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はじめに
本稿の目的は文要素の意味役割からなる新たな文型を提起することである。すなわち英文
を文要素の主語、動詞、目的語そして補語の代わりに、動作主、受動者/対象、経験者、道
具などの意味役割用語で説明することを目的としている。意味役割用語からなる新五文型は
文法用語の五文型の前に位置づけるか、または五文型を説明する補助手段であるとする。
文要素を意味役割用語から指導する方法はまだ確立していない。文部科学省の学習指導要
領では五文型についての説明がなされているが、文要素の意味役割について何も触れていな
い。意味役割からの用語は大学の「英語学概論」で主に説明されているだけである。意味役
割に使用される用語は、英語学を履修した学生にしか理解されない専門の文法用語なのであ
る。しかし英語教育の立場から意味役割の用語を説明している研究書がすでに出版されてい
る。
１

本稿は意味役割用語からの五文型を普及させことを目標にしている。これまで意味役割を
表わす様々な用語が提起されている。本稿はそれぞれの用語の範囲と使い方を明確にする。
１

五文型の問題
荻野俊哉は五文型が学習者に英語の語順への意識を芽生えさせる、英文解釈に役立つ、そ

して英語の発信に役立つと述べている 。五文型には批判もあるが、現在もこれが使用され
２

ている理由はこのためである。
英語と日本語は多くの点で違いがあるため、学習者はきわめてその習得が困難である。本
稿は特にその語順に注目する、なぜならば日本語の語順は文末が固定されている点を除いて
かなり自由であるのに対して英語の語順は固定されているからである。語順の拘束がない日
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本語とそれが固定されている英語を対比し、そしてそれぞれの特徴を明確にする方法として
我が国では英語の五文型が重視された。五文型は初心者に英語の理解を補助する手段として
今日でも役立っている。
五文型は文法用語の主語、述語動詞、目的語そして補語から構成され、これらは文の主要
素と呼ばれている。述語動詞はその影響を与える場合に目的語が必要となる。補語は主語と
目的語の性質、状態などを説明する語として存在している。
そして英語の場合、主語は動詞の前にある語句として位置づけられ、動詞のあとに目的語
または補語が来ると説明されている。
１-１

英語と日本語の語順

Mary hit John in the garden yesterday.
この和訳は次である 。
３

a．昨日（「時を示す状況語句」
）
b．庭で（「場所を示す状況語句」
）
c．メアリーが（いわゆる「主語を示す語句」
）
d．ジョンを（
「目的語を示す語句」
）
e．なぐった（
「述語動詞」
）
日本語ではa.からd.までの語句のうち、e. の「述語動詞」を一番最後に置く以外すべての
語句をどの順番でならべることも可能である、英語の場合は「主語+動詞＋目的語」の語順
を厳格に守る必要がある。すなわち日本語は自由な語順である、それに対して英語は特定の
語順を守る必要がある、という特徴がある。
また英語と日本語の語順は鏡像関係になっている 。英語の場合に副詞類は「様態＋場所
4

＋時間」であるが、日本語は「時間＋場所＋様態」となる。すなわち日本語で「メアリー
が」を先頭に移動させれば、述部の語句はすべて鏡像関係になる。例文では様態がないが主
語を挟んで次のようになる。
Mary

hit

John

in the garden

yesterday.

１

２

３

４
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メアリーが

昨日

庭で

ジョンを

なぐった。

４

３

２

１

このように英語と日本語における語順の逆関係は学習者に大きな混乱をもたらしている。
そのため五文型による英語の語順指導は学習者に大きな指針になると思える。
Mary hit John in the garden yesterday の文は第三文型のS+V+Oとして説明されている。
「メアリーが」は「～が」または「～は」と言えることから主語で、
「なぐった」は動作を表
わしているので動詞、そして「ジョンを」は「～を」と言えることから目的語となる。
学校では英文の先頭にあって「～が」または「～は」に該当する語が主語で、次に来るの
が動詞それから「～を」に該当する語が目的語で、そして主語または目的語を説明するのが
補語と説明されている。
しかし学習者にとってこれらの説明では十分に英語を理解できない恐れがある。なぜなら
ば学習者は最初から文法関係の用語である主語、動詞、目的語そして補語を考慮しないから
である。
１-２

主語の省略

さらに英語と日本語を対比した場合に大きな違いが多数ある 。その違いは日本語が
5

S+O+V型であり、英語はS+V+O型であることから生まれる 。日本語は主語がよく省略さ
6

れることがある。次の例は、英語では主語が省略されないのに対して、日本語では省略され、
そして「星が」が主語のように表現される。
I see several stars.（星がいくつか見える。
）
英語では「持っている」をよく使うhave言語で、日本語では「ある・いる」を表現する
be言語である。
I have two children. （
（私には）子供が二人います。
）
ここで（私には）が後景に退き発話しない場合がある、つまり英語における主語の「I（私
は）」が日本語で省略されるのである。have言語である英語はあるものを目的語化する傾向
がある。
英語では「無生物主語」がよく使われることも日本語と大きな違いである。また「無生物
主語」は日本語において副詞的に訳さなければならない。したがって英語と日本語の主語が
大きな違いとなって現われる。
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教室において英文は最初に英語的な日本語訳が示され、それから日本語らしい訳へと修正
される、ここで英語と日本語との大きな違いが指摘されるのである。学習者は英語の単語と
日本語の単語とかが一対一に対応せず、また語順の違いそして主語の省略などで多くの混乱
を覚える。
１-３

意味役割用語からの文要素

次はすべて第三文型の文である 。すなわちこれらの文はすべてが主語＋動詞＋目的語の
7

構造である。
（１） The police caught the thief. （警察は泥棒を捕まえた。
）
（２） I have two sisters. （私には二人の姉がいる。
）
（３） He resembles his mother. （彼は母に似ている。
）
（４） The meeting lasted two hours. （会議は二時間続いた。
）
（５） John painted a picture in the garden. （ジョンは庭で絵を描いた。
）
（６） John saw a snake in the garden. （ジョンは庭で蛇を見た。
）
それぞれの文は主語と目的語における役割が大きく異なっている。
（１）のthe police（警
察は）という主語は行為者、caughtは行為、そしてthe thief（泥棒を）は目的語で行為の目
標を表わしている。すなわち（１）は典型的な第三文型の文で「～は

～を

～する」と訳

せ、「行為者─行為─目標」という意味構造が認められる。しかし他の文は第三文型の文で
あるにもかかわらず、そこに「～は

～を

～する」と「行為者―行為―目標」という意味

構造を認めることができない。
（２）の主語はI（私には）で、目的語はtwo sisters（二人の姉を）で、動詞はhave（い
る）である。I（私のところには）はtwo sisters（二人の姉）がいるという意味を表わす、
two sisters（二人の姉を）は主語のI（私は）と関係しているが、動詞のhaveは（持ってい
る）と表現ができなく、
（いる）となるので対象者である。つまり（２）の主語＋動詞＋目
的語は、「場所＋have（いる）＋対象者」となる。この場合は「～には

～がいる」となる。

（３）の主語はHe（彼は）で、「母に似ている」との関係で受動者役割を担っている。な
ぜならばHe（彼は）はhis motherに対して動作行為をしていないからである。すなわち動
詞のresemblesは（似る）を意味しhis motherに影響を与えない、それでhis motherは主語
の対象役割である。これは「行為者─行為─目標」の行為を及ぼさない意味構造で「～は
～に

～ている」と自動詞的に訳さなければならなくなる。

（ ４） の 主 語 は The meeting で、 動 詞 が lasted で、 目 的 語 が two hours で あ る。The
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meetingは出来事でtwo hoursは時間を表わす。この文は「出来事＋動作行動＋時間」の意
味構造になる。
（５）と（６）は第三文型であるが主語の役割が異なっている。
（５）の主語であるJohn
は典型的な動作主であるが、
（６）の主語であるJohnは庭にいたら偶然蛇を見たという非意
図的な動作が述べられていることから「経験者」の意味機能が与えられる。目的語について
もそれぞれ異なっている。（５）の目的語であるa pictureは「描く」という行為の結果初め
て存在するもので、
「結果」の意味機能を持つ。これに対して（６）のa snakeは初めから存
在していたため、Johnは視覚の「経験者」である。
（５）は「動作主＋動作行動＋結果」に、
（６）は「経験者＋視覚行動＋対象物」の意味役割構造になる。
次の（７）は第一文型で（８）
、
（９）と（10）は第三文型の文である、しかし意味は大体
同じ文の例である。それぞれ主語は異なっているが各項の関係はほぼ一定である。
（７） The door opened. （ドアは開いた。
）
（８） John opened the door. （ジョンはドアを開けた。
）
（９） A key opened the door. （鍵によってドアは開けられた。
）
（10） John opened the door with a key. （ジョンは鍵でドアを開けた。
）
（７）の主語のthe doorは誰かが開けた、という動作を前提としているので意味的には対
象物である。これは「対象物＋動作行動」という文型になる。
（８）の主語は動作主で、the
doorは対象物である。これは「動作主＋動作行動＋対象物」という文型になる。
（９）の主
語であるa keyは道具でthe doorは対象物である。これは「道具＋動作行動＋対象物」とな
る。（10）の主語は動作主でthe doorは対象物でwith a keyは道具である。これは「動作主＋
動作行動＋対象物＋道具」となる。
このように各語句の意味役割が示されることによって、英文の構造つまり、語順がより具
体的になり主語とは何かまた目的語とは何かが学習者に理解されるようになる。
２ 意味役割用語の検討
２-１

意味役割用語の選択

本稿は意味役割の用語からなる新たなる五文型の作成をめざすものである。そのような試
みとして、すでにQuirk et al. によって七文型と対応した意味役割の文型が示されているの
で、したがって本稿はQuirk et al. による意味役割の用語を主に使用して議論を進める。
これまで文法構造からの五文型の問題点を指摘したが、意味役割の用語からなる新しい五
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文型を作成するには多くの困難もある。なぜならばこれまで提起された意味役割の用語はそ
れぞれの定義が定まっていず、その数も一定でない。しかし本稿は新五文型の作成をめざす
立場から、Quirk et al. の用語と文型を中心に分析を進める、理由はQuirk et al. だけが文型
と意味役割の用語とを結び付けているからである。
したがって、本稿の意味役割用語とQuirk et al. の用語とは類似している。本稿の意味役
割の用語は次である。

表１
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑪
⑫

２-２

本稿の意味役割用語

動作主（agent）
受動者（patient）/ 対象（theme）
経験者（experiencer）
道具（instrument）
外的動因主（external causer）
場所（location）
位置保持者（positioner）
結果（resultant）
時間（temporal）
出来事（eventive）
属性（attribute）（同一認定、特徴づけ）

意味役割用語の対比

次にQuirk et al.のA Comprehensive Grammar of the English Language、安藤貞雄の『現代
英文法講義』そして村田勇三郎・成田圭市の『英語の文法』によって提起されている意味役
割の用語を対比することにする（表２）
。
表２

意味役割用語の対比

Quirk et al.説

安藤説

村田・成田説

動作主（agentive）
被動主（affected）
受領者（recipient）

行為者 / 動作主（actor）/（agent）
受動者 / 対象（patient）/（theme）
受領者（recipient）
受益者（benefactive）
経験者（experiencer）
道具（instrument）
動因（causer）

動作主（agent）
受動者（patient）

場所（location）
結果（resultant）

場所（location）

経験者（experiencer）
道具（instrument）
外的動因主（external causer）
位置保持者（positioner）
場所（locative）
結果（resultant）
時間（temporal）
出来事（eventive）
支えit（
（prop）it）
同族目的語（cognate）
属性（attribute）

起点（source）
着点（goal）
命題（proposition）
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受益者（benefactive）
経験者（experiencer）
道具（instrument）
原因（causer）
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①

動作主（agent）
Quirk et al. によると動作主は動詞によって表された出来事を誘発したり、引き起こした

りする参与項（行為を行う人 ）で生命のあるものとしている。これは通常主語のところに
位置して、主語の意味役割の典型をなす 。
8

Margaret is mowing the grass.（マーガレットは芝を刈っている。
）
動作主
受動文でこの役割はby句によって示される。
②

受動者（patient）または対象（theme）
受動者（patient）または対象（theme）に関する類似の用語が多数提起されている。それ

らには被動主（affected）と受領者（recipient）
、受動者（patient）/ 対象（theme）
、受領
者（recipient）
、受益者（benefactive）などがある。本稿は受動者（patient）または対象
（theme）をこれらの用語の代表とした（表２参照）
。
これらの用語が指しているのはすべて動作に直接かかわってその作用や影響を受ける対象
である。これらは直接目的語の典型的な意味役割であるが、主語にもなる。受動者が主語に
なるのは意思が含まれない場合である。本稿はこれらの代表を受動者（patient）または対
象（theme）とした。安藤の考えは受動者（patient）を含めた意味で対象（theme）を使用
「受動者」
している 。本稿はさらに下の例のように受動者（patient）が生命のない物ならば、
9

を「受動物」と表現し、
「対象」が具体的に「対象者」または「対象物」とした。
James sold his digital watch yesterday.（ジェイムスは昨日デジタル時計を売った。）
受動物
The pencil was lying on the table.（鉛筆はテーブルの上に横たわっていた。
）
受動物
③

経験者（experiencer ）

Quirk et al.（1985）の本文には、経験者（experiencer）の項目がなく、注でそれが示され
ているだけである 。また本文に掲載されている意味役割の表の中にも経験者（experiencer）
10

が な く 、 そ の 後 に 出 版 さ れ たGreenbaum（2009） のA Student’s Grammar of the English
11

Languageで「受容者と経験者主語」の項目では経験者（experiencer）が述べられている 。
12

安藤は経験者（experiencer）を「ある心理状態を経験する人」と説明している 。村田・
13

成田はこれを「ある動作や状態を非意図的に経験するもの」と定義している 。
14
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Quirk et al. は経験者を次のよう説明している 。知覚動詞のsee、hearなどは経験者主語
15

を要求する、しかしlook at、listen toなどは動作主主語を要求する。また知覚動詞のtaste、
smell、feelなどは動作主主語と経験者主語の両方を要求する。これに関して村田・成田の例
を見ると、次になる 。
16

John hears music.（ジョンは音楽を耳にする。
）
経験者
John listens to music.（ジョンは音楽に耳を傾ける。
）
動作主
さらに安藤は経験者が心理状態を経験する人を表す、とも述べている 。安藤の例は次で
17

ある。
Mary was happy / sad.（メアリーは幸せだった / 悲しかった。
）
経験者
この文型は一般的に「経験者＋好悪行動＋対象」となる。
I like apples.（私はりんごが好きだ。
）
経験者
以上のように主語が経験者主語になるかそれとも動作主主語になるかは、その動作が意図
的か否かによって決まる。経験者主語は意図的に働きかけることがなく、目的語となる対象
から影響を受ける存在でもあるため、動作主と区別される。また経験者主語は対象からの影
響を受けることから受動者主語とも言える。受動者主語が知覚動詞、好悪動詞を要求した場
合、それは経験者主語に限定される。
④

外的動因主 （external causer ）
これはQuirk et al. の（external causer）と同じ用語であるが、安藤の「動因（causer）
」

と村田・成田の「原因（causer）
」も同じ意味である。Quirk et al. はこれを意図せずして出
来事の原因となったもの（それは一般に生命のないもの）であると述べている 。これは主
18

語のところに位置して、文法的には無生物主語とも呼ばれている。
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The avalanche destroyed several houses.（雪崩によって家は数軒破壊された。
）
外的動因主
⑤

道具（instrument ）
道具（instrument）役割は、動作主がある動作を行ったり、ある過程を引き起こしたりす

るのに使う物（一般に生命のないもの）である。これは主語になるが、直接目的語にもな
る 。
19

The computer has solved the problem.（コンピュータによってその問題は解決された。）
道具
意味役割の「道具」は対象物から独立した用語で、動作主が何かを引き起こすために使用
する対象物を道具と呼んだのである。
⑥

場所（location）
次に場所（location）の意味役割について検討する。本稿は場所役割という用語を使用し

ている、なぜならばこれは容易に判断できるからである。これに関してQuirk et al. は位置
保持者主語（positioner subject ）
、場所主語（locative subject ）そして場所目的語（locative
object ）の用語を使用している 。次の場所主語（locative subject ）は場所名が明確な場合
20

に使われる。その例は次である。
Los Angles is foggy.（ロサンゼルスにもやが立ち込めている。
）
場所
Los Anglesはbe動詞が表す状態の影響をうける対象であるが、明確な場所を示している
のでこの対象は簡単に場所役割となる。したがって場所役割は対象役割が場所を表わしたも
のである。
Quirk et al.はwalk、swim、pass、jump、turn、leave、reach、surround、ross、climbな
どの動詞が場所目的語を持つと述べている 。
21

She swam the river.（She swan across the river.（彼女は川を泳いで渡った。
）
）
場所
次にQuirk et al. はhave、own、possess、benefit（from）などの動詞が受動者役割の主語
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を持つと説明している 。その例が以下である。
22

Mr. Smith has given his son a radio. （スミスさんは息子にラジオを与えた。
）
受動者
［So now his son has a radio.］
（それで今息子はラジオを持っている。
）
受動者
受動者his sonが物である a radio を持っている場合、動作主との区別が困難である。しか
しhis sonを場所役割とすると理解ができる。
So now his son has a radio.
場所役割＋がある＋物（対象物）
⑦

位置保持者（positioner）
Quirk et al. は人間名詞が自動詞のsit、stand、lie、live、stay、remainその他、および他

動詞のcarry、hold、keep、wearなどの主語に立つ場合を、位置保持者主語と呼んだ 。位
23

置保持者（positioner）の例は、次である。
I have lived in London most of my life.（私は人生のほとんどをロンドンで暮らした。
）
位置保持者
また対象者より位置保持者としたほうがよい例は以下である。
Max is in Africa.（マックスはアフリカにいる。
）
対象者
安藤はマックスがアフリカにいる状態であることから彼を対象者としたが 、マックスは
24

アフリカにいる位置保持者としたほうが理解しやすい。
本稿では主語の位置に対象者がその居場所を明確に示されている場合に、対象者を位置保
持者とした。すなわち主語にある対象者が細かく分類されたものが位置保持者と位置づける。
⑧

結果（resultant）

「結果」（resultant）役割はQuirk et al. と村田・成田 だけが述べている。これはすなわち
25

26

動詞によって示された行為によってのみ産出物が存在するものである。
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I’m digging the ground.（私は地面を掘っています）
  対象物
この対象物であるthe groundに動作主は働きかけているのである。
I’m digging a hole.（私が掘っているのは穴です。
）
結果
この文はa holeが出来るのを目指して動作主が働いていることを表わしている。このよう
に対象役割と結果役割とが異なる場合がある。
⑨

時間（temporal）
時間（temporal ）役割はこれまで取り上げた中でQuirk et al. だけが主張している 。安
27

藤、村田・成田は述べていない。本稿は時間役割を採用している、なぜならば時間それ自体
が簡単に理解されるからである。時間を示す時間役割は明確である。
Yesterday was a holiday.（昨日は休日でした。
）
対象＋である＋同一認定
「対象」とするより「時間」役割とするほうが明解である。Quirk et al. の「対象＋である
＋同一認定」は「時間＋である＋同一認定」となる。時間役割は主語の対象役割を具体化し
たものである。
⑩

出来事役割
出来事（eventive）役割もQuirk et al. だけが主張している 。安藤、村田・成田は述べて
28

いない。本稿は出来事役割を採用している。時間役割と同様に明確に理解されるからである。
次がその例である。
The match is tomorrow. （その試合は明日です。
）
  対象
「対象＋である＋時間」より「出来事＋である＋時間」と表した方が適切である。
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２-３

意味役割用語の位置づけ

これまで本稿の意味役割用語をQuirk et al.、安藤貞雄そして村田勇三郎・成田圭市の用語
と対比してきた。
意味役割用語は主語位置にある動作主、受動者、経験者、場所など、目的語位置にある受
動者 / 対象、結果、道具などそして補語にある属性から成り立っているということが理解
できる。したがって意味役割用語は英語で頻繁に使用される主語＋動詞＋目的語の構文から
生まれたとも言える。最初に人間である動作主が定義され、そしてこれに対するものすべて
が受動者 / 対象となったのである。次に最も範囲の広い受動者 / 対象から様々な用語が派
生した。例えば経験者、道具などがそれである。そして最後に主語＋動詞＋補語の構文から
補語が属性になったのである。
以上のことから最も中心となる文型は動作主と受動者 / 対象からなるものである。
３意味役割用語からの五文型
３-１

補語について

安藤は補語が項でなく述語の一部で、意味役割を持っていないと述べている。安藤は主語
と補語の関係を「意味関係」として説明している 。そのため安藤のこの考えから、補語を
29

含む文は基本五文型をなさないことになる。
Quirk et al. は主語補語と目的語補語が人や物の本来備えている「属性」と説明してい
る 。本稿は意味役割用語から新しい文型を作成することを目的にしているためQuirk et al.
30

と同じ立場にある。
例えば、次の文は、
He turned traitor.（彼は裏切り者になった。
）
従来の考え方で第二文型に属するが、安藤の説では意味役割からの文型が作れないことに
なる。本稿とQuirk et al.から、この文は意味役割から「動作主＋になる＋結果属性」となる
文型である。
ここでは補語について分析をしてみる。Quirk et al.によると補語には次のような属性、す
なわち同一認定属性と特徴づけ属性があると述べている。同一認定属性の例は次である。
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Kevin is my brother.（ケヴィンは私の兄です。
）
対象者＋である＋同一認定属性
特徴づけ属性の補語は、主語または目的語の性格、性質などを特徴づける属性を有してい
る。
Martha was a good student.（マーサは良い学生です。
）
対象者＋である＋特徴づけ属性
さらにQuirk et al. は補語の属性に「現在の状況」をそのままを表わしているものと、「出
来上がった結果または産物」の意味があるものとを説明してしている。
He’s my brother.（彼は私の兄です。
）
対象＋である＋現在の状況属性
また補語には動詞で表現された出来事の結果として生まれたものつまり結果属性がある。
We became restless.（我々は落ち着きがなくなった。
）
動作主＋なる＋結果属性
Quirk et al. は補語の意味役割を「属性」としているが、本稿は補語を具体的に同一認定
属性と特徴づけ属性と呼び、さらにこれらを細かくして現在の状況属性と結果属性とにした。
このことによって新しい五文型の形成が可能となる。
３-２

Quirk et al. の七文型

Quirk et al.（1985:754）は彼らの本にある表10.33で、七文型とこれに対応する意味役割の
用語からなる文型を示している 。
31

この表は我々に多くの示唆を与えている。本稿はこの表を踏まえている。
こ の 表 に お い てS+V+Cに 対 す る 意 味 役 割 の 型 は 六 つ、S+V+Aは 四 つ、S+Vは 五 つ、
S+V+Oは十三、S+V+O+Cは四つ、S+V+O+Aは四つそしてS+V+O+Cは三つ示され、表
10.33には、合計三十九もの意味役割の型がある。
本稿はQuirk et al. の三十九もの意味役割の型に対して文法用語の五文型と一対一に対応
する中心的な意味役割の文型を提案する。これは動作主、受動者／対象者が使われる文型を
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中心にした。Quirk et al. のS+V+Oに対する意味役割の文型は十三もあるが、本稿は「動作
主＋作為行動＋対象物」を代表にした。
３-３

新しい五文型

これまでの意味役割用語とQuirk et al. の七文型の検討から、次の表３のような新しい五
文型が出来る。ここではこれらの五文型を検討することにする。
表３

意味役割用語からなる新五文型

新しい第一文型＝「動作主＋動作行動」型
新しい第二文型＝「対象者＋である＋特徴づけ属性」型
新しい第三文型＝「動作主＋作為行動＋対象物」型
新しい第四文型＝「動作主＋授与行動＋受動者＋対象物」型
新しい第五文型＝「動作主＋作為行動＋対象者＋同一認定属性」型

新しい五文型は①文法用語からなる五文型と一対一に対応する形をとり、②文法用語に基
づく五文型を補助するために作成される。
ここではQuirk et al. による表10.33から例文をとり、安藤貞雄の『英語の文型』からそれ
ぞれの文型の特徴を参考にしながら意味役割用語からなる新しい五文型を作成した。
①

新しい第一文型＝「動作主＋動作行動」型
第一文型の文法構造は「主語＋自動詞」で、そこに使われる一項動詞の項構造はV（x）

となり「xはVする」という意味を表わす。
He
意味役割

is working. （彼は働いている。
）

動作主＋動作行動

以上のように意味役割からなる第一文型は「動作主＋動作行動」型となる。
② 新しい第二文型＝「対象者＋である＋特徴づけ属性」型と「動作主＋になる＋特徴づけ
属性」型
第二文型の文法構造は「主語＋自動詞＋補語」と表現される。項構造は C（x）で「x は
Cである / になる」である。代表的な例文の意味役割の構造は次である。
She
意味役割

is

happy.（彼女は幸せである。
）

対象者＋である＋特徴づけ属性
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または

経験者＋である＋特徴づけ属性
He

意味役割

turned

traitor.（彼は裏切り者になった。
）

動作主＋になる＋結果の特徴属性

このように意味役割からなる第二文型は「対象者＋である＋特徴づけ属性」型または「経
験者＋である＋特徴づけ属性」型と「動作主＋になる＋特徴づけ属性」型である。
③

新しい第三文型＝「動作主＋作為行動＋対象物」型
第三文型の文法構造は「主語＋他動詞＋目的語」で、ここの動詞は二項動詞として、V

（x,y）と表わされ「xはyをVする」の意味になる。
He threw the ball.（彼はボールを投げた。
）
意味役割
④

動作主＋作為行動＋対象物

新しい第四文型＝「動作主＋授与行動＋受動者＋対象物」型
第四文型の文法構造は「主語＋他動詞＋間接目的語+直接目的語」で、主語のほかに二つ

の目的語をとる三項動詞を有している。この文型の動詞は授与動詞の名称を与えられていて、
基本はgive（x, y, z）
「xがyにzを与える」とbuy（x, y, z）
「xがyにzを買ってあげる」であ
る。
I bought her a gift.（私は彼女に贈り物を買ってあげた。
）
意味役割
⑤

動作主＋授与行動＋受動者＋対象物

新しい第五文型＝「動作主＋作為行動＋対象者＋同一認定属性」型
第五文型の文法構造は「主語＋他動詞＋目的語+補語」で、目的語と補語とには主述関係

がある。この文型は他動詞で主に作為動詞が代表である。
He declared her the winner.（彼は彼女を勝者と宣言した。
）
意味役割

動作主＋作為行動＋対象者＋同一認定属性

おわりに
本稿はQuirk et al. の表10.33を踏まえて意味役割用語からなる五文型を提起してきた。本
稿は意味役割用語が教育で使用されるべきだと考えている、なぜならば意味役割用語からな
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る文型は文法用語の文型よりわかりやすいため、これが学習者の英語理解を助けると思われ
るからである。
しかし意味役割の用語は普及していないのが現実である。というのは意味役割用語の数が
定まっていなく、その数も変化しているからである。言語研究者は独自性を出すために新し
い用語を創造したり、それにこれまでと違う役割を与えたりしている。この結果、英語理解
に有用なのに学習者にこれらの用語が使用されていないのである。学習者は用語が簡単であ
るにかかわらず、これらを難しいと感じている。したがって本稿はこれまでの意味役割用語
を検討し一定の解決方法を提唱した、しかし多くの問題点も明らかになった。
その一は意味役割用語の定義が問題であった、特に本稿で受動者（patient）と対象
（theme）とを同じ意味として扱ったことである。今後これらの定義を明確にする必要があ
る。その二は意味役割用語が多くあるためその文型も多数作られる、逆にこれらの多くの文
型が学習者を混乱させるのでないかという問題である。その三は二との関係で、これまでの
五文型と一対一に対応する意味役割用語からなる文型を提唱したことである。多様な意味役
割用語からなる多くの文型を、これから網羅的に検討する必要があると思われる。
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On the semantic roles of obligatory constituents in a sentence
NITTO，Etsuo
The purpose of this study is to establish new sentence patterns using the terms of
semantic roles. We have sets of patterns in English, from traditional grammar. New
sentence patterns focus on supporting the old ones.
The older sentence patterns compose obligatory constituents of a sentence, which are
subject（S）,verb
（V）
, object
（O）and complement
（C）
. These grammatical terms of English,
however, are hard for Japanese beginners, because English and Japanese languages have
different systems.
This paper tries to use terms of semantic roles instead of grammatical ones. In addition
to this, the paper attempts to relate meaning terms to the traditional five sentence
patterns. The semantic roles are unique functions which entities hold in a situation.
The main terms describing the semantic roles are the‘agent’
, the instigator of an
action, and the‘theme’
, the role of the affected entity. We also have the‘experiencer’
,
the‘instrument’
, the‘external causer’and so on. They are all simple daily words so that
everyone understands.
The new sentence patterns are comparable to the traditional ones. The following
sentence, however, can be described according to new and traditional sentence patterns:
The police caught the thief.
In light of the traditional one, the construction of the sentence is‘Subject + Verb +
Object’. According to the new one, it is‘Agent + Action + Theme’
. The idea is mainly
based on‘Table 10.33 Semantic roles’in Quirk et al. A Comprehensive Grammar of the
English Language（1985:754）
. It will be evident how easily the new pattern description
helps the learners to understand that the basic structure of the sentence is based on
concrete, intuitively understandable terms.
In view of the fact that most teachers of English hesitate to use the terms of the
semantic roles, there are too many of them and some appear unfamiliar. This paper
recommends using fewer numbers of descriptive terms.
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