Introduction
比較の３つの基本形
２つ以上のものの性質や状態などを比較するには，形容詞・副詞を変化させた形を使います。
比較の表現で使う形容詞・副詞の形には，原級・比較級・最上級の３つがあります。

原級

A ... as ＋原級＋ as B ＝ A は B と同じくらい〜だ

２つのものを比べて「同じくらい〜だ」と言い
たい場合に使います。

Kumi is as tall as Beth.
（クミはベスと同じくらいの身長だ）

比較級

A ... ＋比較級＋ than B ＝ A は B よりも〜だ

２つのものを比べて，どちらかが「より〜だ」と
言いたい場合に使います。

Emma is taller than Beth.
（エマはベスより背が高い）

最上級

A ... ＋最上級＋ of［in］＋名詞 ＝ A は最も〜だ

３つ以上のものを比べて，どれかが「最も〜だ」
と言いたい場合に使います。

Emma is the tallest of the three.
（エマは 3 人の中で最も背が高い）
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比較級・最上級の作り方
原級は形容詞・副詞をそのままの形で使います。比較級・最上級は次のように形を変化させます。
作り方

① 語尾に er/est をつける

② 前に more/most を置く
③ 特殊な形になる

原級

比較級

最上級

tall

taller

tallest

large

larger

largest

big

bigger

biggest

early

earlier

earliest

beautiful

more beautiful

most beautiful

good

better

best

▶ ②のように長い単語の場合は，その単語の前に more，most を置きます。③は p.

262 を参照。

比較の表現では，原則として左ページの３つの形のうちのどれかを使います。

× I like soccer than baseball.（私は野球よりサッカーが好きです）
この文は，
「比較級」が欠けているので誤りです。than は「〜よりも」の意味ですが，必ず比較級（の
形容詞・副詞）とセットで使います。正しい文は次のようになります。

○ I like soccer better than baseball.（→ p. 262）

Next, Putting it into Action!
比較には，基本パターンのほかに様々な形や慣用表現があります。それぞれの用法を詳しく見
ていきましょう。
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10 比較
UNIT

1 原級を使った比較
1 原級を使った比較の基本形
（肯定文）

1

形容詞の原級を使った比較

154 Japan is as large as Germany.
日本はドイツと同じくらいの大きさだ。

ポ イ ント

A ... as ＋ 形容詞の原級 ＋ as B ＝「A は B と同じくらい～だ」
（A ＝ B）

（154）は〈A ＋ be 動詞＋ as ＋形容詞の原級＋

as B〉の形で，形容詞が表す〈性質〉や〈状態〉
について，
「A と B が同じ程度」であることを
表している。

Japan is as large as Germany (is).（154）
形容詞の原級

A
▶

B

A は日本，B はドイツ。A と B の広さ（← large）の程度が同じくらいだという意味を表す。

2 つ目の as の後ろの形
（154）の
2 つ目の as は接続詞なので，本来は〈as ＋ S ＋ V〉の形で使う。
Germany (is) の is のように，V が省略されることもある。
●

My cousin is as old as I (am).（私のいとこは私と同い年だ）
▶

... as I am old とは言えない。... I am old だと「私は年寄りだ」の意味になる（→ p. 249
４技能 Tips）
。

ただし日常会話では ... as I とは言わず，as を前置詞のように使って，後ろ
の人称代名詞は目的格にするのがふつう。
●

注 意！

My cousin is as old as me.（私のいとこは私と同い年だ）

形容詞の後ろに名詞がある場合（a/an の位置に注意）
2 つの as の間は，
〈形容詞＋ a/an ＋名詞〉の語順になる。
●

Hiromi is as good a singer as her sister.
a の位置に注意（→ p. 397）

（ヒロミはお姉さんと同じくらい歌がじょうずだ）

248

UNIT 10

10比較.indd 248

比較 原級を使った比較

12.10.5 10:47:26 AM

注 意！

比べる対象は対等の形にする
× The climate here is as mild as Okinawa.

A

UNIT

1

B

英語の語順
ルール

○ The climate here is as mild as that of Okinawa.
＝ the climate

UNIT

（当地の気候は沖縄と同じくらい温暖です）
▶

A は当地の気候（the climate here）だから，比べる対象である B は「沖縄」という地
名ではなく沖縄の気候（the climate of Okinawa）にする。the climate がくり返され
ることになるので，that of Okinawa と言い換える（→ p. 368）。

2

文の種類

UNIT

3
時制

4技能 T

i p s

Speaking as old as が表す 2 つの意味

UNIT

4

次の 2 つの文には，大きな違いがある。

(a) Mark is as old as John.

助動詞

(b) Mark is as young as John.
(b) は「マークはジョンと同じくらい若い」，つまり「２人とも若い」ことを意味する。一方 (a) には，次の２つ
の意味がある。

5
態

①マークはジョンと同じくらい年寄りだ。

UNIT

②マークはジョンと同じくらいの年齢［同い年］だ。

(a) は実際には②の意味で使う。つまり (a)（as old as）は，２人が子どもであっても使える。このとき old

6

不定詞

は，
「年寄りだ」ではなく「～の年齢だ」という意味（年齢の尺度）を表す。

tall/short や big/small のように相反する意味をもつ 2 つの形容詞のうち，プラスの意味をもつ
ほう（tall，big）を原級・比較級で使うと，
〈尺度〉を表すことができる。
プラスの意味をもつ形容詞とは，
「大きい」
「長い」
「高い」
「強い」などの意味を表すものをいう。次の文も同

UNIT

7

動名詞

UNIT

じように考えることができる。

8

(c) Sarah is taller than Aki.
この文はふつう「サラはアキよりも身長が高い」の意味であり，２人が必ずしも長身でなくても使える。つ
まり，この文は Sarah is tall.（サラは背が高い）という文が変化してできたのではない。

UNIT

分詞

UNIT

9

関係詞

副詞の原級を使った比較

155 Eri speaks English as fluently as a native speaker.
エリはネイティブスピーカーと同じくらい流ちょうに英語を話す。

UNIT

10
比較

UNIT

ポ イ ント

A ... as ＋ 副詞の原級 ＋ as B
＝「A は B と同じくらい～に…する」
（A ＝ B）

11
仮定法
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Using Grammar in Context

UNIT

10 比較

The Size and the Population of Countries
(Leah is an exchange student from Germany. She is living with Mai’s family.)
Leah : What are you doing, Mai?
Mai : I’m learning about the size and the population of different countries around the
▼ 154

world. For example, do you think Japan is as large as France?
Leah : Hmm ... I’m not sure. Japan and Europe are on separate pages in atlases, so I can’t
▼ 174

compare them easily. Can you tell me which is the bigger of the two, then?
▼ 159

Mai : Yes. France is about twice as big as Japan. Then, how about Germany? Do you
▼ 156

think Japan is not as big as Germany?
▼ 161

Leah : I thought Japan was smaller than France, and ... I should know about it, because I’m

from Germany ... but I’m not sure.

▼ 161

Mai : Look! They are similar in size, but Japan is a little larger than Germany. By the
▼ 155

way, you speak English as ﬂuently as you speak German. How can you speak two
languages so well?
▼ 162

Leah : Well, German people usually learn English faster than Japanese people, because
▼ 169

German and English are similar languages. So, for us, learning English needs less
time than learning Japanese. In contrast, Japanese is very different from English
▼ 171

and German. That’s why English is much easier than Japanese for German speakers.
▼ 164 プラス

Mai : I envy you. Now then, do you know which country is the biggest?
▼ 164

Leah : I think Russia is the largest country in the world.
▼ 167

Mai : Correct! And Canada is the second largest country.
Leah : I knew that! But what about the populations? Do many people live in those

countries?

▼ 173

Mai : Actually, not in most of the largest countries, except China. China has by fa r t he

largest population among those countries. Can you guess how many people live in
China?

▼ 186

Leah : I don’t know, but I would imagine that at least one billion people live there.
▼ 176

Mai : Close! More than 1.3 billion people live in China.
▼ 188

Leah : Really? Does that mean more people live in China than in any other country in the

world?
Mai : Yes. That’s right.
Leah : What about the U.S.? Doesn’t that country have a large population?
▼ 171

Mai : The U.S. comes third, but China has a much bigger population than the U.S. OK,

next: do you know how many people live in Russia?
▼ 183

Leah : I have no idea – Oh, no! I don’t want to play this game any longer! Probably about
278
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nine hundred million?
Mai : Surprisingly, only one hundred and forty million people live in Russia. It is

interesting to learn about the population and the size of different countries, isn’t it?
▼ 175

I’m studying geography at school, and the more I learn about geography, the more I
▼ 164

like it. I think geography is the most interesting of all the subjects.
▼ 179

UNIT

▼ 187

Leah : Really? I prefer literature to geography. To me, nothing is as enjoyable as reading

books.

▼ 165

Mai : No wonder you always carry books around with you. And I noticed you c a n r e a d

English books fastest in the class. You really like books, don’t you?
▼ 178

Leah : Yes, I love books! And books are more and more interesting to me these days.
▼ 185

Look! T his is the most interesting book I have ever read.

1

英語の語順
ルール

UNIT

2

文の種類

UNIT

3

Mai : What is it?

時制

The World s Largest Countries in area
（単位：square kilometers）

UNIT

4

20,000,000

助動詞

UNIT

5

15,000,000

態

10,000,000

UNIT

6

5,000,000

不定詞

0

Russia

Canada

U.S.

China

Brazil

Australia

UNIT

7

（Source: CIA The World Factbook）

動名詞

和訳

UNIT

国の面積と人口
（リアはドイツからの交換留学生です。彼女はマイの家
族といっしょに暮らしています。
）
リア： マイ，何しているの？
マイ： 世界のいろいろな国の面積と人口について学ん
でいるの。たとえば，日本はフランスと同じくら
いの大きさだと思う？
リア： うーん，わからないわ。日本とヨーロッパは地

ドイツの出身だもの…でもわからないわ。
マイ： 見て！ どちらも同じくらいの大きさだわ。でも
日本はドイツより少し大きいの。ところで，あ
なたはドイツ語を話すのと同じくらい英語を流
ちょうに話すのね。どうしたら２か国語をそん
なにじょうずに話せるの？
リア： そうね，ドイツ人はたいてい日本人より速く英
語を覚えるわ。それはドイツ語と英語はお互い
に似た言語だからよ。だから私たちにとって，

られないもの。それで，どちらのほうが大きい

英語を学ぶことは日本語を学ぶことより時間を

か教えてくれる？

必要としないの。対照的に，日本語は，英語や
ドイツ語とはとても違っているの。そういうわ

の。次に，ドイツはどう？ 日本はドイツほど大

けで英語はドイツ語を話す人にとっては日本語

きくないと思う？

よりずっと簡単なの。

リア： 日本はフランスよりも小さいと思ったわ。そし
て…それについては知っているべきよね。私は

分詞

UNIT

9

関係詞

図帳では異なるページにあるから簡単には比べ

マイ： ええ。フランスは日本の２倍くらいの大きさな

8

UNIT

10
比較

UNIT

11
仮定法

マイ： うらやましいわ。さて，それじゃ，どの国が一番
大きいか知っている？
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リア： ロシアが世界で一番大きい国だと思うけど。
マイ： 正解！ そしてカナダが２番目に大きい国な

アには何人住んでいるか知っている？
リア： わからないわ。ああ，だめ！ これ以上この

の。

ゲームしたくないわ。たぶん 9 億人くらいかし

リア： それは知っていたわ！ でも，人口はどうな
の？ それらの国には多くの人が住んでいる

ら？
マイ： 驚くべきことに，ロシアには 1 億 4 千万人しか

の？

いないの。いろいろな国の大きさや人口を学ぶ

マイ： 実際のところ，中国以外のほとんどの大きな国

のはおもしろいでしょう？ 私は学校で地理を

ではそうでないわ。中国はそれらの国の中では

学んでいるの。そして地理は学べば学ぶほど好

とびぬけて人口が多いの。中国に何人住んでい

きになるの。私は，地理はすべての学科の中で

るか想像できる？

一番おもしろいと思うわ。

リア： わからないわ。でも少なくとも10 億人はいるだ

リア： 本当？ 私は地理より文学のほうが好きだわ。

ろうと思うわ。

私にとっては本を読むことほど楽しいことはな

マイ： 近い！ 13 億人以上の人が中国には住んでい
るの。

いわ。
マイ： どうりであなたはいつも本を持ち歩いているわ

リア： 本当？ それって，世界のほかのどの国よりも

けね。それに私気づいたのだけれど，あなたは

多くの人が中国に住んでいるってことなの？

クラスで英語の本を読むのが一番速いわ。あな

マイ： ええ，そのとおりよ。

たは本当に本が好きなのね？

リア： アメリカはどうなの？ アメリカの人口は多く

リア： そうよ。本が大好き！ それに最近私には，本

ない？

がますますおもしろくなってきたわ。見て！

マイ： アメリカは３番目よ。でも，中国はアメリカより
はるかに人口が多いの。よし，じゃあ次ね。ロシ

これは私が読んだなかで最もおもしろい本よ。
マイ： それは何？

Sue’s
Advice
「年上」と「年下」の表現について
「彼は私より３歳年上［年下］です」という意味は，次のような形で表すことができます。

(a) He is three years older [younger] than me.
(b) He is older [younger] than me by three years.
年齢の上下を表す場合，もっともふつうの言い方は (a) です。年齢の差を強調したいときは，前置詞

by（〜の差で）を使って (b) のように言うこともできます。
また，ラテン語が語源の senior/junior は，△ He is three years senior [junior] to me. のように

年齢の上下を表すのにはふつう使わず，次の文のように大学や会社などでの「先輩」
「後輩」の関係を
表すのに使うのが一般的です。

She was two years senior [junior] to me at college.
（彼女は大学で２つ先輩［後輩］だった）
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