
ドイツ語名詞の単数に関する一考察  
（印刷中：広島ドイツ文学 22,  2008） 

吉田 光演  
 

 
０．問題設定 

大学での初級ドイツ語授業の中で，学生から次のような質問を受けたことがある。 
 

(1) 学生:  „Gläser“は„Glas“の複数形ですね。では，„Besteck“の複数は何でしょう？ 

筆者:  „Besteck“に複数はありません。ナイフやフォークなどをまとめて「食器類」

というように集合として表しているので，単数形しかないのです。 
 
筆者の答えに学生は必ずしも納得した様子ではなかった。Gabel（フォーク）⇒Gabeln

（フォーク・複数）のように，数えられるモノを表す名詞に複数形がつくことを学習した

後だけに，数えられる食器を表すBesteckになぜ複数がないのか理解できないようだった。

このエピソードには，名詞の数に関する重要な問題が含まれている。文法範疇としての数

(Numerus)と対象指示に関する意味論的な数(Zahl)の関連である。この２つは微妙にずれ

ることがある。本論では日本語も参照しつつ，ドイツ語の名詞の数における単数(Singular)

の文法的・意味的役割を考察する。本稿の主張は，概略次の３点にまとめられる。 
 

(2) ドイツ語名詞の単数について 

 a. ドイツ語や英語など，可算名詞 (count noun) をもつ多くの言語では，単数はデフォ

ールト(default)である。ここでデフォールトとは，単数が形態的に無標(unmarked)で

あること（複数よりも優先），「数が問題にならない場合においても利用される」文法形

式であることを意味する。つまり，単数形が現れる時，「１（一つ）」という数との関係

が含まれる場合もあれば，「１」と無縁の場合もある（„Besteck“の例）。 

b. 文法的に数を区別しない日本語でも，可算的な名詞では，単数はデフォールトである。

特に断りのない場合には，名詞は単数として解釈されることが多い。 

c. しかし，名詞の出発点は，数の区別をしない不可算名詞(mass noun)である。どの言語

も，名詞は単位性のない不可算として出発し，そこから文法数をもつ言語と，そうでな

い言語に区別されるようになったと考えられる(cf. Borer 2005)。 

 
１．名詞の文法範疇としての数 

ドイツ語やフランス語など，ヨーロッパ系言語の名詞では，文法範疇（カテゴリー）と

して性(Genus)の他に，数(Numerus)が表されていることが多い。歴史的には双数 Dual

をもつ言語もあったが，たいていはドイツ語のように，数は単数(Singular)と複数(Plural)
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の２値体系であり，単数が無標(unmarked)で，複数は，単数形に対して複数形態素を付加

して作るという意味で有標的(marked)である。これは，動詞の屈折において，２人称単数

に-st 語尾が付加され，一方，１人称と３人称は現在形で-e, -t 語尾となるが，過去形では

過去基本形のままという意味で無標であることと類似している。２人称が，１人称より有

標で，１人称は３人称より有標的である（形態的には同等だが，３人称[er/sie/es, その他

第３者]の方が適用範囲が広いという意味で）。 
 

(3) 人称・数の有標性(markedness)：単数＜複数， ３人称＜１人称＜２人称 

  Lehrer Lehrer  Stift Stifte  Brille Brillen  Kind  Kinder  Auto  Autos 

ich lerne  du lernst  er/sie lernt  vs.  er/sie lernte  ich lernte  du lerntest  
 

Lehrer（教師達）のような同形語尾（ゼロ形態），Bruder Brüder のような幹母音ウムラ

ウトを除けば，複数形は単数形に接尾辞を付け足すという方法で作られる（Zifonun 2006

はこれを「膠着言語的な方法」と呼んでいる）。例外は，絶対複数(Pluraliatantum)と呼ば

れる複数名詞で，元になる単数形がない（Eltern「両親」, Leute 「人々」, Ferien「休暇」, 

Masern「はしか」など）。逆に，絶対単数(Singulariatantum)の場合，単数でしか現れな

い（Gold, Milch などの物質名詞。Götze & Hess-Lüttich 1999）。 

ich, du, wir, ihr など人称代名詞以外の名詞は，すべて３人称であり，単数が基本である。

「３人称・単数」が無標であるのは，(3)の有標性の階層と一致している。話者と聞き手を

除くすべてのモノと人が第３者＝３人称であり，また，単数は複数よりも数において要求

される条件（個数）が少ないので，３人称・単数が無標で，デフォールト（特に問題ない

場合の形式）であることは，意味論的にも語用論的にも自然である。 
 

(4) Kind  ３人称・単数 ⇒ -er ⇒  Kinder ３人称・複数 
 
非母語話者によるドイツ語学習では，複数形の規則が重要になるのは当然であり，複数

規則に関する研究は多い(Zifonun 2004)。しかし，言語学的に見ると，実は無標・デフォ

ールトとしての単数にも問題がある。「デフォールト」という意味は，単数が形態操作の出

発点になる（単数⇒複数）という意味だけでなく，「単数形は数に関して未指定である

（underspecified）」，即ち，それが「１」という数と関わるのか，そもそも数と関係する

かどうか，何も述べていないということである。まさにこの点について，非母語話者は誤

解を抱く場合があるように思われる。„ein Buch“などの不定冠詞， „(zwei/ drei/ einige/ 

viele) Bücher“など数詞が付いた場合，単数が「１（１つのモノ）」，複数が「２以上」を指

すのは当然のように見える。さらに，ほとんどの数えられるモノを示す名詞は，単数・複

数の２つの形をもち，該当する個体が２つ以上あれば，元の単数から複数が作られると思

ってしまう。しかし，実際には単数は，①いくつかの個体の集合の中の「１つ」の要素を
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指す，②唯一物を指す（固有名詞），③数が問題にならない（物質名詞）場合など―さまざ

まの言語外の要素と関係する。２値体系の中で単数は「複数ではない」という含意を持つ

が，「単数＝１つ」に限定されるわけではない。この点を以下見ていく。 

 
２． 単数の意味分析 

２．１  単数名詞の意味論 

上述のように，単数・複数は一見自然数の増加に対応するように思われる。単数名詞で

は，名詞と関係するモノが存在し（要素がゼロでない），かつ，そのモノは（２つでなく），

一つのモノに適用されることを意味する。たとえば，ラッセルが(„the X“のような)確定記

述に用いた論理式を利用すれば，„ein Buch (１冊の本)“は次のように意味表示される。 
 

(5) ein Buch= λP∃x[Buch(x) & ∀y[Buch(y)  x=y ] & P(x) ] 

 (「本である」個体 x が少なくとも一つあり，かつ，ある個体 y が「本」であるならば，y

はすべて x と同一である（「本」は一つしかない）)。(cf. Wiese 1997) 
   

(5)の∃は存在を表す存在量化子，∀は「すべて」を表す全称量化子，λは抽象化演算子で，

関数表現を表す（述部 P と結合して命題が完成）。„ein“は，論理的には「少なくとも一つ

は」という緩やかな意味でよいが（∀が不要），ここでは数詞「１」として厳密な解釈をと

ることにする。(5)を文に適用してみると，以下のような意味表示が得られる。 
 

(6) Ein Buch liegt auf dem Tisch.（本が１冊机の上にある） 

⇒λP∃x[Buch(x) & ∀y[Buch(y)  x=y ] & P(x) ](λz[ON(z, Table)]) 

⇒ ∃x[Buch(x) & ∀y[Buch(y)  x=y ] & ON(x, Table) ] 

  （ある状況で「本」が唯一的に存在し，それはテーブルの上面と接している） 
 

この解釈では，テーブルの上にただ１つの本が存在するときに真になる（２冊以上では

Buch(y)を満たす y が，x=y とならず，x≠y となり，文全体が偽になる）。 

複数の解釈は，(6)の存在表現を基礎として，個体の数を２以上に設定すればよい。 
 

(7) Bücher =λP∃x[Buch(x) & |x|≥ 2  & P(x) ]    

(x に当てはまる個体数が２以上。|x|は，ｘの要素の数（濃度）を表す。)1) 
 

(6),(7)の要点は，単数では個体が一つだけ考えられており，複数の場合には２つ以上の個

体が関係するということである。さらに，個体の最小単位の唯一性を保証する「１」や，

複数と関わる「２」「３」といった自然数の概念の定義も問題になる。ツェルメロに基づき，

フォン・ノイマンが提案した自然数の集合論的な定義は，次のように，ゼロの定義から出

発し，０に基づき「１」を定義するという方法であった（足立 2002, 山村 2003）。 
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(8) (i)   0 = φ （φ：空集合）  空集合φを０と定義する。 

(ii)  1 = {0} =  {φ}          空集合のみを要素とする集合を１と定義。 

(iii)  2 = {0, 1} = {φ，{φ}}     空集合と，空集合の集合からなる集合が２。 

(iv)  3 = {φ，{φ}，{φ, {φ}} }   （ 3={0, 1, 2}  より ） 
 

０が空集合（無）であることは分かりやすい。１が，空集合（０）を唯一の要素とする集

合と定義されるのは直感に合わないかもしれない。しかし，空集合φと，空集合を要素と

する集合{φ}は違うことに注意が必要である（後者は要素が一つある）。空集合φは「唯一

的な存在」として集合論的に定義できる要素であり，これを「１」の定義に利用するので

ある。あとは，出来上がった集合を要素とする集合（前の数）を再帰的に足していけば，

定義できる（２は，{0, 1} の２つの数の集合だから，{φ，{φ}}。３は，{0, 1, 2}の３つの

集合だから，{φ，{φ}, {φ, {φ}} }，4 は{0, 1, 2, 3}の集合であり・・・）2)。 

このように見ると，指示対象が１つの場合が単数，対象が２つ以上で複数となる２値的

対応関係を考えればよいことになる。つまり，次のような意味論を仮定すればよい。 
 
(9) 単数形は，原則的に名詞が指示する対象の単位（基数）が「１」に限定される。 

    複数形は，名詞の指示対象の単位（基数）が「２」以上である。 
 
しかし実際には，単数と複数の関係は，「１」と「２以上」のような単純な関係ではない。

例えば„Besteck“のような集合的不可算名詞では，それが指す食器が１つであろうが，２つ

や３つであろうが，区別なしに単数の„Besteck“で表現でき，(9)の仮定に合わない。つま

り，文法的な単数と意味論的な数（＝１）とは不一致・矛盾がありうるのである。 

２．２  可算名詞と不可算名詞 

指示対象が個体性をもつ名詞，即ち，可算名詞においては，複数形が付加されていない

単数は，基本的に対象物の一つ一つの最小単位に適用することができる。 
 

(10) (ein) Stift ⇒{ ✐, ✐, ✐,  ✐,  ✐ } （個体の集合） 
                   ↑ 

Stift は，(10)のように「ペン」という最小単位の集合を指し，不定冠詞 ein Stift ならば，

どれか一つの個体を指せばよい。定冠詞 der Stift（そのペン）の場合は，特定の１つのペ

ンに限定される（他の個体は文脈から無視される）。これらは「単数＝１」の関係の典型例

である。しかし，名詞が単数形であるからといって，指示内容が単数とは限らない。それ

は，(11)のような不可算名詞や集合名詞を見れば一目瞭然である。 
 

(11)  Tee  Luft  Sand  Geld  Gebirge  Besteck  Schmuck  Vieh  Mannschaft 
 

Tee（茶），Luft（空気）のような液体・気体を表す物質名詞は数を数える単位が特定でき
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ない（個体１に対応するものが取り出せない）。Sand（砂）は，粒の形の単位性は目で見

ても特定できるが，小さすぎて最小単位を無視して均質的物質として認識される（量が増

加しても同じモノとして見る）。これらは数（単数・複数）とは無関係なのである。他方，

Geld（お金）, Schmuck（装飾品）,Vieh（家畜）は，最小単位性は認知されるが，個体を

まとめた集合概念であり，いわば元から複数化されている(Chierchia 1998a, b)。ある集団

の家畜=Viehに別の複数の羊=Schafeを加えてもまだ家畜Viehのままで，複数形がない。こ

れらは意味的な数とは関係するが，単数・複数を区別しない。他方，Manschaft（チーム）, 

Familie（家族）などの集合名詞は，複数の構成要素をもっているので，指示的には単数

指示的ではない（９人の選手で１チームというように）。また，Mannschaftenのように，

複数形を作ることができる点では「可算的な可算集合名詞」であると言えよう。 

(11)に挙げた名詞は，「一つの個体」に限定されないにもかかわらず，文法的に「単数」

として指定されているところが特徴的である。Chierchia (1997b)に従えば，(11)の名詞は，

形は単数であるが，意味的には複数化している（複数の要素を取り込んでいる）。 
 

(12) a. Im Kühlschrank ist Bier. (冷蔵庫にビールがある) 

   b. Hast du Geld dabei?（お金のもちあわせはある？） 
 

(12)の Bier や Geld は単数個体とは関係しない。それらは「一定量のビール」，「一定量の

お金」を表す。実際，これらの不可算名詞に不定冠詞 ein を付加することはできない（*ein 

Geld）。Wiese (1997)は，単数とも複数とも関係しないという意味で，この不可算名詞の

特性を[transnumeral]（数超越的）と呼ぶ。液体や気体，小さな粒状物質については，非

母語話者でも「計数の単位がない」，よって「数は無関係である」，従って物質名詞が複数

形をもたないことも学習できる。しかし，Besteck, Vieh などの不可算集合名詞について

は，計数の単位性は把握できるので，これが単数扱いだという点が直観的には分かりにく

い。後者は，最小単位をもつ「可算的不可算集合名詞」だからである（吉田 2007）。 

 
(13)    .................................  Tee,  Luft      ○ ○ ○ ○ ○ ○   Besteck,  Vieh 
         ................................                        （個体の存在） 
 
２．３ 総称表現，種(kind)と単数 

不可算名詞については，総称表現や「種」（英語の kind)指示といった解釈をすれば，「固

有名詞」と同じように，単数の唯一物を指示するのは合理的であると考えられる。 
 

(14) Milch ist gesund. (ミルクは健康によい)    Zeit ist Geld. （時は金なり） 
 

(14)のような総称文は，ある量のミルクや時間について叙述するのではなく，ミルクとい

う物質全体，時間全体を個体として見ているという解釈もできる（Einstein ist intelligent
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―などの固有名と同じ）。この見方では，物質名詞は，個体集合を指示する可算名詞とは異

なるが，固有名詞と同様に単数指示的である（複数がない唯一名詞），従って単数になると

分析できる。(Krifka 1989, Chierchia 1998a)。Milchを例にとれば，液体としてのミルク

は最小単位が曖昧で，多量に存在するが，それらのミルクを一括して集約したまとまり（最

大和）を„Milch“という名前で呼ぶわけである（(15)左）。もう一つは，存在する連続量の

ミルクを取り出すのは非現実的であるから，不連続に存在するミルクのそれぞれが，抽象

的な種としての個体„Milch“にマッピングされる（実在のミルク（左）と，抽象的種として

のミルクの二重存在）と仮定することである（(15)右の図）。 

 
(15)  ................................     最大和 Milch       Milch 

      ................................                            抽象的な種 
 

種としての個体解釈を出発点としたとしても，単数・複数の体系の中にこの解釈が納まる

わけではなく，種解釈は，複数を持たないという意味で単数になるにすぎない。また，(15)

の解釈は(14)の文脈には当てはまるが，量が問題である場合には，量的存在への転換（タ

イプ変換）を行わねばならない点で問題がある。たとえば，„Milch“を最大和もしくは種と

して固有名と解釈した場合，„fette Milch“（脂肪分の多いミルク）などの形容詞修飾語を

作った途端，固有名から普通名詞に変換しなければならない（固有名は修飾不可能）。 

いずれにせよ，ドイツ語における名詞の単数は，指示対象が「ひとつ」であるという意

味に限定されるわけではないことが確認された。ドイツ語名詞の単数は，①「１」と結び

つく名詞の単数性，②数を特定できない不可算名詞の量的存在解釈，③数は解釈できるが，

単数・複数の区別がない集合名詞の解釈，④種としての解釈（固有名詞）―といったもの

と関係する無標の数である。よって，次のようにまとめられる。 
 

(16) ドイツ語や英語など，可算名詞を有する言語では，単数(Singular)はデフォールト数

である。ここでデフォールトとは，形態的・統語的に無標であり，「数が問題になら

ず，未指定の場合でも表現される」形式であることを意味する。 

 
３．レキシコンにおける不可算名詞，可算名詞 

では，レキシコン（心的辞書）で名詞の数はいかに指定すべきか？そもそも単数の情報

は，デフォールトだから個別に記載する必要はない。人称代名詞を除けば，すべて名詞の

人称(Person)は「３人称」(3.p)である。よって，可算名詞も不可算名詞も集合名詞も，数

指定がない状態で単数素性(sg)が付与される。レキシコンで Computer のように，個体が

特定できる可算名詞には，可算的 [+ct (=countable)]といった素性が付されていると考え

る。(16)に基づけば，特に単数[+sg]のような素性を設定する必要はないことになる。 
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(17) レキシコン情報  ⇒ 出力   （統語レベル） 

◎デフォールト規則：形態的な人称・数素性の指定がない場合，[3.p, sg]素性を付与する。 

a. Milch [  ]  ⇒ Milch [3.p, sg]      (Milch) 

b. Gabel [+ct] ⇒ Gabel [3.p, sg, +ct]  (eine Gabel) 

c. Gabel [3.p, sg, +ct]+ -n[PL] ⇒ Gabeln [+ct,+pl] ⇒ [3.p, +pl,+ct] (zwei Gabeln) 

d. Vieh  [  ]<pl>  ⇒ Vieh [3.p, sg]<pl>     (Vieh)  

e. Mannschaft [+ct]<pl> ⇒ Mannschaft [3.p.sg,+ct]<pl>  (eine Mannschaft) 

f. Eltern [+ct,+pl]<pl>⇒ Eltern [3.p, +pl,+ct]<pl> ( die Eltern ) 

  ※ [ ]は形態素性，<pl>は意味素性 (複数の個体指示) 
 

(17f)の Eltern（両親） のような絶対複数を除けば，すべての名詞にデフォールト規則で

３人称＋単数が付与される（[ ]⇒[3.p,sg.]）。複数形操作はレキシコンでデフォールト規則

の適用が終わった後に，付与されると考える。さらに，複数形が付与されるのは，(17b)

のようにレキシコンで可算素性 [+ct]が付与されている場合だけである。 
 

(18) [+pl]複数形(φ,-e, er, -n, -s)は，[sg,+ct]の形態素性をもつ名詞にのみ付加できる。3) 
 

不可算的な集合名詞は，可算素性はもたないが，意味論的には複数の個体と関係する

（Besteck や Vieh）。従って，意味素性として複数意味<pl>を付与する。これによって，

(17d)の Vieh [3.p, sg]<pl>のように，形態的には単数であるが，意味論的には複数という

不可算集合名詞の特性が表される（+ct 素性がないので複数形が付かない）。 

Wiese (1997)は，名詞に数超越[tn: transnumeral]，可算 [–mn]，物質名詞[+mn]の素性

を付与することを提案している。これによれば，Tee のような物質名詞は有標(Tee [tn, 

+mn])，Vieh のような集合名詞も有標である(Vieh[tn, -mn])。しかし，子供の言語習得の

初期段階において可算名詞と物質名詞の差はないと考えられる。Buch と Bücher の数の区

別もない。習得初期段階で可算名詞に冠詞が現れることもない（Das ist Milch.vs. Das ist 

Buch）。つまり，子供は Tee, Milch のように物質名詞と同じものとして可算名詞を習得す

る。これは，名詞はすべて初期段階で不可算名詞で，そこから可算名詞グループを抽出す

ると考えた方が習得の実態に即しているということである。つまり，(16)の単数無標説と

(17)のレキシコンでのデフォールト単数規則が説得的であることを示している。 

３．１ 日本語の名詞 

このように，デフォールトでは，可算名詞も不可算名詞も同じ扱いを受ける上記の考え

は，Borer (2005)の分析でも提案されている。また，一見して可算統語論をもたず，すべ

ての名詞が数超越的であるような日本語においても当てはまる。日本語に可算・不可算の

形態的な相違はないが，人間，動物，道具など，個体を表す名詞は可算的な解釈（一人，

１匹，１台等）を受ける。違いは，単数・複数の２元関係が形態的に明示されず，語用論
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的に解釈される点である。「サッカーをする」といった集団的意味を含む述部は別にして，

通常は，デフォールトの単数解釈で十分である。 
 

(18) 日本語のレキシコン情報  

a. ミルク[  ]  ⇒ ミルク[3.p]      (ミルク，多量のミルク) 

b. 学生[+ct]<human> ⇒ 学生[3.p,+ct] <human>（学生，多くの学生） 

c. 学生[3.p,+ct] <human>+ -たち[PL] ⇒ 学生たち [3.p, +pl,+ct] <human> 

(19) a. 学生が部屋をノックした。 ⇒ 一人（単数解釈） 

    b. 学生がサッカーをしていた。⇒ 多数（複数解釈） 
 

(19b)は，「ドリブル練習」をしていると理解すれば，「学生一人」でも真となる。従って，

日本語の数の解釈は語用論レベルの問題だと考えられる。しかし，「学生たち」のような複

数接辞が付与された場合は別にして，通常は単数解釈で十分である。このようにとらえる

なら，複数を基本にせず，「単数を基本に置く」という言語の数の認知は，ドイツ語のよう

な可算名詞言語のみならず，日本語のような不可算名詞言語にも適用される見方であると

いえる。さらに，言語的発達としては，「不可算⇒可算⇒（単数・複数）」の方向性が背景

にあると考えられる。つまり，次のような見解である。 
 

(20) 文法的に数を区別しない日本語でも，「可算統語論」レベルでは，単数はデフォール

トである。特に断りのない場合には，名詞は単数として解釈される。例えば，「子供が

公園で遊んでいる」という発話で，「子供」は一人でも複数でもかまわないが，真理条

件的には「一人＝単数」で十分である。 

(21) しかし，名詞の出発点は数の区別をもたない不可算名詞(mass noun)である。どの言

語も名詞は一義的に数をもたない不可算として出発し，そこから文法数をもつ言語と，

そうではない言語に区別されるようになったと考えられる(Borer 2004)。 
 

(20)(21)によって，子供の言語習得（不可算⇒単数⇒複数）のステップが説明できる。

また，不可算名詞の言語普遍性も説明できる（液体や気体が不可算名詞としてコード化さ

れ，また，不可算名詞に不定冠詞が付かないこと，不可算名詞をカウントする際に「１杯」

や„a cup of“, „eine Tasse“など類別詞を用いる傾向）。不可算名詞を出発点として，「数える」

という概念を獲得した人類は，対象を個体性との関係で数と結びつけたと推測できる。そ

の過程で，際立ったものが，「１」であり，単数であった。ドイツ語は，文法範疇として数

を明示的に取り込み，日本語も非明示的ではあれ数を取り込んでいる。数は，人間が世界

を認識する際に認知的に課せられるフィルターの一つであるといえよう。 
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注 

1) „Die Kinder bilden einen Kreis.“（子供達は輪を作る）といった文では，ここでの分析は

適用できない。一人一人の子供について，その子供が一人で「輪を作っている」わけでは

ない。このような集団解釈の複数の意味論は束構造(lattice)として精緻化できる（複数個体

{a+b+c+d}等として）。しかし，ここでは束については詳しく述べない（Chierchia 1998a,b） 
2) 自然数の増加（N= N+1）を集合論的に定義するには，増加する数を作る「次」(successor)

を用いれば良い。a+ = a ⋃ {a}   (集合 a に対し，その successor は a+ で，a ⋃{a} ) 
3) Biere, Weineのように，不可算名詞も下位種(subkind)を表す場合には複数化できるが，下

位種は例外的規則として考えておく。 
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Singularform und Singuralität im Deutschen 
 

Mitsunobu YOSHIDA 
 

 

In den Nomina des Deutschen manifestiert sich – wie in vielen Sprachen – ein duales 

Numerussystem: Singular und Plural. Bisherige linguistische Forschungen haben ihre 

Aufmerksamkeit allerdings stärker auf den Plural gerichtet, weil es im Deutschen mehrere 

komplizierte Pluralformen gibt. Jedoch wirft auch der Singular schwierige Fragen auf. Der 

Singular erscheint meistens als Default-Numerus, d.h. der Singular bezieht sich nicht nur auf 

etwas, das nur einmal vorhanden ist oder eine Einheit bildet, sondern auch auf etwas, das sich 

nicht auf ein einmaliges Vorkommen beschränkt. So kann man das Nomen „Besteck“ für ein 

Messer verwenden, aber auch auf zwei Gabeln, drei Löffel usw. anwenden, obwohl es 

grammatisch nur im Singular vorkommt. 

In diesem Aufsatz untersuche ich den Zusammenhang zwischen dem Singular als 

grammatischer Kategorie (Numerus) und der Einheit als semantischer Zahl. Dabei wird 

behauptet, dass der Singular als Default-Numerus auch dort verwendet wird, wo kein Numerus 

relevant ist (z.B. Massennomina wie „Milch“, „Sand“). Ferner wird gezeigt, dass auch das 

Japanische, das keinen Numerus kennt, normalerweise eine singularische Interpretation 

bevorzugt. Schließlich vertrete ich die These, dass die meisten Sprachen zuerst von 

Massennomina ausgegangen sind und dann zum Teil Zählnomina (count nouns) erworben 

haben wie das Deutsche.  
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ドイツ語名詞の単数に関する一考察


（印刷中：広島ドイツ文学 22,  2008）

吉田 光演 


０．問題設定


大学での初級ドイツ語授業の中で，学生から次のような質問を受けたことがある。


(1) 学生:  „Gläser“は„Glas“の複数形ですね。では，„Besteck“の複数は何でしょう？


筆者:  „Besteck“に複数はありません。ナイフやフォークなどをまとめて「食器類」というように集合として表しているので，単数形しかないのです。


筆者の答えに学生は必ずしも納得した様子ではなかった。Gabel（フォーク）⇒Gabeln（フォーク・複数）のように，数えられるモノを表す名詞に複数形がつくことを学習した後だけに，数えられる食器を表すBesteckになぜ複数がないのか理解できないようだった。このエピソードには，名詞の数に関する重要な問題が含まれている。文法範疇としての数(Numerus)と対象指示に関する意味論的な数(Zahl)の関連である。この２つは微妙にずれることがある。本論では日本語も参照しつつ，ドイツ語の名詞の数における単数(Singular)の文法的・意味的役割を考察する。本稿の主張は，概略次の３点にまとめられる。

(2) ドイツ語名詞の単数について


 a. ドイツ語や英語など，可算名詞 (count noun) をもつ多くの言語では，単数はデフォールト(default)である。ここでデフォールトとは，単数が形態的に無標(unmarked)であること（複数よりも優先），「数が問題にならない場合においても利用される」文法形式であることを意味する。つまり，単数形が現れる時，「１（一つ）」という数との関係が含まれる場合もあれば，「１」と無縁の場合もある（„Besteck“の例）。


b. 文法的に数を区別しない日本語でも，可算的な名詞では，単数はデフォールトである。特に断りのない場合には，名詞は単数として解釈されることが多い。


c. しかし，名詞の出発点は，数の区別をしない不可算名詞(mass noun)である。どの言語も，名詞は単位性のない不可算として出発し，そこから文法数をもつ言語と，そうでない言語に区別されるようになったと考えられる(cf. Borer 2005)。


１．名詞の文法範疇としての数


ドイツ語やフランス語など，ヨーロッパ系言語の名詞では，文法範疇（カテゴリー）として性(Genus)の他に，数(Numerus)が表されていることが多い。歴史的には双数 Dualをもつ言語もあったが，たいていはドイツ語のように，数は単数(Singular)と複数(Plural)の２値体系であり，単数が無標(unmarked)で，複数は，単数形に対して複数形態素を付加して作るという意味で有標的(marked)である。これは，動詞の屈折において，２人称単数に-st語尾が付加され，一方，１人称と３人称は現在形で-e, -t語尾となるが，過去形では過去基本形のままという意味で無標であることと類似している。２人称が，１人称より有標で，１人称は３人称より有標的である（形態的には同等だが，３人称[er/sie/es, その他第３者]の方が適用範囲が広いという意味で）。


(3) 人称・数の有標性(markedness)：単数＜複数， ３人称＜１人称＜２人称

  Lehrer(Lehrer  Stift(Stifte  Brille(Brillen  Kind( Kinder  Auto( Autos

ich lerne  du lernst  er/sie lernt  vs.  er/sie lernte  ich lernte  du lerntest 


Lehrer（教師達）のような同形語尾（ゼロ形態），Bruder(Brüderのような幹母音ウムラウトを除けば，複数形は単数形に接尾辞を付け足すという方法で作られる（Zifonun 2006はこれを「膠着言語的な方法」と呼んでいる）。例外は，絶対複数(Pluraliatantum)と呼ばれる複数名詞で，元になる単数形がない（Eltern「両親」, Leute 「人々」, Ferien「休暇」, Masern「はしか」など）。逆に，絶対単数(Singulariatantum)の場合，単数でしか現れない（Gold, Milchなどの物質名詞。Götze & Hess-Lüttich 1999）。


ich, du, wir, ihrなど人称代名詞以外の名詞は，すべて３人称であり，単数が基本である。「３人称・単数」が無標であるのは，(3)の有標性の階層と一致している。話者と聞き手を除くすべてのモノと人が第３者＝３人称であり，また，単数は複数よりも数において要求される条件（個数）が少ないので，３人称・単数が無標で，デフォールト（特に問題ない場合の形式）であることは，意味論的にも語用論的にも自然である。


(4) Kind  ３人称・単数 ⇒ -er ⇒  Kinder　３人称・複数


非母語話者によるドイツ語学習では，複数形の規則が重要になるのは当然であり，複数規則に関する研究は多い(Zifonun 2004)。しかし，言語学的に見ると，実は無標・デフォールトとしての単数にも問題がある。「デフォールト」という意味は，単数が形態操作の出発点になる（単数⇒複数）という意味だけでなく，「単数形は数に関して未指定である（underspecified）」，即ち，それが「１」という数と関わるのか，そもそも数と関係するかどうか，何も述べていないということである。まさにこの点について，非母語話者は誤解を抱く場合があるように思われる。„ein Buch“などの不定冠詞， „(zwei/ drei/ einige/ viele) Bücher“など数詞が付いた場合，単数が「１（１つのモノ）」，複数が「２以上」を指すのは当然のように見える。さらに，ほとんどの数えられるモノを示す名詞は，単数・複数の２つの形をもち，該当する個体が２つ以上あれば，元の単数から複数が作られると思ってしまう。しかし，実際には単数は，①いくつかの個体の集合の中の「１つ」の要素を指す，②唯一物を指す（固有名詞），③数が問題にならない（物質名詞）場合など―さまざまの言語外の要素と関係する。２値体系の中で単数は「複数ではない」という含意を持つが，「単数＝１つ」に限定されるわけではない。この点を以下見ていく。

２． 単数の意味分析


２．１  単数名詞の意味論


上述のように，単数・複数は一見自然数の増加に対応するように思われる。単数名詞では，名詞と関係するモノが存在し（要素がゼロでない），かつ，そのモノは（２つでなく），一つのモノに適用されることを意味する。たとえば，ラッセルが(„the X“のような)確定記述に用いた論理式を利用すれば，„ein Buch (１冊の本)“は次のように意味表示される。


(5) ein Buch= λP∃x[Buch(x) & ∀y[Buch(y) ( x=y ] & P(x) ]


 (「本である」個体xが少なくとも一つあり，かつ，ある個体yが「本」であるならば，yはすべてxと同一である（「本」は一つしかない）)。(cf. Wiese 1997)


(5)の∃は存在を表す存在量化子，∀は「すべて」を表す全称量化子，λは抽象化演算子で，関数表現を表す（述部Pと結合して命題が完成）。„ein“は，論理的には「少なくとも一つは」という緩やかな意味でよいが（∀が不要），ここでは数詞「１」として厳密な解釈をとることにする。(5)を文に適用してみると，以下のような意味表示が得られる。


(6) Ein Buch liegt auf dem Tisch.（本が１冊机の上にある）


⇒λP∃x[Buch(x) & ∀y[Buch(y) ( x=y ] & P(x) ](λz[ON(z, Table)])


⇒ ∃x[Buch(x) & ∀y[Buch(y) ( x=y ] & ON(x, Table) ]


  （ある状況で「本」が唯一的に存在し，それはテーブルの上面と接している）


この解釈では，テーブルの上にただ１つの本が存在するときに真になる（２冊以上ではBuch(y)を満たすyが，x=yとならず，x≠yとなり，文全体が偽になる）。


複数の解釈は，(6)の存在表現を基礎として，個体の数を２以上に設定すればよい。


(7) Bücher =λP∃x[Buch(x) & |x|≥ 2  & P(x) ]   


(xに当てはまる個体数が２以上。|x|は，ｘの要素の数（濃度）を表す。)1)

(6),(7)の要点は，単数では個体が一つだけ考えられており，複数の場合には２つ以上の個体が関係するということである。さらに，個体の最小単位の唯一性を保証する「１」や，複数と関わる「２」「３」といった自然数の概念の定義も問題になる。ツェルメロに基づき，フォン・ノイマンが提案した自然数の集合論的な定義は，次のように，ゼロの定義から出発し，０に基づき「１」を定義するという方法であった（足立 2002, 山村 2003）。


(8) (i)   0 = φ　（φ：空集合）　　空集合φを０と定義する。


(ii)  1 = {0} =  {φ}   　   　　 空集合のみを要素とする集合を１と定義。


(iii)  2 = {0, 1} = {φ，{φ}}   　　空集合と，空集合の集合からなる集合が２。


(iv)  3 = {φ，{φ}，{φ, {φ}} } 　 （ 3={0, 1, 2}  より ）


０が空集合（無）であることは分かりやすい。１が，空集合（０）を唯一の要素とする集合と定義されるのは直感に合わないかもしれない。しかし，空集合φと，空集合を要素とする集合{φ}は違うことに注意が必要である（後者は要素が一つある）。空集合φは「唯一的な存在」として集合論的に定義できる要素であり，これを「１」の定義に利用するのである。あとは，出来上がった集合を要素とする集合（前の数）を再帰的に足していけば，定義できる（２は，{0, 1} の２つの数の集合だから，{φ，{φ}}。３は，{0, 1, 2}の３つの集合だから，{φ，{φ}, {φ, {φ}} }，4は{0, 1, 2, 3}の集合であり・・・）2)。


このように見ると，指示対象が１つの場合が単数，対象が２つ以上で複数となる２値的対応関係を考えればよいことになる。つまり，次のような意味論を仮定すればよい。


(9) 単数形は，原則的に名詞が指示する対象の単位（基数）が「１」に限定される。


    複数形は，名詞の指示対象の単位（基数）が「２」以上である。


しかし実際には，単数と複数の関係は，「１」と「２以上」のような単純な関係ではない。例えば„Besteck“のような集合的不可算名詞では，それが指す食器が１つであろうが，２つや３つであろうが，区別なしに単数の„Besteck“で表現でき，(9)の仮定に合わない。つまり，文法的な単数と意味論的な数（＝１）とは不一致・矛盾がありうるのである。

２．２  可算名詞と不可算名詞


指示対象が個体性をもつ名詞，即ち，可算名詞においては，複数形が付加されていない単数は，基本的に対象物の一つ一つの最小単位に適用することができる。


(10) (ein) Stift ⇒{ ✐, ✐, ✐,  ✐,  ✐ } （個体の集合）


                   ↑


Stiftは，(10)のように「ペン」という最小単位の集合を指し，不定冠詞ein Stiftならば，どれか一つの個体を指せばよい。定冠詞der Stift（そのペン）の場合は，特定の１つのペンに限定される（他の個体は文脈から無視される）。これらは「単数＝１」の関係の典型例である。しかし，名詞が単数形であるからといって，指示内容が単数とは限らない。それは，(11)のような不可算名詞や集合名詞を見れば一目瞭然である。


(11)  Tee  Luft  Sand  Geld  Gebirge  Besteck  Schmuck  Vieh  Mannschaft


Tee（茶），Luft（空気）のような液体・気体を表す物質名詞は数を数える単位が特定できない（個体１に対応するものが取り出せない）。Sand（砂）は，粒の形の単位性は目で見ても特定できるが，小さすぎて最小単位を無視して均質的物質として認識される（量が増加しても同じモノとして見る）。これらは数（単数・複数）とは無関係なのである。他方，Geld（お金）, Schmuck（装飾品）,Vieh（家畜）は，最小単位性は認知されるが，個体をまとめた集合概念であり，いわば元から複数化されている(Chierchia 1998a, b)。ある集団の家畜=Viehに別の複数の羊=Schafeを加えてもまだ家畜Viehのままで，複数形がない。これらは意味的な数とは関係するが，単数・複数を区別しない。他方，Manschaft（チーム）, Familie（家族）などの集合名詞は，複数の構成要素をもっているので，指示的には単数指示的ではない（９人の選手で１チームというように）。また，Mannschaftenのように，複数形を作ることができる点では「可算的な可算集合名詞」であると言えよう。


(11)に挙げた名詞は，「一つの個体」に限定されないにもかかわらず，文法的に「単数」として指定されているところが特徴的である。Chierchia (1997b)に従えば，(11)の名詞は，形は単数であるが，意味的には複数化している（複数の要素を取り込んでいる）。


(12) a. Im Kühlschrank ist Bier. (冷蔵庫にビールがある)


   b. Hast du Geld dabei?（お金のもちあわせはある？）


(12)のBierやGeldは単数個体とは関係しない。それらは「一定量のビール」，「一定量のお金」を表す。実際，これらの不可算名詞に不定冠詞einを付加することはできない（*ein Geld）。Wiese (1997)は，単数とも複数とも関係しないという意味で，この不可算名詞の特性を[transnumeral]（数超越的）と呼ぶ。液体や気体，小さな粒状物質については，非母語話者でも「計数の単位がない」，よって「数は無関係である」，従って物質名詞が複数形をもたないことも学習できる。しかし，Besteck, Viehなどの不可算集合名詞については，計数の単位性は把握できるので，これが単数扱いだという点が直観的には分かりにくい。後者は，最小単位をもつ「可算的不可算集合名詞」だからである（吉田2007）。




(13)    .................................  Tee,  Luft      ○ ○ ○ ○ ○ ○   Besteck,  Vieh


         ................................  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（個体の存在）


２．３ 総称表現，種(kind)と単数


不可算名詞については，総称表現や「種」（英語のkind)指示といった解釈をすれば，「固有名詞」と同じように，単数の唯一物を指示するのは合理的であると考えられる。


(14) Milch ist gesund. (ミルクは健康によい)    Zeit ist Geld. （時は金なり）


(14)のような総称文は，ある量のミルクや時間について叙述するのではなく，ミルクという物質全体，時間全体を個体として見ているという解釈もできる（Einstein ist intelligent―などの固有名と同じ）。この見方では，物質名詞は，個体集合を指示する可算名詞とは異なるが，固有名詞と同様に単数指示的である（複数がない唯一名詞），従って単数になると分析できる。(Krifka 1989, Chierchia 1998a)。Milchを例にとれば，液体としてのミルクは最小単位が曖昧で，多量に存在するが，それらのミルクを一括して集約したまとまり（最大和）を„Milch“という名前で呼ぶわけである（(15)左）。もう一つは，存在する連続量のミルクを取り出すのは非現実的であるから，不連続に存在するミルクのそれぞれが，抽象的な種としての個体„Milch“にマッピングされる（実在のミルク（左）と，抽象的種としてのミルクの二重存在）と仮定することである（(15)右の図）。




(15)  ................................    ( 最大和 Milch 　　　  　Milch


      ................................                            抽象的な種


種としての個体解釈を出発点としたとしても，単数・複数の体系の中にこの解釈が納まるわけではなく，種解釈は，複数を持たないという意味で単数になるにすぎない。また，(15)の解釈は(14)の文脈には当てはまるが，量が問題である場合には，量的存在への転換（タイプ変換）を行わねばならない点で問題がある。たとえば，„Milch“を最大和もしくは種として固有名と解釈した場合，„fette Milch“（脂肪分の多いミルク）などの形容詞修飾語を作った途端，固有名から普通名詞に変換しなければならない（固有名は修飾不可能）。


いずれにせよ，ドイツ語における名詞の単数は，指示対象が「ひとつ」であるという意味に限定されるわけではないことが確認された。ドイツ語名詞の単数は，①「１」と結びつく名詞の単数性，②数を特定できない不可算名詞の量的存在解釈，③数は解釈できるが，単数・複数の区別がない集合名詞の解釈，④種としての解釈（固有名詞）―といったものと関係する無標の数である。よって，次のようにまとめられる。


(16) ドイツ語や英語など，可算名詞を有する言語では，単数(Singular)はデフォールト数である。ここでデフォールトとは，形態的・統語的に無標であり，「数が問題にならず，未指定の場合でも表現される」形式であることを意味する。

３．レキシコンにおける不可算名詞，可算名詞


では，レキシコン（心的辞書）で名詞の数はいかに指定すべきか？そもそも単数の情報は，デフォールトだから個別に記載する必要はない。人称代名詞を除けば，すべて名詞の人称(Person)は「３人称」(3.p)である。よって，可算名詞も不可算名詞も集合名詞も，数指定がない状態で単数素性(sg)が付与される。レキシコンで Computerのように，個体が特定できる可算名詞には，可算的 [+ct (=countable)]といった素性が付されていると考える。(16)に基づけば，特に単数[+sg]のような素性を設定する必要はないことになる。


(17) レキシコン情報 　⇒ 出力   （統語レベル）


◎デフォールト規則：形態的な人称・数素性の指定がない場合，[3.p, sg]素性を付与する。


a. Milch [  ]  ⇒ Milch [3.p, sg]      (Milch)


b. Gabel [+ct] ⇒ Gabel [3.p, sg, +ct]  (eine Gabel)


c. Gabel [3.p, sg, +ct]+ -n[PL] ⇒ Gabeln [+ct,+pl] ⇒ [3.p, +pl,+ct] (zwei Gabeln)


d. Vieh  [  ]<pl>  ⇒ Vieh [3.p, sg]<pl>     (Vieh) 


e. Mannschaft [+ct]<pl> ⇒ Mannschaft [3.p.sg,+ct]<pl>  (eine Mannschaft)


f. Eltern [+ct,+pl]<pl>⇒ Eltern [3.p, +pl,+ct]<pl> ( die Eltern )


  ※ [ ]は形態素性，<pl>は意味素性 (複数の個体指示)


(17f)のEltern（両親） のような絶対複数を除けば，すべての名詞にデフォールト規則で３人称＋単数が付与される（[ ]⇒[3.p,sg.]）。複数形操作はレキシコンでデフォールト規則の適用が終わった後に，付与されると考える。さらに，複数形が付与されるのは，(17b)のようにレキシコンで可算素性 [+ct]が付与されている場合だけである。


(18) [+pl]複数形(φ,-e, er, -n, -s)は，[sg,+ct]の形態素性をもつ名詞にのみ付加できる。3)

不可算的な集合名詞は，可算素性はもたないが，意味論的には複数の個体と関係する（BesteckやVieh）。従って，意味素性として複数意味<pl>を付与する。これによって，(17d)のVieh [3.p, sg]<pl>のように，形態的には単数であるが，意味論的には複数という不可算集合名詞の特性が表される（+ct素性がないので複数形が付かない）。


Wiese (1997)は，名詞に数超越[tn: transnumeral]，可算 [–mn]，物質名詞[+mn]の素性を付与することを提案している。これによれば，Teeのような物質名詞は有標(Tee [tn, +mn])，Viehのような集合名詞も有標である(Vieh[tn, -mn])。しかし，子供の言語習得の初期段階において可算名詞と物質名詞の差はないと考えられる。BuchとBücherの数の区別もない。習得初期段階で可算名詞に冠詞が現れることもない（Das ist Milch.vs. Das ist Buch）。つまり，子供はTee, Milchのように物質名詞と同じものとして可算名詞を習得する。これは，名詞はすべて初期段階で不可算名詞で，そこから可算名詞グループを抽出すると考えた方が習得の実態に即しているということである。つまり，(16)の単数無標説と(17)のレキシコンでのデフォールト単数規則が説得的であることを示している。


３．１ 日本語の名詞


このように，デフォールトでは，可算名詞も不可算名詞も同じ扱いを受ける上記の考えは，Borer (2005)の分析でも提案されている。また，一見して可算統語論をもたず，すべての名詞が数超越的であるような日本語においても当てはまる。日本語に可算・不可算の形態的な相違はないが，人間，動物，道具など，個体を表す名詞は可算的な解釈（一人，１匹，１台等）を受ける。違いは，単数・複数の２元関係が形態的に明示されず，語用論的に解釈される点である。「サッカーをする」といった集団的意味を含む述部は別にして，通常は，デフォールトの単数解釈で十分である。


(18) 日本語のレキシコン情報 


a. ミルク[  ]  ⇒ ミルク[3.p]      (ミルク，多量のミルク)


b. 学生[+ct]<human> ⇒ 学生[3.p,+ct] <human>（学生，多くの学生）


c. 学生[3.p,+ct] <human>+ -たち[PL] ⇒ 学生たち [3.p, +pl,+ct] <human>


(19) a. 学生が部屋をノックした。 ⇒ 一人（単数解釈）


    b. 学生がサッカーをしていた。⇒ 多数（複数解釈）


(19b)は，「ドリブル練習」をしていると理解すれば，「学生一人」でも真となる。従って，日本語の数の解釈は語用論レベルの問題だと考えられる。しかし，「学生たち」のような複数接辞が付与された場合は別にして，通常は単数解釈で十分である。このようにとらえるなら，複数を基本にせず，「単数を基本に置く」という言語の数の認知は，ドイツ語のような可算名詞言語のみならず，日本語のような不可算名詞言語にも適用される見方であるといえる。さらに，言語的発達としては，「不可算⇒可算⇒（単数・複数）」の方向性が背景にあると考えられる。つまり，次のような見解である。


(20) 文法的に数を区別しない日本語でも，「可算統語論」レベルでは，単数はデフォールトである。特に断りのない場合には，名詞は単数として解釈される。例えば，「子供が公園で遊んでいる」という発話で，「子供」は一人でも複数でもかまわないが，真理条件的には「一人＝単数」で十分である。

(21) しかし，名詞の出発点は数の区別をもたない不可算名詞(mass noun)である。どの言語も名詞は一義的に数をもたない不可算として出発し，そこから文法数をもつ言語と，そうではない言語に区別されるようになったと考えられる(Borer 2004)。


(20)(21)によって，子供の言語習得（不可算⇒単数⇒複数）のステップが説明できる。また，不可算名詞の言語普遍性も説明できる（液体や気体が不可算名詞としてコード化され，また，不可算名詞に不定冠詞が付かないこと，不可算名詞をカウントする際に「１杯」や„a cup of“, „eine Tasse“など類別詞を用いる傾向）。不可算名詞を出発点として，「数える」という概念を獲得した人類は，対象を個体性との関係で数と結びつけたと推測できる。その過程で，際立ったものが，「１」であり，単数であった。ドイツ語は，文法範疇として数を明示的に取り込み，日本語も非明示的ではあれ数を取り込んでいる。数は，人間が世界を認識する際に認知的に課せられるフィルターの一つであるといえよう。

注


1) „Die Kinder bilden einen Kreis.“（子供達は輪を作る）といった文では，ここでの分析は適用できない。一人一人の子供について，その子供が一人で「輪を作っている」わけではない。このような集団解釈の複数の意味論は束構造(lattice)として精緻化できる（複数個体{a+b+c+d}等として）。しかし，ここでは束については詳しく述べない（Chierchia 1998a,b）


2) 自然数の増加（N= N+1）を集合論的に定義するには，増加する数を作る「次」(successor)を用いれば良い。a+ = a ⋃ {a}   (集合aに対し，そのsuccessorはa+ で，a ⋃{a} )


3) Biere, Weineのように，不可算名詞も下位種(subkind)を表す場合には複数化できるが，下位種は例外的規則として考えておく。
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Singularform und Singuralität im Deutschen


Mitsunobu YOSHIDA


In den Nomina des Deutschen manifestiert sich – wie in vielen Sprachen – ein duales Numerussystem: Singular und Plural. Bisherige linguistische Forschungen haben ihre Aufmerksamkeit allerdings stärker auf den Plural gerichtet, weil es im Deutschen mehrere komplizierte Pluralformen gibt. Jedoch wirft auch der Singular schwierige Fragen auf. Der Singular erscheint meistens als Default-Numerus, d.h. der Singular bezieht sich nicht nur auf etwas, das nur einmal vorhanden ist oder eine Einheit bildet, sondern auch auf etwas, das sich nicht auf ein einmaliges Vorkommen beschränkt. So kann man das Nomen „Besteck“ für ein Messer verwenden, aber auch auf zwei Gabeln, drei Löffel usw. anwenden, obwohl es grammatisch nur im Singular vorkommt.


In diesem Aufsatz untersuche ich den Zusammenhang zwischen dem Singular als grammatischer Kategorie (Numerus) und der Einheit als semantischer Zahl. Dabei wird behauptet, dass der Singular als Default-Numerus auch dort verwendet wird, wo kein Numerus relevant ist (z.B. Massennomina wie „Milch“, „Sand“). Ferner wird gezeigt, dass auch das Japanische, das keinen Numerus kennt, normalerweise eine singularische Interpretation bevorzugt. Schließlich vertrete ich die These, dass die meisten Sprachen zuerst von Massennomina ausgegangen sind und dann zum Teil Zählnomina (count nouns) erworben haben wie das Deutsche. 
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