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１．はじめに
　先行詞が人を表す語である場合、主格であれば関係代名詞は who と that を使うことが可

能である（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）。し

かし、多くの先行文献で既に述べられていることであるが、先行詞が人を表す語である場合、

その後に続く関係代名詞は圧倒的に who が好まれる。これは後に示す筆者自身が集めたデー

タ（表１）からも明らかである。とはいえ、非常に少数ではあるが that が使われることも

事実である。ではなぜ that が使われたのであろうか。なにか who ではなく that を使う理由

があるのだろうか。本論文ではこのことに着目している。

　研究方法としては、文学作品から例文を集め、小さなコーパスを作り、そのデータを基に

考察を行った。なお、本研究では主格のみを扱い、目的格は扱っていない。その大きな理由

として、目的格には省略があるからであり、目的格を扱おうとすると難しい問題が含まれて

おり、まずはシンプルに who と that のみを比較することが賢明であると判断したからであ

る。

２．使用作品と集計結果
　ここでは、例文を集める為に使用した文学作品とその集計結果を提示する。イギリス文学

は 10 作品、アメリカ文学は 9 作品、それぞれ約 100 万語、合計約 200 万語から例文を集めた。

　これらの作品は全て Project Gutenberg <http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page>

からダウロードした電子化されたテキストを使用した。以下詳細を提示する。

使用した作品

イギリス文学

タイトル 作者 出版年

Lord Jim Joseph Conrad 1900

Our Friend the Charlatan George Gissing 1901

The First Men in the Moon H. G. Wells 1901
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The Man Who Was Thursday G. K. Chesterton 1908

The Wind in the Willows Kenneth Grahame 1908

The Lost World Sir Arthur Conan Doyle 1912

A Portrait of the Artist as a Young Man James Joyce 1916

The Moon and Sixpence W. Somerset Maugham 1919

Night and Day Virginia Woolf 1919

Women in Love D. H. Lawrence 1920

アメリカ文学

タイトル 作者 出版年

Sister Carrie Theodore Dreiser 1900

The Sea Wolf Jack London 1904

The Jungle Upton Sinclair 1906

A Son of the Middle Border Hamlin Garland 1917

Java Head Joseph Hergesheimer 1919

Main Street Sinclair Lewis 1920

The Age of Innocence Edith Wharton 1920

This Side of Paradise F. Scott Fitzgerald 1920

Triumph of the Egg Sherwood Anderson 1921

　集まった例文の数は以下である。

表１

作品 who that

イギリス文学

Lord Jim 117（約 82%） 25（約 18%）

Our Friend the Charlatan 123（約 98%） 2（約 2%）

The First Men in the Moon 44（約 96%） 2（約 4%）

The Man Who Was Thursday 93（約 95%） 5（約 5%）

The Wind in the Willows 23（約 85%） 4（約 15%）

The Lost World 85（約 94%） 5（約 6%）
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A Portrait of the Artist as a Young Man 108（約 88%） 15（約 12%）

The Moon and Sixpence 93（約 94%） 6（約 6%）

Night and Day 163（約 98%） 4（約 2%）

Women in Love 111（約 90%） 12（約 10%）

アメリカ文学

Sister Carrie 182（約 93%） 13（約 7%）

The Sea Wolf 89（約 99%） 1（約 1%）

The Jungle 285（約 93%） 22（約 7%）

A Son of the Middle Border 196（約 99%） 1（約 1%）

Java Head 33（約 97%） 1（約 3%）

Main Street 228（約 71%） 91（約 29%）

The Age of Innocence 131（約 98%） 3（約 2%）

This Side of Paradise 92（約 87%） 14（約 13%）

Triumph of the Egg 143（約 95%） 8（約 5%）

計
2,350

（約 91%）

234

（約 9%）

　このデータを基に考察を進めていく。なお、今回使用した文学作品においては、入手でき

る範囲内でなるべく年代にばらつきが出ないよう、且つできるだけ現代に近いものをと注意

した。その結果、1900 年からおよそ 20 年の間に出版されたものを扱うことになった。よっ

て本研究はその期間の英語を扱ったものである。

３．先行研究の概要
　まずは、who と that について先行研究ではどのように記述されているか概観する。

（a） …, and even in restrictive clauses there is a strong tendency to use who and not 

that in reference to persons, ….  （Jespersen （1983: 154））

（b） 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））
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（c） 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））

（d） 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））

　このように先行研究によれば、先行詞が人を表す語である場合、that よりも who が好ま

れるようである。このことは表１で示した筆者自身のデータとも一致する。

　表１で示した作品ごとの who と that の使用数を見れば、that の数の少なさに気付く。こ

れは「who の方が好まれる」というレベルを超えているように思われる。that を使う場合

には何か意図が働いている、または使わなければならない理由があったと考えるのが自然で

はないだろうか。

　ほとんどの作家が、先行詞が人を表す語である場合、that を使うことを嫌っている。逆に、

Main Street では that が意図的に使われていると考えることもできる。

　しかし、ほとんどの先行研究が、先行詞が人を表す語である場合には that よりも who が

好まれるという説明にとどまっている。このことからも that 全体に当てはまるような説明

をすることは難しいことが予想される。いくつかの事象を取り上げ、大まかな傾向を探る。

４．that の考察
4.1　強調構文

　まずは、It is/was ～ who/that といった強調構文を取り上げる。強調構文について先行

文献では以下のように記述されている。

（e） In cleft constructions, both who and that can be used in subject position. 

  （Declerck （1991: 541））

（f） The absolutely restrictive character of the clauses after it is explains the natural 

preference for that or contact-clause; still who and which are very frequent….                                         

  （Jespersen （1983: 90））

（g） 一般には that が使われるが、人間の場合には who もよく使われ…. 

  （江川 （1991: 53））

つまり、端的に言ってしまえば、that も who も使われるということである。that と who の

違いについては触れられていない。筆者自身のデータを見ていて気付くことは、人名のよう
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な固有名詞の後ではほとんど that が使われないということぐらいである。これは原則とし

て that が非制限用法で使われないことを考えれば納得のいくことである。

　しかし、作家個人ごとの that と who の使い分けを見ると、全体では見えなかったことが

見えてくる。例えば、The Sea Wolf では that の例文が 1 例であったが、それが強調構文であっ

た。（以下、例文における下線は筆者によるものである。）

（1） “What do I mean?” he cried. “And it’s you that asks me! ’Tis not what I mean, 

but what the Wolf ’ll mean. The Wolf, I said, the Wolf!”

　同作品の you を who で受けた強調構文の例と比較する。

（2） “Nay,” I answered, “it is you who are a brave woman.”

（3） “I never used to be,” she answered. “I was never brave till I knew you. It is you 

who have made me brave.”

これら 3 例全てが会話文であるため、発話した登場人物を調べてみた。すると、（1）は海賊、

（2）はこの物語の主人公で雑誌にエッセーを書く男、（3）はヒロインで女性詩人であった。

このことから、作者が who と that を使い分けることで表現の違いを出しているのではない

かと推測した。つまり that を使うことで who よりも雑であったり、荒いニュアンスを出す

ことが可能なのではないだろうか。また、Biber （1999: 612）は”…; the pronoun that and 

the zero relativizer have a more colloquial flavor and are preferred in conversation.”と記

述している。このことから、口語においては逆に who を使うことで丁寧な表現とすること

が可能であるとも考えられる。

　次にThe Man Who Was Thursdayの例文を見てみる。こちらはyouをthatで受ける例と、

who で受ける例がそれぞれ 1 例ずつあった。

（4） "You are a devil!" said Gregory at last.

 "And you are a gentleman," said Syme with gravity.

 "It was you that entrapped me," began Gregory, shaking from head to foot, 

"entrapped me into—"

（5） "It is you who are unpoetical," replied the poet Syme.
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（4）が you を that で受けている例であるが、こちらは発話者が相手（つまり you）に対し

て怒りや不満を持っていることがその前の発言からうかがえる。

　更に、The Jungle と Triumph of the Egg からの例を挙げる。The　Jungle では強調構文

の例が 13 例、Triumph of the Egg では 4 例あったが、それぞれそのうち唯一先行詞を that

で受けた例である。

（6） "It was a man that did me a mean trick once," answered Jurgis.

（7） He said that he made that horse, that it was him that won the race and made the 

record. He lied and bragged like a fool. I never heard such silly talk.

これらも先行詞の a man と him に対して、（6）では発話者が、（7）では地の文のため I が

それぞれ良い感情を持っていないであろうことがうかがえる。

　これに該当しない例もある。

（8） "It is not you that is reading, it is Bedford, but you are not Bedford, you know. 

That's just where the mistake comes in." （The Man Who Was Thursday）

（9） DIEU was the French for God and that was God's name too; and when anyone 

prayed to God and said DIEU then God knew at once that it was a French person 

that was praying. （A Portrait of the Artist as a Young Man） 

（10）a. Yet it is not every woman that would do.

 b. …; for it is only women who manage to put at times into their love an element 

just palpable enough to give one a fright—an extra-terrestrial touch. 

  （Lord Jim）

　既に述べたように、that の特徴を全ての that の例文に当てはめるのは難しいだろう。し

かし、ここまで述べたことを that の一つの側面としてみなすことができると考える。つまり、

that を使うことによって who よりも雑であったり、荒いニュアンスを出すことが可能であ

る。更にこれに関連して、that を使うことによって先行詞に対しての怒りや不満などのネ

ガティブな感情を表すことができる。当然個人差があるが、個々の使用を見るとそのように

使っていると考えられる作家がいることがうかがえる。
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4.2　that を取りやすい語

　一言で人を表す語と言ってもそれには様々なものがある。筆者自身のデータを見ても、

man, woman, boy, girl, fellow, father, mother, husband, wife, brother, sister, people, person

など挙げていけばきりがない。しかし、そういった語の中でも後に that しかきていない語

がある。いくつか例を挙げる。

（11） Once upon a time old Lafferty had been caught with a gang that had stolen cows 

from several of the poor people of the neighborhood and ….  （The Jungle）

（12） Therefore, at each performance of "Ha-Ha Hortense!" half-a-dozen seats were kept 

from sale and occupied by six of the worst-looking vagabonds that could be hired 

from the streets, further touched up by the Triangle make-up man. 

  （This Side of Paradise）

（13） "Usually known as 'that damn lazy big-mouthed calamity-howler that ain't satisfied 

with the way we run things.'” （Main Street）

（14）"Work, you blackguards," yelled a voice. "Do the dirty work. You're the suckers 

that keep the poor people down!" （Sister Carrie）

（15）—Any boys want flogging here, Father Arnall? cried the prefect of studies. Any 

lazy idle loafers that want flogging in this class?

  （A Portrait of the Artist as a Young Man）

上記の語以外に、mob, enemies, idiot が該当する。これらの語を考えると、全てあまり良い

印象を与えない語であることに気が付く。4.1 で述べたネガティブな感情と関連して、この

ようにネガティブなイメージを抱かせる語には who よりも that が適しているということで

はないだろうか。

　しかしこれに関してはまだまだ問題が残っている。第一に、それぞれの語に対して例文が

多くても2,3例ほどしかなく、偶然の域を出ていないと言える。より大きなコーパスを用いて、

多くの例文を扱うことで、客観的な統計データを出し検討する必要がある。第二に、該当す

ると考えられる語であっても who が使われているケースが存在する。

（16） It did not remedy matters that a few days later the strike was given up and about 

half the strikers went back to work; for every one taken on, there was a "scab" 

who gave up and fled. （The Jungle）
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（17） And Marija is just fighting drunk when there come to her ears the facts about the 

villains who have not paid that night.

（18）"You may say you don't read books," he remarked, "but, all the same, you know 

about them. Besides, who wants you to be learned? Leave that to the poor devils 

who've got nothing better to do. You—you—ahem!—"　

  （Night and Day）

（19）Her eyes seemed to regard him with mild pity; her holiness, a strange light 

glowing faintly upon her frail flesh, did not humiliate the sinner who approached 

her. （A Portrait of the Artist as a Young Man）

（20） She was particularly fond of animals, and, besides her canary, whose cage hung on 

a nail in the massive wall of the keep by day, to the great annoyance of prisoners 

who relished an after-dinner nap, and ….　

  （The Wind in the Willows）

　このように、ネガティブな意味を持つ語であっても who が使われることは十分にある。

意味を扱うわけであり、この場合 4.1 の The Sea Wolf で行ったように、会話文であればそ

の発話者がどんなキャラクターかといったことや、その作品において先行詞となっている語

がどのように扱われているかなどを調べることで更に踏み込むことが可能であるかもしれな

い。しかし、現時点では上記のような例においてなぜ who が使われたのかということに関

して説明するのは難しい。

　また、もう一つ that を取りやすい語がある（表２参照）。

表２

who that

child 8 8

children 10 5

baby 1 2
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表３

who that

boy 18 2

girl 24 2

このように child と baby は that を取りやすい。表 1 で示した who と that の割合を考えると、

かなり that の割合が高いことが分かる。表 2 と表 3 を比較することでより明らかである。

ではなぜ that を取りやすいのか。これに関しては Declerck を参照する。

（h） The nouns child and baby can also （but seldom） be found with which （in the same 

types of context in which it is used to indicate the referent）. 

  （Declerck （1991: 538））

このように child や baby は人を表す語であるが、代名詞 it で示すことがある。Declerck に

よれば、その場合関係代名詞 which で受けることが可能であるということである。しかし、

やはり人を表す語に対して物を表す which を使うのは抵抗があるのではないだろうか。そ

の為、who と which の中間的な役割を that が担っていると考えられる。これにより、child

などの後に that が使われやすいことの説明がつく。

　この場合、ここまで述べてきた that がネガティブな側面を持ちうるということとは異な

る特徴が見られる。who と which の中間的な役割を果たせるということは、人を表す先行

詞に that が使われた場合、人というイメージを薄めたり、抽象的にすることが可能なので

はないだろうか。これは Declerck とも一致する。

（i） In subject position, who is preferred to that, except when the antecedent refers in 

a vague or general way （e.g. when it refers to unidentified people）.

  （Declerck （1991: 540-541））

4.3　作家ごとの使用

　ここまで述べてきたことを that の特徴と考え、いくつか個別の作家の使用を比較するこ

とで、検討していく。

I. The Moon and Sixpence

　まずは The Moon and Sixpence における、child の例文を見る。該当する例は以下の 2 例

が全てである。
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（21） "It can't go on at his age," she said. "After all, he's forty. I could understand it in a 

young man, but I think it's horrible in a man of his years, with children who are 

nearly grown up. His health will never stand it."

（22） He spoke as though I were a child that needed to be distracted.

（21）では、children が実際に存在する子供のことを指している。一方、（22）の child は実

在する子供を指しているわけではなく、子供というイメージを指している。つまり（22）で

は「人間」という印象が薄まっているのである。その為に（21）では who が、（22）では

that が使われたのである。

　The Moon and Sixpence の that の例は全部で 6 例であり、残り 5 例である。そのうち先

行詞が group であるのが 1 例、crowd であるのが 2 例である。この group と crowd も個々

の「人間」というよりも、その集合体としてのイメージが強いと考えることができ、that

が使われていることも十分納得がいく。しかしながら、これに関しては問題点があることも

事実である。筆者が集めたデータの中に、”group who”や”crowd who”という例文が無

いため、そもそもこれらの語を、人を表す語として扱うべきか疑問が残る。人を表す語とそ

うでない語の明確な線引きをすることも今後の課題の一つである。

　更に残りの 2 例を見てみる。

（23） Looking back, I think that Mrs. Strickland was the most harmless of all the lion-

hunters that pursue their quarry from the rarefied heights of Hampstead to the 

nethermost studios of Cheyne Walk.

（24） The only painter that interested him who was at all unexpected was Brueghel the 

Elder.

まず上記 2 例に関しては、それぞれ先行詞を all と only が修飾していることに注意が必要で

ある。これらは多くの先行研究で、that が好まれるケースとして挙げられるものである。こ

の他に最上級、every、no などが先行詞を修飾している場合が挙げられる。しかしこれらの

場合も、who と that の選択の場合には、必ずしも that が好まれるとは言えず、who も多く

使われる。

　（23）については、これまでの主張を適用できると考える。ここでも hunters は特定の「人

間」を示しているわけではなく、全ての hunter の集合を表している。（24）はここまで述べ

てきた that の特徴を当てはめるのが難しい。こちらは that の限定性という特徴から考察し
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ていく必要があると考える。

II. Our Friend the Charlatan

　ここでは、2 つの会話文を比較したい。

（25） “You want a woman with plenty of common sense as well as uncommon ability; 

the kind of woman that'll keep you going steadily—up—up! Do you understand 

me?"

 　The effort with which she spoke was terrible. Her face began to shine with 

moisture, and her mouth seemed to be parched.

（26） “I have always seen in you just the kind of woman who would understand me and 

help me."

これらは同一人物による会話文ではないが、先行詞も同じ語であり、十分比較できるものと

考える。この引用から、口調の違いにより関係代名詞が使い分けられているということを主

張したい。（25）では話し手の女性がかなり興奮していることが分かる。その為、この場合

は who よりも that の方がより適しているのである。

III. Sister Carrie

　この作品は、that の例が 13 例であった。注目すべきはそのうち 12 例が会話文であると

いうことである。唯一地の文で使われた that も先行詞が crowd であり、これについては既

に述べた通りである。who に関しては、182 例中会話文で使われているものは 22 例である。

いくつか例文から読み取れることを考察する。

　

（27） "Well," said Drouet, whose memory for such things was not the best, "it's about a 

girl who gets kidnapped by a couple of crooks—a man and a woman that live in 

the slums. She had some money or something and they wanted to get it. I don't 

know now how it did go exactly."

ここでは、a man and a woman を that で受けているが、その前の a girl は who で受けてい

ることに注目したい。a man and a woman は a couple of crooks の言い換えになっている

ことからも分かるように、悪い人物とみなされている。その為に that が使われているので

ある。更に、前の a girl を who で受けることで、that のネガティブな印象がより濃く浮か
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び上がってくるのである。

　もう一つ、類似した例を見る。

（28） "That————- hit me in the neck," said one of the officers. "I gave him a good 

crack for it, though."

 "I think I must have left spots on some of them," said the other.

 "I know that big guy that called us a—————" said the first. "I'll get him yet for 

that."

 "I thought we were in for it sure, once there," said the second.

やはりここでも先行詞の that big guy に対して怒りなどの感情があることがうかがえる。

加えてここでは伏せ字が用いられている。これは印刷することが憚られる表現であることを

示しているわけであり、ここも文脈的に who よりも that の方がそういったニュアンスを出

すのにより適しているのである。

　ここまで that の持つネガティブな側面に着目して考察を進めてきた。だが、必ずしも

that がそういったニュアンスを持つわけではないことは既に述べた通りであり、特に口語

においては that の使われる頻度も上がってくる。この作品における口語の that と who の使

用数を見れば、that が who とほとんど変わらず使われていることが分かる。that も who 同

様中立的な立場を取れるのである。4.1 で少しだけ触れたことであるが、that が中立から乱

暴であったり雑なニュアンスを含むのに対して、逆に who は中立から丁寧な表現をカバー

していると言える。

　who の例文を見てみたい。（29）-（31）は Quincel という登場人物による who と that の

全ての使用例である。

（29） "I say, Drouet," said Mr. Harry Quincel, an individual who was very prominent in 

this local branch of the Elks, "you're the man that can help us out."

（30） "That sounds like somebody that can act, doesn't it?" said Quincel.

（31） "We're trying to get up some theatricals for two weeks from to-day, and we want 

to know if you don't know some young lady who could take a part—it's an easy 

part."

（29）と（30）は乱暴であったりネガティブな that ではなく、中立的な that だと考えられる。

つまり作者が設定したこの登場人物の基本口調と考えられるかもしれない。そんな Quincel
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という登場人物が（33）では who を使っている。その理由は、lady という先行詞であろう。

『ジーニアス英和辞典　第 4 版』（2006: 1097）によると「woman, girl の上品語 .」とある。

その為、lady には who の方が適しているのである。更には、通常 that を用いる人物が who

を使うことでとりわけ丁寧な言葉遣いになっていると受け取ることができる。

　最後にもう一組例文を挙げる。

（32） "Carrie," he said, using her first name with sympathetic familiarity, "I want you to 

love me. You don't know how much I need some one to waste a little affection on 

me. I am practically alone. There is nothing in my life that is pleasant or delightful. 

It's all work and worry with people who are nothing to me."

（33） "You think," he said, "I am happy; that I ought not to complain? If you were to 

meet all day with people who care absolutely nothing about you, if you went day 

after day to a place where there was nothing but show and indifference, if there 

was not one person in all those you knew to whom you could appeal for sympathy 

or talk to with pleasure, perhaps you would be unhappy too."

（34） "I met John B. Drake to-day," he said. "He's going to open a hotel here in the fall. 

He says that he can make a place for me then."

 "Who is he?" asked Carrie.

 "He's the man that runs the Grand Pacific in Chicago."

 "Oh," said Carrie.

 "I'd get about fourteen hundred a year out of that."

これら 3 例は Hurstwood という男性登場人物が Carrie という女性と話しているシーンであ

る。これらも設定を考慮すると who と that の持つニュアンスが浮かび上がってくる。（32）

と（33）では Hurstwood と Carrie は知り合ったばかりであり、Hurstwood は Carrie に恋

心を抱いている。やはりそんな女性と話すには that よりも who が適切なのである。who を

使うことで、丁寧な口調や緊張感をより出すことができるのである。一方、（34）では二人

が一緒に暮らすようになって少し経ってからの会話である。ここでは、もはや固い表現を使

う必要がない為 that が使われている。こうすることで二人がくだけた関係であることが示

される。
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4.4　まとめ

　ここまで that の持つニュアンス、そしてそれと比較して who が持つニュアンスについて

述べてきた。それぞれの持つニュアンスをまとめる。

図１

図１は who と that の持つニュアンスの違いを図式化したものである。who と that では重

なる部分が多く、実際お互いを交換してもほとんど変わらない場合が多くある。

　しかし、ここまで述べてきたように that は that の、who は who の独自の役割を果たし

ている場合があるということが例文を細かく見ることで分かった。まず that は、who と

which の中間的な働きをするのに便利である。人を表す語ではあるが、その集まった集合を

指すような語には that がよく使われる。これは「人間」というイメージを薄れさせること

に繋がる。そこから that を人に使う場合には、その人を軽視しているというような意味を

持ち得る。逆を言えば、そういった負の感情を示すことが可能となる。その為に悪いイメー

ジの語には that が使われ易い。またそういったネガティブなイメージから、特に口語にお

いて、乱暴な口調や雑な口調を出すのに使われることがある。

　一方 who であるが、人を表す語には who を使うというのが原則である。それを踏まえた

うえで、that と比較することで who 独自の役割が見えてくる。特に口語において、丁寧な

口調を表現することができ、そういった口調が必要な場合やかしこまった場面では that よ

りも適切なのである。

５．おわりに
　先行詞が人を表す語である場合の who と that の使い方を、特に that に焦点を当て考察し

てきた。

　「人を表す語」に関しては、しっかりとした定義が必要であったと感じている。本論文で

も取り上げた crowd や group、他に figure や soul 等も悩ましい語であった。また本研究では、

コーパスを用いながら時に引用元の作品の設定や場面などにも触れ考察を進めてきた。その
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為統計データのみを扱うよりも客観性が乏しくなってしまったことは否めない。

　ここまで述べてきた that と who の特徴と合致しない例文は多く存在する。ニュアンスの

問題を多く含み、使用者に大きく左右されるのは事実である。しかしそれでも that と who

の持つ独自の側面に触れることができたと考える。
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Comparing relative pronouns who and that in subject 
position

DENAWA, Takayoshi

　Main relative pronouns are who, whom, whose, which and that. When the antecedent is 

human, who or that is used in subject position. In this case, who is much preferred to that. 

It is true, however, that that is used after human antecedents. Why then is that used? 

This paper is intended to investigate characteristics of who and that, and attempts to look 

into why that, rather than who, is used.




