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Chapter.8 比較構文 

Chapter.8 のテーマ演習 
★ 適切な表現で空欄を埋めよ。（センター入試より） 
   “I love your garden. it’s so neat.” 
    “Well, the smaller the garden, (      ) to look after it.” 
選択肢 ： it is easier, it is easily, the easier it is, the easily it is  
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=８．比較構文= 
〔Ⅰ〕比較基本概念  
人間は、生まれつき比較する。その行動の殆どが比較を基本に

している。従って、比較表現はあらゆる所に顔を出す。比較の否

定との融合表現、倍数表現、比例表現などは、難関大などでは必

ずといっていいくらい出題される。 

●比較の概念の種類  

①二つのものが程度において等しい｡ 

→同級: S+V as 形,副詞 as S’+V’ 

②二つのうちの一方が程度において大きい。  

→比較級: S+V 比較級 than S’+V’ 

③ある範囲において、あるものが他のどれよりも程度において

大きい。 

 →最上級：A+V the 最上級 +of 集団 or in 場所 
▲最上級は、意味の上で比較級を連続させた結果なので、範囲を限定

しないと成り立たない。そのために、文脈から明らかでない限り通常

of集団や in場所が付く。 

 

〔Ⅱ〕同級  

 

 

 

 

 

  

【１】同級構⽂：A+V as ~ as B+V  
形容詞、副詞の程度において A = B であること示す 

●成り立ち 
基本的には独立した A+V＋副詞 or 形容詞/B+V 副詞、

形容詞 という二文が成立していることが前提。その上

でその副詞、形容詞の程度が同じことを示すため、as ~as 
で挟み、重複している部分は省略されている。 
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★重要ポイント 
 成り立ちからいって、as~as をはずしても独立した文として成

立しなくてはならない。例えば She has books as many as I have.

は、as~as をはずすと She has books many となり、文が成り立た

ないので、誤り。She has many books が正しいから、この文で I 

have と程度の等しい many books を as~ as で挟む。→She has as 

many books as I have. 

 
＊否定になると so~asでも良い。従来日本では否定は so ~ asとする傾向にあったが、

実際の慣用ではどちらもみられる。 

 ◆例題１ 英訳しなさい。 
１．彼は 私と同じくらい体重がある。 

２．彼女は、私と同じくらい速く走る。 

 ◇解答 

１．まず「彼は重い」という英文をつくる 

He is heavy /He weighs much. 

heavyあるいはmuchの程度が私と同じなのだからこの部

分を as～as ではさむ。 

        He is as heavy as I am. 

He weighs as much as I do. 

  ２．She runs as fast as I do. 

◆例題２ 英訳しなさい。 
彼は、あなたと同じ数のテレビゲームを持っている。 

 ◇解答 

まず「彼は多くのテレビゲームを持つ」という文を作る。 

He has many computer games. 
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あなたが持っているゲーム（you have many computer 

games）と数が同等なのだから、many computer games を

as~as で、挟む。 

→He has as many computer games as you have. 

 

【２】同級頻出表現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さんさ 

 

 

 ◆例題３ 英訳しなさい  
彼女は実際ほど若く見えない。 

 ◇解答 

She doesn’t look so young as she is. 

 ◆仕上げ問題 
その女優はテレビでは実際ほどきれいに見えない。 

◎頻出表現 1：外見と実際の比較 
「実際と同じくらい～に見える、 

実際は外見と同じくらい～」 
この手の表現では、 
実際は、be 動詞で示され、外見は look を用いる。 

◆例 実際 He is young 
外見  He looks young. 

   実際＝外見 He is as young as he looks/He looks 

as young as he is. 
    「彼は、外見どおりに若い・ 

彼は、実際通りに若く見える」 
参考）外見> 実際 He looks younger than he is. 

「彼は、実際より若く見える」 
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 ◇解答 

まず、「その女優はテレビではきれいに見える」を作る。 

The actress looks beautiful on TV. 

次に「彼女は、実際きれいだ」 

She is beautiful. 

実際とテレビが同等にきれいであれば、「その女優は、実

際と同じくらいテレビでもきれいに見える」 

The actress looks as beautiful on TV as she is. 

これを否定にすれば、「その女優はテレビでは実際ほどき

れいに見えない」 

The actress doesn’t look so beautiful on TV as she is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎頻出表現２：倍数表現→同級表現の前から掛け算する 
「A は、B の数倍～に V する」 
A +V 数 times as ~ as B  

●成り立ち 
基本的にまず、同級表現がある。 

A+V    as ~ as B 
で、じつは程度が同じではなくて数倍だから程度を示す

as ~ as の部分の前からかけ算（数 times）する。 
 

A+V 数 times as ~ as B という語順になる。 
   ►as~asの前から掛ける 
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◆例題４ 英訳しなさい。 
彼女は、私の三倍速く走ることが出来る。 

 ◇解答 

She can run as fast as I can.に as~as の前から数をかけ算す

る。 

She can run three times as fast as I can. 

  かけ算するのだから必ず times と複数になる点に注意。 
  また比較表現では、比較対象の表現が日本語より厳密で 
  あることに注意。 

◆重要問題   
    次の日本語を表す英語の誤りを指摘してなおしなさい。 

  その都市の人口は札幌の約十倍だ。 
The population of the city is about ten time as many 
as Sapporo. 

 ◇解答 間違いの指摘（間違い箇所を赤字で示す） 

The population of the city is about ten time as many 
as Sapporo. 

■誤りの訂正の説明 
①倍数なのだから、times 
②population は、多い、少ないを large ,small で表す。

many→large 
③比較する対象は、飽くまで「人口」同士である。 

the population of Sapporo を示す that of Sapporo と

する。 
 ◇解答 英文の直し 

The population of the city is about ten times as large 
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as that of Sapporo. 
◆例題５ 英訳しなさい。 
１．私は彼女の半分くらい英語がうまく話せる。 
  ※half は、times の意味を含んでいる。 
２．私は彼女の半分でも英語がうまく話せればなあと思った。 

  
 
◇解答 

１．I can speak English half as well as she can. 
２．I wished I could speak English even half as well as she 

could. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ◆例題６ 英訳しなさい。 
  それは他のどんな計画にも負けないくらい注意深く作ら

れていた。 
 

◎頻出表現３ 
「A は、どんな B にも負けないくらい～に V する」 
「負けないくらい」というのは要は、同じことを示す。 

 A +V as ~ as any B 
 ◆例 

彼は、どんなコンピューターにも負けないくらいチェ

スが強い。 
He is as good at chess as any computer is. 
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 ◇解答 

That was designed as carefully as any other plan. 
 
〔Ⅲ〕比較級  
【１】⽐較級構⽂ 

A +V 比較級 than B 
形容詞、副詞の程度において A >B であることを示す 
【２】⽐較級頻出表現 
 

 
 
 ◆例題７ 間違いを直そう。 

The doctor listened to me more carefully than any 
other police officers.   

 ◇解答 
医者は、警官ではないから 

any other police officer→any police officer  
 

 
 
 
◆例題７ 間違いを直そう。 
The doctor listened to me more carefully than any other police 

officer.   

◇解答 
 医者は、警官ではないから anypolice officer とする。 

◎頻出表現４：最上級相当表現 
A +V 比較級 than any other 単数名詞 
「A は、他のどんな名詞より~に V する」 
同様のカテゴリーに属するものどうしを比較する場合

は、other を入れるが、最初から異なったカテゴリーの

ものとの比較の場合、other は不要←(出題される)。 
◆例  

江戸は、当時のどんな西洋の都市よりも大きかった。

（江戸は日本の都市、カテゴリーが異なる） 
Edo was larger than any city in the West in those 
days. 
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 ◆例題８ 英訳しなさい。 

１．好きなだけ眠ることほど心地よいものは無い。 
２．この世でお金ほど重要なものは無い。 
３．彼ほど、その問題について詳しいものはいない。 

 ◇解答 
１．「ものは無い」のだから nothing+V の形で始まる。 
「心地よい」は be pleasant だから同級にするのなら 

so（as）~as で pleasant をはさむ。 
「好きなだけ眠る」sleep as much as 人 like を動名詞 
 化。 

Nothing is so（as）pleasant as sleeping as much as  

you like. 
比較級なら Nothing is more pleasant than sleeping 

as much as you like.  
２．Nothing is more important than money in this world. 

  ３．Nobody else is so familiar with the problem as he is. 

  Nobody else knows about the problem more than 
he does. 

◎頻出表現５ 否定と比較の融合表現 
一般に最上級表現に相当する。 
①「X 程 ～に V する S はない」  

   No S +V  so ~ as X 
             比較 than X 

②「X 程 ～に V するもの(人)はない」 
Nothing       + V   so  ~  as  X 
Nobody (else)       比較級 than X 
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 ◆仕上げ問題 英訳しなさい。 
    旅先で病気になることほど心細いものは無い。 
 ◇解答 

「ものはない」だから nothing から入る。「心細いもの」

は「心細く感じさせる」と考えるとmake人 feel helpless。
so~as で helpless をはさむ(more helpless も可)。「旅先で

病気になる」は、「旅をしている間に病気になる」と言い換

えると become sick while 人 be traveling で、これを動

名詞化する。 

 Nothing makes you feel so helpless as becoming sick 
while you are traveling. 
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〔Ⅳ〕比較重要表現  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
ポイント the 比較級 A S’+V’, the 比較級 B S+V で 
 the 比較級A S’+V’部分の theは、接続詞でasの役割を果たす。 
the 比較級 B S+V の the は、指示副詞で so と同じ役割（それ程を示

す）。 

◆例題９ 英訳しなさい。 
１．彼は、酔えば酔うほど冷静になった。 

  ２．薬を飲めば飲むほど、彼は、具合が悪くなった。 
 

【１】⽐例表現 
the more A   the more B 
 
                   S’+ V’+ A             

作り方 
①S’+V’+A/S+V+B という 
独立した二つの文を成立させる。     S+V+B 

②比例しあっている部分（形容詞あるいは副詞である A と

B）を比較級にし、the をつけて 
③文頭に持って行く 
◆例 
  彼らは、歳をとればとるほど元気になる。 
①they get old/ they get vigorous. 
②they get the older/ they get the more vigorous 
③The older they get , the more vigorous they get. 
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◇解答の過程 
１．①he got drunk/ he got calm 

②he got the more drunk/ he got the calmer 
  ③The more drunk he got, the calmer he got.  

 ２．①he took much medicine/ he felt sick 
②he took more medicine/ he felt sicker 
③The more medicine he took ,the sicker he felt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◆例題 10 誤りを正せ 

The more she was interested in the painting, the 
more it was difficult for her to explain why she liked 
it. 

★重要ポイント 
独立している段階の文で比例しあっている部分が形容詞＋

名詞の場合、比較級＋名詞にして the をつけ、そのまま the 
比較級＋名詞の形ごと文頭に持って行くのが原則。 
また、more +原級で比較級を作る場合、これもこの the 

more + 原級の形ごと文頭に持って行く。 
●誤り：The more you have chances to communicate 

with people from other countries, 
the more it is necessary for you to speak English.  

○正解：The more chances you have to communicate 

with people from other countries, 
the more necessary it is for you to speak English.  
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 ◇解答 

The more interested she was in the painting, the 
more difficult it was for her to explain why she liked 
it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
◆例題 11 英訳しなさい。 

その問題が難しかったが故に彼は一層興味が引かれた。 
 
 

【２】S＋V all the ⽐較級表現＋because【 X 節  】 
for【  X 句】 
when【   X 節 】 
X ing （分詞構文） 

all the 比較級の the は、「その分だけ」を表す so と同義

の副詞。all は、強めているだけ。X という事柄があって、そ

の分だけより一層、を示す。 
 「S は、X 故にそれだけ一層～に V する」 
＊等位節を率いる理由の接続詞 for はこの表現には不可。 
◆例 彼が､謝ったので一層彼女は怒り始めた。 

step１ She got angry   /   because he apologized 
  because 以下の分だけより一層怒りが増したことを示し

たいから、the angrier となり、それを強める意味で、all
をつけるだけ。 
最終 She got all the angrier because he apologized. 
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◇解答 

He was all the more interested in the problem 
because it was difficult. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
◆例題 12  

１．私は、その男が好きでないのと同様、憎んでもいなかっ

た。 
 ２．彼女が、私を理解していないと同様、私も彼女をよく知

らなかった。 
 ３．私が、科学者で無いと同様、彼も小説家ではない。 

 ◇解答 
  １．I didn’t hate the man any more than I liked him. 

２．I didn’t know her any better(any more) than she 
understood me. 

  ３．He is no more a novelist than I am a scientist.  

 

【３】S + not V any more than S’ +V’ 
S + no more V     than S’ +V’ 

than の両辺がどちらも否定を意味することが特徴。頭から

読むだけなら 
「S は V しない」かつ「S’は V’しない」→日本語化「S は、

Ｓ’が V’しないと同様に V しない」 
※than の後ろが形は肯定だが日本語では意味が否定になる

ことに注意。               形は肯定意味否定 
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★重要ポイント 
特別に注意すべき比較級 
 同じ一つの存在の二つの側面どうしを比較する場合、一律に

more+原級で比較級を作る。 
◆例 

She is more pretty than beautiful. 
彼女は、美しいと言うより可愛らしい。 

▲prettyの比較級は通常 prettierだがこの場合more pretty 

特に注意すべき最上級  
  同じ一つの存在のある側面においてある性質が最も強いこと

を示す場合、最上級に the はつかない。最上級の the は、他の存

在と比較して最もということを示す。 
◆例 

He is happiest when he is playing the violin.  
彼は、バイオリンを弾いているときが一番幸せだ。 

 
 
 
 
 この章で学んだように the 比較級、the 比較級は、比例を示す

表現。基本的に独立した二つの文を作り、比例しあっている形容

詞、副詞表現を比較級にして the をつけて文頭に持ってゆくこと

で作る。この問題の場合も 
the garden is small / it is easy to look after it という二つの文の

中で比例するsmallとeasy部分を比較級にし、the をつけて文頭

に持ってゆくと、 

 ８章のテーマ演習解説 
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the smaller the garden is, the easier it is to look after it.で、こ

の be 動詞は、省略されやすい。 
解答 the easier it is 

 

＝比較級確認問題＝ 
（１）比較の説明 
比較表現には、A+V（ １ ）原級（ ２ ）B の形の同級表現 

        A+V 比較級（      ３     ） B の形の比較級 
        A+V the 最上級 +（  ４ ） 集団 or （ ５ ）

場所の形の最上級がある。 
最上級は、意味の上で比較級を連続させた結果なので、範囲を

限定しないと成り立たない。そのために、通常（  ４  ）集団

や（  ５  ） 場所が付く。     

 
◇解答 
１．as  ２．as  ３．than  ４．of  ５．in 

 
★例文、例題チェック問題 
（２）英訳しなさい 
１．彼は 私と同じくらい体重がある。 

 
２．彼女は、私と同じくらい速く走る。 

 
３．彼は、あなたと同じ数のテレビゲームを持っている。 

 
４．彼女は実際ほど若く見えない。 
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５．その女優はテレビでは実際ほどきれいに見えない。 

 
６．彼女は、私の三倍早く走ることが出来る。 

 
７．それは他のどんな計画にも負けないくらい注意深く作られ

ていた。 

    
８．好きなだけ眠ることほど心地よいものは無い。 

    
９．この世でお金ほど重要なものは無い。 

 
10．彼ほど、その問題について詳しいものはいない。 

 
11．旅先で病気になることほど心細いものは無い。 

       
12．彼は、酔えば酔うほど冷静になった。 

  
13．薬を飲めば飲むほど、彼は､具合が悪くなった。 

 
14．その問題が難しかったが故に彼は一層興味が引かれた。 

 
15．私は、その男が好きでないのと同様､憎んでもいなかった。 

 
16．彼女が、私を理解していないと同様、私も彼女をよく知ら

なかった。 
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17．私が、科学者で無いと同様、彼も小説家ではない。 

 
◇解答 
１．He is as heavy as I am. 

He weighs as much as I do. 
２．She runs as fast as I do.   
３．He has as many computer games as you have. 
４．She doesn’t look so young as she is. 
５．The actress doesn’t look so beautiful on TV as she is. 
６．She can run three times as fast as I can. 
７．That was designed as carefully as any other plan. 
８．Nothing is so pleasant as sleeping as much as you like. 
９．Nothing is more important than money. 
10．Nobody else is so familiar with the problem as he is. 
11．Nothing makes you feel so helpless as getting sick  

while you are traveling. 
12．The more drunk he got, the calmer he got.  
13．He was all the more interested in the problem because 

it was difficult. 
 
15．I didn’t hate the man any more than I liked him. 

                                      

16． I didn’t know her any better(any more) than she 

understood me. 
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17．He is no more a novelist than I am a scientist. 

 
（３）次の英語の誤りを指摘してなおしなさい 
１．その都市の人口は札幌の約十倍だ。 

The population of the city is about ten time as many 
as Sapporo. 

 
２．The doctor listened to me more carefully than any 

other police officer.   
  

３．I can speak English half times as well as she can. 

 
４．The more she was interested in the painting, the more it 

was difficult for her to explain why she liked it. 
 
◇解答 
１．The population of the city is about ten times as large as 

that of Sapporo. 
２．医者は、警官ではないから any other police officer→any 

police officer  
３．※half は、times の意味を含んでいるので  

I can speak English half as well as she can. 
４．The more interested she was in the painting, the more 

difficult it was for her to explain why she liked it. 
 


