比較 Extra Lesson
1 原級を含む重要表現
□□ as…. as possible できる限り〜な + as … as I can.
君の e-mail に返事を出します

できるだけすぐに。

□Iʼll answer your e-mail / as soon as possible.
□Iʼll answer your e-mail / as soon as I can.
練習 和訳を参考に（
）内の語句を並びかえなさい。
できるかぎり多くの本を読みなさい。
□Read ( books / as / possible / many / as )
□Read ( as / as / books / you / can / many )
間違いを直せ （正しい英語を書き，和訳もせよ）
□ Jeff and Jenny saved as much money as they possible. (センター試験)
Exercises
□明日の朝はできるだけ早く起きたいと思います。大問１ ４）
I want to get up (
)(
) as (
) tomorrow morning.
□このコンピューターはできるだけ慎重に使ってください。 大問４ １）
[carefully 注意深く]
□□ 同じ人間の中でどちらの割合が大きいか。という構文。たとえばビートたけし。映画監督と
コメディアンである割合いを比べると今は映画監督の方の割合がおおいように見えます。
□He is not so much a comedian / as ( he is ) a movie director.
彼はそれほど多い割合がコメディアンというわけではない/ 彼が映画監督であるのに比べて。
きれいな訳にしたいなら， not so much A / as B で，
「A というより，むしろＢである」とする。
movie director
comedian
応用 この構文は B rather than A (A よりむしろＢ)に書き換え。
和訳しなさい。
（学習院大）
□ Mr. Hashimoto is not so much a lawyer / as a TV star.
= Mr. Hashimoto is a TV star ( r
)( t
) a lawyer.
[ lawyer 弁護士 ]
Exercises (テキストの問題)
□ 彼女は私の友人というよりはライバルだ。大問１ １）
She is not (
)(
)a(
)/(
)a(

) of mine.

２ 比較の表現を含む慣用表現
□□ 比較 and 比較 ＝「ますます〜だ」
□The days are getting longer and longer.
□ The air pollution became more and more serious.
＊ more を使う比較級は，more and more 原級 を使う。
Exercises （テキストの問題）
□ 地球の気温はだんだん高くなってきている。 大問１ １）
Global temperature has become (
) and (
).

[globe 地球 ]

□ 環境を守ることがますます重要になってきている。 大問４ ３）
[the environment 環境 protect 守る]
□□ The 比較級〜，the 比較級….

〜すればするほど，そのぶんますます…..だ。

□The older we growφ, the weaker our memory becomesφ.
*もともと， we grow older. our memory becomes weaker.だった。
older と weaker が文頭に出て倒置，
「その分だけ」を表す the がついた。

□The longer she waitedφ, the more impatient she becameφ.
*もともと，she waited longer. she became more impatient. だった。
Longer, more impatient という比較級が文頭に出て，
「その分だけ」を表す the がついた。

Exercises （テキストの問題）
□ As she gets older, she becomes more attractive. 大問２ 2)
=(
)(
) she gets, (
)(
)(
) she becomes.
まちがいを直せ。また和訳せよ。
□ I love your garden. Itʼs so neat.
The smaller the garden is, it is the easier to look after it.
和訳せよ
□ The sooner a consumer throws away the object he has bought and buys another, the
better( it will be ) for the producer.
[ consumer 店の客 producer 生産者 ]
□The more I learn ，the more I realize I don't know. The more I realize I don't
know ，the more I want to learn.
Albert Einstein

̀
□□ all the 比較級/ for…
「…のためにその分ますます~」
the がポイント。the 比較級は「その分ますます~だ」
。
all は強調なのであまり意味がない。あってもなくてもよい。
for は理由の for。
I feel all the better / for a hot bath.
僕はその分ますます気分がいい / 熱い風呂に入ったので
She studied all the harder / because her grades improved.
彼女はその分ますます一生懸命勉強した
成績がよくなったので。
*for の後ろは名詞。because のうしろは文。両方とも理由を示す。
Exercises
□ I love him all the more / because he has faults.
=I love him all the more / for (
)(
)
□ He got all the more refreshed / for a good sleep. (和訳せよ)

比較の大展開
□□比較級には相手より優れている優等比較と，相手より劣っている劣等比較がある。
○優等比較は，more +形容詞の原級（より~だ）
cf. more important
○劣等比較は，less＋形容詞の原級（より~ではない） cf. less important
①（優等比較） Meg is more beautiful / than her sister( is beautiful).
②（劣等比較） Meg is less beautiful / than her sister( is beautiful).
□□①と②の文に no を付けてみる。
no はマイナス，more はプラス。かけ算するとマイナス。＝両方否定。
(̶) (＋)＝（̶）両方否定。
①ʻ Meg is no more beautiful / than her sister( is beautiful).
メグも美しくない。

←

姉は美しくない。

no はマイナス，less はマイナス。かけ算するとプラス。＝両方肯定。
(̶) （̶）＝（＋）両方肯定。
②ʻ Meg is no less beautiful / than her sister( is beautiful).
メグも美しい。

←

姉は美しい。

和訳せよ
□Tom can no more swim than Mary can. （中央大）
□I am no more interested in science than you are. 大問３ ２）

□□ うらぎりの no more than… no less than….
期待を裏切る言い方です。
ただし，no more…. than…，no less… than…
とは全く意味が違いますので，完全に区別して覚えてください。
̶ ＋ ＝ ̶ (マイナス方向へ期待を裏切る＝only ~しか)
no more than ( 数字 )
There are no more than 30 people in the concert hall.
̶ ̶ ＝＋（プラス方向へ期待を裏切る＝as many as / as much as ~も）
no less than (数字)
Exercises
□ 彼の講演には５０００人も人が来た。
（期待をプラスに裏切る）大問１ ３）
(
)(
)(
) five thousand people came to his lecture.
□彼の講演には５０人しか人が来なかった。
（期待をマイナスに裏切る）
(
)(
)(
) fifty people came to his lecture.
□□ 最大，最小の not more than (数字)， not less than （数字）
not more than (数字) ＝ a(t) (m)ost （どんなに多くてもせいぜい~）
not less than (数字)＝ a(t) (l)east （どんなに少なくとも）
Exercises 和訳せよ。
□ To repair the cell phone will cost not less than five thousand yen. 大問３ ３）
□ I expect not more than thirty people to come to the party.
□□ ラテン語比較級
ラテン語起源をもつ比較の構文がある。その場合，than のかわりに to..を使う。
□ A is superior / to B Ａはよりすぐれている / Ｂと比べて
□ A is inferior / to B
~より劣っている / …と比べて
□ be senior / to…
~より年上だ / …と比べて。
□ prefer A / to B
Ａの方が好きだ / Ｂと比べて。
□ This camera is superior / to that / in quality.
□ She is three years senior / to me. = She is three years older than me.
練習
□ The design of my car is (
) that of his. （千葉工業大）
1) more superior to 2) superior to 3) superior than
□ I prefer watching baseball (
) playing it. （清泉女子大）
1) as 2) for 3) to 4) from
Exercises
□ His digital camera is better than mine. 大問２ １）
= His digital camera is (
)(
) mine.
□コンピュータは人間の脳に劣っている。
大問１ ５）
Computers are (
) to human brains.

□□ know better than to V
□□ 否定文, much less ….

~するほどおろかじゃない。
（否定文につづけて）まして~でない。

□ You know better than to take an exam / without preparing for it. [ prepare for~に備える

□He won’t listen to his parents, ( much less ) his teachers.

□□ 他者（３人以上）との比較ではなく同一人物，物の中での比較の場合，
最上級の前に the をつけない。

まちがいを直せ I’ m the happiest / when I am thinking about you.
□ イタリアは１年のうちの今頃が一番あつい。 ( at this time of the year)大問４ ２）
□□ 他者との比較ではなく，同一人物，物の中での比較の場合，
more + 原級 を使う。
more 原級（Ａ） /than(Ｂ)
間違いを直せ
□ マイクは
Mike is more luckier

むしろ A である / B というよりも。

/
/ than able. →Mike と他者を比較してない。
Mike は lucky なのかable なのか同一人物
の中で比較している。→more 原級とする。

Exercises 和訳せよ。
□ Sam is more cowardly than careful. 大問３ １）

