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　　　　　　　　　　　  名詞
名詞の定義と区分
名詞には、様々な分類の仕方があるが、実際に使う観点からは、単数複数形の区別があるの

か、あるいは単数扱いか、複数扱いか。数の概念で数えることができるもの、量と程度の概念に
よって扱うものなどといった特徴が重要になる。そういった観点から普通名詞、集合名詞は
countable（可算）だが、抽象名詞と物質名詞はuncountable（不加算）である。この点に注目して
名詞を区分しておいたほうが実際に使いやすい。
具体的には

　　

可算countable          普通名詞　　
　　　　　　　 　   集合名詞
　　　　　　　　　

固有名詞（可算、不加算の中間）

不可算uncountable  物質名詞
抽象名詞

と,大きく分けることが有効である。可算と不可算という概念は日本語の名詞では通常意識されな
いので,日本人は特に注意する必要がある。

可算不可算の具体的区別
➤可算名詞
数の概念が当てはまる。①単数複数形があり単数形にはa, anがつく。②普通名詞は、この典型
で、集合名詞は、集合の要素を意識するか否かで扱いが変わるのが特徴である（具体的詳細の2



で詳述）

※ 固有名詞は、一つの存在なので、数の概念が当てはまらないわけではないが、単数複数と
いった区別の概念はその本質上当てはまらない。もともと、唯一特定の存在だからである。

➤不可算名詞
数の概念が当てはまらない。具体的には①a,anがつかない。②複数形がない。③単数扱いであ
る。④ 数えるときにはa piece ofといった単位になる表現を用いて個別化する。

頻出の不可算名詞
advice, information, evidence, news, knowledge, progress, fun,
baggage, luggage, furniture, money, hair, homework, equipment, music, work
Jewelry, machinery, bread, meat, rice, sugar, paper, wood, sand, steel, stone, 
physics, mathematics, statistics

具体的詳細

⥁可算名詞
1. 普通名詞common noun　
特徴：①同一の種族に属する事物に共通な名称である。数えることができる。単数形、複数形が

ある。
②原則、単数形にはa,anがつき、単数扱いする。複数形は複数扱いする。
③一般的な存在を示す時は原則複数形を用いる。

例
An apple falls from the branch. 「一個のリンゴがその枝から落ちる」
appleは、リンゴを示し、リンゴは、数えることができる。一個のリンゴにはanを付けている。単数の
リンゴに対して動詞は三人称単数のsがついた形になる。Be動詞の現在ならisになるのである。つ
まり、単数扱いすることになる。
一般的にリンゴが好きだ、という事を示すなら、I like apples. という風にappleは複数形を取る事
で一般的なリンゴ全般を示すことになる。

2. 集合名詞 collective noun
特徴：①同一の種族に属するいくつかの個体の集合体を表す名詞。つまり要素となる個体を持つ

集合を示す。個々の要素を意識するかしないかで扱いが異なる。
②集合の個々の要素を意識するときには沢山のものが集まっていることが感じら
れるので、形は単数だが、複数扱いになる。　　

要素が意識されてい
る　　　　　　　　→

③要素が意識されずに集合が一つの単位を形成することが強く意識される、つまりまと
まった存在として意識する場合、集合単位を普通名詞と同じように扱う。

　
1つの塊として　→
意識されている　　→ 集合体一つならa 集合名詞
　

　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　→集合体が複数個数なら集合名詞s(複数形になる)

具体的には                                                                                    people
　people

図１では、人の集団の一人一人が
意識されているので、
この場合people は,
「人々」を意味し、
形は単数だが
扱いは複数になる。
　　　　　　　　　　
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　図1

例
There are many people in the park.「この公園には沢山の人がいる」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　people        people        people

図2では、要素である個々人が意識　
されず、人の集団、国民、民族など
を意味する。普通名詞と同じ扱い。　　 　　　
複数個数ならpeoplesとなる。　　

　　図2
　　

例
There are a lot of peoples in the world.「世界には沢山の民族がいる」

頻出重要集合名詞
family ①家族一人一人を意識する場合　形は単数だが複数扱い。

All my family are fond of Chinese food.「私の家族は皆、中華料理が好きだ」
　  ② 家族構成員を意識せず世帯といったような単位として考える場合

⇨普通名詞と同じ扱い
　　　There are 40 families in this condo.「このマンションには40世帯が入っている」　　

audience ①聴衆一人一人を意識する場合　形単数　複数扱い。
The audience were all excited.「観衆は皆、興奮していた」

②一人一人を意識せず観衆全体としてみる場合、普通名詞と同じ扱い。
　　　　The audience was large. 「大観衆だった」

※以下の名詞はなるべく覚えてしまおう！
1. policeは、通常、定冠詞the をつけ、警察全体の大きさや構成について述べるようなとき以外



は、単数形だが、複数扱いする。また、governmentも政府などの構成員一人一人が行う事柄
の説明には、形は単数のまま複数扱いする。the　publicは、通常、「大衆」の意味で複数扱い
する。

2. 普通名詞が集合名詞化する場合がある。以下の例を覚えておくと良い。
　 All the village remember the story.
　「村人は、皆その話を覚えている」

All the world are good.
　「世の中の人は、皆善である」

All the town knows it.
「町中の人がそれを知っている」

3. enemyは、一人の人間の敵を表すこともあれば定冠詞とともに用いて複数性集合名詞(形は
単数だが、扱いが複数)として用いられることもある。

She is my lifelong enemy.
「彼女は、私の生涯の敵だ」

There were too many enemy.
「敵があまりに多かった」

4. fishやfruitは、集合名詞としても普通名詞としても用いられる。
She saw a school of fish in the river「彼女は、その川で魚の群れを見た」
He can drink like a fish.「彼は、魚のように飲むことができる（いくらでも飲める）」

⥁可算不可算の中間
固有名詞proper noun
特徴：①人名、地名、その他の特定の事物の名称。その特定の存在にしか適用できない。
　　　②通常は、無冠詞、単数扱いであるが、外国語の影響によって定冠詞がつく場合、　　　　普
通名詞の省略などによって定冠詞がつく場合がある。
例１the Thames ←the river Thames 「テムズ川」

The Pacific ←the Pacific ocean 「太平洋」
(川,海の名前はthe river….the …seaの形のrive, seaの省略による。)

例2 the Argentine ←the republic of Argentine
（国名の定冠詞はrepublicの省略）

例3 the Grand(hotel) the Geroge(inn) the Holburn(restaurant)
（ホテル、クラブ、劇場といった公共の建物も普通名詞の省略）

固有名詞の普通名詞化
その固有名詞に代表される特徴をもつもの一般を示したり、固有名詞に起源、属性があるものを
示す場合、普通名詞扱いする。
He is an Einstein in the 21st century.「彼は、21世紀のアインシュタインだ」
He has a wonderful Rembrandts in his house.「彼の家には素晴らしいレンブラントの作品があ
る」
There were four Johns in the party.「パーティーには4人のジョーンズがいた」

⥁不可算名詞
1. 抽象名詞abstract nounと物質名詞material noun
抽象名詞と物質名詞は、数えない。つまり、複数形がなく、単数扱いになる点で共通している。質
量語とも呼ばれる。



2.   抽象名詞
目に見えない心の中の概念を示す名詞。しかし、同じ名詞でも場合によって意味が変わり、抽象
名詞になったり具体名詞になったりする。つまり、通常無冠詞で複数形もないが、抽象的な意味
の具現を意味したり、具体的なものを意味する場合がありその場合、普通名詞化する。

例 I have a weakness for sweets.「私は、甘い物に目がない」

3. 物質名詞
材料となる、metal, wood, stone, class, paper,あるいは、金属、元素名,gold, iron, oxygenや食
料名ｗheat, meat, sugar, fish, また液体名、water, wine, air, smokeなどを表す。

※ furnitureは、物資名詞、集合名詞のどちらにも分類されうるが、要は不可算で、形は単数で扱
いも単数。数えるときはa piece ofなどの単位となる表現を用いる。

物質名詞が普通名詞化する場合⇦製品、個体、種類などを意味する場合。
①物質の製品、個体等意味する場合
例glass
The bottle is made of glass.「瓶は、ガラスで出来ている」（物質名詞として）
I drank two glasses of wine.「私は、グラスで二杯のワインを飲んだ」（普通名詞化）

②種類を意味する場合
例coffee
This is an excellent coffee. 「これは、素晴らしいコーヒーだ」

4. 質量詞の注意すべき用法
some(little)+物質名詞:　量的に有限(僅か）であること示し、抽象名詞の場合、有限（僅か）の程
度を表す。
例
Give me some more tea. 「もう少し紅茶をください」
You must expect a little trouble.「すくしくらいの困難は覚悟しておかなくては」

Little+普通名詞の場合、littleはsmallの意味になる。
例
a little bird「小鳥」

意味によってこのcountableとuncountableの性質も変わることがある。
What do the papers say? 「新聞にはなんて書いてあるんだ」
a parcel in brown paper「茶色の紙に包まれた包み」

質量語を個別化
a piece of, a pound of ,a sheet of, a cup of, a glass of , a slice of…などによって個別化する。
例
a bottle of wine「一瓶のワイン」

my other piece of advice「私のもう一つの忠告」

支柱語（不定代名詞）のoneは、質量語には用いない。
例
I like red wine better than white
しかし、普通名詞化しているものある。
This wine is different from the one we had yesterday.



このワインは、昨日飲んだものとは違っている。


