単元別／実力定着度確認問題〈解答・解説〉 〔第５・６講／比較〕
１．
(1) She is (Ans.④the) more affectionate to her infants for their
helplessness.
・彼女は、自分の幼子たちが無力であるためにその分ますます愛情を感じた。
＊ (all〈so much〉) the＋比較級＋for～〈because S＋V〉
～のためにその分ますます〈かえって〉…
＊ none the less＋for～〈because S＋V〉～にもかかわらずやはり…
(2) Nothing is more precious than time, yet nothing is (Ans.② less valued).
・時間ほど貴重なものはなく、それなのに時間ほど重んじられないものはない。
＊value(他動)～を評価する、尊重する
valuable(形)貴重な、高価な
※less valued の後に than time が省略されている。 ※yet の意味に注意。
(3) There are many reasons to learn a foreign language (Ans.④other than)
the fact that it is a required subject at school.
・外国語は学校で必須教科だという事実以外に外国語を学ぶ多くの理由がある。
(4) When we are told not to come, we become (Ans.②all the more) eager to
go.
・来るなと言われると、その分ますます行きたくなる。 ※上記(1)参照
(5) Light is (Ans.③no less) necessary than fresh air to good health.
・光は、新鮮な空気(が健康に必要であるの)と同様に、健康に必要である。
Light is no less necessary (to good health) than
fresh air (is necessary) to good health.
肯定的内容であることにより
＊ A whale is no more a fish than a horse is (a fish).
than 以下が
A
B
C
D
否定的内容
A は C が D でないのと同様に B でない／A が B でないのは C が D でないのと同じだ
＊ A whale is no less a mammal than a horse is (a mammal). than 以下が
A
B
C
D
肯定的内容
A は C が D であるのに劣らず B である／A が B であるのは C が D であるのと同じだ
(6) Waiting ten minutes for an important announcement seems (Ans.③like as
many) hours. ・重大な発表を 10 分間待つのは 10 時間待つかのように思われる。
＊ as many～ (先行する数詞と呼応して)（それと）同数の～
＊ as much～ (先行する数詞と呼応して)（それと）同量〈同程度〉の～
(7) The American don’t accept Fascism (Ans.①any more than) they do Communism.
・アメリカ人がファシズムを受け入れないのは、共産主義を受け入れないのと
同じだ。
※上記(5)参照
(8) We were able to see (Ans.① much が誤) more people than we had expected.
・私たちは（会うであろうと）予想していたよりずっと多くの人に会えた。
※比較の対象よりも「量」が多いときは much で修飾するが、
「数」が多いときは
many で強調する。a lot や far は両用可。

２．
(1) この失敗でかえって彼は一層努力しようと決心した。（不足語 the）
This failure [Ans. made him determined to work all the harder ].
※前頁１(1)参照
(2) 一つ二つくらい増えても減っても大して違いはない。（不足語 less）
[Ans. One or two more or less doesn’t make much difference ].
(3) 我々の製品が彼らのよりも劣っていると考えると我慢できません。
（不足語 more） It’s [ more than I can bear to think of our products
being ] inferior to theirs.
※「～と考えると我慢できない」→「～と考えることは我慢できる以上のこと
だ」から、It’s more than I can bear to think of ～(It＝to think of ～)
※他動詞 bear の目的語は、疑似関係代名詞 than(先行詞は more)に姿を変えて
いる。
(4) 先例にならない限り、君は今回は休暇をとっても良い。（不足語 long）
You may [Ans. take a leave this time so long as it doesn’t form a
precedent ].
＊ S が～する限り：(in) so〈as〉far as S＋V (範囲・程度)
so〈as〉long as S＋V (条件／S が～しさえすれば)
(5) その商品の実際の大きさは写真の 10 倍くらいあります。（不足語 in）
The actual size [Ans. of the article is about ten times bigger than in
the photograph ].
(6) 他人の性格を述べるときほど自分の性格がはっきり表れることはない。
（不足語 so）
A man [Ans. never discloses his own character so clearly as when he
describes another’s ].
(7) ルーシーが甘い物を前にすると自分を抑えられないのは、麻薬の常用者が麻薬
に対してそうであるのと同じだ。（不足語 more）
Lucy [Ans. can no more control herself for sweets than a drug user can
for drugs. ]
※前頁１(5)参照

