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Chapter.6 関係詞 

Chapter.6 のテーマ演習 

★ 下線部について文法上一語取り除かなくてはならない語を示しなさい。 

Consider a jigsaw puzzle. One unlikely way to approach such a puzzle 

would be to look very hard at a piece and to try to decide by thinking alone 

whether it will fit in a certain location. Our actual practice, however, 

employs a mixed method in itself which we make a rough guess and then 

physically try out the piece to see if it will fit.  

                           （東大） 
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=６．関係詞= 

〔Ⅰ〕関係詞の概観 

関係詞にはダブルの働きがある 

 

 

 

 

 

 

 

関係詞は、① 名詞を説明する節を率いる。つまり形容詞（名詞

を説明するから）の役割を果たす文構造を名詞と結びつける。② 

この説明を受ける名詞(先行詞)は、もともとこの節中に在ったも

ので、パズルのピースのようにこの節（この章では元文と呼ぶ）

のどこか収まるようにできている。 

②の名詞（先行詞）の元文の中での役割を明示するという言語

システムが日本語にはないために、日本人は、この用法を間違い

やすい。また関係代名詞と関係副詞の用法の違いも間違いやすい。

こういった点に特に注意しながら、取り組んでみよう。 

【１】関係詞の働き① 

 

 

 

 

 

形：先行詞←関係詞＋【 文 】 

先行詞となる名詞は、関係詞によって率いられる文に 

 よって説明される。つまり関係詞節は、形容詞（名詞を 

 説明する）節(文構造を持つ)なのである。 
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【２】関係詞の働き② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■解説：例えば 

１）S+V+O「S が O を V する」という文がある。この O をこ

の文から説明するとすると「S が Vする O」になるが、英

語では O を前にとばし、先行詞とする。で、元文で O（目

的語）であったことを示すために関係代名詞を用いて結び

つける。 

O 関係代名詞<S+V>となる。 

 （先行詞） 

 

●関係詞は先行詞が元の文の中でどんな位置、役割、形 

であったかを示す記号である。 

●関係代名詞の働き：先行詞が元文で S,O,C or前置詞の目的

語 Opのどれか（名詞の役割）であったことを示す。 

 先行詞＝人かつ元文で S → who 

先行詞＝人かつ元文で O → whom 

先行詞≠人かつ元文で S,O,C,Op→ which(that) 

  

●関係副詞の働き：先行詞が場所、時、理由を示し、かつ元

文で前置詞＋先行詞の形で副詞句であったことを示してい

る。ただし、先行詞として前に出るときにその前置詞は消

えている。 

●前置詞＋関係代名詞：元文において前置詞＋先行詞の形で

存在していたことを示している。 
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２）元の文が S+V+O 前置詞＋Op という形で、Op をこの文か

ら説明するとすれば、Opを先行詞として前に飛ばし、元文

で前置詞+Op の形だったことを示すために、前置詞+関係

代名詞の形で元文と結びつける。 

Op +前置詞+関係代名詞<S+V>となる。  

  (先行詞) 

３）元文が S+V+O 前置詞+Opで、前置詞+Opを、副詞句であ

ると認識し Opは場所、時、理由のどれかの時、この文から

Opを説明したいとする。Opを先行詞として飛ばして、元

文で副詞句の一部だったことを示す場合、関係副詞を用い、 

Op +関係副詞<S+V+O>の形になる。前置詞が消えている 

  (先行詞)               点に注意。 

 ◆例：下線部を先行詞として説明する形容詞節を作る。 

１．I thought the boy was honest. 

■考え方 

the boy は、この文で従属節における主語(S)であり、人

である。それを示す記号は、関係代名詞の who。つまり

the boy を先行詞とした場合、 

the boy who I thought was honest.となる。 

（私が、正直だと思った少年） 

２．I thought the boy to be honest  

■考え方 

the boy は、この文では目的語(O)であり、人である。そ

れを示す記号は、関係代名詞の whom.つまり the boy

を先行詞とした場合、 

the boy whom I thought to be honest となる。意味は
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、1の場合と全く同じである。 

３．I’ve wanted to visit the country for a long time. 

■考え方 

the country は、この文で目的語(O)であり、人ではない。

それを示す記号は、関係代名詞の which(or that)。つま

り、the countryを先行詞とした場合、the country which 

I‘ve wanted to visit for a long time.（私が長いこと訪れ

たいと思っていた国） 

４．I was born at the house. 

私は、その家で生まれた。 

■考え方 

①the house は、この文で at と結びついて副詞句を形

成している、と考えると the house を先行詞とし、前

置詞を消すと、 

the house where I was born. 

②単純に at の目的語と考えると 

the house which I was born at 

（ただし、実際の英文では前置詞を後ろに残すのは口

語的で、そうなると関係代名詞の目的格が省略される

のが普通 ➛the house I was born at） 

③元文で at the house の形であったと考えると 

the house at which I was born 

私が生まれたその家 

  

 

◆例題１ 下線部の the speed を先行詞として、説明する表現
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を造ってみよう。 

The computer has developed and spread with the 

speed. 

 ◇解答 

元文で with the speed の形だったことを示すから with 

which でつなぐ。 

the speed with which the computer has developed and 

spread 

 ◆例題２ 空欄に適切な関係詞あるいは関係代名詞による表現

を入れなさい。 

１．そういった理由で彼は彼女と別れた。 

He broke up with her for the reason. 

をもとに、 

「彼が彼女と別れたその理由」を表したい。 

the reason (  ａ  ) he broke up with her. 

２．その理由が私が君を助けるのを妨げた。 

The reason prevented me from helping you. 

をもとに、 

「私が君を助けるのを妨げた理由」を表したい。 

the reason(  ｂ   )prevented me from helping you. 

３．彼は、遅れた理由を考えついた。 

He invented the reason for being late. 

をもとに、 

「彼が考えついた遅れた理由」 

the reason (   ｃ   ) he invented for being late 

◇解答 
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ａ．the reason が元文で副詞句の一部と考えると why、for 

the reason という形だったと考えると for which   

ｂ．the reason は、元文で preventの主語なので which   

ｃ．the reason が元文で inventの目的語なので which 

 

〔Ⅱ〕制限用法と非制限用法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＝ 制限用法 ＝ 

例えば all the students who study hard（制限用法）は、

話し手が study hard している学生を study hard していな

い学生から意識の中で区別していることを表す。つまり、

study hard する学生と、そうでない学生が存在していること

が前提であり、話し手はそれを意識していることを表す。 

The students who study hard can pass the exam.は、従っ

て、study hard しない学生も存在しており、彼らは pass し

ない、ことを暗示している。 

※制限とか限定とか言うのは、他と比較、区別して説明す

る、特定化することである。逆に言うと、制限するために

は、区別する対象、比較される対象が他に必要である。 

           A            A which < X > は、 

Aのなかで Xでないものから Xで

あるものを区別している。従って

この世に一つしかないものや固有

名詞には制限用法は不可。 

      X 

X でない 
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★重要ポイント１ 

They are going to Paris which I visited last year.は、原

則不可。私が訪れたパリとそうでないパリが存在すること

になってしまう。カンマを入れる。 

They are going to Paris, which I visited last year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆例 

１．Mr.Takahashi has a girlfriend who is a stewardess. 

この場合、制限用法なので高橋さんには、恋人が複数いて、

スチュワーデスの彼女とそうでない彼女がいることが前提。

それをはっきりさせて訳出すると 

「高橋さんには、スチュワーデスの恋人もいる」 

２．Mr.Takahashi has a girlfriend ,who is a stewardess. 

の場合、非制限用法なので、高橋さんには一人の恋人がい

て、その恋人はスチュワーデスだという情報を付け加えて

いるだけ。「高橋さんには、スチュワーデスの恋人がいる」

（恋人は一人の可能性が高い） 

 

 

＝ 非制限用法 ＝ 

例えば all the students, who study hard can pass the 

exam．は、the students の説明として study hard を付け加

えているだけ。この特定の all the students は、よく勉強す

る学生で、だから、みんな合格する、としている。勉強しな

い学生は特に意識されず、区別はなされていない。 

                       

   A , which < X >            

Aという存在が単に Xという内容を満たすということを示す 

 

＝ 
  A     X 
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〔Ⅲ〕先行詞を含む関係代名詞 what 

★重要ポイント２ 

●who, whom, which ,whose には、非制限用法があり得る。 

●that には非制限用法がない。 

●非制限用法には、省略はない。 

●前の文の一部ないしは全部の内容を指す非制限用法があ

る。（頻出） 

I broke the vase, which upset her.  

 私はその花瓶を割り、それが彼女を動揺させた。 

●関係形容しとしての whichは、前の文の内容を受けて、そ

れによって名詞の内容を限定する。 

・He may be late, in which case we ought to wait for 

  him. 

「彼は、遅れるかも知れないが、その場合われわれは、彼

を待たなくてはならない」 

・He lost his temper ,at which point I decided to go 

 home. 

「彼は、癇癪を起こしたが、その時点で私は、家に帰る決

心をした」 
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【１】意味「Xするところのもの、Xすることがら」 

+ [   X    ] =  what + [   X   ]  

 

 

 

例）that which they have = what they have（彼らが持ってい 

                           るもの） 

【２】頻出の形 

 

 

 

 

 

 

 ◆例題３ 以下の日本語を英語にしなさい。 

１．私は、彼女がその家を出てゆくときの言葉を忘れない。 

２．彼が驚いたのは、そこに人が住んでいるということだっ

た。 

◇解答 

１．I won’t forget what she said when she left the house. 

２．What surprised him was that someone lived there. 

  

 

 

 

【３】補語としての what  

a thing which 

 

that which 

what 人 say 人の言うこと＝人の言葉  

what 人 hear 人の聞くこと＝人が耳にすること 

what 人 see 人の見ること＝人が目にするもの 

what surprise 人 ：人が驚くこと 

what surprise 人 be C ：人が驚くのは C ということだ。 
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まず、S be C において、C(補語)は、S の状態を示している。 

従って S be whatにおいてwhatは、Sの状態を示している。

つまり what S be は、当然 S の状態を示している。いつの状態

かは、be動詞の時制で表す。 

 

 

 

 

 ◆例 

 過去の私 what I was 

 今の私  what I am now  

       

【３】応用頻出表現  

１）「S は、昔の S ではない」（Sを単数扱いとする場合） 

 

S is                  what S used to be 

                      was  

 ◆例 

 私は、昔の私ではない 

 I am not what I used to be. 

 ２）「B があるのは Aのおかげである」 

①A make B what B be 

②B owe  A what B be 

  ※①は、原義「Aは、Bを Bの現在の状態にする」から 

②は、原義「Bは、Aに Bの現在の状態の借りがある」から意訳して 

「Bがあるのは Aのおかげである」に転じる 

 ◆例  

not 

different from 

what S was     /what S is     /what S will be 

過去のＳ（の状態） 現在の S（の状態） 未来の S(の状態) 

＊（Sが単数の場合） 
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 その小説家の今日あるのはその妻のおかげである 

   The novelist owes his wife what he is today. 

 ３）「X である～の名詞全て」 

what 形容詞＋名詞<X>＝all the 形容詞+名詞 that<X>のか

きかえパターンを覚えておこう。意味が思い出しやすい。 

  ◆例  

 彼女が持っていたなけなし(わずかの)の金全て 

 what little money she had = all the little money  

                   that she had 

 ◆例題４ 以下の英語を日本語に直しなさい。 

１．The man isn’t what he was ten years ago. 

    ２．She owes the director what she is today.  

３．He lost what few friends he had had in Tokyo.  

 ◇解答 

１．その男は十年前の彼ではない。 

２．彼女が今日あるのはそのディレクターのお陰だ。 

３．彼は、東京にいた僅かの友人全てを失った。 

 

〔Ⅳ〕その他の関係詞の慣用表現 

【１】This be (the point) where< X > 

 ※ the point where では、the point が省略される 

：「この点で X である」 

 ◆例 

この点では私は、彼女に似ている。 

This is where I am similar to her. 

【２】That be why < 結果X  > 
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    This     

：「そんな（こんな）わけで X である」 

That,Thisは、理由を示す。 

◆例 

そんなわけで私は、日本文化が大好きだ。 

That is why I like Japanese culture so much. 

 

【３】That be how < 結果 X  > 

This 

：「そんな（こんな）ふうにして X である」 

   That,Thisは、過程を示す。  

◆例 

このようにして我々は彼の居場所を突き止めた。 

This is how we found his whereabout. 

  

〔Ⅴ〕whoeverと whomever 

whoever <X> = anyone who<X> 

whomever<X> = anyone whom< X> と置ける。 

★用法のポイント 

したがって whoever, whomever の選択は、架空の anyone

を置いてみて、その元文 X における位置によることを留意。 

anyone が元文で主語→whoever  

anyone が元文で目的語→whomever 

  

 

◆例題５ whoeverかwhomeverのうち適切なものを入れなさ
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い。 

１．（     ）you want can attend the ceremony. 

２．You can give this book to（     ）wants to read it. 

◇解答 

１．Anyone（    ）you want と置き換わり、anyone は

want の目的語で whom が入るから、whomever が本

問の答え。 

２．Anyone（    ）wants to read it と置き換わり、anyone

は、wants の主語で who が入るから whoever が答え。 

 

★重要ポイント 

●先行詞が人で元文で補語の場合 

→先行詞は、人である状態を示すので、人扱いせず、物扱い

すると考えると分かりやすい。 

したがって制限用法では関係代名詞の thatを用い、非制限

用法(カンマが入っている)では which のみが使える。 

 ◆例題：以下の文の空欄に適切な語を下から選んで入れよ 

She is not the country girl（        ）she was when she 

just came to this town.  

 ・選択肢 who, whom, whoever, what , that 

 ◇解答：that 

■解説  

the country girl を元文に返すと she was the country girl 

when she just came to this town. the country girl は、元

文で補語 C。この場合、この the country girl は、そういう

状態を表すものと考え、人扱いせず、物扱いするのが原則。
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従って、関係代名詞は that を用いる。 

◆例 

He is not our brilliant student any more, which he was two 

years ago. (非制限用法) 

 

※元文で補語であった先行詞 that/which の形を入れるべき場

合と what を入れる場合を混同しないように。what は、先行

詞を含んでいるので先行詞がすでにある場合使用は不可であ

ることに注意。 

 ・She is not what she was when she just came to this town. 

 ・She is not the girl that she was when she just came to the 

town. 

 

 

 

 

 

 which 以下が形容詞節であれば先行詞は a mixed method にな

るはず。この章で学んだようにwhichは、単独では、先行詞が形

容詞節中で S,O,C,Op のどれかであったことを示すが、この文で

は、形容詞節部分は完全文で a mixed method は、そのどれにも

なれず、in a mixed method の形でもどるから、先行詞が元文で

in a mixed method の形でした、という説明にするためには in 

which になるはず。従って、in itself which から itself を除く。 

 

＝関係詞確認問題＝ 

 ６章のテーマ演習解説 
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（１）関係詞の説明 

関係詞は、先行詞の元文における位置、役割、（ １ ）を

（ ２ ）記号である。 

関係代名詞は、一般に先行詞が元文で（   ３   ）で

あったことを示す。逆にも元文で（   ３   ）であっ

た場合、関係代名詞が使われる。 

◆例：the girl（  ４   ）they believed was innocent 

       the girl（   ５   ）they believed to be innocent 

また、 

前置詞＋関係代名詞は、先行詞が（  ６  ）の形で元文

に合ったことを示している。 

◆例：元文が 

 I was born in the house. 

下線部を説明する方法はいくつかあり、 

・the house は、in の目的語 Opであったと示す場合、 

the house which I was born in（ただし、この場合

which が省略される） 

・the house は、元文で（ ７ ）という形だったこと

を示す場合、 

the house in which I was born. 

・the house は、元文で前置詞とともに（ ８ ）を形

成していたことを示す場合、 

the house where I was born 

 

 ◇解答 

１．形  ２．示す  ３．S,O,C,Opのどれか  



 88 

４．Who  ５．Whom  ６．前置詞+先行詞 

７．in the house  ８．副詞句  

 

★例文、例題チェック問題 

（２）the speedを元の文に戻してみよう 

the speed with which the computer has developed 

and spread 

 

 ◇解答 

with which は先行詞 speed が with the speed の形で元

文にあったことを示している。 

 

（３）空欄に適切な関係詞を入れよう 

the reason（  １   ）he broke up with her. 

the reason（  ２   ）prevented me from helping you. 

the reason（   ３   ）he invented for being late 

 

◇解答 

１．why か for which  ２．which  ３．which 

（４）whoeverか whomeverのうち適切なものを入れなさい 

（  １   ）you want can attend the ceremony. 

You can give this book to（  ２   ）want to read it. 

 

◇解答 

 １．anyone（    ）you want と置き換わり、whomが入る

から、whomever が本問の答え。 
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  ２．anyone（    ）wants to read it と置き換わり、who が

はいるから whoever が答え。 

 

（５）間違い探し 

１．They are going to Paris which I visited last year. 

２．Sapporo  is a city where everybody likes.   

３．He is not the man who he was ten years ago. 

 

◇解答 

１．Paris which→Paris, which 

２．where→which 

３．who→that 

 

（６）和訳しなさい 

１．She spent on the trip what little money she had earned. 

 

２．She owes to the director what she is today.  

 

 

◇解答 

１．彼女は、自分が稼いだわずかばかりのお金を全てその旅行

に費やした 

２．彼女が今日あるのはその監督のおかげだ。 

 

 

（７）英訳しなさい 
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１．私は、彼女がその家を出てゆくときの言葉を忘れない。 

 

２．彼が驚いたのは、そこに人が住んでいるという事だった。 

 

３．この点では私は、彼女に似ている。 

 

４．そんなわけで私は、日本文化が大好きだ 

 

５．このようにして我々は彼の居場所を突き止めた。 

 

◇解答 

１．I won’t forget what she said when she left the house. 

２．What surprised him was that someone lived there. 

３．This is where I am similar to her. 

４．That is why I like Japanese culture so much. 

５．This is how we found his whereabout. 

 

（８）適切な関係詞を入れなさい 

１．the museum（       ）we visited yesterday 

２．the museum（       ）his works were exhibited 

３．the day（       ）I had to submit the report 

４．the day（      ）I had chosen as the best time for the 

investigation 

５．the reason（         ）she looked sick 

６．the reason（         ）I forgot to tell my teacher 

◇解答 
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１．which  ２．where  ３．when  

４．which  ５．why ６．Which 

 

（９）We have visited neither of the two famous tourists spots

の下線部を説明する形にしなさい 

  

◇解答 

the two famous tourists spots neither of which we have 

visited. 

 


