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英語と英語教育の眺望

不定名詞の作用域
　

伊　藤　達　也

1. はじめに

　英語では、不定名詞が他の数量詞とは異なった作用域の特性を持ってい
ることが知られている。(1a)には、every womanが条件文よりも狭い作用
域を取る読みはあるが、それが広い作用域を取る読みはない。一方で、(1b)
には、some womanが狭い作用域を取る読みだけではなく、それが広い作
用域を取る読みもある。同じことが日本語についても当てはまるように見
える。(2a)には、「全ての委員」が条件文よりも狭い作用域を取る読みはあ
るが、それが広い作用域を取る読みはない。一方で、(2b)には、｢1人の委
員」が狭い作用域を取る読みだけではなく、それが広い作用域を取る読み
もある。

(1) a. If every woman comes to the party John will be glad.(Winter 1997: 401)
 b. If some woman comes to the party John will be glad. (Winter 1997: 402)
(2) a. 全ての委員が反対すれば、その案は却下される。
 b. 1人の委員が反対すれば、その案は却下される。

　2節では、(1)のような英語の例に見られる対比がどのように説明される
かを概略する。3節では、日本語の不定名詞と他の数量詞の作用域の特性
を概観し、(2)のような日本語の例に見られる対比がどのように説明される
かを考察する。
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2. 選択関数

　2つ以上の数量詞を含む文はあいまいになることがある。例えば、(3)に
は some studentが広い作用域を取る読みとevery professorが広い作用域を
取る読みがある。

(3) Some student admires every professor.

このことを捉えるために、May (1977)は数量詞繰り上げと呼ばれる操作を
提案した。(3)からは（正確には、(3)の入力元となる表層構造からは）、ど
のように数量詞繰り上げを適用するかに応じて、(4a-b)に示される 2つの
異なった論理形式を派生することができる。

(4) a. [S[some student]1 [S[every professor]2 [t1 admires t2]]]
 b. [S[every professor]2 [S[ some student]1 [t1 admires t2]]]

論理形式においてより高い位置にある数量詞は広い作用域を取る。したが
って、(4a)はsome studentが広い作用域を取る読みを、(4b)はevery professor
が広い作用域を取る読みを捉えている。(4a-b)は意味解釈規則によってそ
れぞれ (5a-b)に翻訳されることになる。

(5) a. ∃x[student(x) & ∀y[professor(y) → admire(x, y)]]
 　(全ての教授を尊敬している学生がいる。
 b. ∀y[professor(y) → ∃x[student(x) & admire(x, y)]]
 　(教授のそれぞれについて、その教授を尊敬している学生がいる。）

　Lakoff (1970)やRodman (1976)以来、数量詞繰り上げの適用がRoss 
(1967)の島の制約に従うことが知られている。every womanが付加詞の中
に現れている (6)を考えてみよう。この例には、every womanが条件文より
も狭い作用域を取る読み (7a)はあるが、every womanが条件文よりも広い
作用域を取る読み (7b)はない。
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(6)  If every woman comes to the party John will be glad. (=(1a)) (Winter 
1997: 401)

(7) a. [∀x[woman(x) → come(x)]] → glad(John)
 　(全ての女性がパーティーに来れば、Johnは喜ぶ。)
 b. *∀x[woman(x) → [come(x) → glad(John)]]（許されない読み）
 　( 女性のそれぞれについて、その女性がパーティーに来れば太郎が喜

ぶということが言える。)

広い作用域を取るためには、everyoneは付加詞を越えて数量詞繰り上げを
受けなければならない。しかし、そのような操作は島の制約により禁止さ
れる。それは、同じ位置にあるwhoが付加詞を越えてwh移動を受けられ
ないのと同様である。

(8) *Who if comes to the party John will be glad?             (Winter 1997: 401)

　一方で、不定名詞が島の制約に従うことなく広い作用域を取れることも、
Fodor and Sag (1982)以来、知られている。同じ位置に不定名詞が現れてい
る (9)はあいまいであり、some womanが狭い作用域を取る読み (10a)に加
えて、それが広い作用域を取る読み (10b)も許される。

(9)  If some woman comes to the party John will be glad. (=(1b)) (Winter 
1997: 402)

(10) a. [∃x[woman(x) & come(x)]] → glad(John)
 　(誰か女性が来れば、Johnは喜ぶ。)
 b. ∃x[woman(x) & [come(x) → glad(John)]]
 　(来れば Johnが喜ぶような特定の女性がいる。)
   
(11)と (12)は作用域に関して不定名詞がKeenan (1987)の言う強い数量詞と
は異なった特性を持っていることを示すさらなる例である。

(11) a. Someone reported that Max and all the ladies disappeared.
 b. Someone will be offended if we don’t invite most philosophers.
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 c.  Many students believe anything that every teacher says. (Reinhart 1997: 
338)

(12) a. Everyone reported that Max and some lady disappeared.
 b. Most guests will be offended if we don’t invite some philosopher.
 c.  All students believe anything that many teachers say. (Reinhart 1997: 

339)

(11)では、イタリック体で示された強い数量詞がそれぞれ等位構造、付加
詞、複合名詞句の中に現れている。(11)の例には、これらの数量詞が狭い
作用域を取る読みはあるが、それらが広い作用域を取る読みはない。一方、
同じ位置に不定名詞が現れている (12)の例には、不定名詞が狭い作用域を
取る読みだけではなく、それらが広い作用域を取る読みもある。
　不定名詞には強い数量詞にはない作用域のオプションがあるという事
実、つまり、不定名詞は島を越えて広い作用域を取ることができるという
事実を説明するために、Reinhart (1997)は選択関数を使うことを提案して
いる。（1）	彼女はKamp and Ryle (1993)らによって提唱された談話表示理論
の線に沿って、不定名詞は述語であり、集合を表すと考える。そして、彼
女は、不定名詞が他の述語の項として働くことを可能にするために、それ
に個体を割り当てる関数を導入する。(13)を例にとってみよう。

(13) Some boy cried.

不定名詞のsome boyは少年の集合を表す述語であり、それ自体は量化の力
を持たない。しかし、動詞criedは主語として個体を要求する。このミスマ
ッチを解消するために、選択関数は少年の集合をその要素の1つ、つまり、
少年の 1人に投射する。このことは (14)のように表すことができる。ここ
で、CH(f)は fが選択関数であることを意味している。

(14) ∃ f [CH(f) & cried(f(boy))]
 (次のような関数がある、つまり、それが選ぶ少年が泣いたような。（2） )

選択関数の変項 fは存在演算子によって束縛される。したがって、(14)は選
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択関数の存在を主張している。(13)のような例には、従来、(15)のような
解釈が与えられていた。

(15) ∃x[boy(x) & cried(x)]

(14)が関数の存在を主張しているのに対し、(15)は少年の存在を主張して
いる。しかし、(14)は (15)と実質的に同じことを表している。（3）

　存在閉鎖はどの段階で行われてもよい。そして、存在閉鎖がどの段階で
行われるかに応じて、異なる読みが得られる場合がある。(9)の例に戻って
みよう ((16)として再録 )。

(16) If some woman comes to the party John will be glad.   (Winter 1997: 402)

選択関数が some womanに適用され、存在閉鎖が付加詞の内部で行われれ
ば、(17a)に示されるようにsome womanが条件文より狭い作用域を取る読
みが得られる。一方で、存在閉鎖が主節で行われれば、(17b)に示されるよ
うに some womanが条件文より広い作用域を取る読みが得られる。

(17) a. [∃ f [CH(f) & come(f(woman))]] → glad(John)
 　( もし次のような関数、つまり、それが選んだ女性がパーティーに来

るような、があれば、ジョンは喜ぶだろう。)
 b. ∃ f [CH(f) & [come(f(woman) → glad(John)]]
 　( 次のような関数がある、つまり、それが選んだ女性がパーティーに

来れば、ジョンが喜ぶような。)

(17b)は実質的に (10b)と同じことを表している。このように、選択関数を
導入し、十分に高い位置で存在閉鎖を行えば、不定名詞に数量詞繰り上げ
を適用することなく、したがって、島の制約に違反することなく、それが
広い作用域を取る読みを導き出すことができる。
　Ruys (1992)やAbusch (1994)は、複数不定名詞も島を越えて広い作用域
を取れることを観察している。このような例の取り扱いにおいて、Reinhart
のアプローチは他のアプローチよりも優れている。複数不定名詞の three 
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relativesが付加詞の中に現れている (18)を考えてみよう。(18)には、three 
relativesが条件文よりも狭い作用域を取る読みとそれが広い作用域を取る
読みがある。

(18) If three relatives of mine die, I will inherit a house.   (Ruys 1995)

three relativesが条件文よりも狭い作用域を取る読みによると、誰であれ 3
人の親戚が死ねば、私は家を相続する。three relativesが条件文よりも広い
作用域を取る読みによると、特定の 3人の親戚が死ねば、私は家を相続す
る。ここで、後者の読みに集中してみよう。この読みを導き出すために、
three relativesに数量詞繰り上げを適用し、島の制約を無視してそれを付加
詞の外に取り出そう。そうすると、(19)の論理形式が得られる。
　
(19) [three relatives of mine]i [if ti die, I will inherit a house]

数量詞繰り上げを受けるなら、three relativesは一般量化子である。一般量
化子の領域は単数個体なので、three relativeは分配的に解釈されることに
なる。つまり、(19)は (20)に翻訳されることになる。

(20) 3x[relatives-of-mine(x) & [die(x) → I will inherit a house]]
 ( 死んでもらえれば私が家を相続するということがそれぞれに当てはま

るような親戚が 3人いる。)

(20)は、特定の 3人の親戚のそれぞれについて、死ねば私が家を相続する
ということが当てはまるということを表している。したがって、(20)によ
ると、3人の親戚のうち 1人が死んだだけでも私が家を相続するのに十分
である。(「3人の親戚」が広い作用域を取る読みがこのようになることは、
(4b)と比較されれば分かりやすい。(4b)でも、「全ての教授」が分配的に解
釈されている。つまり、教授のそれぞれについて、その教授を尊敬してい
る学生がいると解釈される。)しかし、(18)にはそのような読みはない。「3
人の親戚」が広い作用域を取る場合、(18)の読みは、3人の特定の親戚の
全員が死ねば、私が家を相続するというものである。このように、島の制
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約を無視して three relativesを繰り上げても、実際に例が持っている読みを
導き出すことはできない。したがって、three relativesが広い作用域を取る
読みを導き出すために数量詞繰り上げにうったえるのは誤りである。
　three relativesに数量詞繰り上げを適用したときに生じる問題は、それが
分配的に解釈されてしまうことにある。そうではなく、three relativesは集
団的に解釈されなければならない。そこで、three relativesに選択関数を適
用しよう。定義上、選択関数は集合に適用される。そうすると、three relatives
は集合を表していなければならない。そこで、three relativesを 3人の親戚
からなる集団の集合として、つまり、複数個体の集合として考えよう。

(21) three relatives → {X | relatives (X) & |X| = 3}

集団的に解釈される名詞の基数詞は修飾語のように解釈される。例えば、
(18)の threeは複数個体を構成するの要素の数が3であることを表している。
three relativesをこのように考えて、それが表す集合に選択関数を適用しよ
う。また、存在束縛を主節で行おう。

(22)  ∃ f [CH(f) & [die(f({X | relatives (X) & |X| = 3})) → I will inherit a 
house]]

 ( 次のような関数がある、つまり、それが選んだ3人の親戚の集団が死
ねば私が家を相続するような。)

選択関数は three relativesが表す 3人の親戚からなる複数個体の集合から 1
つを選び出す。したがって、dieの主語は3人の親戚からなる複数個体なの
だが、(18)には、死ぬのは個々の親戚であるという含意がある。Reinhart
は、Scha (1981)にしたがって、この含意は述語の語彙意味論から出てくる
としている。
　

3. 日本語の不定名詞

　この節では、日本語の不定名詞や他の数量詞の作用域の特性を概観する。
今までの研究では、「誰か」や「何か」のような表現が不定の存在量化表現
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として取り扱われることが多かったが、ここでは「1人の学生」のように
数詞によって修飾された不定名詞を主に取り扱うことにする。（4）

　まず、島の中に埋め込まれた不定名詞と他の数量詞の作用域の特性を比
べることから始めよう。最初に、これらの表現が複合名詞句の中に埋め込
まれている例を見てみよう。(5)

(23) a. 先生は全ての本を読んだ 1人の学生をほめた。
 b. 先生は 1冊の本を読んだ全ての生徒をほめた。
(24) a.  ほとんどの科目で 100点を取った 1人の受験生がこの大学に受かっ

た。
 b. 1つの科目で 100点を取ったほとんどの受験生がこの大学に受かっ

た。

(23a)では、｢全ての本｣ が複合名詞句の中に現れている。この例には、「全
ての本」が「1人の学生」よりも狭い作用域を取る読みはあるが、広い作
用域を取る読みはない。つまり、全ての本を読み、先生にほめられた学生
が 1人いるという読みはあるが、本のそれぞれについて、その本を読んで
先生にほめられた別々の学生いるという読みはない。同様に、「ほとんどの
科目」が複合名詞句の中に現れている (24a)には、それが狭い作用域を取る
読みはあるが、広い作用域を取る読みはない。(23b)では、不定名詞である
「1冊の本」が複合名詞句の中に現れている。この例には、「1冊の本」が
「全ての学生」よりも狭い作用域を取る読みだけではなく、広い作用域を取
る読みもある。つまり、学生がそれぞれ別々の本を読んで、みんなが先生
にほめられたという読みだけではなく、特定の 1冊の本があり、それを読
んだ全ての学生を先生がほめたという読みもある。同様に、「1つの科目」
が複合名詞句の中に現れている (24b)には、それが狭い作用域を取る読みに
加えて、広い作用域を取る読みもある。これらの例から、強い数量詞は複
合名詞句を越えて広い作用域を取ることができない一方、不定名詞にはそ
れが可能であることが分かる。
　次に、数量詞が付加詞の中に埋め込まれている例を考えてみよう。

(25) a. 全ての委員が反対すれば、その案は却下される。
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 b. 1人の委員が反対すれば、その案は却下される。
(26) a. 全ての映画を観れば、景品がもらえる。
 b. 1本の映画を観れば、景品がもらえる。

「全ての委員」が付加詞の中に現れている (25a)には、それが条件文よりも
狭い作用域を取る読みはあるが、広い作用域を取る読みはない。つまり、
全ての委員の意見が反対で一致すれば案が却下されるという読みはあるが、
委員のそれぞれに案を却下する権限があるという読みはない。同様に、「全
ての映画」が付加詞の中に現れている (26a)には、それが狭い作用域を取る
読みはあるが、広い作用域を取る読みはない。しかしながら、不定名詞で
ある「1人の委員」が付加詞の中に現れている (25b)には、それが狭い作用
域を取る読みだけではなく、それが広い作用域を取る読みもある。つまり、
全ての委員が同じ権限を持っているという読みだけではなく、強い権限を
持った特定の委員が 1人いるという読みもある。同様に、「1本の映画」が
付加詞の中に現れている (26b)には、それが条件文よりも狭い作用域を取る
読みだけではなく、広い作用域を取る読みもある。これらの例は、強い数
量詞は付加詞を越えて広い作用域を取ることができない一方、不定名詞に
はそれが可能であることを示唆している。
　さらに、数量詞が等位構造の中に埋め込まれている例を考えてみよう。
Kuroda (1970)やHoji (1985)以来、(27)のように主語と目的語が数量詞でそ
れらが規範的な語順にある文には、主語数量詞が広い作用域を取る読みは
あるが、目的語数量詞が広い作用域を取る読みはないとされている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(27) 全てのコーチが 1人の選手を賞賛した。

しかし、(27)のような例に目的語数量詞が広い作用域を取る読みを許す話
者もいる。そのような話者は (28)の例に以下のような読みを許すだろう。
((28c-d)では、1人の投手が完投した試合を想定しよう。そうすると、「投
手」は定表現である。)

(28) a. 監督と全てのコーチが 1人の選手を賞賛した。(*all > 1 / ✓1 > all)
 b. 監督と 1人のコーチが全ての選手を賞賛した。(✓1 > all / ✓all > 1)
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 c. 全てのコーチが投手と 1人の野手を賞賛した。(✓all > 1 / ✓1 > all)
 d. 1人のコーチが投手と全ての野手を賞賛した。(✓1 > all / *all >1)

(27)に主語が広い作用域を取る読みと目的語が広い作用域を取る読みの両
方を許す話者なら、(28b)や (28c)にも主語が広い作用域を取る読みと目的
語が広い作用域を取る読みの両方を許すだろう。つまり、(28b)には、全て
の選手を賞賛したコーチがいるという読みと、選手のそれぞれについて、
その選手を賞賛した別々のコーチがいるという読みが許される。(28c)に
は、それぞれのコーチについて、そのコーチに賞賛された別々の選手がい
るという読みと、全てのコーチに賞賛された野手がいるという読みが許さ
れる。(27)に目的語が広い作用域を取る読みを許す話者が (28b)や (28c)に
目的語が広い作用域を取る読みを許すことはそれほど興味深いことではな
い。しかし、そのような話者でさえ、(28c)で不定名詞が現れているのと同
じ位置に強い数量詞が現れている (28d)にそれが広い作用域を取る読みを許
さないことは興味深い。つまり、(28d)には、全ての野手を賞賛したコーチ
がいるという読みはあるが、野手のそれぞれについて、その野手を賞賛し
たコーチが別々にいるという読みはない。さらに驚くべきことは、(28a)が
示すように、広い作用域を最も取りやすいと考えられる主語位置に現れて
いても、等位構造内にある強い数量詞は広い作用域を取れないということ
である。つまり、(28a)には、全てのコーチによって賞賛された選手がいる
という読みはあるが、コーチのそれぞれについて、そのコーチに賞賛され
た別々の選手がいるという読みはない。
　(27)のように主語数量詞と目的語数量詞が規範的な語順にある文とは違
って、(29)のように目的語がかき混ぜを受け、主語よりも前の位置にある
文には、主語が広い作用域を取る読みだけではなく、目的語が広い作用域
を取る読みもあるということもKuroda (1970)やHoji (1985)以来、広く受
け入れられている。

(29) 1人の選手を全てのコーチが賞賛した。

しかし、(30d)の例から分かるように、等位構造の中にある強い数量詞はか
き混ぜによって主語より前の位置へ移動しても、広い作用域を取ることが
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できない。

(30) a. 1人の選手を監督と全てのコーチが賞賛した。(✓1 > all / *all > 1)
 b. 全ての選手を監督と 1人のコーチが賞賛した。(✓all > 1 / ✓1 > all) 
 c. 投手と 1人の野手を全てのコーチが賞賛した。( ✓1 > all / ✓all  > 1)
 d. 投手と全ての野手を 1人のコーチが賞賛した。(*all > 1 / ✓1 > all)

(28)や (30)の例は、強い数量詞は等位構造を越えて広い作用域を取れない
一方、不定名詞にはそれが可能であることを示している。
　以上の例から、日本語でも不定名詞は強い数量詞にはない作用域のオプ
ションを持っている、つまり、不定名詞は、強い数量詞と違って、島を越
えて広い作用域を取れることが分かる。この事実を説明する方法は、数量
詞繰り上げが日本語でも島の制約に従うと仮定し、また、Reinhart (1997)
が英語の不定名詞の解釈に選択関数を使ったように、日本語の不定名詞の
解釈にも選択関数を使うことである。(26a)((31a)として採録 )の「全ての映
画」は一般量化子なので数量詞繰り上げを受ける。しかし、島の制約によ
り付加詞 (if節 )を越えられないので、条件文より広い作用域を取ることが
できない。

(31) a. 全ての映画を観れば、景品がもらえる。
 b. 1本の映画を観れば、景品がもらえる。

一方、(31b)の「1本の映画｣ は不定名詞なので、選択関数による解釈のオ
プションを持っている。選択関数を「1本の映画」に適用し、付加詞 (if節 )
の中で存在閉鎖を行えば、それが狭い作用域を取る読み (32a)が得られる。
また、存在閉鎖を主節で行えば、それ広い作用域を取る読み (32b)が得られ
る。

(32) a.  [∃ f [CH(f) & you see (f ({X | movie(X) & |X|=1}))]] → you will get a 
free gift

 b. ∃ f [CH(f) & [you see (f ({X | movie(X) & |X|=1})) → you will get a 
free gift]]
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(32b)を導く際、「1本の映画」は元の位置で解釈されるので、付加詞から
取り出される必要がない。したがって、島の制約に抵触しない。
　不定名詞が複数の例を考えてみよう。日本語においても、複数不定名詞
が島を越えて広い作用域を取ることは可能であるように見える。

(33) a. 3冊の本を読んだ全ての学生が試験に合格した。
 b. 2人の選手を封じ込めれば、それで私たちは試合に勝てる。
 c. 投手と 2人の野手を全てのコーチが賞賛した。

例えば、(33b)には、「2人の選手」が狭い作用域を取る読みだけでなく、そ
れが広い作用域を取る読みもある。｢2人の選手｣ が狭い作用域を取る読み
によると、誰であれ 2人の選手を封じ込めれば、私たちは試合に勝つこと
ができる。「2人の選手」が広い作用域を取る読みによると、封じ込めれば、
私たちが試合に勝てるような特定の選手が 2人いる。また、日本語におい
ても、複数不定名詞が島を越えて広い作用域を取るときには、集団的に解
釈される読みが強いように思える。(33b)で「2人の選手｣ が広い作用域を
取る読みによると、特定の 2人の選手のうちどちらか 1人だけを封じ込め
るだけでは、私たちが試合に勝つのに不十分である。数量詞繰り上げによ
って「2人の選手」を繰り上げるアプローチでは、そのような操作が島の
制約に違反するだけでなく、この読みを導き出すことができない。一方で、
「2人の選手」が 2人の選手からなる複数個体の集合を表すと考え、それに
選択関数を適用すれば、「2人の選手」は集団的に解釈され、2人の選手の
両方を封じ込めれば勝つのに十分であるという読みを正しく導くことがで
きる。
　ところで、日本語には、数詞によって修飾された名詞以外にも、不定の
解釈を受ける表現がある。裸名詞はその1つである。Hasegawa (1993)は裸
名詞が狭い作用域を取る傾向が強いことを指摘している。

(34) a. モデルがパーティーに来れば、太郎は喜ぶだろう。
 b. モデルが 1人、パーティーに来れば、太郎は喜ぶだろう。

(33a)には、裸名詞「モデル」が狭い作用域を取る読みはあるが、それが広
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い作用域を取る読みはない。つまり、どのモデルでも太郎を喜ばせること
ができるという読みはあるが、太郎を喜ばせることができる特定のモデル
がいるという読みはない。遊離数量詞に修飾された名詞が現れている (34b)
でも、「モデルが 1人」が狭い作用域を取る読みが支配的である。しかし、
このような議論は、裸名詞が存在量化表現であるという確証を得られてい
ない想定に基づいており、実際、Ito (2008)はそれが正しくないと論じてい
る。いずれにせよ、裸名詞や遊離数量詞は数詞によって修飾された名詞と
は明らかに異なった特性を持っているので、異なった取り扱いを受けるべ
きである。

4. おわりに

　2節で概略したように、英語では強い数量詞が島を越えて広い作用域を
取れない一方、不定名詞にはそれが可能であることが知られている。3節
では、日本語の強い数量詞と不定名詞も同様に振る舞うことを観察した。
もし、ここで観察された解釈が一貫して日本語の不定名詞から得られるな
らば、それを取り扱う方法は選択関数を導入することである。

注

1. 他のアプローチとして、不定名詞に数量詞的な解釈と指示的な解釈を認める
Fodor and Sag (1982)がある。彼女らは、不定名詞が島を越えて広い作用域を
取っているように見えるとき、実は、それは指示的に解釈されていると主張
する。指示的に解釈されるとき、不定名詞は固有名詞と同様に振る舞うので、
島の制約は関わってこない。

2. これは日本語としては不自然であるが、「There is a choice function such that the 
boy it picks cried.」を日本語に訳したものとして理解されたい。このような英
文は日本語にうまく訳すことができない。「選ぶ少年が泣いた選択関数がある」
のような訳は分かりづらいので、分かり易さを優先して、このような訳を使
うことにする。

3. Reinhartは不定名詞に他の数量詞と同じように一般量化子として解釈されるオ
プションも残している。もし、some boyがこのオプションを使えば、数量詞
繰り上げを受け、(i)の論理形式が得られる。

 (i) [S [some boy]1 [S t1 cried]]
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 そして、(i)は (15)に翻訳される。(ほとんど )同じ読みを 2つの異なった方法
で導き出すReinhartのアプローチは非経済的に思われるかもしれない。選択関
数が不定名詞を解釈する統一的方法であるという意見については、Winter 
(1997)を参照。

4. しかし、以下で観察されることは「誰か」や「何か」のような不定名詞にも
当てはまるように思われる。また、数詞のかわりに「いくつかの」などの表
現で修飾された不定名詞にも当てはまる。しかし、数詞が他の表現によって
修飾されている不定名詞は以下で見る不定名詞と振る舞いが異なる。以下で
見る不定名詞と違って、そのような不定名詞は島を越えて広い作用域を取る
ことができない。

 (i) a. 少なくとも 3冊の本を読んだ全ての学生が試験に合格した。
  b. 5人以上の委員が反対すれば、その案は却下される。
  c. 投手と 1人から 2人の野手を全てのコーチが賞賛した。

5. (i)に示されるように、名詞は修飾語と結びついてNPを構成し、数量詞はNP
と結びついてDPを構成する。

 (i) [DP 全ての [NP [ 背の高い ][ 学生 ]]

 しかし、修飾語が関係節のように長くなると、この語順のままでは、名詞句
の容認可能性が落ちる。

 (ii) ??[DP 全ての [NP [ 1冊の本を読んだ ][ 学生 ]]

 (23b)における「全ての本を読んだ」と「学生」の関係と (i)における「背の高
い」と「学生」の関係が解釈上、同じであることから、(ii)の語順があまりよ
くないのは単に運用の問題であると考え、(23b)の「全ての本を読んだ 1人の
学生」も解釈上は (ii)の構造を持っていると仮定する。
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