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０．はじめに
先行詞が人を表す語である場合には、主格であれば関係代名詞は who または that を使う
ことができる（以後本文中の who と that は主格の関係代名詞 who、
that を示すものとする）。
この時、that よりも who が頻繁に使われる傾向にあると多くの先行文献は述べている。こ
れはコーパスを使えば容易に調べられることであり、その通りであると言えよう。
（a） That is generally preferred to which where both words are possible, but many
people prefer who to that when the reference is to a person.
（Evans and Evans（1957: 505））
（b）Who is often preferred to that when it is subject and when the antecedent is
personal（people who visit me）;
（Quirk et al.（1990: 359））
（c） The relative pronoun who occurs almost exclusively with human heads and, in the
written registers, there is a very strong tendency for a relative clause with human
head noun to use who rather than which or that:
（Biber et al.（1999: 613））
しかし、ここで至極基本的な疑問が浮かぶ。果たして「人を表す語」とは何を指すのであ
ろうか。一言に人を表す語といっても非常に様々な語が考えられる。
例えば、man, woman, boy, girl の様な語は間違いなく人を表す語と言えよう。people,
crowd, audience, family のような人の集合を表す語もある。child や baby は代名詞 it で受
ける場合があり、多少性質が違う語であると考えられるであろう。その他にも人を表す語で
はないが、who が使われる場合もある。それには動物が挙げられる。また、ghost のような
語は人を表す語と考えられるのかどうか悩ましい。
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上記で挙げたような語を「人を表す語」と一まとめにして、that より who が好まれると
してしまえるのであろうか。また、who は人を表す語に使われるという説明で十分であろ
うか。
本稿では、これらの語と who、that の関係を考察し、特に who の先行詞となり得る「人
を表す語」にはどういった語が含まれるのかを研究する。
なお、本稿中のデータや例文は特に断りが無い場合は全て CORPUS.BYU.EDU <http://
corpus.byu.edu/> から British National Corpus（以下、BNC と表記）を利用して集めたも
のである。また、例文中の太字は全て筆者によるものである。

１．収集方法とデータ
ここではデータの集め方を述べ、そのデータを提示する。また併せてそのデータについて
の注意点をいくつか記す。

1.1

収集方法

制限用法に限って言えば、who が使える場合であれば that も使うことができるとされて
いる。そのためまずは、who の先行詞になっている語を拾うことにした。
「名詞 +who」で
100 例をランダム検索し、名詞をピックアップし、これを 20 回繰り返した。統一するため
に複数形の名詞はその単数形に置き換えた。その結果として、who と that の先行詞になり
得る 340 個の名詞が集まった。これらの名詞と who、that の関係を見ていく。

1.2

データ

それぞれの名詞、who/that の例文数、who/that のパーセンテージを表にしたものが以下
の表１である。名詞は that のパーセンテージが高い順に並べてある。全てを載せてしまう
と相当のスペースが必要になってしまうので、that のパーセンテージが 10% 未満の語は割
愛した。更に、who の例文と that の例文の合計数が二桁にいかなかった語も、例文数が少
ないという理由で表１から外してある。340 個の名詞のうち 288 個の名詞が that のパーセ
ンテージ 10% 未満であった。そのうち 194 個の名詞では that の使用例がなかった。このこ
とからも、人を表す語に that を使うことが如何に稀であるかが窺える。パーセンテージは
小数点１の位を四捨五入したものである。また、例文はコーパスの検索の都合上先行詞の直
後に関係代名詞が来ているものだけを数えている。
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表１

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

corporation
bird
agency
administration
company
horse
personality
squad
team
crowd
mob
jury
party
audience
group
soul
feller
gang
family
character
ghost
public
baby
court
bloke
enemy
majority
chap
guy
type
lad
band
bastard
bitch
everybody
figure
user
competitor
manufacturer
outsider
activist
folk
grandfather

who 例文数
1
5
6
2
77
36
6
13
130
28
5
5
116
28
174
13
8
19
172
106
12
32
50
9
76
19
26
94
178
36
76
53
19
11
112
93
67
17
16
18
9
64
19

that 例文数
11
35
37
9
330
98
14
24
190
35
6
6
142
28
131
8
5
10
89
43
5
12
18
3
24
6
8
28
40
8
17
12
4
2
19
12
8
2
2
2
1
7
2

who（%）
8
12
14
18
19
27
30
35
41
44
45
45
45
50
57
62
62
66
66
71
71
73
74
75
76
76
76
77
82
82
82
82
83
85
85
89
89
89
89
90
90
90
90

このデータを基に考察を進めていくが、いくつか注意点がある。

─ 219 ─

that（%）
92
88
86
82
81
73
70
65
59
56
55
55
55
50
43
38
38
34
34
29
29
27
26
25
24
24
24
23
18
18
18
18
17
15
15
11
11
11
11
10
10
10
10

（I）目的格の who について
原則として who は主格であり、目的格の場合は whom を使うが、whom の代わりに
who が使われている場合もある。このような目的格の who はカウントしていない。
（1） She would regularly pour out her heart to the kind-hearted friend who she has
known since her teenage days.
（2） I have to give 50 to my girlfriend who I live with.
（II）強調構文について
“it is ～ that …”という形の強調構文があり、人を表す語を強調する場合には that の
代わりに who を使うことも可能である。
（d）In cleft constructions, both who and that can be used in subject position.
（Declerck（1991: 541）
）
（e） We can use preparatory it （see 446） in cleft sentences. The words to be
emphasised are usually joined to the relative clause by that…. Who is possible
instead of that when personal subject is emphasised.
（Swan（2005: 108）
）
このように強調構文の who と that も関係代名詞と考えてよさそうである。実際（e）で
Swan は”the relative clause”と記述している。しかし、強調構文には以下のような例があ
る。
（3） It was Lee that had the bleeding nose, not him.
（4） …, it was Mr Major that took us into the Economic Monetary Union at the wrong
way ….
（5） It isn't my mother that's the problem, it's my father.
原則として、
「初めから特定されている人 / 物、固有名詞、生物や無生物を総称する名詞
には自動的に非限定用法の関係代名詞だけが使われる。
」
（江川（1991: 78）
）そして、継続用
法では that を用いないとされている。しかし強調構文においてはこの that の特徴が適用さ
れていないようである。このことから、関係代名詞を使っているというよりも、
“it is ～
that …”という型に当てはめているというような感覚なのではないだろうかと考えた。い
ずれにせよ、関係代名詞の that と強調構文の that では微妙にニュアンスが異なっていると
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判断したので、強調構文の that は数に入れなかった。
（III） all, one, those について
all, one, those は人を表すことも、人以外を表すこともあり、使用頻度も高い。例えば
「all+that+ 動詞」で検索しても 2,311 例ヒットする。実際は that と動詞の間に副詞などが
入る例もあるので、数はもっと多くなる。
「one+that+ 動詞」は 2,268 例である。これら
一つ一つの例文を検討し、人を表しているのか、そうでないのかを確認し、人を表してい
る例文だけを集めるのは非常に時間と手間がかかるので、今回の研究では除外することに
した。

２．データの考察
特に表 1 の上位に来ている語に注目して考察を進めていく。なお、名詞の後の角括弧
に入れた数字は表 1 中の順位を表している。

2.1

corporation, agency, administration, company について

まずは上位に来ている語の中で、corporation[1], agency[3], administration[4], company[5]
の４つの名詞に注目したい。
（6） The minimum cultivation system was developed by the Scientific Farming
Machinery Co of Minneapolis in the United States, apparently working with the
Once-Over Tiller Corporation who manufactured the machines.
（7） … these were brought out recently by a local agency who helped the women to
build a new oven.
（8） … Tim says drop-outs are the fault of a cynical and uncompassionate
administration who're buggered if they're going to waste good money on a load of
lunatics ….
（9） … it is worth looking at a recent study carried out in California by Harbicht
Research Inc for Southern California Edison, a local utility company who
investigated how local residents felt about a proposed " wind-farm " project.
それぞれの語に複数の意味があるため一概には言えないが、これらの語は人を表す語であ
ろうか。当然個人差はあるだろうが、corporation は人を指す語か、人以外を指す語かどう
か を 問 わ れ れ ば、 人 以 外 を 指 す と 感 じ る 人 の 方 が 多 い の で は な い だ ろ う か。 実 際、
corporation を which で受けている例文は 27 例、agency を which で受けている例文は 67
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例と that の例文数よりも多い。同様に、administration も company も which で受けている
例文が多い。
（10）Voice over The Rover car company in 1993 is a completely different outfit to the
massive British Leyland corporation which dominated British industry 15 years ago.
（11）The picture of an agency which dispassionately administers scientifically-designed
standards is blurred further by organizational practices.
これら 4 つの語に共通していることは、その語が指すものが、人がいることで機能してい
るものであるということである。ここで一つ仮説を立てると、例えば「会社」といえば、ビ
ルなどの建物がイメージされるだろう。当然この意味での「会社」は人を表す語ではない。
そこから「会社」という語はイメージを広げ、その「会社」で働いている人を指し得る。こ
の時の「会社」は人を指しており、この場合には who で受けることが可能なのではないだ
ろうか。
以下の例文は多少なりともこの仮説の裏付けとなると考える。
（12）All it says is if you do buy something from a shop and realize it's faulty, what you
should do is take it back to the shop who sold it to you, together with your receipt
if you've still got it or some other proof of purchase.
（13）We find a factory who's not met its standards eight times in a year, and what do
we do about it?
（14）Those schools who changed their outlook and practice in respect of relationships
with parents and the community did so for their own reasons and in response to
their own sense of priorities and needs.
このように、その語自体は人を指す語でなかったとしても、人が存在することで機能する
ようなものを指す語は、その意味を広げ、そこに存在する人を含むのではないだろうか。該
当する例文は少ないが、この場合であれば who で受けることができるのである。
who を使うことでどのくらい特別なニュアンスが付加されるのか、そしてどういった語
がこのグループに入るのかはもっと詳しく例文を見ていかなければならず、まだまだ不明で
ある。上記で挙げた語の特徴としては、建物を指す語が多く、その建物に属する人に焦点が
当てやすいということである。しかし、この条件から考えると、hospital なども who で受
けられそうであるが、該当する例文は見つけられなかった。そもそもこのような who の例
文は BNC だけでは非常に少なく、それぞれの名詞に対して 1,2 例程しかない。他のコーパ
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スも使用して、もっとたくさんの例文を集めて研究する必要がある。現時点では、一見した
所では人を表すと考えられないような語でも who で受ける場合があり、それには上記のよ
うな語があるということを示す。

2.2

personality について

次は personality[7] について考察したい。冒頭でも述べたことであるが、人を表す語であ
れば、who の頻度が高くなるのが普通である。194 個の名詞で that の例文がなかったこと
からもこれは窺える。つまり、personality も 2.1 で挙げた corporation 等と同様に、本来は
who を使わないが、意味の範囲が広がり who が使われている可能性があると考えることが
できる。
では、
personality にはどのような意味があるのだろうか。
『ロングマン現代英英辞典』
（2009:
1296）では personality に５つの意味を与えている。
１ [C,U] someone's character, especially the way they behave towards other people
２ [C] someone who is very famous and often appears in the newspapers, on television
etc, especially an entertainer or sports person
３ [U] the qualities of character that make someone interesting or enjoyable to be
with
４ [C usually singular] someone who has a very strong character and is very different
from other people
５ [C usually singular] the qualities which make a place or thing different and
interesting
人を表していると考えられるのは２と４の意味の時だけである。このことを踏まえて
personality の例文を見てみたい。それぞれの例文の最後に当てはまると思われる語義番号
を記している。
（15）There is a particular kind of French personality who always pronounce the word
francais as if it were a football he is heading towards less privileged mortals.

１

（16）He was a Gemini, complex and clever, a dual personality who could run rings
round her with contemptuous ease.

４

（17）She was a forceful personality who did not suffer fools gladly, but her sternness
was accompanied by grace and Victorian courtesy.

４

（18）Margery Kempe has been diagnosed as a case of religious hysteria who never
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recovered from puerperal fever, a victim of sexual repression, and as a hysterical
personality who had psychotic episodes with pathological distortion of the sexual
impulse.

４

（19）We have a name for him at home --' The Joker', because he's a tremendous
personality who loves a leg-pull.

４

（20）It is perhaps appropriate that even the date of the birth of a personality who still
eludes us despite the myriad of books written about her is uncertain.

２

ここで注目したいのは、
（15）において who が使われていることである。このように who
が使われる理由としては、personality の持つ意味の曖昧さに原因があると考えられる。
（21）a. He has a dynamic personality and musical discrimination, ….
		 b. To be a manager you have to have a strong personality, ….
（22）a. Whilst he was a commanding personality and ….
		 b. The eldest of a family of nine, Anna Essinger was a dominant personality with
the physique to match.
（21）の personality の意味は１であるが（22）は４であると考えられる。どの例文も「a+
形容詞 +personality」という形を取っている。違うのは動詞が have か be 動詞かというこ
とであり、それによって意味が「～な性格」か「～な性格の人」かに変わるのである。この
違いが小さなものであるために区別されずに使われており、そのために１の意味であり本来
は who を使わないような場合でも who が使われていると考えられる。

2.3

動物について

動物である bird[2] と horse[6] が上位に来ている。
（23）… and soon the skies and seas were busy with the story of the brave little bird
who rode the cold with a grinning beak and ….
（24）I had a horse who loved going on the beach and in the sea at Weston-Super-Mare
but hated puddles and tiny streams.
動物は人ではないので、who よりも that の方が頻繁に使われるのは当然のことであるし、
who が動物を先行詞に取ることがあるということは既に多くの文献に記述されていること
である。これらを踏まえれば、bird と horse が上位に来ているのは当然の結果であろう。
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（f）Three hundred years ago who also became popular as a relative. It was used in
speaking of persons and animals but not of things.
（Evans and Evans（1957: 555））
（g）In informal English, who can substitute for which/that when the antecedent refers
to a pet animal.
（Declerck（1991: 536））
（h）Who refers to human beings, and occasionally to pet animals.
（Carter and McCarthy（2006: 569））
（f）～（h）によれば動物、とりわけペットには who を使うことがあるということである。
ペットと言って多くの人が思い浮かべるのは犬や猫であろうか。こういった動物には who
を使うことがきるということになる。しかし、例文を探してみると who がかなり広く生物
に使われていることが分かる。
（25）Without changing his tone of voice he broke into a tale of an elephant who entered
the garden the night before and ate the cabbages.
（26）Or those voracious fish-eaters, otters, have been seen to play in the same pool as
the salmon, fish who would normally flee from the presence of such a competent
and fearsome predator.
（27）Some emit poisonous gases which kill or temporarily paralyseany（sic）insects
who attempt a meal.
（28）I have also noticed many times in my garden, how some strong-growing' weed'
appears to intimidate those plants who were previously growing there.
このように、魚や虫や植物と多岐に渡って who が使われている。頻度で言えば確かに
pet animal よりは相当低くなるであろうが、animal、つまり動物に限らず、植物を含むあら
ゆる「生物」が who の先行詞になる可能性があり、who には先行詞が人を表す語の時に使
われるということだけでは説明できない特徴がある。

2.4

ghost について

次に ghost[21] について考察する。
（29）The country name given to a large, sad-faced GHOST who haunts the Touraine
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area in France.
ghost は科学的には存在しないものであろうし、当然人ではないが、この場合人格が認め
られているので who の使用が許されている。どういったものに人格が認められるかという
ことについては、まだまだ不明である。しかし、人語を話すことができるということが大き
な要因だと思われる。下記の（30）,（31）は ghost 同様、厳密には人ではないが、人格が認
められているために who が使われている例である。
（30）And again he looked around, this time for the devil who was tempting him with
the prospect he most profoundly desired.
（31）' The God who made the world and everything in it, being the Lord of heaven and
earth, does not live in shrines made by man' …
人語を話すということを who が許される条件として挙げたが、更に上記の ghost, devil,
god には人の形をしているという共通点もある。この人の形をしているということも who
を使うことのできる条件に含めることができそうである。
（32）He was a cavalcade of theatrical camp, a marionette who dressed up gay attitudes
in new frocks, and sold it to grannies from Neasden.
（33）She also sewed clothes for toys and puppets, … and gowns and breeches for the
tall puppets who performed in the theatre.
このように、人を表す語ではない marionette や puppet が who の先行詞となっている。
これらの語は 2.3 で挙げたような生物でもないし、ここで述べてきたように人語を話すわけ
でもない。人の形をしているということが who の使用を許しているのである。
この 2.4 で挙げてきた語と共に who が使われる理由を、これらの語が擬人化されている
からだと考えることができる。擬人化の条件としては、まず第一に人語を話すことができる
ということ、そして第二に人の形をしているということである。この条件を満たしていれば、
人を表す語でなくても who を使うことが可能となるのである。

2.5

集合名詞について

最後に集合名詞について考える。who と that の頻度が 50% になる周辺には集合名詞が多
く 現 れ て い る。squad[8], team[9], crowd[10], mob[11], jury[12], party[13], audience[14],
group[15], gang[18], family[19], public[22], court[24] 等がそうである。これら集合名詞につい
ては Swan（2005）が参考になる。
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（i）Plural forms are common when the group is seen as a collection of people….
Singular forms are more common when the group is seen as an impersonal unit….
We prefer who as a relative pronoun with plural forms, and which with singular
forms.
（Swan（2005: 526））
確かにこれに該当する例文が多く見られる。
（34）a. … here we face an international squad who have already played four Tests
since returning to the world game and who have played 12 games together on
tour.
		 b. We have a squad that is a fine mixture between promising youngsters and
experienced stars.
（35）a. I remember one team who were deeply affronted by this and went away and
never came back.
		 b. But the team that plays the Dutch is playing for the future -- for the 1992
European finals.
（36）a. The action had also electrified the crowd who were pressing in on the ring
despite the best efforts of the khalifas to keep them all back.
		 b. A great roar of a cheer went up from a crowd that was pressing all around.
（37）a. He started in political life as he meant to go on, sympathising with' Action
Francaise' and making his first political gesture at the age of 26 as one of the
threatening, right-wing mob who were driven back by police gunfire….
		 b. As an Orc or Goblin Mob will only attack another Mob that is also liable to
animosity, it makes sense to avoid putting these units next to each other.
この様に、これら集合名詞はそれを構成する一人一人に焦点を当てるか、一つの集合体に
焦点を当てるかで who が使われたり、that が使われたりする。よって、who を使うか that
を使うかの判断は、書き手や話し手がその集合名詞をどちらで意味しているか次第になって
くる。そう考えると、集合名詞が表 1 のこれらの位置に多く現れているのも納得のいくこと
である。
ここで注意しておきたいのは、
非母語話者にはぴんとこない場合があるということである。
例えば、audience の「聴衆」という言葉を思い浮かべた時に、ほとんどの人が人を表す語
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だと判断するのではないだろうか。
もちろん、who を使っているのに単数扱いであったり、その逆の that を使っているのに
複数扱いであったりという例外は存在する。
（i）で言われていることがどれだけ当てはまる
のか、かなり厳密に守られているのか、それとも参考程度で実際は単数扱いでも who がよ
く使われているのかは、もっと詳しく例文を見て検討しなければならない。しかし、普通の
名詞に比べて that の使われる頻度が高いことは事実である。ここでは、2.1 や 2.2 で述べた
こととは逆で、人を表すと感じる語でも who が使われない場合があるということを示した。

３．まとめ
who の先行詞になった名詞を集め、それらの名詞の who と that の頻度を調べた。that の
頻度が 10% 以上になったものを、that の頻度が高い順に並べ、それぞれの例文数とパーセ
ンテージを示したのが表１である。この中で上位に来ている語のいくつかに焦点を当て、考
察してきた。
2.1 では、本来人を表していない語が who の先行詞になる場合があることを述べた。それ
らの語には建物を表す語が多く、その建物の中にいる人にまで意味が広がっているために
who が使われていると考えた。
2.2 では personality について検討し、personality の持つ意味の曖昧さに触れた。
2.3 では、pet animal に限らず、魚や虫や植物などのあらゆる生物が who の先行詞になり
得ることを指摘した。また、2.4 では、擬人化されれば人以外の語でも who を使うことが可
能であることを述べた。擬人化の条件としては、人語を話すことと人の形をしていることを
挙げた。
最後に、2.5 では集合名詞を扱った。ここではこれまでとは逆で、人を表すと考えられる
ような語でも、that を使った方が良いとされる場合について記述した。

４．おわりに
2.1 ～ 2.4 では人を表す語ではなくても who が使われている例に触れ、2.5 では逆に人を表
すと考えられる語でも who を使わない方が良いとされる場合があることを述べてきた。
ここまで記述してきたことで、who は人を表す語と共に使われるという説明だけでは不
十分であるということを多少なりとも指摘したつもりである。
しかし、だからといって who が人を表す語と共に使われるという説明の仕方を完全に否
定したいわけではない。ほとんどの語に関してはこの説明で十分であり、学校英文法という
観点から考えれば適切な説明であるといえよう。
本稿を通して、本来の who の説明では隠れてしまっているケースに少しでも光を当て、
「人
を表す語」の定義について考え直す機会になればと考える次第である。
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本研究では that の頻度の高かった語をいくつか取り上げるに留まり、大部分の語に触れ
ることができなかった。また、
統計に基づく量的研究が主であった。ターゲットを更に絞り、
より詳しく例文を精査し、質的な研究に踏み込んでいくことが今後の課題である。
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A Study of Antecedents of Relative Pronoun who
DENAWA, Takayoshi
The relative pronoun who or that is used in subject position when the antecedent is
personal. Many previous studies say that who is preferred in this case, which is true. It
can be easily confirmed using corpora.
But then, the basic question is raised: What does the antecedent referring to humans
include? A variety of words would be expected.
This paper contemplates the association between them and relative pronouns, and
focuses especially on what kinds of words may be included in the antecedent referring to
humans. It is suggested in the paper that the term personal has to be elaborated on in
some cases.
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