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寒波は去り、バレンタインデーの 2 月 14 日には市内で春一番が観測されました。春が確実に近づいて
います。
こ

ち

「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花 あるじなしとて春なわすれそ」
ふじわらの と き ひ ら

これは時の右大臣菅原道真が、左大臣藤 原 時平 に疎まれ無罪の罪で大宰府に左遷され都を離れる
こ う ば い でん

日に、紅梅 殿の梅に別れを惜しんで詠んだ歌ですが、それを聞いた梅が一夜のうちに大宰府の道真
の許へ飛んで来たと伝えられるのが『飛梅伝説』です。
つなしき

ゆ か り

北九州市の近郊、築上郡築上町の綱敷天満宮は菅原道真所縁 の神社で、左遷された道真公が大宰
府に赴任する途中、嵐に遭遇しこの浜にたどり着いたと云われています、この時、道真公は漁船の網
つなしき

の綱を敷いて休憩したと伝えられ、それが綱敷という名前の由来となっています。なお、綱敷の名前を
持つ神社は神戸市、今治市、福岡市など全国に複数あり、同様の伝承が残されているようです。
綱敷天満宮は、周防灘に面し、海沿いは潮干狩りや海水浴が楽しめる海浜公園として整備されていま
すが、梅の名所としても有名で、社殿の周辺には約 1,000 本の梅が植えられています。今はちょうど
「しいだ梅まつり」が行われている最中で、境内に漂う梅の香りに早春の息吹を感じてみては如何でし
ょうか？
https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s036/180/20180112150859.html
※築上町公式 HP－新着情報より引用

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
いわゆる

Where, when, how などの「関係副詞」は、私の世代では中学 3 年で学びましたが所謂「ゆとり教育」
（狭義では 2002～2010 年度）により比較の応用表現等とともに中学英語から外され、高校英語の範
囲とされました。英語の筆記体を消滅させる等問題点も多かった「ゆとり教育」ですが、その反省点を
踏まえて 2011 年度から実施された「脱ゆとり教育」にて、今度は未来形の受動態等とともに再度中学
英語の範囲に組み込まれるという文部科学省にも翻弄されて数奇な運命を辿った品詞です。
本号では、ビジネス翻訳でもよく使われる関係副詞 where, when について、その非限定用法（非制限
用法、継続用法）および先行詞に焦点をあて、例文を掲載して若干の考察を行います。
1. 関係副詞 where, when の限定用法と非限定用法
(1) 限定用法
Where の場合は場所（場合）を表す名詞を先行詞として「…する場所」、「…した場合」、when の場合
は時（場合）を表す名詞を先行詞として「…する時」、「…した時」の意味を表します。

a) I remember the house where (= in which) I was born.
「私は自分が生まれた家を覚えている」
b) It snowed heavily on the morning when he was born. ⇒ ※When は省略可
= It snowed heavily on the morning he was born.
「彼が生まれた朝は大雪だった」
c) The time will come when they will regret it. ⇒ ※先行詞と離れると when は省略不可
「彼らはそのことを後悔する時が来るだろう」
(2) 非限定用法
関係副詞の前に「,」カンマが置かれ、where の場合は「そしてそこで」、when の場合は「そしてそれか
ら」、「…するとその時」、「…した途端」の意味を表します。
a) She wanted to go to the house, where her mother had grown up.
「彼女はその家に行きたがったが、そこは彼女の母親が育ったところだった」
b) I was about to leave, when there was a knock on the door.
「ちょうど出かけようとしていた時にドアをノックする音がした」
c) In those days, when she was still a student, she would often babysit for us.
「当時、彼女がまだ学生だった頃、彼女は僕らのためによく赤ん坊の守りをしてくれた」
2. 関係副詞 where が「場所」以外の先行詞に対して使われる場合
ビジネス英語では、特に関係副詞 where が場所以外の先行詞に対して使われているケースをよく見
かけます。ただ、このようなケースをきちんと説明している文法書は少なく、また以下のような批判的な
記述も見受けられました。
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
There are some cases where landowners will buy the equipment and lease it to the
tenant.
（地主が設備を購入してそれを土地の賃借人に貸すという場合がある）
●この例のように、くだけた言い方では、点（point）、場合（case）、状況（situation）など、「場所」で
はないのに、where を関係副詞として用いているのを目にすることがあるが、表現としては正確さが欠
けており、勧められる言い方ではない。
また、たとえば、
There are some cases when we do need your personal information.
（あなたの個人情報が必要な場合があります）のように、先行詞が「時」を表す言葉ではないのに、
when が関係副詞として用いられることもあるが、これも同様である。
（※「表現のための実践ロイヤル英文法」p.280－p.281 より引用）

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

上記のように批判的な立場をとる文法書もありますが、使いやすく便利な表現でもありネット上の情報
などを検索して以下の記述にたどり着きました。抜粋を記載します。
関係副詞が場所以外の先行詞に対して使われる場合、その先行詞（抽象名詞）は以下の通り where
を使うものと when を使うものに分けられます。
(1) Where／When を使う先行詞（抽象名詞）の区分
関係副詞

先行詞

備考・特徴

Where

point（重点、主眼点、要点）、case（場合、実例）、situation

場所（静的な感じ）を

（状況、状態、立場）、circumstance（事情、状況）、

連想させる名詞

condition（状態、条件）、environment（環境）、example
（例）、instance（例、場合）、premise（前提）、proposition
（提案）、context（文脈、背景、場面）等
When

chance（機会、めぐり合わせ）、opportunity（機会、好機）、

時（動的な感じ）を連

occasion（場合、折）、moment（瞬間）、scene（場面）等

想させる名詞

※日本語で「場所」と訳しても case と occasion はニュアンスが違って、case は静的な感じで where が使われ、
occasion は動的な感じで when が使われます。

(2) 英文例
★ Where が使用される文例
a) That's the point where I disagree with you.
「そこが君と合わないところだ」
b) There are many cases where the pen is mightier than the sword.
「文は武より強いという場合が多くある」
c) It was a situation where I couldn't tell the truth, and I couldn't lie either.
「それは本当のことも言えず、嘘もつけない状況だった」
d) Additive input information is received from the environment where the controller is
used.
「コントローラが使用される環境から追加入力情報を受け取る」
e) This is an example where practice makes perfect.
「これこそ習うより慣れよということの実例だ」
f) The meaning of a word is determined by the context where it is used.
「単語の意味はそれが使われている文脈で決まる」
g) You should have acted on the premise where the worst might happen.
「君は最悪の事態が起こるかもしれないという前提で行動すべきだった」

★ When が使用される文例
h) These regulations are applied to the occasion when workers continue to work as a
protest against proposed dismissal or closure of the factory.
「本規則は労働者が解雇や工場閉鎖の提案に対する抗議として業務を継続する場合に適用する」
i) Print operation is started at a moment when the buffer is filled.
「バッファが一杯になった瞬間に印刷動作が開始される」
j) This device is equipped with an improved mechanism for decreasing the opportunity
when the product quality could be deteriorated in the manufacturing process.
「本装置には製造過程で製品の品質が悪化しうる機会を減らす改良メカニズムが搭載されている」
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