
 

最上級の形容詞や副詞（例：「the fastest」）を用いた文を、比較級（例：「faster than」）や原級

（例：「as fast as」）を用いた文に書き換えることができる。 

注意①：「any other」や「no other」の後ろに来る名詞は単数形になる（╳「than any 
other mountains」→○「than any other mountain」）。 

注意②：前置詞句「in the world」は名詞にかかる（「river in the world」）ので、必

ず修飾される名詞の直後に入れること（╳「No other river is as long as the 

Nile in the world.」→○「No other river in the world is as long as the 

Nile.」）。 

注意③：文頭で「Nothing」を用いる場合、否定文扱いとなるので「as 〜 as」の代わり

に「so 〜 as」も使用可能。 

注意④：否定文の文頭では「Any 〜」は使用不可（╳「Any other river in the world 
isn't....」→○「No other river in the world is....」）。 

注意⑤：限定用法の関係詞を伴う場合は、「other」は無しで「No students that I 
know....」などとする。 

文法：形容詞：最上級の書換
文法：形容詞：最上級の書換：解説

❖ <形容詞比較級>er than any (other) <名詞単数>：他のどんな<名詞>よりも<形容詞>だ。

❖ No (other) <名詞単数> is <形容詞比較級>er than 〜：〜よりも<形容詞>な<名詞>は一つもいない。

❖ No (other) <名詞単数> is as <形容詞原級> as 〜：〜ほど<形容詞>な<名詞>は一つもいない。

◇ No (other) <名詞単数> is so <形容詞原級> as 〜：〃

The Nile is the longest river in the 

world.

最上級（形容詞）：ナイル川は世界で最も長

い川だ。

The Nile is longer than any other river 

in the world.

比較級（形容詞）：ナイル川は世界の他のど

んな川よりも長い。

No other river in the world is longer 

than the Nile.

比較級（形容詞）：世界の他のどんな川もナ

イル川より長くない。

No other river in the world is as long as 

the Nile. 原級（形容詞）：世界の他のどんな川もナイ

ル川ほど長くはない。No other river in the world is so long as 

the Nile.

｜ 

｜ 

｜



形容詞：最上級の書換：解説 2

❖ <副詞比較級>er than any (other) <名詞単数>：他のどんな<名詞>よりも<副詞>に〜する。

❖ No (other) <名詞単数> <動詞> <副詞比較級>er than 〜：〜よりも<副詞>に<動詞>する<名詞>はいない。

❖ No (other) <名詞単数> <動詞> as <副詞原級> as 〜：〜ほど<副詞>に<動詞>する<名詞>はいない。

◇ No (other) <名詞単数> <動詞> so <副詞原級> as 〜：〃

Tom runs the fastest in the class.
最上級（副詞）：トムがクラスで最も速く走

る。

Tom runs faster than any other student in 

the class.

比較級（副詞）：トムはクラスの他のどんな

生徒よりも速く走る。

No other student in the class runs faster 

than Tom.

比較級（副詞）：トムより速く走る生徒はク

ラスには他に一人もいない。

No other student in the class runs as 

fast as Tom. 原級（副詞）：トムほど速く走る生徒はクラ

スには他に一人もいない。No other student in the class runs so 

fast as Tom.

Peace is the most important. 最上級：平和が最も大切だ。

Peace is more important than anything 

else.
比較級：平和は他の何よりも大切だ。

Nothing is more important than peace. 比較級：平和より大事なものは何もない。

Nothing is as important as peace.

原級：平和ほど大切なものは何もない。

Nothing is so important as peace.

Soccer is more exciting than any sport 

that I have ever played.

比較級：サッカーは私が今までにプレイした

どのスポーツよりも刺激的だ。☞otherなし。

No sport that I have ever played is as 

exciting as soccer.

原級：私が今までにプレイしたどのスポーツ

もサッカーほど刺激的ではない。☞otherなし。

I'm sure nobody walks much faster than I 

do!'

だれも、あっしより大して速くは歩けないは

ずでっせ！（『鏡の国のアリス』）


