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もう 1 つ例文。 
This is a book which is very famous in Japan.     これは日本でとても有名な本です。 
      ↓ 
もともとの 2 つの英文は、 
  This is a book.  /   It is very famous in Japan.  
  これは本です。   /   それは日本でとても有名です。 
この 2 つの文を、1 つにつなげてみると、 
  This is a book it is very famous in Japan. （←2 つの文をそのままくっつけただけ） 
…とはならずに、 
  This is a book which is very famous in Japan. （これは日本でとても有名な本です。） 
と、なります。     ↑ここが今度は who ではなく which に！ 
                  ※関係代名詞の which は「どちら」「どの」等という意味にはならないので注意！ 
 
(・▽・)＜ なぜ、who ではなく which が使われているのか？ 
 それは、関係代名詞を使った修飾部によって修飾されている 名詞 の違いに関係があります。 
  Lucy is a teacher who is liked by everyone. （ルーシーは皆に好かれている先生です。） 
  This is a book which is very famous in Japan. （これは日本でとても有名な本です。） 
 a teacher と a book の違い… どんな違いがあるかな？ 
 
 イメージとしては、      人間   ┃   人間以外 
                        ↑壁           こんな感じ。 
 修飾される名詞が 人間 だったら who を使う ┃ 人間以外 だったら which を使う 
 という決まりなのですφ(^_^  ) 
 
 
★ ここで一息。知っておくとお得…かもしれない関係代名詞用語 ★ 
  Lucy is a teacher who is liked by everyone. （ルーシーは皆に好かれている先生です。） 
  This is a book which is very famous in Japan. （これは日本でとても有名な本です。） 
         ↑ 
 この、「関係代名詞を使った修飾部によって修飾されている 名詞 」のことを、 
 文法用語で「先行詞（せんこうし）」と呼びます。 
 英文の中での位置を見ると、 
 関係代名詞（who や which）を使った修飾部 よりも前に（先に）出てくるから、こう呼ばれるわけ(^o^)b 
 
 
【ミニ練習問題】 次の空欄に入る関係代名詞は、who または which のどちらが適切か。 
(1) He is a man (      who      ) can speak English and Japanese.  
(2) I have some friends (      who      ) go to college.  ※college（カレッジ） = 大学 
(3) That is a house (     which      ) was built many years ago.  
(4) The students (      who      ) are in this room now are going to visit Canada.  
(5) A dog (     which      ) was here yesterday is mine.  
  ↑先行詞が人間か、人間以外か、それが分かれ目！（動物は「人間以外」だよね。which を使おう！） 
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② 「目的格（もくてきかく）」の関係代名詞 
「主格」に続きまして今度は「目的格」。 
Lucy is a teacher who everyone likes.  ルーシーは皆が好きな（好きだと思っている）先生です。 
      ↓ 
主格の時の例文と似ているけど、who 以下が少し違っているのがわかるかな？ 
もともとはこの 2 つの英文から成り立っています。 
  Lucy is a teacher.    /   Everyone likes her.  
  ルーシーは先生です。  /   皆が彼女を好きです。 
この 2 つの文を、1 つにつなげてみると、 
  Lucy is a teacher everyone likes her. （←2 つの文をそのままくっつけただけ） 
…とはならずに、 
  Lucy is a teacher who everyone likes. （ルーシーは皆が好きな先生です。） 
と、なります。  さあ！ who が使われているという点は同じだけど、「主格」とどこが違うのかな？ 
 
【主格の関係代名詞】  Lucy is a teacher. She is liked by everyone.  
      
                Lucy is a teacher who is liked by everyone.  
 
【目的格の関係代名詞】  Lucy is a teacher. Everyone likes her.  

                               
                               
                 Lucy is a teacher who everyone likes.  
 
…おおっと！ 主格の時と大きく違う点があるね！ 
もともとの文（2 つあった文のうちの 2 番目の文： Everyone likes her.）の中の、 
目的語（＝「○○を」「○○に」（まれに「○○が」）という語句のことを「目的語」と呼ぶよ）が、who に変化していますね。 
この who のことを、「目的格（もくてきかく）」の関係代名詞、と呼ぶのですφ(^_^  ) 
 
では、なぜ、こうではないのか？ …  Lucy is a teacher. Everyone likes her.  
     

                         Lucy is a teacher who likes her.  … × 
もとの文の主語（この場合はeveryone）をwhoに変えて、主格の関係代名詞！という可能性もあるよね。 
でも、これは間違い。この場合は、everyone じゃなくて her を変えなければいけないのです。どうしても。 
 
(^▽^;)＜ ど、どうしても？ 
 これについては次のページで詳しく説明しよう！ しばし待たれよ！ その前に… 
 
 
【ミニ練習問題】 次の英文の「主語」に 下線 を、「目的語」に 波線 を引きなさい。和訳もせよ。 
(1) I like him 私は彼を好きだ。※「彼が」でも OK。どちらにしても him が目的語だよ。) 
(2) Ken saw Miki yesterday. ケンはきのうミキを見た（ミキに会った）。           ) 
(3) My sister is eating an apple now. 私の姉（妹）はいまリンゴを食べている。           )

)
)
)  
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【主格】【目的格】とも、もう 1 例ずつ挙げておきましょう。 
The boy is my brother.     /   He is standing under the tree.  
その少年は私の兄（弟）です。 /  彼は木の下に立っています。 
 → この 2 つの文を、「修飾」を用いた形を入れながら 1 つにつなげたい場合… 可能性は 2 つ！ 
 ・ その少年を先行詞にして、「木の下に立っているその少年は、私の兄（弟）です。」   … ◎ 
 ・ 私の兄（弟）を先行詞にして、「その少年は、木の下に立っている私の兄（弟）です。」 … ？？ 
2 番目のつなげ方は、ちょっと意味が…(^▽^;) 
「修飾」が入っている文としてちゃんと成り立っているのは、1 番目のつなげ方だね。 
      ★ 2 つの文を「修飾」の形を入れながら 1 つにつなげたい場合、 ★ 
      ★ 先行詞をどれにするか、これ大変重要なポイント！        ★  
では、つなげてみよう。 
 The boy is my brother. He is standing under the tree.  
 先行詞           先行詞と同じ人を指す語 
   
       

 The boy who is standing under the tree is my brother.  【主格】 
       2 番目の文（He is ～）全体が、修飾部として、最初の文の The boy ∧ is my brother.  
                                                   ↑ここに割り込む感じ。 
A picture was beautiful.  /  He took it in Yokohama.  
写真は美しかった。      /  彼はそれを横浜で撮った。 
 → 写真を先行詞にして、「彼が横浜で撮った写真は美しかった。」 … ◎ 
では、つなげてみよう( ^o^)φ 
 A picture was beautiful. He took it in Yokohama.  
 先行詞 先行詞と同じものを指す語 
          
         

 A picture which he took in Yokohama was beautiful.  【目的格】 
                    A picture ∧ was beautiful.  ここに割り込んでるね～。 
(・▽・)＜ 何となく、つかめてきているかな？ 実際に自分で書いてみるともっと良くわかると思うよ♪ 
 
 
【ミニ練習問題】 次の 2 つの英文を、関係代名詞を使って 1 つの英文にしなさい。 
 また、英文の中の先行詞を 箱 で囲み、修飾部に 下線 を引きなさい。さらに和訳もせよ。 
(1) Mary is a girl. She can play the guitar very well.  
 → (      Mary is a girl who can play the guitar very well. 【主格】                        ) 
 和訳：(     マリー（メアリー）はギターをとても上手に弾くことができる少女です。                  ) 
(2) I have the camera. My father used it last year. ※ it が which に変化して、先行詞の直後に移動するよ！ 
 → (      I have the camera which my father used last year. 【目的格】                    ) 
 和訳：(     私は父が昨年使った（その）カメラを持っています。                                ) 
(3) The student is his friend. He is studying in the library.  ※修飾部が「割り込む」パターンね。 
 → (      The student who is studying in the library is his friend. 【主格】                 ) 
 和訳：(     図書館で勉強している（その）生徒は彼の友達です。                              ) 


