
≪Lesson 5≫ 受動態の否定文＆疑問文 

【受動態の否定文】 

作り方は、非常に簡単。なぜなら、受動態は be動詞の文と同じ扱いになるため、否定文は be

動詞の後に “not” を足せば完成となるからです。 

【受動態の否定文：基本的な形】 

主語 ＋ be 動詞 ＋ not ＋ 過去分詞 ＋ ～. 

（「主語」は、～されていません／～されるわけではありません） 

〈am 以外の be 動詞の場合は、be 動詞と not の短縮形を使うことも可〉 

＜例＞ This book was not (wasn’t) written by him. （この本は、彼によって書かれたわけではありません）     

This machine is not (isn’t) used.          （この機械は使われていません） 

【受動態の否定文：作り方】  

ステップ①：受動態の肯定文を作る。  

ステップ②：「be 動詞」の後ろに“not”を足す。 

（am 以外の be 動詞の場合は、be 動詞と not の短縮形を使うことも可） 

＜例 1＞「この本は、彼によって書かれたわけではありません」 

        ステップ①：受動態の肯定文を作る。  

「この本は、彼によって書かれました」 

     This book was written by him.               

ステップ②：「be 動詞」の後ろに not を足す。 

     This book was not (wasn’t) written by him.       

＜例 2＞「この機械は使われていません」 

ステップ①：受動態の肯定文を作る。 

「この機械は使われています」  

     This machine is used.                       

ステップ②：「be 動詞」の後ろに“not”を足す 

      This machine is not (isn’t) used.              

 

 



【受動態の疑問文】 

 そして受動態の疑問文は「～されるのですか？」という意味になります。こちらも、非常に

簡単。なぜなら、受動態の疑問文も be 動詞の疑問文と同じ扱いになるため「肯定文の be 動詞を

先頭に持ってきて、最後を？にする」だけで完成です。 

【受動態の疑問文：基本的な形】 

be 動詞 ＋ 主語 ＋ 過去分詞 ＋ ～？ 

（「主語」は、～されるのですか） 

＜例＞ Was this library built last year？   （この図書館は、去年建てられたのですか）      

Were those books written by him？ （あれらの本は、彼によって書かれたのですか） 

【受動態の疑問文：作り方】 

    ステップ①：受動態の肯定文を作る。  

ステップ②：「be 動詞」を先頭に持ってきて、最後を？にする。 

＜例 1＞ 「この図書館は、去年建てられたのですか」 

ステップ①：受動態の肯定文を作る。  

「この図書館は、去年建てられました」  

      This library was built last year.            

ステップ②：「be 動詞」を先頭に持ってきて、最後を？にする。  

      Was this library built last year?           

＜例 2＞「あれらの本は、彼によって書かれたのですか」 

ステップ①：受動態の肯定文を作る。 

「あれらの本は、彼によって書かれました」 

      Those books were written by him.           

ステップ②：「be 動詞」を先頭に持ってきて、最後を？にする。  

      Were those books written by him?          

 

【受動態の疑問文：答え方】  

Yes, 代名詞 + be 動詞.     or       No, 代名詞 + *be 動詞 not .  

*be 動詞が am 以外の場合は、be 動詞と not を短縮した形を使うのが一般的。 

 



＜例＞ Was this library built last year? 「この図書館は、去年建てられましたか」 

Yes, it was.     or     No, it wasn’t.（No, it was not.） 

Were those books written by him? 「あれらの本は彼によって書かれたのですか」 

Yes, they were.     or     No, they weren’t.（No, they were not.） 

 

【疑問詞のつく疑問文】 

 Where/ Why などの「疑問詞」が受動態の疑問文に足される場合も、 be 動詞の疑問文と同じ

扱いになる。 

【疑問詞＋受動態の疑問文：基本の形】 

疑問詞 ＋ be 動詞 ＋ 主語 ＋ 過去分詞 ＋ ～? 

＜例＞ When was it made? （それはいつ作られたのですか？）      

【疑問詞＋受動態の疑問文：作り方】  

ステップ①：疑問詞の部分（いつ、など）に同じ種類の“適当な単語”を入れて疑問文を作る。  

ステップ②：入れた“適当な単語”を“疑問詞”に戻す。  

ステップ③： “疑問詞”を文の先頭に持ってくる。 

＜例 1＞ 「それはいつ作られたのですか？」  

ステップ①：疑問詞の部分（いつ）に同じ種類の“適当な単語”を入れて疑問文を作る。 

「それは昨日作られたのですか」  

         Was it made yesterday?          

ステップ②：入れた“適当な単語”を“疑問詞”に戻す。  

        Was it made when?               

ステップ③： “疑問詞”を文の先頭に持ってくる。 

        When was it made?               

 

 

 

 

 

 

 



【主語をたずねる疑問文】 

 そして「誰が～？」「何が～？」といった、主語をたずねる疑問文の場合には、疑問詞を主

語とした肯定文の形になります。 

【主語をたずねる受動態の疑問文：基本の形】 

疑問詞 ＋ be 動詞 ＋ 動詞の過去分詞 ＋ ～? 

＜例＞ What was written on the wall?  –Her *message was .      

（何が、壁に書かれていたのですか―彼女のメッセージでした） 

 

【主語をたずねる疑問文：作り方】  

ステップ①：疑問詞の部分（何）に同じ種類の適当な単語（3 人称・単数）を入れて肯定文を作る。  

ステップ②：入れた適当な単語を“疑問詞”に戻し、最後を“？”にする。 

 

＜例＞「何が、壁に書かれていたのですか」  

ステップ①：疑問詞の部分（何）に同じ種類の適当な単語（3 人称・単数）を入れて肯定文を作る。

「彼女のメッセージが、壁に書かれていました」  

      Her message was written on the wall.          

ステップ②：入れた適当な単語を“疑問詞”に戻し、文の最後を“？”にする。  

      What was written on the wall？              
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