
 

英語構文８０の演習⑬  ６１－６５ 

 

Check English Japanese Check 

 

61  ｢｢｢｢他他他他のどののどののどののどの～｣～｣～｣～｣ 

  ｢any other ～｣ 

  ｢anything else｣は｢他の何より｣、｢anyone else｣は｢他の誰より｣という意味です。 

    Tom is taller than any other boy. トムは他のどの少年より背が高い     

    Tom is taller than anyone else. トムは他の誰より背が高い     

    The Nile is longer than any other river ナイル川は他のどの川より長い     

    The Nile is longer than anything else. ナイル川は他の何より長い     

 

62  ｢｢｢｢A ほどほどほどほど～～～～ないないないない｣｣｣｣ 

  ｢less ～ than A｣ 

  ｢not as ～ as A｣で言い換えることも出来ます。 

    Today is less humid than yesterday. 今日は昨日ほど湿気がない     

    Today is not as humid as yesterday. 今日は昨日ほど湿気がない     

    Tom is less diligent than Mike. トムはマイクほどまじめではない     

    Tom is not as diligent as Mike. トムはマイクほどまじめではない     

 

63  ｢｢｢｢～～～～するほどするほどするほどするほど、、、、ますますますますますますますます…………｣｣｣｣ 

  ｢the＋比較級、the＋比較級｣  

    ｢all the better｣は｢ますます良く｣という意味です。 

    The more you buy, the cheaper it’ll be. たくさん買うほど、ますます安くなる     

    The longer we wait, the harder it’ll be. 長く待つほど、ますます難しくなる     

    The hotter it is, the better we get. 暑くなるほど、ますます調子が良くなる     

    the room will look all the better その部屋はますます良く見えるでしょう     

 

64  ｢｢｢｢ますますますますますますますます～｣～｣～｣～｣ 

  ｢比較級 and 比較級｣ 

  例）The puppy grew larger and larger. ｢その子犬はますます大きくなった｣ 

    The balloon went up higher and higher. その風船はますます高く昇っていった     

    The price is getting lower and lower. 値段はますます下がっている     

    The song became more and more popular. その曲はますます人気になった     

    Tom is less and less satisfied with it. トムはそれにますます満足しなくなった     

 

65  moreやややや less をををを使使使使ったったったった表現表現表現表現 

  ｢no more than ～｣は｢～しか｣、｢no less than ～｣は｢～も｣ 

  ｢not more than ～｣は｢せいぜい～｣、｢not less than ～｣は｢少なくとも～｣という意味です。 

    I have no more than 100 dollars. 私は１００ドルしか持っていない     

    I have no less than 100 dollars. 私は１００ドルも持っている     

    I have not more than 100 dollars. 私はせいぜい１００ドルしか持っていない     

    I have not less than 100 dollars. 私は少なくとも１００ドルは持っている     

    ←        Date        →     

    ←               Mistake              →     

 

 

 

 

 

 

 

 

英語構文８０の演習⑭  ６６－７０ 

 

Check English Japanese Check 

 

66  ｢Ａ｢Ａ｢Ａ｢Ａとととと同様同様同様同様ＢＢＢＢでないでないでないでない｣｣｣｣ 

｢no more B than A｣、｢not B any more than A｣ 

｢no less B than A｣は｢Ａと同様Ｂだ｣という意味です。 

    A whale is no more a fish than a dog is. クジラは犬と同様魚ではない     

    A whale isn’t a fish any more than a dog is. クジラは犬と同様魚ではない     

    A whale is no less a mammal than a dog is. クジラは犬と同様哺乳類だ     

    Tom is no less a gentleman than you are. トムはあなたと同様紳士だ     

 

67  ｢｢｢｢命令文命令文命令文命令文＋＋＋＋and/or｣｣｣｣ 

命令文の後のand は｢そうすれば｣、or は｢さもないと｣という意味です。 

  unless は｢もし～しないと｣という意味です。 

    Hurry, and you will be in time. 急ぎなさい、そうすれば間に合うだろう     

    Hurry, or you won’t be in time. 急ぎなさい、さもないと間に合わないだろう     

    Unless you don’t hurry, you won’t be in time. もし急がないと、間に合わないだろう     

    You must hurry, or you won’t be in time. 急ぎなさい、さもないと間に合わないだろう     

 

68  ｢｢｢｢もしもしもしもし～～～～ならならならなら｣｣｣｣ 

現在の反対の仮定は過去形を使います。 

  If を省略すると倒置が起こります。 

    If I knew him, I would visit him. もし彼を知っているなら、彼を訪れるだろう     

    If it were fine, we would go hiking. もし晴れなら、ハイキングに行くのに     

    Were it fine, we would go hiking. もし晴れなら、ハイキングに行くのに     

    Were I in your place, I would not do it. 私があなたの立場なら、それをしないだろう     

 

69  ｢｢｢｢もしもしもしもし～～～～だったらだったらだったらだったら｣｣｣｣ 

過去の反対の仮定は過去完了形を使います。 

  If を省略すると倒置が起こります。 

    If I had known him, I’d have visited him. もし彼を知っていたなら彼を訪れただろう     

    Had I known him, I’d have visited him. もし彼を知っていたなら彼を訪れただろう     

    If it had been fine, we’d have gone hiking. もし晴れていたならハイキングに行ったのに     

    Had it been fine, we’d have gone hiking. もし晴れていたならハイキングに行ったのに     

 

70  ｢｢｢｢もしもしもしもし～～～～がなければがなければがなければがなければ｣｣｣｣ 

｢If it were not for ～｣  ｢But for～｣｢Without～｣という言い方もできます。 

  ｢If it had not been for ～｣は｢もし～がなかったら｣という意味です。 

    If it were nor for this boat, もしこのボートがなければ     

    If it had not been for this boat, もしこのボートがなかったら     

    But for this boat, もしこのボートがなければ     

    Without this boat,  もしこのボートがなかったら     

    ←        Date        →     

    ←               Mistake              →     

 



 

英語構文８０の演習⑮  ７１－７５ 

 

Check English Japanese Check 

 

71  ｢｢｢｢もしもしもしもし～～～～ならならならなら｣｣｣｣(未来未来未来未来) 

未来の仮定はwere to かshould を使います。 

  起こる可能性の低い未来の仮定はwere to を使います。 

    If we were to fail, もし私達が失敗すれば     

    If we should fail, もし私達が失敗すれば     

    If the sun were to rise in the west, もし太陽が西から昇っても     

    Were the sun to rise in the west,  もし太陽が西から昇っても(倒置)     

 

72  ｢～｢～｢～｢～ならなあならなあならなあならなあ｣｣｣｣ 

｢I wish ～｣  現在の仮定には過去形、過去の仮定には過去完了形が使われます。 

｢If only ～｣｢Would that ～｣で言い換えも出来ます。 

    I wish we were in the same class. 私達が同じクラスならなあ     

    I wish we had been in the same class. 私達が同じクラスだったらなあ     

    If only we were in the same class. 私達が同じクラスならなあ     

    Would that we were in the same class. 私達が同じクラスならなあ     

 

73  ｢｢｢｢まるでまるでまるでまるで～～～～のようにのようにのようにのように｣｣｣｣ 

｢まるで～のように｣という場合、as if か like が使われます。 

  形式ばらない英語では、そのままの時制になります。 

    He treats me as if I am a child. 彼はまるで私が子供であるように扱う     

    He treated me as if I was a child. 彼はまるで私が子供であるように扱った     

    He treated me like I was a child. 彼はまるで私が子供であるように扱った     

    He treated me like I had been born here. 彼はまるで私がここで生まれたように扱った     

 

74  ｢Ａ｢Ａ｢Ａ｢ＡであろうとであろうとであろうとであろうとＢＢＢＢであろうとであろうとであろうとであろうと｣｣｣｣ 

｢whether A or B｣ 

  whether A or not は｢Ａであろうとなかろうと｣という意味です。 

    Whether he is in Japan or America, 彼が日本にいようとアメリカにいようと     

    Whether he is in Japan or not, 彼が日本にいようといまいと     

    Whether he is a doctor or a teacher,  彼が医者であろうと先生であろうと     

    Whether he is a doctor or not, 彼が医者であろうとなかろうと     

 

75  ｢｢｢｢たとえたとえたとえたとえ～～～～でもでもでもでも｣｣｣｣ 

｢～ever｣｢no matter ～｣、｢～｣の部分には疑問詞が入ります。 

    例）Whenever you work, I’ll help you. ｢たとえいつ君が働いても、私は君を手伝う｣ 

    Whoever opposes my plan,  私の計画にたとえ誰が反対しても     

    No matter who opposes my plan,  私の計画にたとえ誰が反対しても     

    Wherever you go,  たとえどこに君が行こうと     

    No matter where you go,  たとえどこに君が行こうと     

    ←        Date        →     

    ←               Mistake              →     

 

 

 

 

 

 

 

 

英語構文８０の演習⑯  ７６－８０ 

 

Check English Japanese Check 

 

76  ｢～｢～｢～｢～するためにするためにするためにするために｣｣｣｣ 

  ｢in order to ～｣、｢so as to ～｣ 

  否定はto の前にnot をつけます。 

    I worked hard in order to leave here. ここを去るために私は一生懸命働いた     

    I worked hard so as to leave here. ここを去るために私は一生懸命働いた     

    I worked hard so as not to leave here. ここを去らないために私は一生懸命働いた     

    I left early in order not to be late. 遅刻しないために私は早く出発した     

 

77  ｢｢｢｢S がががが～～～～するためにするためにするためにするために｣｣｣｣ 

  ｢in order that ～｣｢so that ～｣ 

  ｢lest S (should) ～｣で｢S が～しないように｣という意味です。 

    Let’s study in order that we may pass. 私達が合格するために勉強しよう     

    Let’s study so that we may pass. 私達が合格するために勉強しよう     

    Let’s study so that we may not fail. 私達が失敗しないように勉強しよう     

    Let’s study lest we (should) fail. 私達が失敗しないように勉強しよう     

 

78  ｢～｢～｢～｢～するするするするのにのにのにのに十分十分十分十分…………｣｣｣｣ 

  ｢… enough to ～｣ 

  ｢so … as to ～｣も同じ意味を表しますが、形式ばった英語です。 

    He was strong enough to open the door. 彼はそのドアを開けるのに十分強い     

    He was so strong as to open the door. 彼はそのドアを開けるのに十分強い     

    She was brave enough to jump. 彼女はジャンプするのに十分勇敢だった     

    I didn’t have enough time to see you. 私は君に会うのに十分な時間がなかった     

 

79  ｢｢｢｢とてもとてもとてもとても～～～～なのでなのでなのでなので…………｣｣｣｣ 

  ｢so ～ that …｣｢such ～ that …｣ 

  such が単独で用いられると｢大変なもの｣という意味です。 

    It is so big that I can’t carry. それはとても大きいので運べない     

    It is such a big box that I can’t carry. それはとても大きい箱なので運べない     

    His surprise was such that ～. 彼の驚きは大変なもので～     

    Such was his surprise that ～. 大変なのは彼の驚きで～     

 

80  ｢｢｢｢とてもとてもとてもとても～～～～なのでなのでなのでなので…………できないできないできないできない｣｣｣｣ 

  ｢too ～ to …｣ 

  これは79 の｢so ～ that …｣の構文で書き換えることが出来ます。 

    This tea is too hot to drink. このお茶はとても熱いので飲めない     

    This tea is so hot that I can’t drink. このお茶はとても熱いので飲めない     

    This is too small for him to wear. これはとても小さいので彼は着れない     

    This is so small that he can’t wear. これはとても小さいので彼は着れない     

    ←        Date        →     

    ←               Mistake              →     

 

 


