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日本語・中国語の名詞句 ― 数詞・類別詞の構造の相違 
吉田光演 (mituyos@hiroshima-u.ac.jp)   2009.06.9  

 
0. 中国語・日本語タイプの名詞句についての先行研究（Chierchia, Krifka etc) 
(1)  a book  books  the dog  the dogs  *two dog   vs.  wine  *a wine  *wines  
英語・ドイツ語： 可算名詞(count noun)と不可算名詞(mass noun)の区別 
 count  vs.  mass   individuation (個体), atom (原子単位) vs. 原子単位の不在 

  ✉  ✉✉  ♘ ♘♘♘   ░ ░░ ░░░ ░░░  ░░░░░░░░░░  

 可算= number (singular/ plural) 数カテゴリー 単数と複数 
(2) A/The dog is barking. (*Dog is barking) vs.  Wine is on the desk. (*A wine is..) 

英語やドイツ語には D があり(限定詞 determiner) ，名詞句 NP は DP に投射する。 
(3)         DP          または          DP 

    ／  ＼                    ／   ＼ 
   D       NP                D         #P (Number Phrase)  singular/plural 
   a        N                a        ／  ＼ 
   the     dog                       # (num)   NP 
                                       (SG.)    dog  

(4) a.    [NP dog]  DOG  (述語 ｢犬であるという性質」)  名詞句は述語の意味 
b.    [DP a dog]  λP∃x [ DOG (x) & P (x)]  オペレータ  "a"によって指示的 
     （x が犬だというような動物のｘが実際にいる，そしてそのｘはＰだ） 
c.   [DP the dog]   ιd [DOG (d)]   犬である動物の d （個体） ιオペレータ 
∴ 英語・ドイツ語では可算名詞は，基本的に DP の場合に指示的に機能する 

(5) Longobardi (1994):  動詞の項である名詞表現は DP である。(Ｄは指示的な力) 
(6) A bottle of wine    two cups of coffee   a piece of furniture 

不可算名詞の計測には類別詞 (classifier/ measure )を用いる。( 冠詞 a は出現可能) 
(7)  a.  [DP  φ wine ] is …     b. [DP φ Dogs ] are..    ゼロ形の D の仮定 
(8) 犬が吠えている。 私は犬が好きだ。 ワインが机にある。 

可算・不可算の違いがない。単数・複数の違いがない（複数形がない）。 
(9) そのマンガは面白い。 マンガは面白い。 地球は丸い（???その地球は丸い） 

限定詞（指示詞）D はなくてよい。（指示詞はあると奇妙な文脈がある） 
(10) 一匹の犬， ２匹の犬 (*一の犬) 一杯のコーヒー ２杯のコーヒー 

計測には常に類別詞を用いる（数詞＋名詞は非文法的） 
(11) 日本語・中国語タイプは「すべての名詞が不可算=mass である言語」である。 
(12) i) 冠詞なし ii)複数形なし  iii)数詞が直接付かない iv)類別詞豊富 (Chierchia 1998a)   
(13) 名辞写像パラメータ(nominal mapping parameter) NMP  (Chierchia 1998) 

A. [+arg,-pred]言語。NP 単独で項(argument)。「犬」などの名詞は種指示。（日本語，中国語） 
B.. [-arg,+pred]言語。NP は単独で項になれず，限定詞の述語(predicate)。冠詞。（ロマンス語） 
C. [+arg,+pred]言語。中間型。[+pred]の場合には限定詞を伴って項になるが，不可算名詞や裸

複数名詞は[+arg]の特性をもち，冠詞無で項になる。（英語，ドイツ語など） 
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∴中国語・日本語名詞句は mass noun で，種(kind: 「犬という種」）を指示し，bare NP で項に

なる。意味的タイプシフトによって，不定名詞句，定名詞句の解釈がＯＫ。 
(14) ①「犬」  犬という種 ②犬である属性（「あれは犬だ」） ③定 NP（「犬は寝ている」）

ι導入。④不定 NP（｢犬が寝ている」）見えない不定冠詞導入（または述語＝変項からＶＰ内

で存在量化束縛）。 （∃x）[DOG (x) & SLEEPING (x)]  (existential closure ∃) 
(15) Chierchia へ反論→Cheng & Sybesma 1999 [CH&SY 1999] 中国語の D（D＝classifier） 

中国語にも可算 vs.不可算名詞の区別。count classifier vs. mass classifier 
 
１．中国語と日本語の NP の相違   Bare NP (cf. CH&SY 1999 の例) 
◎ Bare Noun Phrase (裸名詞句）※限定詞なし NP  中国語制限多い 
(16) a.  Hufei mai shu  qu le.        b. イチローが本を買いにいった 

      Hufei buy book go SFP      日本語：  単数・複数・定・不定 OK 
    c. Hufei he-wan-le  tang.        d  イチローがスープを飲み終えた。 

Hufei drink-finished soup. (=the soup)  中国語：定・不定（単数・複数） 
(17) a   Gou yao guo malu.     b.  犬が（犬は）道路を渡ろうとしている 

         dog want cross road       the dog/a dog /dogs (定・不定) 
 (The dog/the dogs want to cross the road) （不定読みなし） 中国語：主語 NP＝定のみ 

(18) a.  Gou ai  chi rou.     b. 犬は肉を食べるのが好きだ (総称)  日中同じ 
☞ 日本語は VP 内・主語位置で，bare NP は不定・定解釈あり。Chierchia に一致 
☞ 中国語；主語位置で bare NP は定解釈のみ (不定なし)   自由にタイプシフトできない 

見えない空範疇の認可：中国語 bare NP = D のφ (=a)は V (動詞)に認可される（統率） 
(16’) a.  [VP  mai (buy) [DP φshu( book) ]] b. [IP [DP φ  book ] [I’ I …  ] ] （中国語） 
         ｜＿＿＿↑               主語位置↑ 認可されず（イタリア語に類似） 
(17’)  [IP  [NP (the)  book ] [I’ I …  ]  定=topic/generic だけ OK 
            定の指示の場合にだけ，タイプシフト？  (総称も定） 
(19) 中国語の NP は，定解釈，不定解釈はゼロ限定詞 D による?  (VP 内の統率） DP 

日本語の NP は，定・不定解釈 OK（D は必要ない）？  ⇒ かなりの相違！ 
       ∴中国語・日本語を同じタイプとして良いのか？（同じタイプのサブタイプ？） 
 
2. 類別詞(Classifier)のふるまい（数詞なし CL +N ）  cf. CH&SY 1999 
(20) a. Wo jiao-guo   yi-ge xuesheng hen congming.    b.  一人の学生に教えた 

 I teach-EXP  one-CL student very intelligent （賢い一人の学生に教えた） 

Numeral + CL + NP  不定解釈 （ある一人の学生） →特定・不特定 OK 
(21) a. Wo  xiang mai  ben  shu.      b. 私は１冊の本(*冊の本)を買いたい 
      I want  buy   CL   book (=I would like to buy a book) 不特定(weak indefinite) 
  b. *Ta  he-wan-le      wan  tang.   b. 彼は１杯(*杯)のスープを飲み終えた 
     He drink-finished-PRF CL soup (=He finished a specific bowl of soup) 特定は不可 
  c. *Zhi gou yao  guo  malu.            
     CL dog want cross road. (=A dog wants to cross the road.) 
  d.  ben shu ( =a book) vs. xie shu (=some books)  xie (些) 複数 number の CL （概数） 
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☞ 中国語 (数詞なし）Bare CL+N は，不定解釈で，VP 内部で認可 
☞ 日本語では数詞なしで，CL+N は使えない  ∴ 類別詞の機能が違う  Nume+CL が単位 
(22)  a.  zhe  san  ben shu                   b. この３冊の書物 

DEM  three CL book  ‘these three books’ 
(23) a.  na  (san)  ba  dao       b. あの *(３)本のナイフ  (あのナイフ） 
       DEM three CL knife      中国語は指示詞＋CL+N も OK （数詞省略） 
(24) Nei-ge Hufei zhen bu xianghua    （*あの人イチロー） 
    that-Cl Hufei truly not decent  = ‘that Hufei is really not reasonable!’ 
☞日本語は，指示詞＋CL の組み合わせはない（数詞＋ＣＬ，例外：「何冊，何匹，数本」 
☞中国語は，指示詞＋ＣＬ＋Ｎ もＯＫ  ∴ CL の構造＝意味の違い 
 
３．名詞句構造の分析 ― 中国語の場合 (cf.  CH&SY 1999 ) 
(25) Cheng & Sybesma (1999): 中国語の裸名詞 bare NP は CLP(Classifier Phrase) 

CLP 
   ／  ＼         φは，VP 内で統率されねばならない  φ＝ι＝the 
   CL       NP         （主語位置ではダメ） イタリア語と同じ 
  φ        gou  (=dog)  類別詞 CL が D の代わり（determiner /deictic, number） 

(26)   定の Bare NP      N to CL movement (N から CL への非顕在的移動) 
    [CLP  (CL   gou )   [NP   gou ]]  見えない logical form で移動し，定の解釈に 
        the dog ↑_____________|   ιオペレータと同じ役割（タイプシフト） 
(27)      DP                  ※ なぜ VP 内で裸 NP は常に定解釈にならない？ 
       ／  ＼                         [VP  buy  [CLP book  (book) ]] 
   Spec       D’              ( mai shu => 「その本を買う」) 
          ／  ＼           トピック―コメント構造で前置される？ 
         D      NumeralP 
       (zhe)   ／  ＼ 
                     Numeral’ 
                   ／  ＼ 
               Numeral    CLP     D (指示詞)や数詞 Numeral がゼロの場合も 
                (san)    ／  ＼       CL+NP 構造 または 
                               CL’      D + NP 構造 
                            ／  ＼ 
                          CL       NP 
                          ben     shu   この３冊の本 
(28) 中国語における不定解釈(indefinite interpretation)は，NumeP の存在とリンクしている

NumeP の主要部が明示的か？→ NumeralP が投射するか？  (Cheng & Sybesma) 
(29)     NumeralP          (30)       CLP 
       ／   ＼                            ／   ＼ 
   Numeral     CLP                       CL         NP  定・総称 
              ／   ＼  不定 
            CL        NP         定の解釈の場合 
 不定解釈で  NumeralP まで投射（裸 NP も不定の場合； [NumeralP _[CLP_[NP shu]]]） 
                                                              ↑__||___| 
４．名詞句構造 －日本語の場合  [ CH&SY 1999 への Alternative]  
(30) [犬が]ほえている。（定・不定 ）    裸 NP で CLP を設定する必要はない 
(31) *[CLP  匹の犬が]ほえている *[CLP  犬匹が]   CL + NP は常に非文法的 
    Bare NP か，Nume+CL+NP か，D (DEM) + NP 
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(32) a.   DP                      b.   DP              c.   DP 
      ／  ＼                       ／ ＼              ／  ＼ 
   D        NumeP                D     NumeP       D      CLP 
  (あの)    ／  ＼                   ／  ＼              ／  ＼ 
        Nume    CLP              三       Nume’       Nume     CL’ 
        三     ／  ＼                    ／  ＼         三     ／  ＼ 
             CL        NP             Nume     NP           CL      NP 
       匹     犬             匹         犬            匹       犬 
   [CLP 匹犬]排除できず                 CL＝Nume head            Nume =Spec-CL 
 (33)    DP                 「三匹」が構成素になってない 

／  ＼   bare NP では，Numeral も，CL もない？ 
   D        NP 
            犬     そもそも，数詞がなければ CL の意味もない？ 
☞ 日本語には助詞がある 
(34) a. [犬は] 寝ている     definite   ( indefinite 不定解釈はない) 
    b. [犬が] 寝ている   indefinite 不定優勢（definite もありうる） 
   (cf.  だれが来た？ 太郎が来た。  *だれは来た？ ) 
(35) a.   DP                           b.   DP 
     ／    ＼                          ／    ＼ 
  (その j)     D’                      φ（G j)   D’ 
         ／     ＼                         ／    ＼ 
     NP j          D                    NP j        D 
     犬            は [definite]         地球        は   (丸い) 
談話指示                generic operator  （*その N は・・） 
(36) 太郎は[犬を] 連れている   [犬を]+「は」(定) ? すべての定 NP にトピック「は」? 
◎代案； 裸名詞句は#P (NumP )  単数・複数解釈        weak indefinite  変項＋存在 
(37) a   #P (=number)           b.       #P         strong indefinite 
      ／   ＼                       ／    ＼         definite  タイプシフト 
    NP       #                  NP         # (number) 
    子供   φ  / たち          ワイン   φ 
    count     [±SG]       mass     (不可算) 
 ※Chierchia の NP=kind に近いが，kind でなく，述語的 (mass か plural NP に近い) 
  述語表現 (predicate)として主語位置・目的語位置で自由に解釈される 
 (38) a. [IP∃x[#P 犬 x が] ..]  b. [IP 私は ιj[#P 犬 j が] ..]  c. [IP GEN/Top x[#P 犬 x は] ] 
       Existential closure                   定      総称/話題（定）「は」 
(39) a. [DP [D その] [#P 犬 [sg] ]]が/は] [def]   b. [DP [D ある] [#P 犬 [sg] ]]が] [indef/+specific] 
    c. [DP [D どの] [#P 犬 [sg] ]]が] [Q]?      d. [DP [D それ] [#P それ [sg] ]]が] [def] 
(40) 誰も j が，先生 i が[彼 k を]推薦してくれると思った。「彼」＝縛解釈なし。談話指示的 D 
(41) 誰も j が，先生 i が[自分 j を]推薦してくれると思った。 「自分」＝束縛解釈。 
☞ D =referential /deictic function (談話指示，直示的)と考えれば，DP 投射と考えられる。 
 （項に対する指示的な値割り当てはオープンで，談話文脈から与えられてもよい） 
(42) [IP (ιe) [#P 犬 e は] 裏庭で寝ている]  DP でなくても項になる。 
    ↑談話文脈から deictic (直示的)に決まる＝例えば「ポチ」）∴裸 NP は定不定 
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◎類別詞構造：日本語は数詞＋類別詞が単位：CLP (classifier phrase) 橋本・吉田 (2004) 
(43) a.      CaseP              b.   CaseP             c.     IP 
           ／   ＼                 ／  ＼                ／   ＼ 
        #P       Case           #P     Case         CaseP        I’ 
     ／   ＼       が         ／  ＼    が        ／  ＼      ／  ＼ 
   CLP       #’              #P    CLP          #P    Case   VP      I 
／  ＼     ／  ＼         ／  ＼   △        ／  ＼  が ／  ＼  た 

Nume CL  NP   #     NP       #  五匹   NP       #    CLP   VP 
五 匹(の)  犬 φ(pl)  犬   φ(pl)       犬   φ(pl) △  ほえてい 

                            五匹 
☞ ①数詞＋類別詞が数量形容詞句のように機能（名詞句-#P と意味的な一致関係） 
 ※なぜ直接数詞＋NP とならない？(*五犬，*犬五，*百(の)学生たち, *学生たち百) 
  日本語名詞に可算タイプがあり，複数がマークされれば，原理的に数詞が付加できるはず。 
  ☞数素性だけでなく，形状などの類別素性の一致があるかも。（CL がないとアウト） 
(44) [#P  [CLP  5 匹[+animal]] [#P  犬[+animal] [#Plural/ +animal]]] 
                       ↑_____________| |__________↑N #素性―CL 一致 

②数量句#P の指定部，付加部，VP 付加部としてマージ（構造併合）する。 
(45) [DP その [CaseP [#P 五人の [#’ 子供 [# たち(pl)]]] が]が]  
 
☞この分析が正しければ，中国語の CL+N 構造は，日本語の名詞句構造とは異なる (=(27)) 
(46)      DP    中国語 
        ／   ＼                  D(demonstrative) + (Nume)+CL+NP 
      D         NumeP          NumeP だけで独立  Nume+CL+P 
    (zhe)       ／   ＼         「五本雑誌」 
           Nume        CLP        CLP だけで独立   CL+NP 構造 
          (numeral)   ／  ＼      「本雑誌」 
                  CL         NP 
                 Classifier    gou (dog) 
 
(47) GENj [DP  ej  [NumeP  ej [CLP ej [NP  shu ]]]]    ( books  =書物というものは) 総称 
    |_____↑ 総称オペレータによる変項の束縛 
(48)  a. [CLP  (ι) [NP shu ]]]  CLP ヘッドにιを挿入（LF 操作） または 

b. [DP  shu  [NP  shu ]]]  ( the book =その本) 定  NP  DP への LF 移動  
(49)  ∃j[NumeP  ej [CLP ej [NP shu ]]]   ( a book =ある本) 不定 weak  (Borer 2005) 
(50)  ∃[NumeP  san [CLP ben [NP  shu ]]]   ( three books  =３冊の本が) NumeP 不定 
(51)  [DP san[ NumeP  san [CLP ben [NP  shu ]]]]   (three books  =３冊の本) 特定 strong 
(52)  [NumeP  benj [CLP benj [NP  shu ]]]   ( a book  =ある本が) 不定 Bare CL+NP 
       ↑______| CL  Nume への移動 
(53) [DP  zhe  [NumeP  zhe [CLP ben [NP  shu ]]]]    ( this letter) DEM +CL+NP 
(54) [DP  zhe  [NumeP  zhe [CLP zhe [NP  shu ]]]]    ( this letter) DEM + NP 
 
5. まとめ（中間段階として） 
(55)  日本語の裸名詞句解釈は中国語より自由（定不定，単数，複数，総称）。裸名詞句が述語と

して機能し，変項の外側からオペレータ束縛によって，様々な解釈が可能になるため。さらに助

詞「は」の機能。 裸名詞句は，#P( NP + #(=Number) ) に投射。項としての DP は必須ではない。 
一方，中国語の裸名詞句は動詞句内の不定（定解釈は bound predicate），主語位置での定解釈な
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どに限定されている。これはイタリア語の DP と似ており，NP 投射ではないと考えられる。 
(56) 中国語の類別詞は，数詞と結びつくだけでなく，指示詞とも結びつき，数詞がない時もある。

これは，中国語が DP―NumeP ―CLP―NP という機能投射をもち，それぞれの投射が中間段

階でスペルアウトされうるから（CLP―NP）。日本語との違いは，日本語では NP + #によって，

#P(NumP)が形成されるのに対して（head final），中国語の数範疇（分割機能 DIV= division）
は，CL-NP の CL によって担われる（head initial）点にあると思われる。そのため，類別詞が

現れる環境が，日本語より多種多様である。 
[© Mitsunobu Yoshida, Hiroshima University] 
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