］〉が M で通用する 不可 

She could pass for a much younger woman. 
彼女なら実際の年よりもかなり若く言っても、通用するでしょう。 

Superstition sometimes passes as fact.  （O-LEX） 
迷信はときに事実として通っていることがある。 

He passes under [by] the name of Mr. Green. 
彼はグリーン氏という名前で通っている。 

These South African coins won’t pass in England. 
これらの南アフリカのコインはイギリスでは通用しない。 

他
動
詞 

S pass O 

3. 

S〈人［車］など〉が O〈人［建物］など〉のそばを通り過ぎる 
S〈人［車］など〉が O〈人［車］など〉を追い越す 

不可 

We pass the park on our way to schoo.  （O-LEX） 
学校へ行く途中で公園のそばを通る。 

The ship passed the channel. 船は海峡を通り過ぎた。 

A truck passed our car at a breakneck speed. （O-LEX） 
一台のトラックが物凄いスピードで私たちの車を追い越して行った。 

【NB2】列車・自動車・人などが、同一方向に進んでいる時、つまり、overtake
（追い抜く）の場合にも、反対方向（ないしは交差している道）を進んでいるとき、

つまり、meet（すれ違う）の場合にも用いられる。（現代英米語用法事典） 
I passed Mr. Smith on the street.（町でスミス氏とすれ違った）（Luminous） 

4. 

S〈人〉が O〈物〉を手渡す 可能 

Please pass the bread. パンをとってください。 
He passed the football quickly. 彼は素早くボールをパスした。 

Buckets of water were passed from hand to hand. （O-LEX） 
バケツの水が次から次に手渡された。 

【NB3】‘pass O1 O2’の第４文型でもよく用いられる。この場合 O1O2を主語と

する受動態がともに可能である。Please pass me that book. （その本を私に回して

下さい）The ball was passed to the centre-forward.（ボールはセンターフォワードに

パスされた） 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

他
動
詞 

S pass O 

5a. 

S〈人〉が O〈人［物］〉を合格させる 
S〈議会〉が O〈議案〉を通過させる 

可能 

The examiners passed most of the candidates. 
試験官たちは大部分の志願者を合格させた。 

I can’t pass this bad piece of work! こんなひどい作品を合格させられない。 
Congress passed the bill without debate.  
議会は審議を経ずにその法案を可決した。 

The teacher passed him reluctantly. 先生はしぶしぶ彼に合格点をやった。 
The guard passed the visitors. 守衛は訪問者を中へ入らせた。 
He was passed fit to play for the World Cup. （O-LEX） 
彼はワールドカップの試合に出る資格があると認められた。 

5b. 

S〈人〉が O〈試験〉に合格する 
S〈議案〉が O〈議会〉を通過する 

可能 

He passed Latin. 彼はラテン語の試験に通った。 

The bill passed Congress. 議案は国会を通過した。 

The agreement was passed in 1875. その協定は 1875 年に可決された。 

S pass over［by］ O 6. 

S〈人など〉が O〈物・事など〉を見のがす 可能 

He passed over the details. 彼は細かい点を見のがした。 
I can’t pass by your talking. あなたのおしゃべりを見のがせない。 
【NB4】‘pass over O’は‘pass O over’、‘pass by O’は‘pass O by’の語順

になることもある。pass over, pass by ともに受動態が可能である。 

S pass O M 
《M は場所・様態などの

副詞句》 
《M は（by［in］＋）doing》 

7a. 

S〈人〉が O〈時〉を M で過ごす 不可 

We passed the days happily. 私達は毎日幸福に暮らした。 

She passed the time by picking flowers. 彼女は花を摘んで時を過ごした。 
He passed the night with friends. 彼は夜を友達と過ごした。 

【NB5】「時を過ごす」というのは、‘pass O away’ , ‘pass away O’ ともいう。

We passed an evening away pleasantly by playing cards. 
（トランプをして一晩中楽しく過ごした） 
【NB6】また S に cards, outdoor, sports, conversation 等の行為をとることも可

能。A hand of cards passes an evening away pleasantly enough.（トランプをして

いれば一晩中楽しく過ごすことができる） 

S pass O1 M 
《M は on［upon］＋O2

（人［物・事］》 

7b. 

S〈人〉が M について O1〈意見［判断］など〉を述べる 可能 

The judge passed sentence on the prisoner. 
裁判官は被告人に判決を下した。 

I can’t pass an opinion on your work without seeing it. 
作品を見てからでないと意見は言えません。 

【NB7】O1にくるのは sentence, opinion, comment, remark, judgement などに

限られる。George passed a remark about the weather, but his wife was not 
listening to him. 〔米〕（ジョージは天候のことをしゃべったが、妻は聞いていなかった）

She passed a remark about every passer-by.〔英〕（彼女は通行人のひとりひとりをけ

なしていった） 

S pass O1 M 
《 M は across ［ over, 
through］＋O2（物など）》 

7c. 

S〈人〉が O1〈身体の一部［物］など〉を M にさっと動かす 可能 

He passed his hand across his forehead. 彼は手で額を撫でた。 

Pass the rope through the ring. ロープをその輪に通しなさい。 
He passed a rope around his waist for support. 
彼は体を支えるために腰にロープを巻いた。 
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⑪ stand 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】古代英語 standan より。 
【基本義】ある場所に人や物が立っている。 
【自他別】自動詞用法と他動詞用法がある。 
【構 文】命令形、進行形は可能。受動態は「立たせる」「おごる」の意で可能。 

 

 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S stand (M) 

《M は場所の副詞句》 
1. 

S〈人など〉などが（M のところに）立っている 不可 

We stood in the sun all day. 我々は一日中日向で立っていた。 
【NB1】「立つ」「立ち上がる」という動作を表わす場合にはしばしば up を伴う。

He stood (up) politely when the lady entered the room.  
（婦人が部屋に入ってくると彼は礼儀正しく立ち上がった） 

S stand M 

《M は場所の副詞句》 

2a. 

S〈物［事］〉が M のところに立っている［置いてある］ 不可 

Nelson’s statue stands in Trafalgar Square.  
ネルソン提督の彫像はトラファルガー広場に立っている。 

In the bedroom stands a double bed.  
寝室にはダブルベッドが置いてある。 

【NB2】stand は「立っている」「置いてある」のいずれの場合でも、脚またはそ

れに類する「ささえ」によって地面または足場に接して、直立して存在すること

が表現される。一方、lie「ある」は水平方向に地面に接していることを表現する。 
The bicycle stood in the basement all winter.  
（その自転車は冬の間中ずっと地下室においたままだった） 
How long has your bicycle been lying out on the wet grass? 
（君の自転車は雨に濡れた草の上にどのくらいの間おいてあるのですか） 
【NB3】日本語の「立つ」は「ささえ」によって「直立して」存在することを意

味する点では英語の stand と同じであるが、主に横幅よりも高さの方が長い場合

に用いられる。それに対して英語の stand はそのような制約はない。 
The car stood in the garage for weeks with no one to drive it.  
（その車は誰も乗らずに何週間もガレージに置いてあった） 
【NB4】進行形は S が移動できるものであれば可能であるが、移動できないもの

でも still などの副詞を伴えば可能。さらに、話し手の主観によって「動かせるも

の」の場合や「確かにあったものがなくなっている」場合、逆に「話し手の眼前

に突然現れてくる」とか、「もうないと思っていたものがまだある」場合などでは、

still などの副詞を伴わず進行形を用いられることがある。 
The book is standing on end. （その本は真っすぐに立ててある） 
The statue is still standing there.（その彫像はまだそこに立っている） 
The statue was standing outside the hall. 
（その彫像はホールの外に確かにたっていた） 

2b. 
S〈建物など〉が M のところにある 不可 

The house stood in a forest. その家は森の中にあった。 
The hut stood on the edge of a field. その小屋は野原の端にあった。 

S stand M 

《M は by＋O (人) 》 
2c. 

S〈人〉が M の味方をする 不可 

He stood by me through all my troubles.  
私が悩んでいるときは、彼はいつでも力になってくれた。 

S stand M 

《M は for＋O (事［物］) 》 
2d. 

S〈事［物］〉が M を表わす 不可 

The owl stands for wisdom. 梟は賢さの象徴だ。 
This symbol stands for strength and integrity. 
この記号は力と誠実さを表わしている。 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S stand C 

《C は形容詞（相当語句）》 
3a. 

S〈人〉が C の姿勢をとる；C の状態で立つ 不可 

Stand still while I take photograph.  
写真を撮っている間はじっとしておきなさい。 

The soldiers stood at attention. 
兵隊は気をつけの姿勢をとった。 

He stood looking over my shoulder. 
彼は立って私の肩越しに見ていた。 

S stand C 
《C は形容詞（相当語句）》 
《C は名詞》 

3b. 

S〈人［物］〉が C の状態［立場］にある 不可 

I stand ready to help. 
援助する準備はできています。 

She stands in great danger. （Genius） 
彼女はとても危険な状態にある。 

He stands in need of help. 
彼は助けを必要としている。 

Will you stand godmother to the child?  
あなたはその子の名付け親になるつもりですか。 

他
動
詞 

S stand O 
《O は（代）名詞・to 不

定詞・動名詞》 
4. 

S〈人［物］など〉が O〈事〉に我慢する［耐える］ 不可 

He can’t stand hot weather. 彼は暑さに耐えられない。 
This cloth will stand washing. この服地は洗いがきく。 
It won’t stand being handled roughly. それは乱暴に扱われたらもたない。 
I can’t stand to talk to her. 彼女と話すのは我慢ならない。 
【NB5】アメリカでは O に that 節をとることがある。 
I can’t stand that he should hear it.（彼がそれを聞くなんて我慢できない） 
【NB6】不定詞（特に to win, to gain, to lose）を目的語にとると、‘be likely to’
の意味になることがある。 
We stand to lose everything.（何もかも失うおそれがある） 

S stand O M 

《M は場所の副詞句》 
5. 

S〈人〉が O〈人［物］など〉を M のところに立たせる 可能 

They stood the ladder against the wall.  
梯子を壁に立てかけた。 

If you’re naughty again, you’ll be stood in the corner.  
今度いたずらしたら、すみに立たせるぞ。 

He was stood in the doorway.  
彼は戸口に立たされた。 

S pass O1 O2 6. 

S〈人〉が O1〈人〉に O2〈酒［ご馳走］〉をおごる 可能 

I’ll stand you a dinner. 君に夕食をご馳走しよう。 
The newcomer offered to stand us a drink.  
新しく来た人が一杯おごらせてくれと言ってきた。 

【NB7】目的語は一つの場合もある。 
Who will stand the cost?（誰がお金を払うのか） 
He stood drinks for the crowd. （彼は仲間に酒をおごった） 
【NB8】受動態は O1を主語とする場合のみ可能。 
I had never been stood a dinner in my life before. 
（私は、それまで一度も夕食をご馳走になったことはなかった） 
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⑫ reach 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】古代英語 rǣcan より。 
【基本義】手や腕を差し出す。 
【自他別】自動詞用法と他動詞用法がある。 
【特 徴】多義語。 
【構 文】進行形は「状態」の意味以外では可能。命令形は「手を伸ばす」「伸ばして物をとる」 

の意味では可能。受動態は「手を伸ばして物をとる」「結論や目的に達する」の意味で 
は可能。 

 

 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S reach (M) 
《M は to［for］＋O（場

所［距離］）》 
1a. 

S〈物［事］〉が（M に）達する；（M に）広がっている 不可 

There was sand as far as the eye could reach.  
目の届く限りあたり一面砂ばかりだった。 

The speakeer’s voice did not reach to the back of the hall.  
演説している人の声はホールの後ろまで届かなかった。 

The power of Rome reached to the ends of the known world.  
ローマの勢力は世界の隅々にまで及んだ。 

The forest reaches for many kilometers.  
森は何キロにもわたって広がっている。 

S reach (M) 
《M は方向・場所の副詞

句》 
 

1b. 

S〈人〉が手を伸ばす；S〈手〉が伸びる 不可 

He reached out to greet me. 彼は手を差し出して私を迎えた。 
A hand reached from the dark and seized him. 
暗闇から手が伸びてきて彼をつかんだ。 

【NB1】‘reach for O’で「O を取ろうとして手を伸ばす」という意味。実際に O
を取ったかどうかは不明で、どちらであるかは文脈により示されることになる。 
The boy reached for an apple.（少年はりんごを取ろうと手を伸ばした） 

他
動
詞 

S reach O 

《O は場所を表わす名詞》 

 

2a. 

S〈人［乗物］など〉が O〈場所［目的地］など〉に着く 不可 

The boat reached shore safely.  
ボートは無事に岸に着いた。 

I’ll phone you, when I reach the hotel.  
ホテルに着いたら電話します。 

What time does the train reach London?  
列車は何時にロンドンに着きますか。 

【NB2】受動態は一般に不可であるが、‘in two hours’などの副詞句を伴って、

可能性の問題として述べる場合は可能になる。 
New York can be reached in two hours.（NY へは 2 時間で行ける） 
【NB3】進行形は可能であるが、reach（着く）は瞬間動詞なので、進行形にする

と、近接未来や反復動作の意味を表わすことになる。 
I am reaching the top.（もうすぐ頂上だ） 
The soldiers are already reaching the summit. 
（兵士たちは次から次へと頂上に到着している） 

S reach O 

《O は人を表わす名詞》 
2b. 

S〈人〉が（電話などで）O〈人〉と連絡をとる 可能 

How can I reach you? あなたと連絡をとるにはどうすればいいのですか。 

He can always be reached on the office telephone. 
彼とは会社の電話でいつでも連絡がつく。 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

他
動
詞 

S reach O 

《O は物［事］》 
2c. 

S〈物［事］〉が O〈人［物・事］〉に届く［達する］ 不可 

The news reached me this morning. 
その知らせは今朝私に届いた。 

He finally reached a decition. 
彼はついに結論に達した。 

By evening the shadow of the tree reached the wall. 
夕方までに木の影は壁まで達した。 

The cost of that building has reached a million dollars. 
あの建物の建設費は 100 万ドルに達した。 

This road reaches the river. 
この道は川まで伸びている。 

【NB4】受動態は「目的に達する」「結論に達する」の意味では可能。 
Our aim has been reached. （私たちの目的は達せられた） 

S reach O 
《O は手［物］など》 

2d. 

S〈人〉が O〈手など〉を差し出す《通例 out を伴う》 
S〈人〉が手を伸ばして O〈物〉を取る《通例 down を伴う》 

不可 

He reached out his arms to greet me.  
彼は両腕を差し出して私を迎えた。 

He reached down the atlas from the top shelf. 
彼は一番上の棚から地図帳をとった。 
【NB5】第４文型の‘reach O1 O2’或いは‘reach O2 for O1’で「O1に O2をと

ってやる」の構文でも用いられる。 
Can you reach me that book on the top shelf?  
Can you reach that book on the top shelf for me? 
（一番上の棚にのっているあの本を取ってくれませんか） 
【NB6】「取る」の意の場合、一般に受動態が可能。 
One or two dustly papers were reached down from the top of the cupboard.  
（戸棚の上から 1,2 枚のほこりだらけの紙がとられた） 
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⑬ visit 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】ラテン語 visitare より。 
【基本義】人や場所を訪れる。 
【自他別】自動詞用法と他動詞用法がある。 
【特 徴】多義語。 
【構 文】一般に進行形、命令形、受動態が可能。 

 

 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S visit 1a. 

S〈人〉が訪れる［見物する］；談笑する 不可 

She spends most of her afternoons visiting. 
彼女は、午後はたいてい人を訪問して過ごす。 

I met Mary on the street, and we stopped to visit for a moment.  
道でメアリーに会って立ち止まってしばらくおしゃべりをした。 

S visit M 
《M は in［at］＋町》 
《M は at＋家》 
《M は with＋人》 
 

1b. 

S〈人〉が M を訪問する；S〈人〉が M に滞在する 不可 

He visited in the country. 彼は田舎に滞在した。 
We hope you will visit with us sometime. 
いつか私たちの家へ遊びに来て下さい。 

【NB1】‘visit with’はイギリスでは「訪問する」の意味であるが、アメリカで

は「（訪問して）談笑する」という意味になる。 
Stay and visit with me for a while. 
（ここにいて、しばらく私とお喋りしていきなさい） 
【NB2】‘visit with’の受動態は通例は不可であるが、目的語が特定的なものの

場合には可能。 
The neighbors were frequently visited with. 
（近所の人たちは訪ねられてはおしゃべりした） 

他
動
詞 

S visit O (M) 

《O は人［場所］》 
2a. 

S〈人〉が O〈人［場所］〉を訪ねる 
S〈医者など〉が O〈患者〉を往診する 

可能 

Bill visits a museum every day. ビルは毎日博物館を訪ねます。 
I am going to visit my grandmother on Saturday.  
土曜日に私は祖母を訪ねます。 

He visited me while I was in bed with a cold. （Luminous） 
私が風邪で寝ている時彼は見舞いに来てくれた。 

I’ll visit the doctor this doctor. （Genius） 
午後、医者にいきます。 

I asked a doctor to visit the patient. （WISDOM） 
私は医者にその患者を往診してくれるように頼んだ。 

【NB3】一般に、「訪問される」という受動態は可能であるが、受動態の主語が建

物や場所である場合、次の(a)のように言うのは不自然であり、(b)のように by 以

下を不特定多数にするか、(c)のように by 以下に有名人を置いて、有名人の訪問を

受けたことによってその場所に「箔がついた」「影響がでた」という意味にするこ

とで容認可能となる。 
(a)＊Okinawa was visited by John last year.  

（沖縄は昨年ジョンによって訪れられた） 

(b)   Okinawa was visited by a lot of Chinese tourists.  
（沖縄は昨年多くの中国人観光客によって訪問された。） 

(c)    Okinawa was visited by Commodore Perry in 1853.  
（沖縄は 1853 年にペリー提督によって訪問された。） 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

他
動
詞 

S visit O 

《O は工場や店など》 
2b. 

S〈監督官など〉が O〈工場［店物］など〉を視察する 可能 

The inspector visits the factory once a month. 
監督官は一か月に一度工場を視察する。 

The mayer will visit several of the city’s jails tomorrow. 
市長は明日、市の拘置所をいくつか視察する予定です。 

Restaurant and hotel kitchens are visited regularly by officers of 
public health. 
レストランやホテルの厨房は公衆衛生局の係官によって定期的に検査を受ける。 

S visit O (M) 

《O は場所や人など》 
2c. 

S〈病気［災害］など〉が O〈場所など〉に襲いかかる 
S〈不幸［悪夢］など〉が O〈人〉を見舞う 

可能 

Plague and famine often visit India. 
疾病や飢饉がたびたびインドを襲う。 

A drought visited the land. 
干ばつがその土地を襲いかかった。 

20 years ago this area was visited by a terrible disease. 
20 年前この地域は悪疫に襲われた。 
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⑭ fit 

Dr. Higgins’s room 
【語 源】中世英語の fitten より。それ以前は不詳。 
【基本義】ある物の大きさや型が他の物の大きさや型に合う。 
【自他別】本来的に他動詞であるが、一部自動詞用法がある。 
【特 徴】過去・過去分詞形には fit-fit 型と fitted-fitted 型の二通りある。 
【構 文】一部を除いて進行形、命令形、受動態が可能。 

 

 

 文型  意味と例文 受身 

自
動
詞 

S fit (M) 1. 

S〈着物など〉の大きさが合う 不可 

The cap fits. 
その帽子はぴったりだ。 

The dress fits perfectly.  
そのドレスはぴったり合っている。 

The lid fits badly. 
その蓋は上手くはまらない。 

S fit M 

《M は into＋O（組織等）》 

 

2. 

S〈人〉が M にうまく溶け込む；調和する；向く 不可 

He doesn’t really fit into the organization. 
彼は実際にはその組織には向いていない。  

At camp I didn’t fit anywhere. 
軍隊生活ではうまく溶け込めなかった。 

S fit in (M) 

《Mはwith＋O（事［人］）》 
3. 

S〈事［人］〉が（M と）調和する［好みなどが一致する］ 不可 

My holiday arrangements must fit in with yours. 
私の休暇はあなたの休暇とうまく調整しなければならない。 

The house fits in beautifully with its surroundings. 
その家は周りの環境によく適合している。 

The piece of evidence does not fit in with that of the other witness. 
この証言はもう一人の証人の証言と一致しない。 

The new boy fitted in well with his classmates. 
転校してきた少年はクラスの子どもたちうまく溶け合った。 

How would they fit in, in this new land? 
彼らはこの新しい土地にどのように順応するのだろうか。 

他
動
詞 

S fit O 

4a. 

S〈着物や物の大きさや型〉が O〈人［物］〉に合う 不可 

The suit fitted me very well. 
その上着は私に非常によく合った。 

Does the shoe fit you? 
その靴はあなたに合いますか。 

4b. 

S〈人の容貌［行動］など〉が O〈地位［名前］など〉に相応しい 不可 

His dignified appearance fitted his high office to perfection. 
彼の威厳ある風貌は高い地位に申し分ない。 

Your actions don’t fit your words. 
君の行動は普段言っていることと似つかわしくない。 
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Dr. Higgins’s room 
（前頁からつづく） 

『英語基本動詞辞典』を中心に作成 

 

 文型  意味と例文 受身 

他
動
詞 

S fit O1 M 

《M は in［into］＋O2

（物）》 

5a. 

S〈人〉が O1〈物など〉を M に合わせる［取り付ける］ 可能 

He fitted the picture into the frame. 
彼は絵を額にいれた。 

He fitted his key into the lock. 
彼は錠前に鍵を差し込んだ。 

【NB1】M には‘to＋O2’も可能。 
A long pole was fitted to the front of it to control the swaying. （ロイヤル英文法） 
（揺れるのを抑えるために、長い棒がその前面に取り付けられた） 

S fit O1 M 

《M は on＋O2（物）》 
5b. 

S〈人〉が M の上に O1〈物など〉を取り付ける 
S〈仕立屋など〉が M に合わせて O1〈服など〉を仮縫いする 

可能 

Father fitted a new tire on Harry’s bicycle.  
父親はハリーの自転車に新しいタイヤを付けた。 

The tailor fitted the suit on him. 
洋服屋は彼のスーツの仮縫いをした。 

I was fitted for a new coat. 
私は新しいコートの仮縫いをしてもらった。 

【NB2】O2を直接目的語にとるときは fit O2 with O1の型になる 
He fitted the windows with panes. 
（彼は窓にガラスをはめた） 
The doors are fitted with new locks. 
（ドアには新しい錠前が取り付けてある） 

S fit O1 M 

《M は for＋O2（目標）》 
5c. 

S〈人［事・人の属性］〉が O1〈人など〉を M に合うようにする 可能 

Military training fits men for long marches. 
軍事訓練によって長い行進に耐えられるようになる。 

His great height fitted him for team games. 
彼は非常に背が高いので団体競技に向いていた。 

【NB3】M の代わりに目的を表す不定詞がくることがある。 
Military training fits men to make long marches. 
（軍事訓練によって兵隊は長い行進ができるようになる） 
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（08） 受動態が用いられる理由 
「なぜ受動態が用いられるのか」という問いに対してひとことで答えるならば、それは

「ある行為について行為者ではなく、受動者を主題化にする必要性があるから」というこ

とになるだろう。さらに詳しくみていくと次のように分けられる。 

 

① 旧情報を先に、新情報を後に述べるため 
12. Look at this vase.  It was broken by children yesterday. 

（この花瓶を見て下さい。それは昨日子供たちに割られてしまったのです。） 

 

話し手が聞き手に情報を伝達していくとき、既に知っていること（旧情報）から、まだ

知らないこと（新情報）へと談話を進めていくという暗黙のルールがある。このような場

合に受動態が使用される。例えば、例文 12．で、後続する文の主語 “it” は前文の this vase
を受けており、聞き手にとっては旧情報である。それに対して “children” は聞き手にとっ

ては新情報である。この場合、Children broke it yesterday.と表現するよりは、既に聞き手

が知っている it（=this vase）を主語にして It was broken by children yesterday.と表現する

方が旧情報→新情報という談話のルールに合致するわけである。 
 

13. I bought this picture last year.  It was painted by Degas. 
（昨年この絵を買いました。それはドガによって描かれたものです。） 

14. July 4th is Independence Day in the United States.  It is celebrated with various events 
and fireworks. 
（7 月 14 日はアメリカ独立記念日です。その日は様々な行事と花火で祝賀されます。） 

15. There were bears in the forest, but some of them were killed by the fire last month. 
（その森には熊が生息していたが、そのうちの何頭かが先月の火事で死んでしまった。） 

16. Namie Amuro appeared in the arrival lobby of Naha Airport, and she was immediately 
surrounded by her fans. 
（安室奈美恵さんが那覇空港の到着ロビーに現れると、すぐにファンに取り囲まれた。） 

17. When I knocked at the door, it was opened by a girl. 
（私がドアをノックすると、ドアは少女によって開けられた。） 

18. “Nice picture” －“Yes, it was painted by my grandmother.”  

（「いい絵ですね。」－「ええ、私の祖母が描いたものです。」） 

 

Dr. Higgins’s room 
➀の説明は別の言い方をすれば、「主語を変えないで文の接続をスムースにするため」に受動態が使

われるとも言うことができる。以下は PEU（p.129）からの引用である。 
 He waited for two hours; then he was seen by a doctor; then he was sent back to the waiting room.  
He sat there for another two hours－by this time he was getting angry.  Then he was taken 
upstairs and examined by a specialists, after which he had to wait for another hour before he was 
allowed to go home. 
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② 能動文の主語を表わさない特別の理由（気配り、思いやり）があるような場合 
19. A wine glass was broken.  May I use your broom to clean the glass? 

（ワイングラスが割れてしまって。ガラスを片付けるのに帚を貸して貰えませんか。） 

 

例文 19．は久野暲・高見健一『謎解き英文法 文の意味』（p.65）からの引用である。

詳細な説明は同著を見てもらいたい。要約すると次のようになる。例えば、あなたが Mary
と共にあるパーティに出席した際に、Mary がワイングラスを割ったとする。あなたがそ

の家の主人に、“Mary broke a wine.  May I use your broom to clean the glass?”と言え

ば、直接メアリーに責任を負わせることになり、Mary に対しての配慮を欠くことになっ

てしまう。しかし、例文 19.のように by Mary を省略した受動態を用いることで、責任の

所在を曖昧にし、メアリーに対して気配りができるということである。 
20. Some wrong choices were made. 

（間違った選択がいくつかありました。） 

21. A serious human error was found. 
（重大な人為的ミスが見つかりました。） 

22. This letter has been opened! 
（この手紙、封が開けられている！） 

 

③ 動作主が不明で、受動態でしか表わせない場合 
23. He was killed in the Boer war. 

（彼はボーア戦争で亡くなった。） 

24. The city is well supplied with water. 
（その都市は給水が十分である。） 

25. The murderer was caught yesterday. 
（殺人犯は昨日逮捕された。） 

 

例文 23. 24. 25.は全て Jespersen（1924）からの引用である。25.の例文については、逮

捕するのはだいたい警察なので、動作主が不明であるというのはおかしい。Jespersen 自

身も同著で述べているように、これは「殺人犯の逮捕」という行為を言いたいがための受

動表現だと言える。 
 

④ 能動態の動作主より受動態の主語に重点を置きたい場合 
26. The house was struck by lightning. 

（その家は雷に打たれた。） 

27. His son was run over by a motor car. 
（彼の息子は自動車に轢かれた。） 

28. More than 20,000 people were killed by the Great East Japan Earthquake. 
（20,000 人以上の人々が東日本大震災で亡くなった。） 
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（09） by＋動作主 
受動態の文では、行為の受動者が主語になる。一方、行為の仕手（動作主・行為者）は

前置詞 by を伴い文末（正確には動詞句末）に置かれるか、或いは表現されない。特別な理

由のない限り「by＋動作主」（「by＋行為者」ともいう）は表現されないのが普通である。

「by＋動作主」は、その動作が誰によって或いは何によってされたかということを明示し

たいときにつけるものである。それゆえ、by の後が、them, us, you などの不特定多数の

人々を表す代名詞の複数形である場合は表現されないのが普通である。 

 

① by＋動作主を明示する場合 
 

Dr. Higgins’s room 
江川泰一郎著『英文法解説改訂三版』（p.275）には、受動態で「by＋動作主」が表現される場合の理

由として次の３つにまとめられている。 

(1) 文意を成立させるため 

(a) The college was founded by two frontier preachers. 
（その大学は開拓時代の二人の牧師によって設立されました） 

(b) The college was founded in the colonial day. 
（その大学は開拓時代に設立されました） 

 同著によると、上の二つの例文を掲げ、「by＋動作主」は文として必要不可欠な要素ではあるが、「by
＋動作主」がなくても、(b)のように他の副詞語句があれば文として成立する場合も多い。 
 
(2) by＋動作主に重点があるため 
(c) The bill was voted down by the House of Councilors. 
（その法案は参議院で否決され廃案になった） 

 
(3) by＋動作主が長いため 
(d) Mary wanting to tell everybody what to do annoyed me. 
（メアリーが誰に対しても指図してやらせることは私を立腹させた） 

(e) I was annoyed by Mary wanting to tell everybody what to do. 
（私はメアリーが誰に対しても指図してやらせることに腹が立った） 
(d)と(e)は PEG（p.410）からの引用である。能動態より受動態の表現形式の方が自然であることがよ

くわかる。 
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② by＋動作主を明示しない場合 
 

Dr. Higgins’s room 
手許にある２・３の文法書を見ると、受動態で「by＋動作主」が表現されない場合の理由として、だ

いたい次の３つにまとめられている。 

(1) 動作主が不明か、特定できないため 

(a) The jewels were stolen during the night.  
（宝石は夜の間に盗まれた。）  

 
(2) 動作主が自明で、あえて言う必要性がないため 
(b) Are you being helped?  
（だれか御用を承っているでしょうか。）  

 
(3) 動作主が一般の人々であるため 
(c) This park is not used very often.  
（この公園はあまり利用されていない）  
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（10） 助動詞を含む受動態 
助動詞を含む受動態は、《助動詞＋be 動詞＋過去分詞》となる。 

29. We will finish this work in a week. 〔能動態〕 
（一週間で私たちはこの仕事を終えるでしょう。） 

30. This work will be finished in a week. 〔受動態〕 
（一週間でこの仕事は終わるでしょう。） 

 
31. We can see lots of stars in our village at night. 〔能動態〕 

（私たちの村では夜にたくさんの星をみることができます。） 

32. Lots of stars can be seen in our village at night. 〔受動態〕 
（私たちの村では夜にたくさんの星が見られます。） 

 
33. We must do the work by tomorrow. 〔能動態〕 

（私たちは明日までにその仕事をしなければなりません。） 

34. The work must be done by tomorrow. 〔受動態〕 
（その仕事は明日までにされなければなりません。） 

 
35. They may kill him. 〔能動態〕 

（彼らは彼を殺すかもしれない。） 

36. He may be killed. 〔受動態〕 
（彼は殺されるかもしれない。） 

 
37. You should keep the food in the refrigerator.  〔能動態〕 

（その食料は冷蔵庫で保管した方がよい。） 

38. The food should be kept in the refrigerator. 〔受動態〕 
（その食料は冷蔵庫で保管される方がよい。） 

 

39. You ought not to allow such things.  〔能動態〕 
（そのようなことは許すべきではない。） 

40. Such things ought not to be allowed. 〔受動態〕 
（そのようなことは許されるべきではない。） 

 

41. We are going to hold the meeting this afternoon. 〔能動態〕 
（今日の午後会議を開きます。） 

42. The meeting is going to be held this afternoon. 〔受動態〕 
（今日の午後会議が開かれます。） 
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（11） 疑問詞が主語である文の受動態 
① 疑問詞が主語の場合 
疑問詞が主語の疑問文は、《疑問詞＋be 動詞＋主語＋過去分詞＋by》の語順になる。文

語では〈by＋疑問詞〉を文頭に出す形も見られる。 
43. Who made dinner? 〔能動態〕 

（誰が夕食を作りましたか。） 

44. Who was dinner made by? 〔受動態〕 
（誰によって夕食は作られましたか。） 

45. By whom was dinner made? 〔受動態〕 
（誰によって夕食は作られましたか。） 

46. What makes these holes? 〔能動態〕 
（何がこの穴を掘るのですか。） 

47. What are these holes made by? 〔受動態〕 
（この穴は何によって掘られるのですか。） 

 

② 疑問詞が目的語の場合 
疑問詞が目的語の疑問文は、《疑問詞＋be 動詞＋過去分詞＋by～》の語順になる。 

48. Who did the police arrest? 〔能動態〕 
（警察は誰を逮捕したの。） 

49. Who was arrested by the police? 〔受動態〕 
（誰が警察に逮捕されたの。） 

50. What did they leave in the room? 〔能動態〕 
（彼らは部屋に何を残していましたか。） 

51. What was left in the room? 〔受動態〕 
（部屋には何が残されていましたか。） 

 

③ 疑問詞が目的格補語の場合 
疑問詞が目的語の疑問文は、《疑問詞＋be 動詞＋主語＋過去分詞》の語順になる。 

52. What do you call this flower in Japanese? 〔能動態〕 
（この花を日本語で何と呼びますか。） 

53. What is this flower called in Japanese? 〔受動態〕 
（この花は日本語で何と呼ばれますか。） 

54. What did he name the star? 〔能動態〕 
（彼はその星を何と名付けましたか。） 

55. What was the star named? 〔受動態〕 
（その星は何と名付けられましたか。） 
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（12） 第３文型（SVO）の受動態 
① O＝名詞・代名詞の場合 
目的語が名詞・代名詞の場合は特別な問題はない。ただし、第３文型であっても、動詞

によっては受動化が不可能な他動詞もあるので注意しなければならない。 
56. We invited the woman to our party. 〔能動態〕 

（私たちはその女性をパーティに招待しました。） 

57. The woman was invited to our party. 〔受動態〕 
（その女性はパーティに招待されました。） 

 
② O＝名詞節の場合 
能動態の目的が名詞節（that 節）である場合は、that 節中の主語を受動態の主語にする

やり方と形式主語 it をたてるやり方の２通りの受動態が可能である。 

 

Dr. Higgins’s room 
小西友七『英語基本動詞辞典〔普及版〕』（p.1326 ― p.1327）に They［People］say （that）…の受

動態についての記述がある。それによると、下記の(1)の受動態として(1-a)(1-b)の２通りが可能である

が、(1-c)のように that 節を主語の位置にもってくることは不可とある。 

(1)       They say that he’s a miser.（彼は守銭奴ということだ） 
(1-a)   He is said to be a miser. 
(1-b)   It is said that he is a miser. 
(1-c)＊That he is a miser is said. 
 
 (1-c)のように受動態の主語に that 節がそのままくるのは普通不可とされるが、安井稔『英文法総覧』

（p.311）には、「主語として用いられている that 節の中身は、話し手の既出事項であると考えられて

いることを表す場合が多い」とあり、次の２文が与えられている。 
It could hardly be expected (that ) Ruth would be on time. 
（ルースが時間を守るなんてことはまず望み薄だ。） 
That Ruth would be on time could hardly be expected.  
（ルースが時間を守るということはまず望み薄だ。） 

 
 また、安藤貞雄『英語教師の文法研究』（p.239）に、「動詞句の部分に副詞語句が付くなどして情報

量が増してくれば、目的節を受動文の主語にすることが可能」であると述べ、次の二つの文が添えられ

てある。 
That witches communicated with the devil was widely believed. 
（魔女は悪魔と交際していると広く信じられていた。） 
That Ruth would be on time could hardly be expected.  
（ルースが定刻に来るなんて、とても期待できなかった。） 
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58. People believe that the news is true. 〔能動態〕 
（人々はそのニュースは本当であると信じている。） 

59. It is believed that the news is true. 〔形式主義の it をたてた受動態〕 
（そのニュースは本当であると信じられている。） 

60. The news is believed to be true. 〔that 節内の主語を受動態の主語にたてた受動態〕 
（そのニュースは本当であると信じられている。） 

 

Dr. Higgins’s room 
前頁で説明したように、目的語が that 節の場合には２つの型の受動態が可能であるが、このような

２つの受動態をとる動詞として、acknowledge, assume, believe, consider, declare, expect, fear, feel, 
know, observe, prove, recognize, report, say, see, show, suppose, think, understand.など挙げることが

できる。そしてこれらの動詞は次の(a)(b)のような２通りの能動態が可能である。 

(a)   People believe that John is clever.（人々は、ジョンは利口だと思っている） 
(b)   People believe John to be clever.（人々は、ジョンは利口だと思っている） 
しかし、say には(d)の用法がないことには注意しなければならない。 

(c)    People say that John is clever.（人々は、ジョンは利口だと言っている） 
(d) ＊People say John to be clever.（人々は、ジョンは利口だと言っている） 
 

 

 

Dr. Higgins’s room 
節がwhetherやhow, whyなどの疑問詞で始まる節の場合も形式主語の itを主語にする受動態が普通

である。 

(a) We don’t know whether they actually lived there.  
（我々は彼らが実際にそこに住んでいたかどうかは分からない。）  

(b) It isn’t known whether they actually lived there.  
（彼らが実際にそこに住んでいたかどうかは知られていない。） 

 

(c) We don’t know how they arrived there.  
（我々は彼らがどのようにしてそこに到着したかわからない。）  

(d) It isn’t known how they arrived there.  
（彼らがどのようにしてそこに到着したか知られていない。） 
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③ O＝同族目的語の場合 
本来、自動詞である動詞が、意味上密接な関係にある名詞を目的語にとり、あたかも他

動詞の如く表現する構造がある。これを同族目的語構文という。この構文は、例えば、live 
a happy life や fight a good fight のように、名詞は何かしら形容詞で修飾されてこそ意

味があるのであって、名詞に修飾語を付けず、live a life や fight a fight のようには普通

用いられない。この構文の動詞は本来的には他動詞ではないのであるが、構造上、目的語

を有しているように見え、言語的には他動詞として把握するため受動態が可能になる。古

代英語ではこの構文の受動態は見られるようだが、現代英語では、この構文の受動態は稀

である。次の例文は『英文法シリーズ 第２集』（p.1238）からの孫引きである。 

61. Life cannot be understood without much charity, cannot be lived without much charity.  
（人生は多大の慈悲心なくしては理解されないのであり、生きていかれないのである。）―Wilde, The Ideal Husband 
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（13） 第４文型（SV+IO+DO）の受動態 
第４文型（SV+IO+DO）は、目的語が２つあるので２通りの受動態が可能のように考え

られるが、現代英語では、IO（間接目的語）（＝普通は人を表わす語）を主語にした受動

態がより普通である。ところが、歴史的には DO（直接目的語）（＝普通は事物を表わす語）

を主語にした受動態の方が最初にあり、間接目的語を主語にした受動態は後になって英語

特有に発達した。間接目的語を主語にする受動態は他のヨーロッパの言語には見られず、

ラテン語とギリシア語に見られるくらいである。また、間接目的語、直接目的語のどちら

を受動態の主語にするのが自然であるかは、動詞の性質や発話時の新情報と旧情報の違い

などによって異なってくる。 

 

① give のグループ 
第４文型（SV+IO+DO）を第３文型（SV+DO+前置詞+IO）に書き換えた場合、to+IO (間

接目的語)のような形になる動詞の多くは、第４文型（SV+IO+DO）の IO（間接目的語）

も DO（直接目的語）も両方とも受動態の主語になり得る。しかし、現代英語では IO（間

接目的語）を主語にした受動態が普通である。或いは、第３文型（SV+DO+to IO）に変形

した上で、DO（直接目的語）を主語にして受動態が作られるのが普通である。このような

動詞に give（与える）、allow（与える）、grant（与える）、hand（手渡す）、leave（遺し

て死ぬ）、lend（貸す）、offer（提供する）、pay（支払う）、permit（許す）、promise（約

束する）、refuse（許可などを与えるのを断る）、send（送る）、show（見せる）、teach（教

える）、tell（話す）などがある。 
 

 IO+be+p.p.+DO DO+be+p.p.+IO DO+be+p.p.+to IO 

give（※1） ○ △ ○ 

allow（※2） ○ ○ × 

permit（※3） ○ 〇 × 

grant（※4） ○ △ ○ 

hand ○ ○ ○ 

leave（※5） ○ × ○ 

lend ○ ○ ○ 

offer（※6） ○ △ ○ 

pay ○ ○ ○ 

promise ○ ○ ○ 

refuse（※7） ○ △ ○ 

send ○ ○ ○ 

show（※8） ○ △ ○ 

teach（※9） ○ △ ○ 

tell（※10） ○ △ ○ 
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Dr. Higgins’s room 
（※1）John gave Alice a book.の受動態について 
情報構造上、会話の中で聞き手が既に知っている事柄を旧情報といい、聞き手がまだ知らない事柄を

新情報という。会話は旧情報から新情報に流れていくのが普通である。仮に聞き手が知らないことを話

し手がいきなり話し出すと、聞き手は困ってしまう。そういうわけで、新情報は旧情報より後に現われ

る。例えば、John gave Alice a book.（ジョンはアリスに本をあげた。）という文の場合、旧情報は Alice
で、新情報は a book となる。これを受動態にすると、次の(a),(b)二つの受動態が考えられる。 
(a) Alice was given a book. （アリスは本を一冊与えられた。）  
(b) A book was given Alice. （一冊の本がアリスに与えられた。） 
しかし、(b) は不自然な英語とされる。それは新情報の a book が旧情報の Alice より先にあるからで

ある。もし a book が旧情報（旧情報になると普通、a book は the book になる）で、Alice が新情報な

ら、元の能動態は(c)のようになる。そしてそれを受動態にすると(d)のようになる。 
(c) John gave the book to Alice. （ジョンはその本をアリスに与えた。） 
(d) The book was given to Alice. （その本はアリスに与えられた。） 
 
（※2） allow の受動態ついて 

allow は古代フランス語の二つの語が英語に入って成立した語であるために多義語になっている。一

つの意味の流れは「権利として与える」→「人や事柄に対して金銭や時間を与える」→「割り当てる」

→「割り増しする」「割り引きする」が生まれ、もう一つは「賞賛する」→「是認する」「認める」→「許

可する」「自由に…させる」となった。このうち「（金銭など）を与える」の意味の場合には第４文型に

なり、‘allow IO＋DO’の形で、「IO〈人〉に DO〈小遣い［暇・自由］など〉を与える」となる。こ

の場合の受動態の形は、(b)のような IO 主語の‘IO be allowed DO’と、(c)のような DO 主語の‘DO be 
alloed IO’の両方が可能である。 
(a) The chairman allowed  Mary  the floor. （議長はメアリーに発言権を与えた。） 
                           IO      DO 
(b) Mary was allowed the floor by the chairman. （メアリーは議長に発よって発言権が与えられた。） 
(c) The floor was allowed Mary by the chairman. （発言権が議長によってメアリーに与えられた。） 

 
第４文型‘allow IO＋DO’の第３文型‘allow DO to IO’への変換は give ほど自由ではなく、(d)の

ように IO の部分が比較的長い場合以外は通常不可とされているので、その受動態の形も不可である。 
(d) He allowed a hundred pounds a year to each of his sons. 〔IO が比較的長い語句のとき to＋IO が可能〕 
（彼は息子一人ひとりに年 100 ポンドの小遣いを与えた。） 

(e)＊The chairman allowed the floor to Mary. （議長はメアリーに発言権を与えた。） 
(f)＊The floor was allowed to Mary by the chairman. （発言権が議長によってメアリーに与えられた。） 
 
ところが、IO が無生物で IO と DO の間に‘have’の関係があれば、(g)のように allow DO＋to IO

の形も可となる(Green, p104)。 
(g) They allow three passengers to each car. （彼らは各車両に３人の乗客を乗せている。） 

（『英語基本動詞辞典』より） 
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Dr. Higgins’s room 
（※3） permit の受動態について 
‘permit IO＋DO’についても、「IO＋be＋p.p.＋DO」と「DO＋be＋p.p.＋to IO」の２つの受動態が

可能であるが（『ロイヤル英文法』 p.569）、第４文型‘permit IO＋DO’から第３文型‘permit DO to IO’

への変換は通常不可とされている。 
(a) Workers are permitted five sick days per year. （労働者は年５日の病気欠勤日が許可されている。） 
(b) Is it not permitted us to describe human nature too accurately? ― Cissing,  A Life’s Morning 
 （人間性をあまりにも正確に描くことは我々に許されないのだろうか。） 
 

形式主語 It で始まる受動態構文は allow では不可であるが permit は可能である。PEU4（p.365） 

(c) It is not permitted to smoke in the kitchen. （台所でたばこを吸うことは許されません） 

(d)＊It is not allowed to smoke in the kitchen. 
 

（※4） grant の受動態ついて 
grant は「認める」と「与える」の２つの中核的意味をもつ動詞である。「認める」の意では主に that

節を目的語にとるが、to 不定詞が続くこともある。一方、「与える」の意では‘grant IO＋DO’の形や、

‘grant DO＋to IO’の形をとる。受動態は、「IO＋be＋p.p.＋DO」と「DO＋be＋p.p.＋to IO」の２つ

の形が可能である。また、単に‘grant O’の型で用いることも多く、この場合は「認める」と「与え

る」の両方の意味が可能である。 
(a) The college granted  him  a scholarship. 

IO          DO 
 （大学は彼に奨学金を与えた。） 

(b) He was granted a scholarship by the college. 
 
(c) The government granted  dual citizenship  to  most naturalized Germans. 

DO                        IO 
（政府は大半の帰化したドイツ人に二重国籍を与えた。） 

(d) Dual citizenship was granted to most naturalized Germans. 
 
（※5） leave の受動態について 
‘leave IO＋DO’を第３文型に書き換えた場合、①「DO＋to IO」と②「DO＋for IO」の２通りの書

き換えが考えられる。①の形は「IO〈人〉に DO〈財産［人］〉を残して死ぬ」という意味の場合に、

②の形は「IO〈人〉に DO〈物〉を残す」という意味の場合に用いられる。①の場合の受動態は「IO＋

be＋p.p.＋DO」と「DO＋be＋p.p.＋to IO」の２つが可能である。②の場合の受動態については p.59
を参照。 
(a) He left the children  a small fortune. 

IO                 DO 
 （彼はその子供たちに大金を遺した。） 

(b) The children were left a small fortune. 
(c) A small fortune was left to the children. 

（『英語基本動詞辞典』より） 
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Dr. Higgins’s room 
（※6） offer の受動態について 

offer IO＋DO の受動態は、主に「IO＋be＋p.p.＋DO」と「DO＋be＋p.p.＋to IO」の２つの受動態

が一般的に用いられるが、to の後の IO が代名詞の場合に to が省略されることがあり、結果的に、「DO
＋be＋p.p.＋IO」の形の受動態も可能になっている。 
(a) They offered Peter  the job. （彼らはピーターにその仕事をやってみないかと誘った。） 
                      IO       DO 
(b) Peter was offered the jobs. （ピーターはその仕事はどうかと勧められた。） 
 
(c) They offered the job to Peter. （彼らはピーターにその仕事をやってみないかと誘った。） 
(d) The job was offered to Peter. （その仕事がピーターに勧められた。） 
 
(e) Pat offered  me  some coffee. （パットは私にコーヒーを勧めてくれた。）（O-LEX） 
                    IO         DO 
(f) I was offered some coffee by Pat. （私はパットにコーヒーを勧められた。） 
(g) Some coffee was offered (to) me by Pat. （コーヒーをパットに勧められた。） 
 
（※7） refuse の受動態について 

refuse には、①「申し出［提案・要求・請願など］を受け入れるのを断わる」、②「助力［忠告・尽

力・許可など］を与えない」、③「どうしても～しようとしない」の３つの意味がある。①と②の意で

は‘refuse O’の形で用いられるが、②の意では‘refuse IO＋DO’の第４文型の形をとることが多い。

③の意では‘refuse to do’の形になる。②の場合の受動態は、「IO＋be＋p.p.＋DO」と「DO＋be＋p.p.
＋to IO」の２つの形が可能であるが、IO が代名詞の場合は to が省略されることがある。 
(a) They refused  us  permission to go. （彼らは私たちに外出許可を与えなかった。） 
                      IO       DO 
(b) We were refused permission to go.  
(c) Permission to go was refused (to) us.  
 
（※8） show の受動態について 

show も SV＋IO＋DO の第４文型をとる典型的な動詞である。 その訳し方には、①「IO〈人〉に

DO〈物〉を見せる」、②「IO〈人〉を DO〈部屋など〉に案内する」、③「IO〈人〉に＋DO〈事〉を明

らかにする」の３通りがある。受動態の形は、IO を主語にした「IO＋be＋p.p.＋DO」の形が普通で、

DO を主語にする受動態の場合は「DO＋be＋p.p.＋to IO」の形が用いられる。IO が代名詞の場合は to
が省略されることがある。 
(a) Ken showed  me  his pass. （ケンは私に通行証を見せた。） 
                      IO      DO 
(b) I was shown his pass by Ken.  
(c) His pass was shown to me by Ken.  

（『英語基本動詞辞典』より） 
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Dr. Higgins’s room 
（※9） teach の受動態について 

teach も SV＋IO＋DO の第４文型をとる。「IO〈人〉に DO〈知識や技術など〉を教える」という意

であるが、教える内容は主に「学科目などの学問的な内容」「水泳、車の運転などの技術的なもの」に

なる。また、IO に「犬などの動物」をとり「芸などを教える」ということもある。受動態は IO 、DO 
いずれを主語にしても可能であるが、DO を主語に選ぶ場合は IO の前に to を添えるのが普通である。 
 It is time the boy was taught something.  
（その少年に何かものを教えてもよい頃だ。） 
Music was never taught to a more unwilling pupil.  

（それ以上やる気のない生徒には音楽は決して教えなかった。） 
 
（※10） tell の受動態について 

tell は、①‘tell IO＋DO’（IO〈人〉に DO〈事〉を告げる）と②‘tell O1 of [about] O2’（O1〈人〉

に O2〈事〉について話す）の２つの形が基本構文である。①の第４文型は‘tell DO＋to IO’への第３

文型への書き換えが可能である。①の受動態の形は IO 、DO いずれを主語にしても可能であるが、DO
を主語に選ぶ場合は IO の前に to を添えるのが普通である。 
(a) They told  us  lies. （彼らは私たちに嘘をついた。） 
                  IO    DO 
(b) We were told lies.  
(c) Lies were told to us.  
 
 
 
 

（『英語基本動詞辞典』より） 
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62. Her sister was given the car.  
（彼女の妹は車が与えられた。） 

63. The car was given to her sister.  
（その車は彼女の妹に与えられた。） 

64. We are allowed an hour for lunch.  
（我々は昼食時間として１時間が認められています。） 

65. She is allowed seven thousand yen a week for lunch money.  
（彼女は昼食代として週 7,000 円貰っています。） 

66. My mother was granted a pension.  
（母は年金を交付されました。） 

67. This scholarship will be granted to exchange students.  
（この奨学金は交換留学生に与えられます。） 

68. I was handed the pass by the guard at the entrance.  
（入口の所で私は警備員に入構許可書を手渡された。） 

69. The pass was handed to me by the guard at the entrance.  
（入口の所で入構許可書が警備員によって私に手渡された。） 

70. Your letter was handed me last night on the road.  
（昨夜、路上であなたからの手紙を渡されました。） 

71. The children were left a small fortune.  
（子供たちにはちょっとした大金が遺された。） 

72. A small fortune was left to the children.  
（ちょっとした大金が子どもたちに遺された。） 

73. Mary was lent the book by John.  
（メアリーはジョンにその本を貸してもらった。） 

74. The book was lent to Mary by John.  
（その本はジョンによってメアリーに貸し与えられた。） 

75. The book was lent Mary by John.  
（その本はジョンによってメアリーに貸し与えられた。） 

76. Peter was offered the job.  
（ピーターはその仕事はどうかと勧められた。） 

77. The job was offered to Peter.  
（その仕事がピーターに勧められた。） 

78. She will be paid five hundred dollars by the company.  
（彼女にはその会社から 500 ドル支払われるだろう。） 

79. Five hundred dollars will be paid to her by the company.  
（500 ドルがその会社から彼女に支払われるだろう。） 

80. Five hundred dollars will be paid her by the company.  
（500 ドルがその会社から彼女に支払われるだろう。） 

81. I was paid a twenty-minute visit by Mr. Sato.  
（私は佐藤氏に 20 分間の訪問を受けた。） 
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82. Workers are permitted five sick days per year.  
（労働者は一年に５日間の病欠が許されている。） 

83. I was promised the money by John.  
（私はジョンからそのお金をもらうことを約束してもらった。） 

84. The money was promised to me by John.  
（その金をもらうことをジョンに約束してもらった。） 

85. The money was promised me by John.  
（その金をもらうことをジョンに約束してもらった。） 

86. He was refused entrance at the club door.  
（彼はクラブの入口で入場を断られた。） 

87. Accomodation may be refused to customers due to the following reasons.  
（以下のような理由でお客様に対して宿泊を断る場合がございます。） 

88. I was sent a Christmas card by Mary.  
（私はメアリーからクリスマスカードが送られた。） 

89. A Chrismas card was sent to me by Mary.  
（クリスマスカードがメアリーから私に送られた。） 

90. A Cristmas card was sent me by Mary.  
（クリスマスカードがメアリーから私に送られた。） 

91. I was shown all the pictures by John.  
（私はジョンからその全ての写真を見せられた。） 

92. All the pictures were shown to me by John.  
（その全ての写真がジョンから見せられた。） 

93. All the pictures were shown me by John.  
（その全ての写真がジョンから見せられた。） 

94. Once children were birched at school, now they are taught maths.  
（昔は、子供たちは学校でカンバの木で叩かれたが、今は数学を習わされている。） 

95. What life skills should be taught to students at schools?  
（学校で生徒たちにどんな生活技能が教えられるべきか。） 

96. I was told the truth.  
（私は真実を語られた。） 

97. The truth was told to me.  
（真実が私に語られた。） 
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② write のグループ 
第４文型（SV+IO+DO）を第３文型（SV+DO+前置詞+IO）に書き換えた場合、to+IO (間

接目的語)のような形になる動詞の中で、若干の動詞は DO（直接目的語）を主語にした受

動態か、又は第３文型（SV+DO+to IO）に変形した上で、DO（直接目的語）を主語にし

て受動態が作られるのが普通であるものがある。このような動詞にwrite（書き送る）、 read
（読んで聞かせる）、sing（歌ってやる）、pass（渡す、回す）などがある。 

 

 IO+be+p.p.+DO DO+be+p.p.+IO DO+be+p.p.+to IO 

write（※11） △ ○ ○ 

read △ ○ ○ 

sing △ ○ ○ 

pass △ ○ ○ 

 

Dr. Higgins’s room 
（※11） write の受動態について 

write は、「文字を書く」という本来の意味から「手紙を書く」という意味でも用いられるようになっ

た。「手紙を書く」という意味では、①‘write to O’（O〈人〉に手紙を書く）、②‘write IO＋DO’（IO
〈人〉に DO〈手紙〉を書く）、③‘write DO＋to IO’（IO〈人〉に DO〈手紙〉を書く）の文型をと

る。②‘write IO＋DO’の受動態は DO を主語にした受動態が一般に好まれるが、アメリカでは IO を

主語にした受動態も用いられる。 
(a) He wrote  Mr. Brown  a long letter. （彼はブラウン氏に長い手紙を書いた。） 
                       IO             DO 
(b) A long letter was written to Mr. Brown. （一通の長い手紙がブラウン氏に届いた。） 
(c) Mr. Brown was written a long letter. （ブラウン氏に長い手紙が届いた。） 
 

 

98. The ball was passed to the center-forward.  
（ボールはセンターフォワードにパスされた。） 

99. The ball was passed the center-forward.  
（ボールはセンターフォワードにパスされた。） 

100. When a story had been read to me and I liked it, I would ask for the book.  
（物語を読んでもらって、それが気に入ると、その本をせがんだものだった。） 

101. Takeda lullaby was sung to the baby by her mother.  
（竹田の子守歌が母によって歌われた。） 

102. A long letter was written to Mr. Brown.  
（長い手紙がブラウン氏に届いた。） 
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③ buy のグループ 
第４文型（SV+IO+DO）を第３文型に書き換えた場合、for+IO (間接目的語)のような形

になる動詞は、DO（直接目的語）を主語にした受動態は不可とされる。又、IO（間接目

的語）を主語にした受動態も不自然であるとされる。このグループの動詞は、第３文型

（SV+DO+for IO）に変形した上で、DO（直接目的語）を主語にした受動態が最も普通な

形である。このような動詞に buy（買ってやる）、make（作ってやる）、cook（料理をして

やる）、build（造ってやる）、call（車を呼んでやる）、choose（選んでやる）、get（取って

やる）などがある。 

 

 IO ＋be＋p.p.＋DO DO＋be＋p.p.＋IO DO＋be＋p.p.＋for IO 

buy（※12） 〇 × ○ 

cook（※13） △ × ○ 

make（※14） △ × ○ 

call × × ○ 

choose（※15） × × ○ 

get × × ○ 

build（※16） ○ × ○ 

leave（※17） ○ × ○ 

spare 苦労［面倒・厄介］をかけない 
（※18） 

○ 〇 × 

spare 時間［金・もの］を割く × 〇 ？ 

 

Dr. Higgins’s room 
（※12） buy の受動態について 

buy には「買って与える」というように「与える」という意味が含まれるために、give 型に近くなり、

IO（間接目的語）を主語にした受動態が可能である。『オーレックス英和辞典 第２版』（P254）には、

次のような受動態を認めるインフォーマントは 38％であったとする調査結果が記載されている。 

George was bought a bicycle for his birthday. （ジョージは誕生日にバイクが買い与えられた。） 
 

（※13） cook の受動態について 

cook は、IO（間接目的語）を主語にした(a)のような受動態は不自然で容認度が低いとされるが、(b)
のように、文脈を補足すれば可能とされる。（『英語基本動詞辞典』） 

(a)＊We were cooked some fish. （私たちは魚を料理してもらった。） 

(b)   When we visited the Smiths, we were cooked some fish by Mary. 
（スミス家を訪問した時、私たちはメアリーに魚料理を振舞ってもらった。） 
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Dr. Higgins’s room 
（※14） make の受動態について 

make IO＋DO については、英和辞典の説明に若干の説明の差が見られる。 

 

 

 

（※15） choose の受動態について 

choose も SV＋IO＋DO の第４文型で用いられる動詞である。「IO〈人〉に DO〈人［物］〉を選んで

やる」という意になる。この型は‘choose DO＋for IO’に言い換えが可能である。通例、受動態は「DO
＋be＋p.p.＋for IO」の形のみが可能。 

(a) His parents chose him a sensible but plain-looking wife. （Hornby2） 
IO             DO 

（彼の両親は彼の妻に賢明であるがあまり器量の良くない女性を選んだ。） 

(b)＊A sensible but plain-looking wife was chosen him.  
 

『WISDOM』 

〚makeAB／B for A〛A〈人〉に B〈物〉を作ってあげる 
Ann made her a doll. ≒ A doll was made for her by Ann. 
（アンは彼女に人形を作ってやった） 
受け身は通例 A を主語にしない；×She was made a doll by Ann. 
B を主語とする場合は、A を省略するか for A とするのが一般的 

『O－LEX』 

〚make A + B ⇄make B for A〛A〈人〉に B〈物〉を作ってやる 
I made Toby a new doghouse.＝I made a new doghouse for Toby. 
（私はトビーに新しい犬小屋を作ってやった） 
受身形は B を主語にして for をつけた A new doghouse was made for Toby (by me).の形 
のみが可能 

『Genius』 

〚SVO1O2／SVO2 for O1〛O1〈人〉に O2〈物〉を作ってあげる 
She made Bill a new suit.＝She made a new suit for Bill. 
（彼女はビルに新しいスーツを作ってあげた） 
O1を主語にした受身は使用頻度が低い：He was made a new suit by the tailor. 
（彼は仕立屋にスーツを作ってもらった） 
《♦He had the tailor make him a new suit.の方がふつう》 
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Dr. Higgins’s room 
（※16） build の受動態について 

build の受動態は Green（1974）によれば、‘build IO＋DO’の IO が主語の受動態と、‘build DO
＋for IO’の DO が主語の受動態が可能ということである。 
This new bridge in portland was built for everyone. 

 

（※17） leave の受動態について 
leave が SV＋IO＋DO の第４文型で用いられる場合には、①「IO〈人〉に DO〈物〉を残す」の意と、

②「IO〈人〉に DO〈財産［人］〉を遺して死ぬ」の意がある。そして第３文型に書き換える場合、①

の意の場合には「leave DO＋for IO」に、②の意の場合には「leave DO＋to IO」となる（p.51 を参照） 

(1a) John left  you  this note. （ジョンがあなたにこの手紙を置いていきました。） 
IO        DO  

(1b) You were left this note by John. 
(1c) This note was left for you by John. 
(2a) He left  the children  a small fortune. （彼は子供たちに大金を遺して死んだ。） 

IO             DO  

(2b) The children were left a small fortune. 
(2c) A small fortune was left to the children. 
 

（※18） spare の受動態について 

spare が SV＋IO＋DO の第４文型で用いられる場合には、①「IO〈人〉に DO〈苦労［面倒・厄介］

などをかけない〉の意と、②「IO〈人〉のために DO〈時間［金・もの］〉を融通する［割く］」の意が

ある。①の意では‘spare IO from DO’の形でも用いられるが、to や for を用いて spare DO for IO’

への書き換えができない。一方、②の意では‘spare DO for IO’の第３文型への書き換えが可能であ

る。 受動態への書き換えでは、①の場合には、IO を主語にした形が一般的な受動態の形である。②の

場合には、IO を主語にした受動態形は不可である。 

(a) On-line shopping spares us the trouble of going to shops. （ネット購入は店舗に行く手間を省いてくれる。） 
IO             DO 

(b) We are spared the trouble of going to shops by on-line shopping. 
(c) The trouble of going to shops is spared us by on-line shopping. 
 
細江逸記『英文法汎論』（p.292）に、「…最後に今一つ特に注意を喚起しておかねばならないことが

ある。Onions はその著 An Advanced English Syntax, p.41 で、‛The trouble was spared me’ is hardly 
English. といっているので、私も旧著ではこの説を受け継いでおいたが、これはけっして英語の事実

を伝えるものではなく、 

This danger, at any rate, is spared our brother. ― Thackerray. 
This pain would have been spared him for long. ― Hardy. 
But the necessity of broaching the disagreeable subject was spared her. ― Gissing. 
The worst consequence of her treachery was spared her. ― Kaye-Smith. 
のごときは確かに普通の言い方である。…」とある。 
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103. ＊The new dress was bought Mary by her mother.  
（その新しいドレスはメアリーのために母によって購入された。） 

104.  Mary was bought a new dress by her mother.  
（メアリーは母に新しいドレスを買ってもらった。） 

105.  The new dress was bought for Mary by her mother.  
（その新しいドレスはメアリーのために母によって購入された。） 

106. ＊The new dress was made Mary by her mother.  
（その新しいドレスはメアリーのために母によって作られた。） 

107. ？Mary was made a new dress by her mother.  
（メアリーは母に新しいドレスを作ってもらった。） 

108. The new dress was made for Mary by her mother.  
（その新しいドレスはメアリーのために母によって作られた。） 

109. A cab was called for me.  
（一台のタクシーが私のために呼ばれた。） 

110. ＊I was called a cab.  
（私にはタクシーが一台呼ばれた。） 

111. Some fish was cooked for us.  
（私たちのために魚が料理された。） 

112. You might be spared a great deal of trouble.  
（あまり手間をかけないで済むだろう。） 

113. ＊A great deal of trouble might be spared you.  
（多くの手間をかけずに済ませるだろう。） 
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④ envy のグループ 
語の配列は一見すると SV+IO+DO の第４文型のように見えるが、これらのグループの

動詞は二つの直接目的語（Two direct objects）をとっていると解される。これらの動詞の

特徴は to や for などの前置詞を用いて第３文型に変換できないことである。第４文型と区

別するためにここでは SV+A+B と表記する。第３文型には変換できないため、

B+be+p.p.+for［to］A の受動態もない。通例、このグループの動詞は人を主語にした受動

態が普通の言い方である。 

 

Dr. Higgins’s room 
「二重直接目的語」（Two direct objects）というのは Jespersen（M.E.G. vol.Ⅲ, §14.9）の用語で

ある。「二重直接目的語」をとる動詞として次のようなものを挙げることができる。 
(a) I envy you your beauty. （私はあなたの美しさが羨ましい。） 
(b) I struck him a heavy blow. （私は彼に一撃を食らわした。） 
(c) Hear me one word. （ひとこと聞いて下さい。） 
(d) Answer me this question. （この質問に答えて下さい。） 
(e) She asked John a few questions. （彼女はジョンに２つ３つ質問をした。） 
(f) I took the boy a long walk.（私はその少年を長い散歩に連れて行った。） 
(g) They forgave me my sins. （彼らは私の罪を許してくれた。） 
 
これらは、先行する目的語が「人」を表す語で、二番目の目的語が「もの」を表す語であるという点

で、give や buy などの第４文型（SV＋IO＋DO）と似ているが、次のような点で第４文型とは異なる。 
一つ目の相違点は、下の(1)のような第４文型の二つの目的語を、They offered the man.と They offered 
a reward.に分解した場合、They offered a reward.とすることはできるが、They offered the man.とす

ることはできない（They offered the man.の文意が元の文が持つ意味と異なるため）。一方、(2)のよう

な二重直接目的語をとる構文では、二つの目的語を独立的に動詞に結び付けて分解することが可能であ

る。 
(1) They offered the man a reward.（彼らはその男に褒美を出すと申し出た。） 
→＊They offered the man.／They offered a reward. 
 
(2) I struck him a heavy blow. （私は彼に一撃を食らわした。） 
→ I struck him.／I struck a heavy blow. 
 
二つ目の相違点は、(1)のような第４文型は前置詞を用いて、間接目的語を to-phrase に置き換えて

(1-a)のような形にすることができるが、(2)のような二重直接目的語をとる構文は(2-a)のような形にす

ることができない。 
(1-a) They offered a reward to the man. 
(2-a) ＊I struck a heavy blow to him. 
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 A ＋be＋p.p.＋B B＋be＋p.p.＋A B＋be＋p.p.＋for A 

envy（※19） ○ × × 

strike（※20） ○ ○ × 

hear ○ × × 

answer（※21） ○ × × 

ask（※22） ○ ○ × 

take ○ × × 

forgive（※23） ○ ○ × 

excuse（※24） ○ ○ × 

save（※25） ○ × × 

 

Dr. Higgins’s room 
（※19） envy の受動態について 

envy は‘envy A＋B’または‘envy A＋for B’で「A〈人〉の B〈物・能力など〉を羨む」となる。

A〈人〉を主語にした受動態だけが可能。受動態では for を伴うことが多い。 
(a) I envy him his impudence.（私は彼の厚かましさが羨ましい。） 

(b) He is envied (for) his impudenc. 
(c)＊His impudence is envied. 
 
（※20） strike の受動態について 

strike は‘strike＋O’の形で用いられることが多いが‘strike A＋B’の形をとることがある。その

場合に、B には blow「殴打・一撃」という語がきて、「S〈人〉が A〈人など〉に B〈一撃〉を加える」

という意味になる。to や for を用いて strike B for [to] A’への書き換えができない。受動態は A を主

語にした受動態が可能である。B を主語にした形の受動態は稀に用いられる。 
(a) He struck me a heavy blow.（彼は私に一撃を食らわした。） 

(b) I was struck a heavy blow by him. 
(c) A heavy blow was struck me by him. 
 
（※21） answer の受動態について 

answer を二重直接目的語の‘answer A＋B’の形で使うことがあるが、その使用にはいくつかの制

限がある。通例、B には this question, that question, this, that など指示性の強い語に限られ、文の形

はほとんど命令文に固定化されているようだ。 
(a) Answer me that question. 
(b) ?Answer me the question. 
(c)＊Answer me a question. 
(d) He was answered nothing. 
(e)＊He was answered some questions. 
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Dr. Higgins’s room 
（※22） ask の受動態について 

ask＋A〈人〉や ask＋B〈物〉の形は、‘ask A＋B’の A〈人〉や B〈物〉が省略されたものだと考

えられる。受動態は A、B それぞれを主語にした形が可能であるが、A〈人〉を主語にした受動態が普

通である。B〈物〉を主語にした受動態の場合には、A〈人〉は保留されることもあれば、省略される

こともある。 
(a) She asked him several questions.（彼女は彼にいくつか質問をした。） 

(b) He was asked several questions. 
(c) Several questions were asked (him). 
 
（※23） forgive の受動態について 

forgiveは‘forgive＋O’の他に‘forgive A＋for B’の形で用いられる。さらに forが省略されて、‘forgive 
A＋B’の形にもなり、「S〈人〉が A〈人〉の B〈言行など〉を許す」「S〈人〉が A〈人〉の B〈借金

など〉免除する」となる。to や for を用いて forgive B for [to] A’への書き換えはできない。受動態は

A、B それぞれを主語にした形が可能である 
(a) We forgave him his rudeness.（私たちは彼の無礼を許した。） 
(b) He was forgiven his rudeness. 
(c) His rudeness was forgiven him. 
 

（※24） excuse の受動態について 

excuse には‘excuse＋A〈人〉＋from B〈義務など〉’の形で「S〈人［事］〉が A〈人〉の B〈義務

など〉を免除する」という語法がある。そしてイギリスでは、from の省略された‘excuse A＋B’の形

でも用いられる。受動態は A を主語にした形が一般的であるが、B を主語にした形も可能である。 

(a) All seniors will be excused from class at 1:00 today. 
（最上級生は皆、今日の１時からの授業は出なくてもよい。） 

(b) He was excused (from) attendance at the lecture. 
（彼は講義に出なくてもいいようにしてもらった。） 

(c) Can I be excused football practice today? 
（今日のフットボールの練習に出なくてもいいですか。） 

 

（※25） save の受動態について 

save は‘save＋O’以外に‘save A＋B’の形で「S〈人［物・事］〉が A〈人など〉の B〈労力［時

間・出費］を省く［少なくする］〉という意味になる。A を主語にした受動態は可能だが、B を主語に

した受動態は作れない。 

(a) That will save her a lot of trouble.（それで大いに彼女の手間が省けるでしょう。） 

(b) She will be saved a lot of trouble. （彼女はあまり苦労しないですむだろう。） 

(c)＊A lot of trouble will be saved her. 
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114. He is envied for his wealth.  
（彼は財産を羨ましがられている。） 

115. He was struck a hard blow.  
（彼は一発強打をくらった。） 

116. A hard blow was struck him.  
（彼に一発強打が食らわされた。） 

117. Stupid boys were heard their lessons.  
（頭の悪い少年たちは課業を暗唱するのを聞いてもらえた。） 

118. I was asked a lot of questions.  
（私は多くの質問をされた。） 

119. We were asked who she was.  
（彼女が誰なのか質問された。） 

120. His offences were forgiven him.  
（彼の無礼は許された。） 

121. He was forgiven his offences.  
（彼は無礼を許された。） 

122. May I be excused from tomorrow’s class?  
（明日の授業を欠席させてもらってよいでしょうか。） 

123. We are saved a lot of trouble by computers.  
（私たちはコンピューターによって多くの手間が省かれている。） 

124. ＊A lot of trouble is saved us by computers.  
（多くの手間がコンピューターによって省かれている。） 

125. We’ve been saved a lot of expenses by doing the work ourselves.  
（自分たちでその仕事をやったので多くの出費が節約できている。） 
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Dr. Higgins’s room 
（※26） 第４文型の形式を持ちながら to や for を用いて第３文型に書き換えられない表現  
目的語を２つとる動詞の中には、to や for を用いて第３文型に書き換えられないものがあります。

Hornby2（§1.87）の表 50 には以下の 18 個の例文が示されている。 

 
 

 

主語＋他動詞 名詞／代名詞 名詞／代名詞（句） 日本語訳 

1.  He struck  

2.  He gave  

3.  I must give 

4.  She gave  

5.  Give 

6.  I never gave 

7.  May I ask 

8.  Ask 

9.  I envy 

10.  May God forgive 

11.  His books bring 

12.  She caught 

13.  He bears 

14.  Will you play 

15.  That will save 

16.  Can’t I save 

17.  He took 

18.  This heroic deed cost 

the door 

the door 

the room 

him 

your hair 

the matter 

you 

him 

you 

us 

him 

him 

me 

me 

me 

you 

the dog 

him 

a heavy blow. 

a hard kick. 

a good airing. 

a warm smile. 

a good brushing. 

a thought. 

a favour? 

his name. 

your fine garden. 

our sins. 

£1000 a year. 

one in the eyes. 

a grudge. 

a game of chess. 

a lot of trouble. 

the trouble of doing that? 

a long walk. 

his life. 

 

彼は戸を強く叩いた 

彼は戸を強く蹴った 

部屋に十分風を通さなければならない 

彼女は彼に対して温かい微笑みを送った 

髪に十分ブラシをかけなさい 

その問題については全く考えたことがなかった 

お願いがあるのですが 

彼に名前を尋ねなさい 

お宅の立派なお庭が羨ましい 

神よ、我々の罪を許し給え 

彼は彼の著書で一年に 1000 ポンドの収入がある 

彼女は彼の目に一撃を食らわせた 

彼は私に恨みを抱いている 

私とチェスを一局やってくれませんか 

そうすれば手数がずっと省けるでしょう。 

わざわざそんなことをさせずにできないでしょうか 

彼は遠くまで犬を散歩に連れて行った 

この英雄的な行為で彼は命を落とした 
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（14） 第５文型（SVOC）の受動態 
第５文型（SVOC）の受動態では、補語は過去分詞の後にそのままの形で保留される。

しかし、能動態の C（補語）が原形不定詞の場合は受動態にすると to不定詞になるので注

意が必要である。第５文型の文を受動態にした場合、文型は第２文型になる。 

① 補語が名詞 
126. Everyone calls him Bill.  

（皆は彼のことをビルと呼んでいる。） 

127. He is called Bill by everyone.  
（彼は皆にビルと呼ばれている。） 

128. Columbus named the island San Salvador.  
（コロンブスはその島をサン＝サルバドルと名づけた。） 

129. The island was named San Salvador by Columbus.  
（その島はコロンブスによってサン＝サルバドルと名づけられた。） 

130. They elected Mr. Jones chairman.  
（彼らはジョーンズ氏を議長に選出した。） 

131. Mr. Jones was elected chairman.  
（ジョーンズ氏は議長に選出された。） 

132. Soldiers will find the place a peaceful village.  
（兵士たちはその場所が平和な村だと気づくだろう。） 

133. The place will be found a peaceful village by soldiers.  
（その場所は兵士たちに平和な村だとわかるだろう。） 

 

② 補語が形容詞 
134. Jane painted the wall white.  

（ジェーンは壁を白く塗った。） 

135. The wall was painted white by Jane.  
（壁はジェーンに白く塗られた。） 

136. Students think you honest.  
（生徒たちはあなたのことを正直だと思っています。） 

137. You are thought honest by students.  
（あなたは生徒たちに正直だと思われています。） 

138. The little girl pushed the door open.  
（その少女はドアを押し開けた。） 

139. The door was pushed open by the little girl.  
（ドアは少女によって押し開けられた。） 

140. Grief nearly drove him mad.  
（悲しみが彼をもう少しで発狂させるところだった。） 

141. He was nearly driven mad by grief.  
（彼は悲しみのために狂いそうだった。） 

 



 67 

③ 補語が現在分詞 
142. They found him lying at the ground.  

（彼らは彼が地面に横たわっているのを見つけた。） 

143. He was found lying at the ground.  
（彼は地面に横たわっているのを見つけられた。） 

144. I heard the bells ringing out.  
（私はベルが鳴っているのが聞こえた。） 

145. The bells were heard ringing out.  
（ベルが鳴っているのが聞かれた。） 

146. I saw the men running away.  
（私は男たちが逃げていくのを見かけました。） 

147. The men were seen running away.  
（男たちが逃げていくのを見かけました。） 

148. I noticed her hesitating.  
（彼女がためらっているのに気付いた。） 

149. She was noticed hesitating.  
（彼女がためらっているのが察せられた。） 

 

④ 補語が過去分詞 
150. I heard my name called.  

（私は自分の名前が呼ばれるのが聞こえた。） 

151. My name was heard called.  
（自分の名前が呼ばれるのが聞こえた。） 

152. They found the house deserted.  
（彼らはその家が空き家になっているのがわかった。） 

153. The house was found deserted.  
（その家は空き家になっていた。） 

154. They kept the shop closed.  
（彼らは店を閉めたままにしていた。） 

155. The shop was kept closed.  
（店は閉められたままだった。） 

156. You had better leave it unsaid.  
（それは言わないでおいた方がよい。） 

157. It had better be left unsaid.  
（それは言わないでおいた方がよい。） 
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⑤ 補語が to 不定詞 
158. My father told me to go there alone.  

（父は私に一人でそこへ行くように言った。） 

159. I was told to go there alone by my father.  
（私は一人でそこへ行くように父に言われた。） 

160. John asked me to meet Mary.  
（ジョンは私にメアリーを出迎えるように頼んだ。） 

161. I was asked to meet Mary by John.  
（私はメアリーを出迎えるようにジョンに頼まれた。） 

162. My mother persuaded me to stay home.  
（母は私に家にいるようにと説得した。） 

163. I was persuaded to stay home by my mother.  
（私は家にいるようにと母に説得された。） 

164. My father warned me not to enter the room.  
（父は私にその部屋に入らないようにと警告した。） 

165. I was warned not to enter the room by my father.  
（私はその部屋に入らないようにと父に警告された。） 

166. He helped them to build their house.  
（彼は彼らが家を建てるのを手伝った。） 

167. They were helped to build their house.  
（彼らは家を建てるのを手伝ってもらった。） 

 

Dr. Higgins’s room 
SVOC（C が to 不定詞）の型をとる動詞で、全ての動詞が O を主語にした受動態が作れるわけでは

ない。次のような動詞は O を主語とした受動態が不可である。 
They liked us to visit them.（彼らは私たちが訪ねたことを喜んでくれた） 

＊We were liked to visit them.  
 

Mary hated John to play the piano.（メアリーはジョンがピアノを弾くのを嫌がった） 
＊John was hated to play the piano.  
 

I prefer you to set the table.（あなたにテーブルの用意をしてもらいたい） 
＊You are preferred to set the table.  
 

I wanted the doctor to examine the boy.（私は医者に子供を診てもらいたかった） 
＊The doctor was wanted to examine the boy.  
 

I wish John to meet Mary.（私はジョンにメアリーに会ってもらいたい） 
＊John is wished to meet Mary.  
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⑥ 補語が原形不定詞 
168. They saw him enter the office.  

（彼らは彼がその事務所に入るのを目にした。） 

169. He was seen to enter the office.  
（彼はその事務所に入るのを見られた。） 

170. They heard her sing.  
（彼らは彼女が歌うのを聞いた。） 

171. She was heard to sing.  
（彼女は歌うのを聞かれた。） 

172. We feel the house shake.  
（我々は家が揺れるのを感じた。） 

173. The house was felt to shake.  
（家が揺れるのが感じられた。） 

174. I noticed her hesitate.  
（彼女がためらっていることに気づいた。） 

175. She was noticed to hesitate.  
（彼女はためらっているようだった。） 

176. I have never known her (to) lose her temper.  
（彼女が癇癪をおこしたことを聞いたことがない。） 

177. She has never been known to lose her temper. 
（彼女が癇癪をおこしたことは聞いたことがない。） 

178. My mother made me stay home.  
（母は私に家に留まらせた。） 

179. I was made to stay home by my mother.  
（私は母に家に留まることを強いられた。） 

180. They made him feel ashamed.  
（彼らは彼を辱めた。） 

181. He was made to feel ashamed.  
（彼は辱められた。） 

182. Can we make the murder look like an accident? 
（殺人を事故のように見せかけることができるか。） 

183. Can the murder be made to look like an accident?  
（殺人を事故のように見せられることができるか。） 

184. He helped them (to) build their house. 
（彼は彼らが家を建てるのを手伝った。） 

185. They were helped to build their house.  
（彼らは家を建てるのを手伝ってもらった。） 
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Dr. Higgins’s room 
知覚動詞の第５文型では、目的格補語に原形不定詞が用いられるが、受動態にすると、目的格補語が

to の付いた不定詞になる。この場合、to のない能動態と to のついた受動態では、微妙な意味の違いが

生まれる。すなわち、to のない場合は「直接的」であり、to のある場合は「間接的」である。また、to
のない場合は「意図的」であり、to のある場合は「非意図的」「偶発的」であるとも言われる。 
They saw her enter the house. 

（彼らは彼女がその家に入るのを見た） 
She was seen to enter the house. 

（彼女はその家に入るのを（たまたま）見られた） 
 それゆえ、意志動詞である watch とは相容れないものとなるために、‘watch O do’の型の受動態は

不自然であるといえる。『英語基本動詞辞典』（p.1720 NB23）には、次のようにある。「一般に、知覚動

詞＋目的語＋原形不定詞の受身形は、能動形の場合にくらべて不定詞に示される行為は偶然知覚された

ものであり、また、行為者は人に見せるつもりでその行為を行なったのではないという含みが強くなる。

watch の場合は意志動詞だから不定詞に示される行為は予期されるものであることが多く、偶然性は表

されにくくなり、‘watch O do’ の型の受身形は不自然［Kirsner(1977)］」 
＊Nureyev was watched to leap across the stage. 
〔cf. Nureyev was seen to leap across the stage.〕 
（ヌレーエフは舞台を跳んで横切るのを見られた） 
 
同様に、listen to も「（ある対象に注意を払って）耳を傾ける」の如く意図性を持っているので受身

形が不自然になる。特に次のように不定詞の内容が人に聴かれる意図をもたないような場合には受身形

は不可となる。 
＊The President was listened to mutter to himself. 
〔cf. The President was heard to mutter to himself.〕 
（大統領は独り言を呟いているのを聞かれた）        （『英語基本動詞辞典』p.878 NB7） 

 
使役動詞の let＋O＋do の受動態の形は用いられることはあるが極めてまれ、またこの構文の受動態

を認めない人もある。普通は allow や permit の受動態が代用される。 
The grass has been let (to) grow.（草がのび放題になっている） 
We were not allowed to take any photographs.（私たちは一枚も写真をとらせてもらえなかった） 
使役動詞の have＋O＋do の受動態の形は不可である。make で代用される。 

＊I was had to eat my spinach. 
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Dr. Higgins’s room 
 He was watched to enter the building. と言うか 
上記のような見出しで、『オーレックス英和辞典 第２版』（p.2245）に、see や hear, watch, notice

などの知覚動詞の受動態について、to do と doing のどちらの形を用いるかについて、インフォーマン

ト対象の調査結果が記載されており、「いずれの文でも doing の使用率が圧倒的に高く、to 不定詞は多

くの人が使わないと答えた。両者を比較すると『to 不定詞を用いる方が｟堅｠である』との指摘が多い。

(3)については約¼の人がどちらの形も使わず、代わりに He was seen entering the building.というと答

えている。『watch を使うと（彼が監視されていた）ことを意味する』との意見もあった。(4)について

も、約２割の人は『どちらも使わず、He was seen [or caught] stealing CDs.という』と答えた。」とあ

る。そして、【学習者への指針】として、「いずれの動詞でも to 不定詞は使わず、doing を用いるのがよ

い」とある。 
(1) see 

a) He was seen to enter the buillding. （15%） 
  b) He was seen entering the building. （100%） 
  c) どちらも使わない。（0%） 
 
(2) hear 

a) He was heard to go out after midnight. （11%） 
  b) He was heard going out after midnight. （99%） 
  c) どちらも使わない。（1%） 
 
(3) watch 

a) He was watched to enter the building. （1%） 
  b) He was watched entering the building. （73%） 
  c) どちらも使わない。（27%） 
 
(4) notice 

a) He was noticed to steal CDs. （2%） 
  b) He was noticed stealing CDs. （81%） 
  c) どちらも使わない。（19%） 
（※アンケートは複数回答可） 
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（15） 連語の受動態 
受動態の主語になるのは能動態の目的語であるので、普通は目的語を必要とする他動詞

文から受動態が作られるのであって、目的語を必要としない自動詞の文からは受動態を作

ることはできない。ところが、①「自動詞＋前置詞（又は副詞）」②「自動詞＋副詞＋前置

詞」③「他動詞＋名詞＋前置詞」などは、一つの他動詞として扱われて、受動態にするこ

とができる。自動詞の受動態、いわゆる擬似受身文 (pseudo-passive）については p.9 を

参照のこと。 
 
① 自動詞＋前置詞（又は副詞） 
自動詞の後に「前置詞＋名詞」がくるとき、本来的には、この「前置詞＋名詞」は動詞

を修飾するための副詞語句であるが、前置詞がそれに後続する名詞との関係を弱め、自動

詞と強く結びつき、「自動詞＋前置詞」が一つの他動詞として見なされるようになり、受動

態が可能になる場合がある。 
186. A young American woman spoke to me.  

（ある一人の若いアメリカ人の女性が私に話しかけた。） 

187. I was spoken to by a young American woman.  
（私はある一人の若いアメリカ人の女性に話しかけられた。） 

188. World leaders laughed at President Donald Trump for dissing socialism.  
（世界の指導者たちはトランプ大統領を、社会主義を攻撃したために笑った。） 

189. President Donald Trump was laughed at for dissing socialism by world leaders.  
（トランプ大統領は社会主義を攻撃したために世界の指導者たちに笑われた。） 

190. Young people want to be listened to. ― Luminous 
（若者たちは自分たちの言うことに耳を傾けてもらいたがっている。） 

191. The boys were well looked after by my grandmother. 
（少年たちは私の祖母によってしっかりと面倒を見てもらった。） 

192. The graveyard has been properly looked after for these three years. 
（墓地はこの３年間適切に管理されている。） 

193. Men look at women.  Women watch themselves being looked at. 
（男は女を見る。女は見られている自分を見る。） 

194. All of the island’s forests were cut down. 
（その島の森林は全て伐採された。） 

195. You’ll be called on for help. 
（君のところへ助けを求めに来るだろう。） 

196. John can be relied on. 
（ジョンは頼りにできる。） 

197. Two children were run over and killed at the crossing.  
（交差点で子供が二人車に轢かれて亡くなった。） 

198. They started out to cross the Sahara in a saloon car, and have never been heard of since.  
（彼らはセダン型自動車でサハラ砂漠横断の旅に出発したが、それ以来消息不明である。） 
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199. This has been waited for all too long.  
（このことはあまりにも長い間待たれていた。） 

200. The clerk asked, “Have you been waited on yet, sir?  
（「ご用は伺っておりますか」と店員は尋ねた。） 

 

Dr. Higgins’s room 
『英語基本動詞辞典』（p.895 NB34）に、下の(a)のように、look と for の間に副詞（句）が伴うことが

あると記述され、続く（NB35）では、(b)のように、関係詞を用いて look と for との分離が可能であるこ

とを説明し、そして、（NB36）で下記のように記述している。 

(a) We looked about for an inn but could not find one. ― Heaton 
（宿屋を捜し回ったが１軒も見当らなかった） 
(b) the glasses for which I was looking ― Palmer 
 
「NB34,35 から分かるように、look と for とは結びつきがあまり強くないため通例受身形には用いられ

ない［Wood, Verbal］。ただし、Cowie＆Mackin, Palmer［Verb2, p.233］は可としている」とし、次

の例文を載せている。 

My glasses are being looked for. ― Palmer 
（メガネを探しているところです） 
さらに、「…また、Couper-Kuhlen は S が Gold, Results であれば可、Trouble であれば不可としてい

て、受身形についてはいろいろと問題がある」と結んでいる。 

 

wait は一般に命令形、進行形を作ることは可能であるが受身形は不可である。ただし、wait on［upon］
及び wait for の句動詞では可能である。 
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② 自動詞＋副詞＋前置詞 
自動詞の後に副詞と前置詞が続き、「自動詞＋副詞＋前置詞」で、一つの他動詞として機

能するものがある。受動態になってもこの副詞と前置詞を書き忘れてはならない。このよ

うな受動態を許す群動詞を以下にあげる。 
201. A lot of students look up to Mr. Smith.  

（多くの生徒たちがスミス先生のことを尊敬している。） 

202. Mr. Smith is looked up to by a lot of students.  
（スミス先生は多くの生徒たちに尊敬されている。） 

203. We should do away with the practice.  
（私たちはその慣行を廃止するべきだ。） 

204. The practice should be done away with.  
（その慣行は廃止されるべきだ。） 

205. Such conditions would never be put up with nowadays, though our parents accepted them.  
（我々の親たちはそうした条件を受け入れたけれども、今日では全く耐えられないだろう。） 

206. The labor shortage is just about made up for by foreign workers at the moment.  
（今のところ労働力不足は外国人労働者によって何とか補われている。） 

207. Obama was looked up to as an intelligent and thoughtful leader.  
（オバマは知的で思慮深い指導者として尊敬されていた。） 

208. He is looked down on for having a strong accent.  
（彼は訛りがきついという理由でばかにされている。） 

209. The game is looked forward to by everyone.  
（その試合は皆に楽しみにして期待されている。） 

210. The thieves were caught up with by the police.  
（強盗らは警察に追いつかれた（捕まった）。） 

211. I’ve been caught up with other things.  
（いろいろと他の仕事で忙しかった。） 

 

Dr. Higgins’s room 
一般に句動詞が様態や程度を表わす highly, little, ill, kindly, badly, much, well などを伴う場合、こ

れらの副詞は通例、過去分詞の前に置かれる。 
He is highly thought of in literary circles.（彼は文壇では高く評価されている） 
His works were highly thought of by the judges.（彼の作品は批評家に高く評価された） 
Quality without quantity is little thought of.（量無き質は軽んじられる）（＝米一合より麦一斗） 
He is badly brought up.（彼は育ちが悪い） 
Until quite recently, zero was not much thought of in the history of ideas. 

（かなり最近になるまで、ゼロというものは思想の歴史の中であまり考えられることがなかった） 
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③ 他動詞＋名詞＋前置詞 
群動詞の構成が「他動詞＋名詞＋前置詞」の形を成しているものがある。この場合、前

置詞に続く名詞が群動詞の目的語に解されるので、これを主語にした受動態が作られるの

が普通であるが、句動詞の真ん中にある名詞に much, little, every, no, some, any などの修

飾語がついている場合は、その修飾語がついている名詞を主語にして受動態が作られるこ

ともある。 

 
Dr. Higgins’s room 
群動詞の構成の仕方が「他動詞＋名詞＋前置詞」の形になっている場合、他動詞のすぐ後の名詞を主

語にした受動態と、前置詞に続く名詞を主語にした受動態の２種類が考えられる。 
We must pay great attention to this problem. 〔能動態〕 

（我々はこの問題に細心の注意を払わなければならない） 
Great attention must be paid to this problem. 〔他動詞の後の名詞を主語にした受動態〕 

（細心の注意がこの問題に払われなければならない） 
This problem must be paid great attention to. 〔前置詞の後の名詞を主語にした受動態〕 

（この問題は細心の注意が払われなければならない） 
 
 このように、２種類の受動態が可能な群動詞として、make a mess of～「～を台無しにする」、make 
room for～「～のための場所を空ける」、put an end to～「～にけりをつける」などがある。 
 

pay attention to, take care of, take notice of などは、真ん中の名詞に修飾語が付かなくても、その名

詞を主語にした受動態が作られることも多い。 
 
 

 

212. You must take good care of your children. 〔能動態〕 
（あなたは自分の子供をきちんと世話しなければならない。） 

213. Good care must be taken of your children. 〔他動詞の後の名詞を主語にした受動態〕 
（きちんとした世話があなたの子供にされねばならない。） 

214. Your children must be taken good care of. 〔前置詞の後の名詞を主語にした受動態〕 
（あなたの子供はきちんと世話されねばならない。） 

215. They took no notice of my warning. 〔能動態〕 
（彼らは私の警告を無視した。） 

216. No notice was taken of my warning. 〔他動詞の後の名詞を主語にした受動態〕 
（全く私の警告に無視をされた。） 

217. My warning was taken no notice of. 〔前置詞の後の名詞を主語にした受動態〕 
（私の警告は全く無視された。） 

218. My father has made much fuss over the first grandchild. 〔能動態〕 
（父は初孫の誕生に大騒ぎをしている。） 
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219. Much fuss has been made over the first grandchild by my father. 〔他動詞の後の名詞を主語にした受動態〕 

（初孫が誕生したことで父に大騒ぎされている。） 

220. The first grandchild has been made much fuss over by my father. 〔前置詞の後の名詞を主語にした受動態〕 

（初孫が誕生して父は大騒ぎしている。） 

221. No one could find fault with Inge’s performance. 〔能動態〕－Bresnan 
（誰もインジの公演をけなすことは出来なかった。） 

222. No fault could be found with Inge’s performance. 〔他動詞の後の名詞を主語にした受動態〕 
（インジの公演には文句はつけられなかった。） 

223. Inge’s performance couldn’t be found fault with. 〔前置詞の後の名詞を主語にした受動態〕 
（インジの公演は批判されることはなかった。） 

224. John took little advantage of us. 〔能動態〕 
（ジョンは私たちをほとんど利用しなかった。） 

225. Little advantage was taken of us by John. 〔他動詞の後の名詞を主語にした受動態〕 
（ジョンに利用されることはほとんどなかった。） 

226. We were taken little advantage of by John. 〔前置詞の後の名詞を主語にした受動態〕 
（私たちはジョンにほとんど利用されなかった。） 

 

Dr. Higgins’s room 
一般に、〈他動詞＋名詞＋前置詞〉の群動詞で、結びつきの強いものは、真ん中の名詞を主語にした

受動態は不可であると説明される。 
The survivors caught sight of the lifeboat.（生存者たちは救命ボートを見つけた） 
The lifeboat was caught sight of by the survivors.（救命ボートが生存者たちの目に入った） 

＊Sight was caught of the lifeboat by the survivors. 
 
We lost sight of the boat in the fog.（私たちは霧の中でそのボートを見失った） 
The boat was lost sight of in the fog.（ボートは霧の中で見失われた） 

＊Sight was lost of the boat in the fog. 
 
They made a fool of John in the presence of ladies.（彼らは女性の目の前でジョンを笑いものにした） 
John was made a fool of in the presence of ladies.（ジョンは女性の目の前で笑いものにされた） 

＊A fool was made of John in the presence of ladies. 
 
John is always making fun of Mary.（ジョンはいつもメアリーをからかっている） 
Mary is always being made fun of by John.（メアリーはいつもジョンにからかわれている） 

＊Fun is always being made of Mary by John. 
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Dr. Higgins’s room 
このグループの群動詞として、他に give heed to～「～に注意する」、make a point of～「～するこ

とにしている」、make head or tail of～「～を理解する」、make nothing of～「～を何とも思わない」

などがある。make fun of は真ん中の名詞を主語にした受動態が不可である群動詞の一つであるとされ

るが、柏野健次 内木場努『コーパス英文法』（p.117）には、名詞に形容詞などの修飾語がつくときに

は、二種類の受動態が可能であるとし、次の例文が示されている。 
His remark was made fun of by the pupils.  
Great fun was made of his remark. 
 
一方、make allowance for, raise objections to, take pride in などは、真ん中の名詞を主語にした受

動態が普通の形である。 
We should make every allowance for unseen circumstances. 
（我々は不測の事態に備えてあらゆる配慮を払うべきだ） 
Every allowance should be mde for unseen circumstances. 
（不測の事態に備えてあらゆる配慮が払われるべきだ） 
 

They raised many objections to the building of the new airport. 
（彼らは新空港建設に対して多くの反対意見を出した） 
Many objections were raised to the building of the new airport. 
（新空港建設に対して多くの反対意見が出された） 
 

We take great pride in our works. 
（私たちは自分の仕事に大きな誇りを持っています） 
Great pride is taken in our works. 
（自分の仕事には大きな誇りがあります） 
 

We place particular emphasis on improving the water and sanitation environment. 
（私たちは水衛生環境の改善を特に重視している） 
Particular emphasis is placed on improving the water and sanitation environment. 
（水衛生環境の改善に特に重点を置いている） 
 
このグループの群動詞として、bring a charge against～「～に対して訴訟を起こす」、keep an eye on

～「～から目を話さない」、set value on～「～を評価する」、take an interst in～「～に興味を持つ」、

turn a deaf ear to～「～に耳を貸さない」などがある。 
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（16） 受動態に似ている構文 
受動態の文では、行為の仕手（行為者）は前置詞 by を伴って「by＋動作主」（「by＋行

為者」ともいう）という形で表わされる。しかし、「be 動詞＋過去分詞」という述部の形

を呈する文の中には、by 以外の前置詞が用いられるものがある。これらの文は一見すると、

受動態に見えるが、前置詞句は動作主（行為者）を示すものではなく、「道具」や「手段」

「対象」「要因」「理由」などを表わしている。したがって純粋な受動態とは言えない。こ

れらの構文に用いられる過去分詞の特徴として、形容詞性が高いことと、表す内容が人間

の感情や心理状態を表すものが多いことがあげられる。 

 
① 感情や心理状態を表わす表現 

227. I am very surprised at you.  
（君にはとても驚いている。） 

228. We were surprised to hear the news.  
（我々はその知らせを聞いて驚いた。） 

229. I’m not surprised that it’s started to rain.  
（雨が降り出したのを意外に思わない。） 

230. I was surprised that so few students passed the test.  
（そんなに少ない生徒しか試験に合格しなかったことに驚いた。） 

231. John was surprised because Bill had escaped. 
（ビルが逃げたのでジョンは驚いた。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be surprised（「驚く」）は、その後に普通 at で始まる前置詞句が続く。しかし、surprised に動詞的

色彩が色濃く残っている場合には by で始まる前置詞句が続く。be surprised by も be surprised at も両

方とも very much で修飾可能であるが、be surprised at の surprised は very のみで修飾することが可

能である。これは surprised が既に形容詞として機能している証拠であり、「驚いている」という心理状

態を意味する。 これに対して、be surprised by の surprised は much で修飾されるため、まだ surprised
に動詞としての機能が残っていると考えられ、受身的色彩が強い。そのため「驚かされる」と訳される

ことが多い。 
We were (very) much surprised by his attitude.  
（我々は彼の態度に非常に驚かされた） 
We were very (much) surprised at his attitude.  
（我々は彼の態度にとても驚いた） 

 また、過去分詞の形容詞化は、be 動詞の代わりに seem や look が用いられることでも説明できる。 
They seemed [looked] surprised at his attitude. 
（彼らは彼の態度に驚いているようだった） 
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232. I am amazed at you. 
（君にはあきれるね。） 

233. I was amazed at how well he sang.（at が省略されることがある。省略された形が 235．） 
（私は彼の歌のうまさに仰天した。） 

234. She was amazed how little he had changed. 
（彼女は彼がほとんど変わっていないことに驚いた。） 

235. I was amazed to find her in the room. 
（私は部屋の中に彼女がいるのに気づいてびっくりした。） 

236. I am amazed that he refused the offer. 
（彼がその申し出を断ったとは驚いている。） 

 

Dr. Higgins’s room 
amazed も動詞の過去分詞的性格が強い場合には by を伴う傾向がある。 

Mary was greatly amazed by John.  
（メアリーはジョンにひどく驚かされた） 

 

237. We were astonished at some of the chilren’s responses. 
（私たちは子どもたちの返答のいくつかに驚いた。） 

238. I was astonished at how simple it was.（at が省略されることがある。省略された形が 240．） 
（私はそれがいかに簡単だということにびっくりした。） 

239. I was astonished how energetic chilren were. 
（私は子供たちがとても元気なことに驚いた。） 

240. I was astonished to learn of his divorce. 
（私は彼が離婚したことを聞いてびっくりした。） 

241. I am astonished that there are many Chinese in Okinawa. 
（沖縄に多くの中国人がいることに驚いている。） 

242. John was astonished because her response was unexpected. 
（彼女の返事が予期せぬものであったのでジョンは驚いた。） 

 

Dr. Higgins’s room 
surprise は最も一般的な語で、「予期しない（理解できない）突然の驚き」を表す。amaze は驚きよ

りも「狼狽・当惑」などを強調する語。astonish は「信じられないほどの（たとえば、人間が石になる

といったような）驚き」を意味するが、今日では surprise とほぼ同義。また自分の恥ずかしい驚きには

astonish が用いられる傾向がある。他方、startle は、衝撃や恐怖感を受けて「驚いて無意識のうちに

急に動きだす」の意味を持っている。 
He was astonished by his own stupidity.（彼は自分の愚かさに驚いた） 
When I saw that figure in the dark it startled me so that I almost fell over.―Bolinger 
（暗闇でその姿をみたとき、はっと驚き、もう少しで転びそうになった） 
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243. John was very much frightened at the sight of the big snake. 
（ジョンは大きな蛇をみて非常にギョッとした。） 

244. We were frightened at the news. 
（私たちはそのニュースを聞いてギョッとしました。） 

245. John was frightened at the thought of his coming examination. 
（ジョンは試験が近づいてきたと思うとゾッとした。） 

246. I was frightened of being alone. 
（私は一人になるのを怖がっていた。） 

247. She has always been frightened of the dark. 
（彼女はいつも暗がりを怖がっている。） 

248. She was frightened to look down from the top of the tall building. 
（彼女は高層ビルのてっぺんから下をのぞきこんでゾッとした。） 

249. The little girl was frightened that her mother wouldn’t come back. 
（少女は母親が戻ってこないのではないかと思って怖くなった。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be frightend に続く前置詞は、おおよそ by, at, of の三つの場合が見られる。by は「手段」と「原因」

の両方に用いられる。at は「特定の原因」を表し、その瞬間における恐怖を指すときに用いられる。of
は‘be afraid of ’ の類推から生じた表現で、「習慣的な恐怖」を述べる表現として確立している。しか

し、一時的な恐怖について of が用いられることもある。また将来のことを考えて恐怖を感じる場合には

about が用いられる。 
She has always been frightened of the dark.（彼女はいつも暗闇を怖がっている） 
I was frightened at the sight.（私はそれを見て肝をつぶした） 
She was frightened about the idea of climbing over the fence. （Luminous） 
（彼女はその柵をよじ登って超えなければならないことを考えると怯えた） 

 

 

250. We were alarmed at her cry. 
（我々は彼女の叫び声に驚いた。） 

251. I held one of the babies in my arms and was alarmed at how light he was. 
（私は一人の赤ちゃんを腕にかかえると、その軽いことに驚いた。） 

252. Researchers are alarmed by an increase in AIDS infections among teenagers. 
（研究者たちはエイズの感染が十代の若者の間で増えていることに怯え心配している。） 

253. Scientists were alarmed to find that several species of frog had disappeared. 
（科学者たちはいくつかの種の蛙が絶滅していたことがわかり不安を感じている。） 

254. She felt alarmed for her son’s safety. 
（彼女は息子の安否を気遣った。） 

255. People began to feel alarmed about new bird flu. 
（新型鳥インフルのことで世間が騒ぎ出した。） 
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256. I am still scared of thunder. 
（私はいまだに雷が怖いです。） 

257. I’m scared of heights. 
（私は高いところはだめです。） 

258. I’m scared of dying. 
（死ぬのじゃないかと怖いのです。） 

259. I was scared to be alone at night. 
（私は夜一人でいるのが怖かった。） 

260. They were scared to say nothing. 
（彼らは怖くて何も言えなかった。） 

261. She was scared that she might slip and fall on the ice. 
（彼女は氷の上で滑ってこけるのではないかとびくびくした。） 

 

Dr. Higgins’s room 
frightened は最も一般的な語。alarmed は「危険や不快な出来事が起こることを恐れて（心配して）」

を表す。scared は口語で、「悪いことが起こるのではないかと心配して」を意味するが、小さな恐怖を

表わすことが多い。 
She was alarmed at the prospect of travelling alone.（彼女は一人旅に不安を感じた） 
He is scared that there might be a big earthquake. （彼は大地震があるのではとびくびくしている） 

 

 

262. He was deeply concerned about his son. 
（彼は息子のことを非常に心配していた。） 

263. We are concerned about the weather tomorrow. 
（明日の天気が心配だ。） 

264. A good employer should be concerned for the welfare of his workers. 
（良い経営者ならば従業員の福祉に気を配るべきである。） 

265. We’re all concerned for her safety. 
（私たちは皆彼女の安全を心配している。） 

266. He is greatly concerned for the safety of the grain. 
（彼は穀物の安全に随分気を遣っている。） 

267. The police are concerned that the protests may lead to violence. 
（警察は抗議行動が暴動へ発展するのではないかと懸念している。） 

268. I am concerned that you lost. 
（君が負けたことを気にしています。） 

269. You need not be concerned over a past mistake. 
（過去の過ちに拘る必要はない。） 

270. We are concerned at the increased number of terrorist acts. 
（我々はテロ活動の増加を懸念している。） 
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Dr. Higgins’s room 
be concerned を「～のことを心配する」という意味で用いるときは、それに続く前置詞は about が

一般的に用いられる。特に、「人や物の安全、保障に気を配る」という意味合いでは for が好まれる。さ

らに、over や at などの前置詞や、that 節が続くことも多い。 
She was deeply concerned about her child. 
（彼女は子供のことを非常に心配していた） 
We’re all concerned for her safty. 
（私たちはみんな彼女の安全を心配している） 
He was much concerned over the plight of the refugees. 
（彼は亡命した人たちの苦しい立場をひどく案じていた） 
I am concerned at his delay; I hope that he has not met an accident. 
（彼が遅いのが心配だ。事故にでも遭っていなければよいが） 
Many people are concerned that they might lose their jobs. 
（多くの人が失業するのではないかと心配している） 

 

 

271. He is concerned with the study of a new drug. 
（彼は新薬の研究に携わっている。） 

272. The police couldn’t prove that he was concerned with the crime. 
（警察は彼がその犯罪にからんでいるということを立証できなかった。） 

273. He was concerned in the crime. 
（彼はその犯罪に関与していた。） 

274. More than one person has been concerned in this affair. 
（複数の人間がこの事件に関与している。） 

275. The book is concerned with how he has become a millionaire. 
（その本には彼がいかにして大金持ちになったかが書かれてある。） 

276. The story is concerned with a woman who became an astronaut. 
（その物語は宇宙飛行士になった女性の話だ。） 

277. The chapter is concerned with youth unemployment. 
（この章は若者の失業を扱っている。） 

278. We were more concerned with efficiency than expansion. 
（我々は拡張よりも効率を高めることに関心がある。） 

279. I’m not concerned with politics. 
（私は政治に関心はない。） 

280. I’m concerned to know your decision. 
（私はあなたの決定をうかがうことに関心があります。） 
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Dr. Higgins’s room 
be concerned を「～と関係がある」「～に関心がある」という意味で用いるときは、それに続く前置

詞は with が一般的である。特に「犯罪などに関与する」という意味の場合には、in が用いられる。ま

た、話や本などを主語にして、「O に関することを扱う」という意味で用いるときにも with が用いられ

る。 
They are concerned with the project also. 
（彼らはその計画にも参加している） 
I am concerned with child-psychology. 
（私は児童心理学に関心がある） 
He is said to have been concerned in the crime. 
（彼はその犯罪に関わりあいがあったそうだ） 
The story is concerned with a prince and a poor boy. 
（その物語は王子と貧しい男の子に関する話です） 

 

 

281. I’m worried about the future. 
（将来のことが心配です。） 

282. “It’s Nora I’m worried about.” 
（私が心配しているのはノラのことです。） 

283. Everyone was worried sick about you. 
（皆あなたのことをとても心配していたのですよ。） 

284. I’m worried sick about her driving the car tonight on the icy roads. 
（今晩彼女が凍結した道路を車で行くと思うと気が気ではない。） 

285. They were worried that the game might be put off. 
（彼らは試合が延期になるのではないかと気をもんでいた。） 

286. We were worried to find he was in the hospital. 
（彼が入院していることを知って我々は心配した。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be worried に続く最も一般的な前置詞は about であるが、原因・理由を表わす that 節や副詞節、to

不定詞を続けることも可能である。また、強意語として sick, silly, to death のような結果を表わす副詞

句を伴うこともある。 
I’m worried that she is’t coming back. 
（彼女が戻ってこないのではないかと心配です） 
I was very worried when he didn’t come in and I sat up till 3 a.m. waiting for him. 
（彼が帰ってこないとき、私はとても心配して、午前３時まで起きて待っていました） 
I’m worried to hear about it. 
（そのことを聞いてとても心配しています） 
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Dr. Higgins’s room 
be concerned は、他人・社会・世界などに影響を与える問題についての「関心・心配」を表わすのに

用いられる。いろいろと気を揉むかもしれないが、落ち着きを失うほど不安定になるという状態ではな

いという意味合いである。be worried も社会的な事象についての心配を表わすのに用いることもある

が、より個人的な問題について用いられることが多く、そして、その心配事が最悪な事態になる論理的

根拠もないのに、最悪のケースを想定して、落ち着きを失ってしまうほど心配することを意味する。 
 

 

287. I am interested in winter sports. 
（私はウインタースポーツに興味があります。） 

288. I’m interested in what you said about the computer program. 
（コンピュータープログラムについてあなたがおっしゃったことに興味を持ちました。） 

289. I was interested to hear your remark. 
（君の意見を聞きたいものだ。） 

290. I’d be rather interested to know how he manages to take care of so many things. 
（彼が一体どうやってこんなに多くのことをやってのけられるのかちょっと知りたいものです。） 

291. The police were interested that he didn’t go to the office that day. 
（警察は彼がその日出社しなかったことに関心を持った。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be interested（「興味がある」）は、その後に普通 in で始まる前置詞句が続く。しかし、interested

に動詞的色彩が色濃く残っている場合には by で始まる前置詞句が続く。 
I was interested in his lecture.  
（私は彼の講義に関心を持っていた） 
I was interested by his lecture.  
（私は彼の講義に興味をかきたてられた） 

 
 また、「to 不定詞」や「in＋動名詞」が続くことも可能であり、その場合両方とも want to do の丁寧

語表現になるが、to 不定詞が続く場合は「その中身に関心がある」という意味であり、in＋動名詞が続

く場合には「～をちょっとやってみたい」という意味になる。 
I was interested to hear your remark. 
（君の意見を聞きたいものだ） 
I shall be much interested to know what happens. 
（ぜひ一部始終を知りたいものです） 
I am interested in working in the U.S.A. 
（私はアメリカで働いてみたい） 
Would you be interested in joining the staff? 
（どうですか、スタッフに加わりませんか） 
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292. I was bored with his lecture. 
（彼の講義には退屈した。） 

293. The child is bored with his own company. 
（その子は話し相手がいなくて退屈している。） 

294. I am bored of the weather. 
（もうこの天気にはうんざりだ。） 

295. I was bored because I had seen the movie before. 
（以前にその映画を見たことがあったので退屈だった。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be bored with 以外に「～に退屈している」「～にうんざりだ」を表わすものに次のような表現がある。 

I am tired of daily rush hour commutes. （毎日の通勤ラッシュにうんざりしている） 

I am sick of eating out every day. （毎日外食で飽き飽きしている） 
I am fed up with your being selfish. （君のわがままにはうんざりしている） 
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296. I was disappointed at not finding her at home. 
（私は彼女が不在でがっかりした。） 

297. We were disappointed at your inability to come. 
（私たちはあなたが来られなくてがっかりした。） 

298. I was much disappointed in him. 
（私は彼には大いに失望した。） 

299. I am bitterly disappointed in the Abe Cabinet. 
（私は安部内閣にはひどく失望している。） 

300. I am disappointed with my new car. 
（新しく買った車にはがっかりだ。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be disappointed に続く前置詞には、at の他に、in, with, about, on などが見られる。「原因・理由」

には主に at, 「人」または「その行為や性格・思考」には主に in, 「物（ときに人）」には with が用い

られる傾向がる。他に「希望［野望］がはずれる；野心がくじかれる；夢がこわれる」の意味のときに

は of が用いられる傾向がある。もちろん動詞的性格が濃く反映され「（誰かに［何かに］失望させられ

た）を意味する場合には by が用いられる。また、動名詞が続く場合の前置詞は at と about が用いら

れるのが普通であるが、口語では on が用いられることもある。他に to 不定詞や that 節、副詞節が続

くことも多い。 
“I sure was disappointed in that car.” 
（「いやまったくあの車には失望しました」） 
Don’t be disappointed with yourself or him. 
（自分自身や夫に失望してはいけません） 
Are you very disappointed about losing the race? 
（レースで負けたことで気を落としていますか） 
I was disappointed of my expected rise in May. 
（5 月には給料が上がると期待していたのに上がらずがっかりだ） 
He was greatly disappointed on finding out that she had already left. 
（彼女がすでに出発したことがわかり、彼はひどくがっかりした） 
I was disappointed not to find her at home. 
（彼女が不在でがっかりした） 
I was disappointed that I did not find her at home. 
（彼女が不在でがっかりした） 
He was greatly disappointed because she had never failed to come before. 
（彼女は今までに一度として来なかったことはなかったので彼は非常にがっかりした） 
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301. We were discouraged at the results. 
（私達はその結果にがっかりした。） 

302. John is discouraged about his work. 
（ジョンは自分の仕事に自信を失くしている。） 

303. Students may get discouraged if they are criticized too often. 
（生徒は余りにも頻繁に注意されるとやる気を失くすかもしれない。） 

304. He was discouraged by my criticism. 
（彼は私に批判されてやる気を失くした。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be discouraged に続く前置詞として at, about, with, by などを挙げることができるが、to 不定詞が続

くこともある。 
John was discouraged at the prospect. 
（ジョンはその見通しに落胆した） 
There’s nothing to feel discouraged about. 
（そんなにがっかりすることありませんよ） 
“I do worry, I got so discouraged about myself.” 
（「私は本当に心配なの、自分自身にとても自信がなくなったの」） 
Don’t ever be discouraged with yourself because you have not arrived at success. 
（成功していないからと言って自分に対して自信を失うな） 
Don’t be discouraged by the first failure. 
（一度くらいの失敗でくじけるな） 
I was discouraged by the news. 
（その知らせにがっかりした） 
She was discouraged to learn that he had quit the job. 
（彼が仕事を辞めたと聞いて彼女はがっかりした） 

 

 

 

Dr. Higgins’s room 
LAAD2 の discouraged の項には no longer having the confidence you need to continue doing 

something とある。つまり「何かを継続していく自信を失くすこと」とある。日本語の「くじける」「や

る気をなくす」等に相当すると思われる。一方、disappointed の項には unhappy because something you 
hoped for did not happen, or because someone or something was not as good as you expected とある。

つまり「希望通りいかなかったり、人や物が期待したほどではなかったりしておもしろくない状態」と

ある。 
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305. She was amused at my joke. 
（彼女は私の冗談を面白がった。） 

306. She was not amused by his constant interruptions. 
（彼女は彼に絶えず邪魔をされて不愉快だった。） 

307. She was amused to hear him talk this way. 
（彼女は彼のこんな話ぶりを聞くとくすぐったかった。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be amused（「おもしろがる」）の後に続く前置詞には、at, by, with の３種類が用いられる。また、原

因・理由を表わす that 節や to 不定詞を続けることも可能である。 
He was very amused at your suggestion.  
（彼は君の提案を聞いてとても面白がった） 
I was very amused by her story.  
（私は彼女の話がとてもおかしかった） 
Children were very much amused with his tricks. 
（子どもたちは彼の手品をとても面白がった） 
I was amused to see them dancing. 
（彼らがダンスをしているのを見ると面白かった） 
Everyone was amused that John ignored the incident. 
（ジョンがその事件に眼をつむってくれたのを皆喜んだ） 

 
例えば、次の A) の文の解釈として下の 1) 、2)の２通りが指摘されている。 
A) John amused the children. （ジョンは子どもたちを笑わせた) 
1) ジョンが（意図的な行為によって）子どもたちを笑わせた。 
2) ジョンの行為（あるいは態度や様子）が結果的に子どもを笑わせた。 

前者の意味の場合の受身形としては次の 1a)が考えられる。この文の amused には動詞的性格が残って

おり純粋な受身形と考えられる。 
1a) The children were amused by John. 

後者の意味の場合の受身形としては、上の 1a)以外に、次の 2a)や 2b)も可能になる。こちらの文の

amused はもはや形容詞化されたものとして捉えられ、at や with は動作主ではなく原因を表す前置詞

である。 
2a) The children were amused at John. 
2b) The children were amused with John. 

そして 2a)や 2b)に対応する能動態は A)ではなくて、次の B）であると考えられる。 
B) John was amusing to the children. （ジョンは子どもたちを楽しませた） 
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308. I am delighted at the news of your success. 
（私はあなたの成功の知らせをうけてとても嬉しい。） 

309. I am delighted at having succeeded. 
（私は成功したことをたいへん喜んでいる。） 

310. The little girl was delighted with her present. 
（その女の子はプレゼントをもらって喜んだ。） 

311. I am delighted to meet you. 
（あなたにお会いできて嬉しく思います。） 

312. She is delighted that you are not going abroad. 
（あなたが海外に行かないので彼女は大変喜んでいる。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be delighted に続く前置詞には、at の他に、with, about, by などが見られる。抽象的な「事物」には

主に at, 「人や物を喜んでいる」の意では with が用いられる傾向がる。また at には「瞬間的に喜ぶ」

意味合いがあるのに対して、with には「持続的な心理状態」を表す傾向がある。動名詞が続く場合の前

置詞は at が用いられるのが普通である。他に原因・理由を表わす that 節や to 不定詞を続けることも可

能である。 
I was delighted at the result. 
（私はその結果を喜んだ） 
The children were delighted with the story. 
（子どもたちはその話を喜んだ） 
The boy was not merely delighted about this; he was innocently, worshipfully overjoyed. 
（少年はこれを単に喜んだだけでなく、無邪気にまた拝まんばかりに狂喜した） 
I am delighted to hear the news of your success. 
（あなたの成功を聞いて嬉しく思います） 
I am delighted that you were successful. 
（あなたの成功を聞いて嬉しく思います） 

 

 

313. I was pleased at seeing so many people present. 
（私は非常に多くの人が出席しているのを見て嬉しかった。） 

314. He was pleased at being chosen to captain of the team. 
（私はそのチームのキャプテンに選ばれたことを喜んだ。） 

315. Are you pleased about John’s marriage? 
（あなたはジョンの結婚が嬉しいですか。） 

316. Are you pleased with your new clothes? 
（新しい衣服に満足していますか。） 

317. I am very pleased with Harry. 
（私はハリー（の言動）に大変満足している。） 
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Dr. Higgins’s room 
「be pleased＋前置詞」を日本語に直すと、①「喜んでいる」「嬉しく思っている」とする場合と、②「気

に入っている」「満足している」とする場合がある。「喜んでいる」「嬉しく思っている」となる場合の

後続する前置詞には at, about, by が用いられる。at は「嬉しい感情を引き起こす刺激とみなされるも

の」に、about は「感情の漠然とした対象」に、そして by は「受身の意識が強く残っているとき」に

用いられる。一方、「気に入っている」「満足している」となる場合には専ら with が用いられる。 
Jim was pleased at his grade. 
（ジムは自分の成績を見て喜んだ） 
All his family are pleased about his promotion. 
（家族はみな彼の昇進を喜んでいる） 
She was easily pleased by flattery. 
（彼女はお世辞を言われるとすぐ喜んだ） 
I am not pleased with your attitude. 
（私はあなたの態度に満足していない） 
The children were very pleased with their presents. 
（子供たちはプレゼントがとても気に入った） 
I am pleased with myself. 
（私は自分のやったことに大いに満足している） 
He looks very pleased with himself. 
（彼はこの上なく満足な様子である） 

 
 be pleased に to 不定詞が続く場合の訳し方には 2 種類がある。一つは「～して嬉しく思う」もう一

つは「喜んで～する」である。後者の場合には未来形の‘I’ll be pleased to do’の形で用いられることが

多いが、‘I’d be pleased to do’や‘I’m pleased to do’の形も用いられる。 
We’re very pleased to see you here. 
（私たちはここであなたにお会いできてとても嬉しく思います） 
I will be pleased to help you. 
（喜んでお手伝いします） 

 
be pleased に that 節が続く場合の訳し方も 2 種類があり、一つは「～であることをて嬉しく思う」

もう一つは「喜んで～する」である。 
We’re very pleased that John has returned. 
（私たちはジョンが戻ってきてくれてとても嬉しく思います） 
I am pleased that I offer you a case of Scotch as a token of my gratitude. 
（感謝のしるしとしてスコッチを一箱謹呈致します） 
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318. She was completely satisfied with his progress. 
（彼女は彼の進歩にすっかり満足した。） 

319.  “Mama, you’ll have to be satisfied with what I now say.” 

（「母さん、私が今言ったことで納得してくださいよ」） 

320. They were satisfied to get equal shares. 
（彼らは分け前を平等にもらえて満足だった。） 

321. We are quite satisfied that everything is going well. 
（私たちは万事順調にいっていることに大変満足している。） 

322. I am satisfied that he’s alive. 
（私は彼が生きていることを確信している。） 

323. I am satisfied that he’s innocent. 
（私は彼の無罪を確信している。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be satisfied（「満足している」）に続く前置詞には、by の他に原因・理由を表す with や to 不定詞が

用いられることが多い。また、「納得する」「確信する」の意味のときは of, about などの前置詞や that
節が用いられる。 
It was obvious that he was not satisfied by my story. 
（彼が私の話では満足しなかったのは明らかだった） 
I am fully satisfied with your work. 
（私はあなたの仕事に大変満足しています） 
He was satisfied to pass the examination. 
（彼は試験に合格して満足していた） 
I am satisfied of his innocence. 
（私は彼の無罪を確信している） 
There’s a good deal that I’m not satisfied about. 
（私がまだ十分に納得していないことがたくさんあります） 
I was satisfied that it was an accident. 
（私は、それは事故だと確信した） 

 
be satisfied も be contented も共に「～に満足している」の意味であるがが、前者が「欲望を満たす

のに十分な量」を表わすのに対し、後者は「最低限の要求を満たすのに必要な量」を表わすのに用いら

れる。 
Some persons are satisfied only by great wealth, others are contented with a modest but secure income. 
（大金でなければ満足できない人もあるが、少額でも確実な収入で得心のいく人もある。 
He is contented with his present life. 
（彼は現在の生活に満足している） 
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324. I was excited at seeing my first love. 
（私は初恋の人に再会して胸がわくわくした。） 

325. My daughter is very excited about the concert. 
（娘はそのコンサートにとてもわくわくしている。） 

326. The players were terribly excited about winning the penant. 
（選手たちは優勝旗を獲得してすっかり興奮していた。） 

327. I was excited to see the picture up close. 
（その絵を間近で見てわくわくした。） 

328. I’m excited that the dream is now reality. 
（夢が今や現実のものとなり興奮している。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be excited（「興奮する」）は、その後には普通 at で始まる前置詞句が続くが、動作主が強く感じられ

る場合には by で始まる前置詞句が続く。また、by の代わりに about を用いることもよくある。他に原

因・理由を表わす to 不定詞、that 節、副詞節を続けることも可能である。 
She was excited at seeing her former roommate again.  
（彼女は昔のルームメイトに再会して胸がわくわくした） 
Alicia was excited about going to the party.  
（アリシヤはパーティに行くというのでうきうきしていた） 
He was excited by all new ideas.  
（彼は新しい考えのどれにも興奮した） 
Halle was very much excited by some of Chomsky’s work on Transformational Grammar. 
（ハレはチョムスキーの変形文法に関する研究に大変興奮した） 
We’re excited to be here tonight.  
（今晩ここに来られてわくわくしています） 
I’m so excited to see you.  
（お会いできるのを楽しみにしています） 
He was excited that his discovery turned out to be such big news.  
（彼は自分の発見がそのような大きなニュースになっていることに興奮気味だ） 
I’m excited because this is my first visit to Seattle.  
（今回初めてのシアトル訪問で興奮しています） 
I’m so excited for Tokyo 2020 Summer Olympics.  
（2020 年東京夏季オリンピックにわくわくしている） 
I’m excited for Mary.  I just heard she is getting married.  
（メアリーのことを心から嬉しく思う。結婚するって聞いたよ） 
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329. I was annoyed at his carelessness. 
（彼の不注意さにいらついた。） 

330. He was annoyed at losing his way. 
（彼は道に迷っていらいらした。） 

331. I am annoyed with my students for being lazy. 
（私は生徒たちが怠けるのに困っている。） 

332. Roger was annoyed with his son for not telling the truth. 
（ロジャーは息子が本当のことを言わないので腹を立てていた。） 

333. I am annoyed with my brother because he uses my computer without asking me. 
（弟が勝手に私のコンピューターを使うのでいらつく。） 

334. She was annoyed that her son didn’t obey her. 
（彼女は息子が言うことを聞かないのでいらいらした。） 

335. He was annoyed that he couldn’t do anything about it. 
（彼はそれについては自分ではどうすることもできないのでいら立っていた。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be annoyed（「いらいらする」）には、普通 at, about, with など前置詞句が続く。しかし、動作主が

強く感じられる場合には by で始まる前置詞句が続く。また、原因・理由を表わす to 不定詞、that 節を

続けることも可能である。 
He was annoyed at the children.  
（彼は子どもにいらいらした） 
What are you annoyed about?  
（あなたは何にいらついているのですか） 
She is annoyed with her husband for his infidelity. 
（彼女は夫の不貞を怒っている） 
He was annoyed that he couldn’t do anything about it.  
（彼はそれについて自分ではどうすることもできないことにいら立った） 
She was annoyed to be kept waiting. 
（彼女は待たされていらいらした） 
I was annoyed by the jeers during my speech.  
（演説中のやじに悩まされた） 
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336. His wife became irritated at his lack of enterprise. 
（彼の妻は彼の甲斐性のなさに腹を立てた。） 

337. The neighbors are irritated at the noise of your TV. 
（隣近所の人たちはあなたのテレビの音に腹を立てています。） 

338. Joyce was quite irritated with him. 
（ジョイスは彼にひどく腹を立てていた。） 

339. I am irritated by the roaring motorbikes. 
（うるさいバイクにイライラする。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be irritated（「いらいらする」）に続く前置詞としては、with は主に「人」に対して用いられ、「物や

事」に対しては主に at が用いられる。他に about も用いられる。動詞的性格が濃く反映される場合に

は by が用いられる。 
I am very irritated with Tom for being selfish. 
（トムの身勝手さには心底腹が立つ） 
I was irritated at her for being late. 
（私は彼女が遅れたことにいらついた） 
I am irritated at being unable to forget her.  
（彼女のことが忘れられなくていらいらしている） 
I am often irritated by her selfishness.  
（彼女のわがままにはしばしばいらいらさせられる） 
John was irritated by all the questions.  
（ジョンは全ての質問にいらついた） 
I’m getting really irritated by this traffic jam.  
（道が混んでいていらいらしています） 
Is there a time when you get irritated by rearing children?  
（子育てにいらいらすることがありますか） 

 
be annoyed も be irritated も共に「～にいらいらする」の意味であるがが、前者が「自分自身や自

分がしなければならないことに対する苛立ち」を表わすのに対し、後者は「他人の言動に対する苛立ち」

を表わすのによく用いられる。しかし、話し言葉では be annoyed が用いられることが多い。 
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340. He was offended with his wife. 
（彼は妻に腹を立てた。） 

341. He was offended at my remarks. 
（彼は私の言葉に腹を立てた。） 

342. The actress was offended that the director didn’t use her. 
（その女優は監督が自分を起用しなかったことで気分を害した。） 

343. My wife looked offended because I didn’t say sorry to her. 
（私が謝らなかったので妻は気分を害したようだ。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be offended（「感情を害している」）には、普通、「人」に対しては with が、「事」に対しては at など

の前置詞句が続く。しかし、受動的性格が強い場合には by が続く。また、原因・理由を表わす to 不定

詞、that 節、because 節などを続けることも可能である。 
He was highly offended at being passed over.  
（彼は無視されてひどく腹を立てていた） 
She was offended with me.  
（彼女は私に腹を立てていた） 
She was offended by such personal questions.  
（個人的な質問に気分を害した） 
Please don’t be offended by this.  
（どうかこのことで腹を立てないで下さい） 
I’m offended that you don’t like it.  
（君がそれを気に入らないので気分を害しました） 
He will be offended if you say such a thing to him.  
（そんなことを言ったら彼は気分を害するだろう） 
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② その他の意味を表わす表現 
344. The streets were covered with ice and snow.  

（通りは氷と雪で覆われていた。） 

345. Her hair was covered by a bright orange scarf.  
（彼女の髪の毛は明るいオレンジ色のスカーフで覆われていた。） 

346. The couch was covered in red leatherette.  
（長椅子は赤い合成革張りであった。） 

 

Dr. Higgins’s room 
Wood は English Prepositional Idioms で、be covered は、「覆われている」という状態を表わす場

合には with が用いられ、「覆われる」という受動的性格が強い場合には by が続く傾向がある、と述べ

ているが、これは小西友七が『シノニムの語法』で次の例文をあげて否定しているように、絶対的なも

のではない。 
…the Tanzawa Ranges in Kanazawa prefecture, where the peaks were still covered by snow that 
had fallen only one week previously.―J.Kirkup, Japan Behind the Fan 
（神奈川県の丹沢連峯、その峰々はほんの１週間ばかり前に降ったばかりの雪で覆われていた） 
また、同著には、be covered with と be covered in の違いにも言及があり、with では「主語の表面が

隠れていること」に重点が置かれているのに対し、 in では「覆われている表面の状態」に重点が置か

れていると説明している。 
His shoes were covered with dust.  
（彼の靴はほこりで覆われていた） 
His shoes were covered in dust.  
（彼の靴はほこりでいっぱいだった） 

 

 

347. His name is known to everyone in the country.  
（彼の名前はその地方のだれにでも知られている。） 

348. The name of that astronaut is known to almost every American.  
（その宇宙飛行士の名前はほとんどのアメリカ人に知られている。） 

349. The true story was known by the few concerned but not to the public.  
（真相は少数の関係者によって知られることになったが、公には知られていなかった。） 

350. He lives alone, in poverty, scarcely known by his neighbours. －S. Maugham,  A Writer’s Notebook 
（彼は貧しく近所の人にはほとんど知られずひとりで暮らしている。） 

351.  “Then your wife’s character would really be better known by Dolores than by you?” 

－C. Doyle, The Casebook of Sherlock Homes. 

（「では奥さんの性格は本当のところはあなたよりドローリスの方がよく知っているというのですね」） 
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Dr. Higgins’s room 
be known to と be known by の違いについては、小西友七『シノニムの語法』（p.211）に詳しい記述

が見られる。同著を引用しながら be known to と be known by の違いについて見ていきたい。 

know は一般には「状態動詞」に属し、命令形や進行形で用いることはできない。しかし、ある文脈

では「動作動詞」と解されて、命令形や進行形で用いられることもある。 
Know the answer by tomorrow! ―Quirk et al. 
（明日までに答えが分かるようにしておきなさい） 
We had some more talks and it was really like I was really knowing him for the first time. 
（彼とさらに話をしてみて、初めて本当に彼のことが分かってきたように思えた）―McCullers, Sucker. 

 
「知る」という動作表現は、必ずそこには意志が働くが、「知っている」という状態表現は、その状態

を引き起こすきっかけとなった動作については、「知ろうとして知った」のか「いつの間にか知った」

のか分かりにくい。つまり、「意志や関心の働いている場合もあれば、ない場合もある」と言える。小

西はこの know の特徴を、「意志の有無と動作・状態の混在がある」とし、次のような関係性を示して

いる。 
意     志 無  意  志 

「知る」 「知っ ている」  
形容詞としての 
known 

動作の動詞とし
ての pp.known 

状態動 
ての pp. 

詞とし 
known 

by by to to 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ 

 
よく問題になるのは、状態動詞の時の be known by と be known to の違いである。上記の表で言う

なら⑵と⑶の場合である。小西は⑵と⑶の違いが生じる理由として「主語の意志が働くか働かないか」

ということをあげている。小西がこの問題を考えるきっかけになったのは The junior Crown English 
Readers（中２用）に書かれてあった Lincoln is known by the people in Japan.という文に対して、こ

れで正しいのかという質問を受けたからだと言う。質問者の知り合いのアメリカ人は、by the people in 
Japan であれば、動作主は全体、すなわち日本人全員を表わし、to the people in Japan であれば、動

作主は some people とか many people を表わすと説明したという。これに対し小西は、「日本人全部が

Lincoln を知っていることは、単に彼が有名だから自然に知るようになったというだけではなかろう。

そこに何か教育上の意図とか個人の関心とかが働かなければ、全部の人が知るようになるのは困難でな

いかと思われる」と説明し、「状態動詞としての known の by と to の違いは、話し手の心的態度、つま

り意志や関心の有無にあると言えるのではなかろうか」と述べている。そして、be known to という語

法が慣用的表現として定着すると、be known by の方は動作主を強調する用法を担うようになり、by
～の後には、強調するに値するだけの資格を備えた語句、つまり、some とか many などの不特定なも

のではなく、特定的なものがこなければならないのだと思われる。 
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352. The bathtub was filled with water.  
（浴槽は水でいっぱいだった。） 

353. His eyes were filled with tears.  
（彼の目は涙でいっぱいだった。） 

354. My heart was filled with sorrow.  
（悲しみで胸がいっぱいだった。） 

355. Jane was filled with joy to see Tom home safe after his long voyage.  
（トムが長い航海の後に無事に帰って来たのを見てジェーンの胸は喜びで溢れた。） 

356. John was filled with ambition to become famous.  
（ジョンは有名になりたいという野望に燃えていた。） 

357. Life is filled with paradoxes and dilemmas.  
（人生はさまざまな矛盾とジレンマに満ちている。） 

358. The land was filled with famine and disease and terror.  
（国は飢饉と疫病と恐怖が広まっていた。） 

359. The positions have been filled recently by women.  
（最近その地位は女性によって占められている。） 

360. I’m afraid your application for benefit is incorrectly filled in. 
（あなたの年金申請書は記入の仕方が間違っているようです。） 

361. The first 3 pages must be filled out by the applicant. 
（最初の３ページは応募者本人が記入しなければなりません。） 

362. Is this application form corredtly filled up?  
（この申込み用紙は正しく記入されていますか。） 

 

Dr. Higgins’s room 
一般に、be filled with は「いっぱいになる」、be filled by は「空位を補充する」「地位を占める」「需

要に応じる」の意味になる。また be filled in は「書類に書き込む」の一般的な語法であるが、アメリカ

では be filled in の代わりに be filled out がよく用いられる。be filled up はイギリスの非標準語法であ

る。 
He was filled with anger. 
（彼は怒りがこみ上げた） 
The vacancies will be filled by elections.  
（空席は選挙によって補充される予定です） 
Application form must be filled in Japanese. 
（申込書式は日本語でご記入してください） 
All the items below have to be filled out by the applicant.  
（下記の項目は全て申込者本人でご記入してください） 
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363. The shopping mall was crowded with shoppers.  
（ショッピングモールは買物客で混雑していた。） 

364. Tokyo Disney Land was crowded with families.  
（東京ディズニーランドは家族連れで混んでいた。） 

365. The bus was crowded with shoolchildren.  
（バスは生徒で満員だった。） 

366. All the shelves were crowded with stuffed animals.  
（棚という棚はぬいぐるみでいっぱいだった。） 

367. The sidewalks were crowded with rubbernecks.  
（歩道は野次馬でいっぱいだった。） 

368. In the spring the place is crowded with skiers.  
（春になるとその場所はスキー客でごった返す。） 

369. The beach is usually crowded with tourists during holidays.  
（そのビーチは、休日はたいてい観光客でいっぱいです。） 

370. Many parks get crowded with viewers and street stalls.  
（多くの公園は花見客や屋台で賑わいます。） 

371. The harbor was crowded with vessels of every description.  
（港はあらゆる種類の船でいっぱいだった。） 

372. It must have been crowded.  
（混んでいたでしょう。） 

373. More than 100 people were crowded into the room.  
（100 人以上がその部屋に押し込まれた。） 

374. This article was crowded out of yesterday’s edition.  
（この記事は昨日の版から外された。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be crowded（「混んでいる」）に続く前置詞は with であるが、by が用いられることもある。また、「（～

へ押し込まれる；～に詰め込まれる）」を意味する場合には into が、「（～から締め出される；～から外

される）」を意味する場合には out of が用いられる。 
The city is crowded with an increasing number of refugees. 
（その都市はますます増え続ける難民で溢れている） 
The city is crowded by an increasing number of refugees. 
（その都市はますます増え続ける難民で溢れている） 
We were crowded into the small room. 
（私たちは狭い部屋に詰め込まれた押し込まれた） 
A lot of supporters were crowded out of the stadium. 
（多くのサポーターが競技場から締め出された） 
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375. She has been married to him for six years.  
（彼女は彼と結婚して６年になる。） 

376. They were married by a priest.  
（彼らは牧師に結婚式をあげてもらった。） 

377. Allen is married with two children.  
（アレンは結婚して２人の子供がいる。） 

378. “Are you married?” ― “No. I’m single.” 

（「ご結婚されていますか。」「いいえ、独身です。」） 

 

Dr. Higgins’s room 
元来、社会的慣習の「結婚」には、(1)「男女が結婚する」、(2)「親が子を結婚させる」、(3)「牧師が

結婚式を執り行う」の３つの見方があり、それに応じて、marry という動詞にもそれぞれの意味に対応

する構文が存在する。(1)の場合、男女あるいはいずれか一方が主語になる自動詞構文、あるいは男女が

主語と目的語に分かれる他動詞構文をとる。(2)の場合、親が主語になり目的語に自分の子をとり修飾語

として to＋結婚相手をとる SVOM の他動詞構文。(3)の場合、牧師が主語になり目的語に男女をとる他

動詞構文をとる。 
(1) の場合 
(a) John and Mary married. （ジョンとメアリーは結婚した）〔自動詞構文〕 
(b) Mary and John married. （メアリーとジョンは結婚した）〔自動詞構文〕 
(c) John married.  （ジョンは結婚した）〔自動詞構文〕 
(d) Mary married. （メアリーは結婚した）〔自動詞構文〕 
(e) John married Mary. （ジョンはメアリーと結婚した）〔他動詞構文〕 
(f) Mary married John. （メアリーはジョンと結婚した）〔他動詞構文〕 

(2) の場合 
(g) She wants to marry her daughter to a rich man. 

（彼女は娘を金持ちと結婚させたがっている） 
(3) の場合 
(h) The preacher married John and Mary. 

（牧師はジョンとメアリーの結婚式を行なった） 
 (c)(d)のように、主語がひとりで何も副詞を伴わない自動詞構文は古風な表現になっている。(e)の受

動態は(i)ではなくて(j)のようになる。そして、(j)の文の意味は「メアリーはジョンと結婚した」（動作）

とも「メアリーはジョンと結婚している」（状態）とも解釈できる。動作であることを明確にするため

に(k)のようにいうこともある。 
(i)＊Mary was married by John. 
(j)  Mary was married to John. 
(k) Mary got married to John. 
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379. She was born in Seattle in 1912, the first of four children.  
（彼女は 1912 年、シアトルで４人の子どもの長女として生まれた。） 

380. She was born in Okinawa on November 29, 1980.  
（彼女は 1980 年 11 月 29 日に沖縄で生まれた。） 

381. She was born of［to］French parents.  
（彼女はフランス人を両親として生まれた。） 

382. My wife was born of［to］an Australian mother and a Japanese father.  
（妻はオーストラリア人の母と日本人の父の間に生まれた。） 

383. A lot of art is born out of deep feelings.  
（多くの芸術は深い感情から生まれる。） 

384. His ambition to be a doctor was born of his little brother’s death.  
（医者になりたいという彼の望みは弟の死に起因する。） 

385. He was born into an old family.  
（彼は古い家柄に生まれた。） 

386. He was born with a silver spoon in his mouth.  
（彼は裕福な家に生まれた。） 

387. He was born to be an artist.  
（彼は芸術家になるべく生まれついていた。） 

388. He was born blind.  
（彼は生まれながらに目が不自由だった。） 

389. He was born rich.  
（彼は金持ちに生まれついた。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be born（「生まれる」）の born は形容詞化しており対応する能動態も存在しない。be born to～で「～

の家に生まれる」。be born of［from］～で「人が～から生まれる」「事が～から生まれる」の意味で用

いられる。 
He was born to a wealthy family in Kyoto. 
（彼は京都の裕福な家に生まれた） 
He was born to an American father and a Japanese mother.  
（彼はアメリカ人の父と日本人の母の間に生まれた） 
His belief was born of fear.  
（彼の信仰心は恐怖から生まれた） 
Everything is born out of necessity.  
（あらゆることは必要に迫られて生まれる） 
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390. My father and mother were killed in an automobile accident when I was one year old.  
（父と母は私が１歳の時に自動車事故で亡くなりました。） 

391. 563 people were killed in the plane crash.  
（563 人が飛行機事故で死亡した。） 

392. He was killed by a shot through the chest.  
（彼は胸を貫通した一弾によって命を落とした。） 

393. Many people are killed by guns.  
（銃で命を落とす人も多い。） 

394. The buds were killed by the frost.  
（霜で芽が枯れた。） 

395. His curiousity has been killed by routine teaching.  
（彼の好奇心は型にはまった教育のせいで失われてしまった。） 

 

Dr. Higgins’s room 
be killed with と be killed by の違い。 

(a) Tom was killed with this gun. 
(b) Tom was killed by this gun. 
(a)の with this gun は「殺害の手段」を表わしている。つまり、その銃を使用してトムを殺した動作

主が存在していることが含意されている。この受動態に対応する能動態は(c)になる。一方、(b)の文では、

動作主が関与せず、by this gun は「直接の死因」を表わしており、対応する能動態は(d)のようになる。 
(c) Someone killed Tom with this gun. 
(d) This gun killed Tom. 
 
with は「手段」を表わす前置詞なので、それに続く名詞は、通例、「道具」を表わす。一方、by に導

かれる名詞は「直接の死因」を表わすもので、人が使用するものというよりは、例えば「病気」「天災」

などを表わす語句が続く。 
Hundreds of people get killed every year by traffic on the roads. 
（何百人もの人が毎年道路を行きかう車に命を奪われている） 
One evening on returning home, he was attacked and killed by a blow on the head. 
（ある晩彼は帰宅途中に襲われて頭を殴られて死亡した。） 
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396. Wine is made from grapes.  
（葡萄酒はブドウから作られる。） 

397. Beer and whisky are made from barley.  
（麦酒とウヰスキーは大麦から作られる。） 

398. Cheese is made from milk.  
（チーズはミルクから作られる。） 

399. This coat was made from a travelling rug belonging to my father.  
（この上着は父の旅行用膝掛けから作られました。） 

400. This desk is made of wood.  
（この机は木でできている。） 

401. This ring is made of platinum.  
（この指輪は白金でできている。） 

402. T shirts can usually be made of cotton.  
（T シャツはたいていコットンからできる。） 

403. The barriers on the racetrack are made out of tires.  
（サーキット場のバリアはタイヤを使って作られている。） 

404. The dressing₋gown is made out of the blanket.  
（その部屋着は毛布で作ってある。） 

405. What can be made out of plastic bottle lids? 
（ペットボトルのキャップから何ができるの。） 

406. This tablecloth is made out of nylon.  
（このテーブルクロスはナイロン製です。） 

407. A stew can be made with vegetables.  
（シチューは野菜も入れて作られる。） 

408. Salad is often made with lettuce and tomato.  
（サラダはしばしばレタスとトマトで作る。） 

409. Glass is made into bottles.  
（ガラスでビンを作る。） 

 

Dr. Higgins’s room 
from はもともと「変化」を暗示し、of は単に「構成要素」を示す（江川 p.415）ので、一般的には from

は「原料」を表わし、of は「材料」を表わすと説明される。しかし、下の(a) (b)のように、区別なく用

いられることもある。out of は、ある出来上がったものを使用して何かを作っている場合に用いられて

いることが多い。例えば、上の例文のように、タイヤを使ってバリア、毛布を使って部屋着を作るよう

な場合である。 
(a) An omlet is made from eggs. 
(b) An omlet is made of eggs. 
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（17） 受動の意味をもつ構文 
① 能動受動態 
能動態の形で受動態の意味を表わすものがある。これを activo-passive という。Jespersen

（MEG, vol.Ⅲ, §16.8）の用語で、日本語では能動受動態という。通例、様態の副詞を伴い、

現在時制で用いられるのが一般的な用い方である。 
 

Dr. Higgins’s room 
The book sells well. 
上の例文は「その本はよく売れる」と訳す。動詞の sells は受動態の形態ではないが、論理的には is sold 
と同じと考えられる。しかし、他から動作を受けているというわけではなく、主語（この場合なら「本」）

に、動詞で示される「売る」という動作を生じさせるべき性質・能力・傾向があると理解することがで

きる。日本語文法でいうところの「可能動詞」と同じものと考えられる。能動受動態の特徴として次の

ようなことが挙げられる。 
(1) 通例、現在時制で用いられる。（過去形で用いられることもある） 
(2) 様態の副詞または形容詞を伴う。 
(3) don’t, won’t などの否定文で用いられることもしばしばある。 
(4) 新情報を伝えている。 
 

 

410. This book reads easily.  
（この本は簡単に読める。） 

411. This cereal eats crisp.  
（このシリアルはパリパリ食べられる。） 

412. This knife cuts well.  
（このナイフはよく切れる。） 

413. Butter cuts easily.  
（バターは切りやすい。） 

414. These apples cook well.  
（このりんごは料理に適している。） 

415. This material washes well.  
（この生地は洗いがきく。） 

416. Grass stains don’t wash out easily.  
（草のシミは洗っても簡単には落ちない。） 

417. This machine handles easily.  
（この機械は扱いやすい。） 

418. The car rides smoothly.  
（その車は乗り心地がよい。） 

419. They sell like hot cakes.  
（それらは飛ぶように売れる。） 
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420. This paper does not tear easily.  
（この紙はなかなか破れない。） 

421. This door won’t lock.  
（このドアはなかなか鍵がかからない。） 

422. The house would let easily.  
（その家は簡単に借り手がつくだろう。） 

423. This material will not dye well.  
（この素材はうまく染まらない。） 

424. This poem will not translate well.  
（この詩はうまく翻訳できない。） 

425. Milk does not keep in this heat.  
（ミルクはこの暑さではもたない。） 

426. Good leather will wear for years.  
（良い革は何年ももつ。） 

427. This year’s wine compares very favorably with last year’s.  
（今年のワインは昨年のものよりかなり良い。） 

428. This compares favorably with previous results.  
（この結果は前のものと比べて見劣りしない。） 

429. My personal computer compares unfavorably with this one.  
（私のパソコンはこれに劣っている。） 
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② 経験受動態 
《have＋O＋過去分詞》の形で、「O が～される」という受動的な意味を表わす構文がある。

これを passive of experience という。Curme,（Accidence p. 220）の用語で、日本語では「経

験受動態」という。通例、様態の副詞を伴い、現在時制で用いられるのが一般的な用い方

である。 
430. I had my bag stolen in the bus. （私はバスの中で鞄を盗まれた） 
431. I had my hair cut. （私は髪の毛を刈ってもらった） 
 
Dr. Higgins’s room 
「have＋目的語＋過去分詞」には、(1)《受動》の意味の他に、(2)《使役》、(3)《利益や恩恵》、(4)《確

定完了》の意味がみられる。 
(1)《受動》の例 過去分詞に強勢 
(a) I had my car broken.  （私は車を壊された） 
(b) He had his pocket picked in the crowd. （彼は人込みで財布をすられた） 
(c) Charles I had his head cut off. （チャールズ１世は首をはねられた） 
(d) John had his brother drafted into the army. （ジョンは弟を軍隊に採られてしまった） 

 
(2)《使役》の例 have に強勢 
(a) I had my car repaired. （私は車を修理させた） 
(b) The policeman had our pockets emptied. （警官は私たちのポケットの中身を出させた） 
(c) Please have the matter taken care of. （その問題のかたをつけて下さい） 
(d) I’ll have the matter seen to. （その件は上手く取り計らせます） 

 
(3)《利益や恩恵》 have に強勢 
(a) I had my suitcase carried. （私はスーツケースを運んでもらった） 
(b) I had my hair cut. （私は髪の毛を刈ってもらった） 
(c) She had the man arrested by the police. （彼女は警察にその男を逮捕してもらった） 

 
(4)《確定完了》の例 過去分詞に強勢  
(a) I have a revolver loaded. （ピストルには弾丸が込めてある） 
(b) I have my paper all written. （私は論文をすっかり書き終えてしまった） 
(c) John has a car parked at the curb. （ジョンは縁石のところに車を停めた） 
(d) He had his plan made. （彼は計画を立ててしまっていた） 

 
「have＋目的語＋過去分詞」で表わされる《受動》は、通例不幸な出来事を表わし、《被害の受身》

と呼ばれるものであるが、厳密に言えば、主語に意志がなければ《被害の受身》や《利益や恩恵》を表

わすが、主語が意志を持って行えば、《使役》を表わす。《確定完了》の用法はアメリカ口語に多い用法

である。 
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Dr. Higgins’s room 
 
(a) Whip me such honest knaves. －Sh., Othelo. I.ⅰ.49 
（そんな馬鹿正直な奴は鞭で打ってやれ） 

(b) I will roar you as gently as any sucking dove. －Sh., Mids. N.D. I.ⅱ.72  
（雛鳩のように優しく唸ってみせてやるよ） 

(c) He enters me his name in the book. －Lamb, Elia 
（彼は本に名前を書いてくれる） 

 
上の例文(a),(b),(c)の me や you を心性的与格（ethical dative）という。現代英語では古体で詩歌な

どに残っているにすぎないが、中世英語期の 14 世紀頃から初期近代英語期にかけてよく用いられた語

法である。与格とは現代英語の間接目的語に相当するのであるが、話し手が話の内容に関心を抱いてい

ること示したり、聞き手の関心を引いたりするために、動詞の後に挿入される me または you のことを

心性的与格と呼んでいる。福村（1959）によれば、「英語は主として与格を起源とする間接目的語を主

語とする受動態を発達させたのであるが、この心性的与格を主語とする受動態は発達せず、この心性的

与格そのものも現代では普通ではない。しかし意味上、この心性的与格を主語とした受動態と認められ

る構文が発達している。即ち「have＋O＋過去分詞」の構文であり、経験受動態と呼ばれる」とある。

つまり、間接目的語が主語になる受動態が不可能だった場合の代用として「have＋O＋過去分詞」の構

文が発達したものと考えられる。 
 
(d) She will make him a good wife. 
（彼女は彼にとっていい妻になるだろう） 

上の(d)の him は、叙述の内容が「彼にとって」利益（不利益の場合もある）になることを表すため

に置かれるもので、利害の与格（dative of interest）と呼ばれるものである。利害の与格では三人称の

代名詞や名詞もみられる。この利害の与格と心性的与格とが似ていて区別がつかないことがあると言わ

れている。Jespersen（MEG, vol.Ⅲ, §14.42）などは心性的与格を利害の与格の一種とし、感情的間接

目的語（emotional indirect object）と称している。 
 
(e) Inquire me first what Danskers are at Paris. －Sh., Hamlet. I.ⅱ.1 
（まずパリにはどんなデンマーク人がいるか調べてくれ） 

 
 利害の与格の場合は、前置詞 for を補って‘for him’,‘for me’のように考えると分かりやすい。 
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 I had a book stolen について 

Chomsky（1965）（p.22）は、‘I had a book stolen.’の曖昧性を次の例文で示している。 
(a) I had a book stolen from my car when I stupidly left the window open. 
（愚かにも窓を開け放しにしていたときに車から本を盗まれた） 

(b) I had a book stolen from his library by a professional thief who I hired to do the job. 
（私はその仕事の為に雇ったプロの泥棒を使って彼の書斎から本を盗ませた） 

(c) I almost had a book stolen, but they caught me leaving the library with it. 
（もう少しのところで本を盗み果せたが、図書館から持ち出そうとしたときに捕まった） 
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③ The house is building. 
受身の進行形は、普通、〈be being＋過去分詞〉の形で表わすが、古い英語では標題のよ

うに進行形の形で受動の意味を表わしていた。〈be being＋過去分詞〉の形が出来上がった

のは 18 世紀の後半であると言われている。The house is building.の類例は、今日ではいくつ

かの固定的な表現に限られているようである。 
432. The house is building. （その家は建築中である） 
433. The book is printing. （その本は印刷中である） 
434. The movie is showing. （その映画は上映中である） 
 

Dr. Higgins’s room 
現代英語の進行形が確立したのは 18 世紀の初頭であると一般的に言われている。Modern English

（1500 年以降）期に入った頃は未だ進行形は確立しておらず、単純時制が進行形の機能も担っていた。

Shakespeare（1564～1616）も Hamlet（1601）の中で Polonius に ‟What do you read, my Lord”と
いう単純時制を用いて進行形の意味を表わしている。 
進行形の成立過程については未だ明らかにされていない。ひとつの起源説として、Old English（700

年～1150 年頃）の「bēon／wesan＋～ende」「bēon／wesan＋～inde」「bēon／wesan＋～and(e)」（bēon
／wesan は be 動詞。-ende は中部で、-inde は南部で、-and(e)は北部でそれぞれ用いられた現在分詞の

接辞）が挙げられる。この構文はラテン語の形式所相動詞（Deponent verb：受動態の語尾形態を持つ

が能動態の意味をもつもの、例えば、moror（＝I delay）、hortor（＝I urge）、morior（＝I die）など）

を OE に訳すときに用いられた。それゆえ、ラテン語の影響の少ない文献からは多くを探し出すことは

困難であるようである。例えば、8 世紀頃にウェスト＝サクソン方言（OE 期の標準語）で書かれた OE
最大の叙事詩 Beowulf（『ベイオウルフ』）には 3,182 行中わずか 3 例しか見当たらない。機能面におい

ても現代英語の進行形のように「時間の継続」を必ずしも表わしていたわけではなく、単純時制との区

別は文体的な差であり、「be 動詞＋形容詞」のようなものであったと理解されている。この構文は OE
期からME期にかけて存在はしていたものの盛んに用いられるものではなかった。ME期に中部の-ende
と南部の-inde は-ing に統一されるが、北部やスコットランドで用いられていた-and(e)はそのままその

形を長い間残すことになる。 
もう一つの起源説は、OE 期の「bēon／wesan＋on＋～ung」「bēon／wesan＋on＋～ing」（bēon／

wesan は be 動詞。-ung や -ing は元来名詞に付けて抽象名詞を形成する接辞であったが、やがて-ung
や -ing を取り除いたものを動詞として意識するようになり、その結果、-ung や -ing を動詞に付けて

名詞を形成する接尾辞として用いるようになった）である。この抽象名詞は on／in／at などを前に置

いて、例えば、He is on hunting.（＝He is in the course of hunting. ／＝He is engaged in hunting.）
のように使われていたが、やがて、on[on] ＞ an[әn] ＞ a[ә] ＞ Ø のように消失したと推測されてい

る。消失の途上で生まれた「be＋a＋～ing」の形は今日でも俗語や方言で見ることができる。ME 期の

間に-ung 形が消失し-ing 形一つにまとめられると、現在分詞を起源とする〈be＋～ing〉と抽象名詞を

起源とする〈be＋～ing〉の区別がつかなくなった。また、on などの前置詞が付かなくなると、always
や all day のような副詞と一緒に使わることが多くなり、徐々に進行形の体裁を整えていったというも

のである。いずれにせよ、どちらか一方を進行形の起源に決定してしまうのは難しいように思われる。

二つの構文が互いに影響して現代の進行形が成立したものだと思われる。 
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「その家は建設中である」（＝建設されているところである）という英語は、今日では〈be 動詞＋being

＋過去分詞〉（進行相の受身）という形を用いて、The house is being built.のように表わされるだろう。

しかし、この表現形式は 18 世紀の終わり頃になってできたものだと言われている。OED によると最初

の確かな例は Robert Southey（1774～1843）が 1795 年に記した手紙の中に発見できるということだ。

これより以前、すなわち初期近代英語（Early Modern English：1500 年～1750 年頃）の時期には、

The house is building.という形が受身の意味に用いられていた。この形は、The house is on building.
から発達したことは前頁で述べた通りであるが、この形がどうして受身を表わすかは次のように説明で

きる。例えば、He is on hunting. が He is hunting. となっても、hunt の能動的な意味は変わらず、

He is in the course of hunting.（彼は狩りをしている最中である）となるが、The house is on building. 
が The house is building. となると、The house is in the course of building.（建設の最中）つまり（建

てられているところ）という受身の意味を生むことになったと考えられる。しかし、これでは形と意味

が一致しないということで、〈be 動詞＋being＋過去分詞〉という形が使われるようになった。ところ

が、この新しい形は評判が悪く、広く認められるようになるまでに相当の年月を要したようである。今

では〈be 動詞＋being＋過去分詞〉の形が普通になり、進行形で受身を表わす用法は限られた表現で残

っているにすぎない。尤も、「その家は建設中である」を表わす最も普通の英語は、The house is under 
construction.であろう。 
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