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☒  who [フー]

代 ① だれ、だれが

②【関係代名詞】…である[する]ところの
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≪短縮形≫ who is = who’s

※ Who are you ? 『あなたはだれ？』

…とても失礼な表現になる。人の

名前をたずねるときにはふつう

May I ask your name ? を使う。

Who is it ? 『どちらさまですか？』

【ドアのノック音を聞いて】

Who’s calling, please ?

『どちらさまですか？』【電話で】

≪間接疑問文≫ …【かんたん英文法】も参照。

※ 疑問詞を含む疑問文が、ある文の一部になって

語順が変わり ｢疑問詞+主語+動詞｣ になった文。

I don’t know who he is.

『私は彼がだれなのか知りません。』

… Who is he ? が I don’t know の後ろについた文。

語順が変わり、主節の文 (この場合では肯定文)

に応じて、文末のクエスチョンマークは不要。

Do you know what it is ?

『あなたはそれが何なのかわかりますか？』

☆ 疑問詞が主語になっている文 (… 疑問詞を

｢～が｣と訳すもの。｢何が｣･｢だれが｣ など)

では ｢疑問詞 + 動詞｣の語順になる。

I knew what was in the box .

『私は何がその箱の中に

あるかを知っていました。』

… I knew のうしろに What was in the box ?
｢何が箱の中にありましたか？｣がついた文。

≪関係代名詞≫ …【かんたん英文法】も参照。

関係代名詞とは 接続詞 と 代名詞 の２つの働きを

１つの語がする働き。関係代名詞の用法を持つ語

には who, whose, which, that, whom がある。

☆ 関係代名詞 who は、先行詞が〔人〕で

うしろに (助)動詞 が続くときに使う。

… that にも同様の用法があるので、

who は that と書き換えが可能。

☆ 以下のそれぞれの語も参照のこと。

whose …【単語帳 No. 155】

which …【No.159】/ that …【No. 9】

whom [フーム] … who の目的格。【高校レベル】

「だれを、だれに」と訳す。

※ whom は中学生の英語ではふつう学習しない。

Who is that boy ? 『あの少年はだれですか？』

→ He is Ken. 『彼はケンです。』

Who are you looking for ?
『あなたはだれを探しているのですか？』

→ I’m looking for my mother.
『私は私の母を探しています。』

※ 文法的には｢だれを｣という意味では Whom [左下に説明あり] を

使うべきだが、ふつう口語では Who を使う。

Who is playing the piano ?
『だれがピアノをひいていますか？』

→ Meg is. 『メグです。』

※ Who を｢だれが｣と訳すので、Who がこの文の主語。

be 動詞がある文には 人名 + be 動詞 の形で答える。

Who plays tennis every day ?
『だれが毎日テニスをしますか？』

→ Emi does. 『エミです。』

※ Who が主語になっている文なので、答え方に注意！

一般動詞の文では、do , does , did を使って答える。

上の文では does が plays tennis を代用している。

Who [Which] is taller, Emi or Meg ?
『エミとメグはどっちが背が高いですか？』

→ Meg is. 『メグです。』

※ 人を比べるときには Which よりも Who を使うことが多い。

※ Meg is のうしろに taller than Emi が省略されている。

Who [Which] can run faster, Tom or Ken ?
『トムとケンはどちらが速く走ることができますか？』

→ Tom can. 『トムです。』

※ 助動詞がある文では、助動詞を使って答える。

※ Tom can の後ろに run faster than Ken が省略されている。

≪間接疑問文≫

I don’t know who she is.
『私は彼女がだれなのかわかりません[知りません]。』

She knows who the man is.
『彼女はその男性がだれなのかを知っています。』

My mother remembered who came first.
『私の母はだれが最初に来たかをおぼえていました。』

≪関係代名詞≫

I know the girl who [that] came here yesterday.
『私は昨日ここに来たその少女を知っています。』

That man who [that] is playing tennis is my uncle.
『テニスをしているあの男性は私のおじです。』

注 be 動詞は、主語や時制に応じて使い分けるので

複数の主語で答える場合には注意しよう！

… 例えば、｢トムとメグがピアノをひいている｣

ときは Tom and Meg are. と答える。
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