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Leçon 7       提出日：  月  日  氏名  
 

 Point では，赤字・緑字の部分にマーカーをひいて，ポイントを確認しましょう． 

  Check のところは，赤い字の部分を書き込みましょう． 

Leçon 7 メニュー 
1. 比較級（1）形容詞・副詞 
2. 指示代名詞（2） 
【自律学習コーナー】（授業時間外にする部分） 
1. 比較級（2）名詞の数量 
2. 動詞 faire の直説法現在 
 

1. 比較級（1）形容詞・副詞 

みなさんがこれから学ぼうとするのは， 
1. 3 つの比較級 
 1）優等比較級 
 2）同等比較級 
 3）劣等比較級 
2. 特殊な比較級 
3. que の後の代名詞 
 

1.  3 つの比較級 

英語と同じように 3 つの比較の構文があります。 

 3 つの比較級  

...                           （優等比較級）  

...        + 形容詞・副詞 ＋        ...  （同等比較級）  

...                           （劣等比較級） 
 
まず，次の構文をマスターすることにしましょう。 
3 つの比較級   1） 優等比較級 

 「...より〜である」  

1）優等比較級「...より〜である」 
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...        + 形容詞・副詞 ＋        ... 

   
「...より〜である」と言いたいときには，plus と que で形容詞とか副詞をはさむ構文を

使います。 

  
Je suis plus âgé que toi.  
訳：                                    
 

 比較級の作り方 

英語ですと，比較級の作り方に「原級の形容詞（副詞）＋ er」（tall-taller）ど「more ＋ 
原級」（interesting-more interesting）の 2 種類あります。それに対して，フランス語に

は                       しかありません。 

 que の後の代名詞の形  

比較の対象になっている que の後の代名詞は                 になります。 
○ Je suis plus âgé que toi.  
× Je suis plus âgé que tu (te). 
 
ここで，Leçon 6 でやった強勢形代名詞の形を確認しましょう。 

 強勢形人称代名詞の形  

   主格形   強勢形  
私    je                   
きみ  tu                   
彼    il                    
彼女  elle                    
私たち   nous                  
あなた（がた） vous                  
彼ら     ils                  
彼女ら   elles                  
 
確認練習：L7-1-1 

 比較級を強調するには？ 

比較級を強調するには                 を使います。 
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Je suis beaucoup plus intelligent que toi.  
訳：私はきみよりはるかに（ずっと）頭がいい。 
 
3 つの比較級  2） 同等比較 

 「…と同じぐらい〜である」  

2）同等比較級「••• と同じぐらい〜である」 
...        + 形容詞・副詞 ＋        ... 

  
「…と同じぐらいに〜である」と言いたいときには，aussi と que で形容詞とか副詞を

はさむ構文を使います。 

 
Vous êtes aussi sympathique que lui.  
訳：                                    
 
3 つの比較級  3） 劣等比較 

「...ほど〜でない」  

3）劣等比較級「••• ほど〜でない」 
...        + 形容詞・副詞 ＋        ... 

 
「...ほど〜でない」と言いたいときには，moins と que で形容詞とか副詞をはさむ 
構文を使います。 

  
Elle voit Jean moins souvent que l’année dernière.  
訳：                                     

 マイナス・イメージと劣等比較級  

moins ... que を使って，Karine est moins grande qu’Emi.「カリンヌはエミほど背が 
高くない」とは，もちろん言えます。それでは，Emi est moins petite que Karine.  
「エミはカリンヌほど背が低くない」と言えるでしょうか？ダメです。 
たとえば plus grand, moins grand, plus petit とは言えても，moins petit とは 
言えません。 
grand / petit「大きい/小さい」，long / court「長い/短い」のように対立している， 
マイナス・イメージのほうに      をつけることは普通はできないのです。 
どうしてできないのか考えてみるとなかなかおもしろいですよ。 
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確認練習：L7-1-2 
確認練習：L7-1-3 (Exercice 1) 
 

2. 特殊な比較級 

英語の比較級には good (well)， better のように形容詞や副詞そのものの形が変化する

場合がありましたが，フランス語にもあります。 

 「特殊な比較級」  

原級     比較級  
bon                
bien              
beaucoup            
peu              

 plus と moins 

plus は副詞 beaucoup 「        ，           」の moins は副詞 peu 
「少し」の比較級でもあります。 

 
「...よりいい」と言いたいときには，meilleur que ...，「...より上手に」と言いたいとき

には，mieux que ...と言います。 

 
Cet hôtel est meilleur que l'Hôtel de la Place. 
訳：                                    
Laure chante mieux qu'Eric. 
訳：                                    

  meilleur の女性形  

関係している名詞（代名詞）が女性単数なら         ， 
男性複数なら         ，女性複数なら         となります。 

 plus の発音 

普通は［ply プリュ］と発音しますが，動詞を修飾するばあいは［plys］と発音します。 
Elle mange plus que lui.  
「彼女は彼よりたくさん食べます。」  
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C’est elle qui mange le plus.  
「一番たくさん食べるのは彼女です。」  
ふたつの plus は動詞 mange を修飾しているので，［plys プリュス］と発音します。 

 mauvais, petit の比較級  

・ mauvais「悪い」の比較級として，普通は                 を 
使います。比喩的な意味の場合にかぎり，      を使います。 
・ petit の比較級として，具体的な大きさの比較の場合                 
ですが，抽象的な意味の場合は             を使います。 

 
「...より多く」と言いたいときには，plus que ...，「...より少なく」と言いたいときには，

moins que ...と言います。 

 
Elle travaille plus que moi.  
訳：                                     
Je t’aime plus que tout.  
訳：                                     
Il gagne moins que sa femme.  
訳：                                     
 
ここでこれまでの例文を発音して，比較の構文を確認しておきましょう。 
Je suis plus intelligent que toi.  
Vous êtes aussi sympathique que lui.  
Elle voit Jean moins souvent que l’année dernière.  
Cet hôtel est meilleur que l’Hôtel de la Place.  
Laure chante mieux qu’Eric. 
 
確認練習：L7-1-4 (Exercice 2)  
 

2. 指示代名詞（2） 

まず，次の例を見てください。最初に，la voiture d’Eric 「エリックの車」と言って，

次に「リュックの車」と言いたいのですが， la voiture de Luc とは言わないで，celle de 
Luc「リュックのそれ」という言い方をしています。この celle が今回マスターしたい

指示代名詞です。 
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La voiture d’Eric est plus grande que celle de Luc.  
訳：                                     
 
1）形 

 
この指示代名詞を使うときに，忘れてはならないことがあります。 
それは，「代名詞化する名詞の性と数によって形が変わる」ということです。発音して，

まず形を覚えてしまいましょう。 

 指示代名詞の形 

代名詞化する名詞   指示代名詞  
男性・単数    →                     
女性・単数    →                    
男性・複数    →                
女性・複数    →                      
 
先生，質問！ 
今回の指示代名詞と Leçon 4 でやった ce，違うところはどこですか？  
 
違うところは，次の 2 点です。 
1. 性・数の変化 
今回の指示代名詞は，性・数変化します。ce も指示代名詞ですが，性・数によって変

化しません。その他，変化しない指示代名詞としては ceci，cela，ça があります。 
2. 修飾語 
指示代名詞の ce とか ça は，単独で用います。それに対して，今回の指示代名詞は多

くの場合何か他の表現をつけて使います。 
○ La voiture d’Eric est plus grande que celle de Luc.  
× La voiture d’Eric est plus grande que celle. 
 
確認練習：L7-2-1 
 
2）用法 
それでは，指示代名詞の用法をくわしく見てみましょう。 
4 つの用法があります。 

 指示代名詞の用法 1  



 7 

 a）「               ＋           ＋           〜」の「                
＋           」のかわりに 
La voiture d’Eric est plus grande que la voiture de Luc.  

↓  
La voiture d’Eric est plus grande que celle de Luc.  
訳：                                    
 
確認練習：L7-2-2 
 
それでは，2 番目の用法です。 

 指示代名詞の用法 2  

 b）「               ＋           ＋          (         ) 〜」の 
「               ＋           」のかわりに  
Cette femme n’est plus la femme que j’ai connue.  

↓  
Cette femme n’est plus celle que j’ai connue.  
訳：                                    
  
確認練習：L7-2-3 
 

 指示代名詞の用法 3  

 c）「指示形容詞＋名詞 -ci (là) 」の「                  ＋           」のかわりに 
Voilà deux voitures : cette voiture-ci est à Eric, cette voiture-là est à Luc.  

↓  
Voilà deux voitures : celle-ci est à Eric, celle-là est à Luc.  
訳：                                    
「指示代名詞 -ci 」と「指示代名詞 -là 」は，どちらか一方だけでもよく用いられ 
ます。会話で指示代名詞が一番よく用いられる用法です。 

 
－ Est-ce qu’il y a encore des places dans le TGV de 8 h 55 ?  
－ Non, il est complet! Par contre, celui d’après à 9 h 37, ça va.  
－ Bon, je vais prendre celui-ci.  
訳： －                                      
  －                                      



 8 

  －                                      
J’ai trouvé des costumes qui me plaisaient et j’ai pris ceux-là.  
訳：                                           
 
確認練習：L7-2-4 
 

 指示代名詞の用法 4  

d）既出の表現のかわりでなく，「       」，「            」，「            」，
「            」の意味で 

 
Celui qui mange peu dort bien.  
訳：                                    
Je n’aime pas ceux qui sont bavards.  
訳：                                     
Il n’aime que celles qui l’aiment.  
訳：                                    
 
もっと知りたい！ 
「指示代名詞 -ci 」がより近い名詞句を，「指示代名詞 -là 」がより遠い名詞句を指す

用法もあります。 
Madame Noël est assise devant la télé et le téléphone sonne.  
Elle se dirige vers celui-ci. 
訳：                                    
                                    
Laure vient dîner chez Madame Noël pour la première fois.  
Celle-ci lui montre son appartement. 
訳：                                    
                                    
 
2）用法 まとめ 
それでは，ここで指示代名詞の用法をまとめてみましょう。 
（a）定冠詞＋名詞＋de 〜 → 指示代名詞＋de 〜  
（b）定冠詞＋名詞＋qui (que) 〜 → 指示代名詞＋qui (que) 〜  
（c）指示形容詞＋名詞 -ci (là)  → 指示代名詞 -ci (là)   
（d）指示代名詞＋qui(que, de, -ci, -là) 〜  
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4 つの用法には共通点があります。そうです，わかりましたね。 

 指示代名詞の用法の特徴  

指示代名詞はなにか                         
（       〜，          (         ) 〜，-           (         ) 〜）を 
つけないと使えない！  
○ La voiture d’Eric est plus grande que celle de Luc.  
× La voiture d’Eric est plus grande que celle.  
それでは，最後にもう一度練習問題をして指示代名詞の用法を確認しておきましょう。 
 
確認練習：L7-2-5（Exercice 3） 
 
もっと知りたい！ 
指示代名詞を次のような表現が限定していることもまれにあります。 

 
1）指示代名詞＋ de 以外の前置詞 ＋ α 
la chemise à manches longues et celle à manches courtes  
訳：                                    
2）指示代名詞＋形容詞 ＋ α 
les témoignages douteux et ceux dignes de foi  
訳：                                    
3）指示代名詞＋過去分詞（現在分詞）＋ α 
Quant aux autres nations, celles récemment admises à l'O.N.U. ...  
訳：                                    
1）の用法はもちろんですが，2）と 3）の用法では，形容詞，過去分詞，現在分詞だけ

では指示代名詞と共に使えなくて，必ずそれらの表現がさらに補語を持っていなければ

なりません。         
 
 
自律学習コーナー 

1. 比較級（2）名詞の数量 

形容詞・副詞の比較級と同じように 3 つの比較の構文があります。 

 名詞の数量に関する 3 つの比較級  

                                             （優等比較級） 
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+ de + 無冠詞名詞 + ... （同等比較級）

（劣等比較級）

Elle a plus de robes que moi. 
訳：

Nous avons autant d’enfants que vous. 
訳：

Il gagne moins d’argent que toi. 
訳：

「...より多くの...」と言いたいときには？

（1）優等比較級「...より多くの...」
...             + 無冠詞名詞 ＋ ... 
Elle a plus de robes que moi. 
訳：

Il faut plus de courage pour vivre en lâche que pour mourir en héros. 
訳：

「...と同じくらいの...」と言いたいときには？ 

（2）同等比較級「...と同じくらいの...」
...              + 無冠詞名詞 ＋ ... 
Nous avons autant d’enfants que vous. 
訳：

Buvez autant d’eau que possible avant et après la course. 
訳：

「...より少ない...」と言いたいときには？ 

（3）劣等比較級「...より少ない...」
...             + 無冠詞名詞 ＋ ... 
Il gagne moins d’argent que toi. 
訳：

Il y a moins de méchantes que de méchants, mais elles le sont davantage. 
訳：

もっと知りたい! 
plus (moins) de ＋数量表現 
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plus de と moins de には，「...より多くの...」「...より少ない...」という比較をあらわす

用法の他に，それぞれ「...以上の...」「...以下の...」という意味があります。 
Les virus, Blaster et Sobig.F ont infecté plus d’un million et demi de PC à travers  
le monde.  
コンピュータウイルス Blaster と Sobig.F は，世界中で 150 万台以上のコンピュータを

汚染した。  
Moins de 10% de ces personnes ont retrouvé un emploi après un an d’inactivité.   
働かなくなってから 1 年後に，仕事を見つけたのはこれらの人々の 10 パーセント以下

です。  
 
確認練習：L7-1-1（Exercice 1）（自律学習） 
 

2. 動詞 faire の直説法現在 

 faire の直説法現在  

je               tu             il (elle)         
nous          vous         ils (elles)         

 faisons の発音  

faisons は発音と綴り字との関係の例外です。［      ］ 

 faites  

vous のところは faitez ではなくて       です。このように vous のところが

-es で終わる動詞は他に (être) vous       と (dire) vous       だけ 
です。 
 
確認練習：L7-2-1（自律学習）； 確認練習：L7-2-2（自律学習）； 
確認練習：L7-2-3（Exercice 2）（自律学習）； Exercice Synthétique 1（自律学習） 
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