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数学における動詞「従う」の意味・用法
̶ 「気づかない」専門日本語語彙の研究にむけて ̶

佐藤宏孝・花薗　悟
（2008. 10. 31受）

【キーワード】　留学生教育、数学教育、専門用語、専門日本語、気づかない方言

1 はじめに
　佐藤宏孝2005では、学部留学生への専門日本語教育の立場から数学の分野にお
ける専門日本語語彙の分類を試みた。そこでは、国際交流基金・財団法人国際教育
協会1994において1～4級語彙とされたものを「一般的日本語語彙」と考え、それ
以外の語彙を「専門日本語語彙」とした。わが国の学部数学教育で用いられる日本
語語彙の中で考えた場合、この「専門日本語語彙」としては、

（1） a. 数学の専門用語
 b. 1級語彙にも含まれない一般的に用いられる日本語語彙

が挙げられる。これらのうち、（1.a）はたとえば、

（2） 準同型写像　正規部分群　余因子行列　局所環　コホモロジー　

のように、数学でのみ用いられる国語辞典に載っていない語彙である。（1.a）の語は、
講義においても教科書においても定義したうえで使用されるし、専門用語辞典で意
味を調べることもできる。
　一方、（1.b）とは、

（3） 解法　数値　自明　既知　周知　変形する　帰着する　想定する

などのように学部進学前の日本語教育では学習しなかった可能性の高い語である
が、通常の国語辞典などによって意味を調べることが可能である。
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　さて、（1）以外にも専門日本語語彙と呼べるものであるにもかかわらず、これま
で見過ごされてきたものがある。たとえば、通常は一般的日本語語彙に含まれるが、
数学特有の意味・用法をもつ次のような動詞である。

（4） a. 以上のことより、次の公式が従う。
 b. ε= Min｛b, （a+b）/（3b）｝と置けば、ε>0で b+ε< a となるから、…
 c. この式の両辺の logをとると、（1）式が得られる。
 d. An の挙動を上から押える量として上極限の概念がある。

　これらはそれぞれ、「論理的結果として導かれる」「設定すれば」「操作を加えると」
「不等式によって大きさを示す」という意味をあらわしており、一般的日本語語彙
とは異なる意味で用いられている。日本人学生なら推測可能な範囲の語であるため
あまり問題とされることはないのだが、外国人留学生は通常これらの意味を推測で
きるほど日本語に習熟していないし、また国語辞書でも専門用語辞典でも意味・用
法を調べることができない。
   これらは数学では日常的に使われる動詞であるために、数学の専門家は特に説明
する必要を感じない。また、数学予備教育でも意識的に教えることはまずなされな
い。すなわちこれらの語彙は実質的には専門用語なのだが数学の世界では一般日本
語語彙だと思われているという、「気づかない 1 」専門日本語語彙だといえる。佐藤
は留学生への数学教育をする中でこのような「気づかない」専門日本語語彙が学生
に十分理解されておらず、そのことがかれらの数学学習上の躓きのひとつの原因と
なっているのではないかと感じている。
　今回は上のような語彙の中から（4.a）で示した動詞「従う」を取り上げ、日常使わ
れる「従う」と数学における「従う」とがどのように異なっているか、意味と形式の
両面からくわしく調査したい。以下、2において「従う」の一般的日本語語彙として
の意味・用法を調べ、次に3においてそれと比較しながら数学の専門用語として用
いられる「従う」の意味・用法について述べ、最後に4で、2と3で述べたことを振

――――――――――――――――――――
1 最近の方言学では、「本をなおす」（しまう、片付ける）、「手袋を着る」（はめる）など、共通語

と形が同じでありながら意味・用法に地域的な違いが見られるものを「気づかない方言」と
して言及するようである。前田均1996、篠崎晃一1997～ 8など。「気つかない方言」という
言い方の筆者たちが知りえた比較的古い使用例は「ジュニア言語学：気づかない方言」（『月
刊言語』13-6、1983年）に見られる。
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り返る。なお、一般的日本語語彙としての「従う」を“日常語の「従う」”、数学の専
門用語として用いられる「従う」を“数学の「従う」”と言及する。

2. 日常語の「従う」の意味的・文法的特徴
2.1. 日常語の「従う」の意味
2.1.1. 辞書の記述
　国語辞典では「従う」は、例えば以下のような意味記述がなされている。1で述べ
たように辞書では数学の「従う」の意味・用法について言及されていない。
　
したが -う【従う】　［5自］逆らわず、かけ離れないように行なう。①後ろについて
行く「先達に―」。沿って進む。「川に―・って山を下りる」②他からの作用のままに
する。ア　命ぜられた、また言われた通りにふるまう。「忠告に―」。服従する。「権
力者に―」。また、（命ぜられて）その仕事をする。「駆り出されて堤防工事に―村人」

「代代の家業に―・っております」イ 定まっている事による。「習慣に―」「法に―」
「定説に―」なびく「風に―」③《「―・って」「―・いまして」の形で》ア　…に連れて。
…と共に。「仕事が進むに―・って興味も増した」　イ《接続詞的に》それゆえ。その
結果。 （西尾実・水谷静夫・岩淵悦太郎編2000）

2.1.2. 資料の記述
　辞書の記述を参考にしつつ小説29作品から収集したデータを対象として、「従う」
の意味を分類してみると以下のようになる（主にどのようなに格

4 4

名詞を対象として
とるかによって分けた）。
　

ア . 「～の後／後方／背後に　従う」：／移動する何かの後ろについていく／
（5）母のあとに、私と私服は黙って従った。（金閣寺）

ア′. 「川／道に 従ってV」：／何かにそって／
（6）我々はその光のラインに従って十メートルばかり右に移動した。

（世界の終わりとハードボイルとワンダーランド）
イ . 「命令／指示／提言／勧めに　従う」：／言われた通りに行動する。服従する／

（7） a. 第三の道は、要求に従うことである。知人や社内の者と相談した
あげく、ここに落着した。（人民は弱し官吏は強し）

 b. …。奉行所の命令に従って、踏絵に軽く足をのせれば、即刻、こ
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こから放免してやると言うのである。（沈黙）
 c. 私は黙って彼女の指示にしたがった。

（世界の終わりとハードボイルとワンダーランド）
ウ . 「習慣／理屈／法則／法／定説／前例に 従う」：／Nに依拠する／

（8） a. …、司祭は告悔の最後の祈りを唱えると習慣に従って、「安らかに
行け」と呟いた（沈黙）

 b. …事件の善後処置もちゃんとやり方がきまっていて、誰もがその
仕来たりに従う。 （青春の蹉跌）

 c. 定説に従って…としておく（作例）
ウ ́. 「数値／序列／原則に したがって　V」：／序列・順序などにあわせて／

（9） a. …身分を問うことなく、長幼の序に従って座につく。（新源氏物語）
 b． …。会議は、その議題の順序にしたがって進められていった。

（戦艦武蔵）
 c. …。図面は、機密の重要性にしたがって軍機、軍極秘、極秘、秘

と区分けされていたが、…（戦艦武蔵）
エ． 「仕事／農業に 従う」／職業として～する／

（10） 私は毎日私のきょうだい一人一人の生涯を書きとめる仕事にしたがい
ながら、志乃とともに、ひっそりと暮らした。（忍ぶ川）

　
　　また、今回採集された例を分類すると以下のようになった 2 。

イ 「命令に　従う」／言われた通りに行動する。服従する／ 70例（47.6％）
ウ 「習慣／理屈／法に 従う」：／Nに依拠する／ 33例（22.4％）
ア 「～の後に　従う」：／移動する何かの後ろについていく／ 25例（17.0％）
ウ ́「数値／序列に したがって」／Nにあわせて／ 11例  （7.5％）
エ 「仕事／農業に 従う」：／職業として～する／ 5例  （3.4％）
ア ́「川／道に 従ってV」：／何かにそって／ 3例  （2.0％）

　3.1で述べる、数学に特有な「あることの結果（帰結）として論理的（演繹的）に導か
れる（証明される）」のような例は日常語の「従う」には見られなかった。「従う」の出

――――――――――――――――――――
2 2.2.1で見る後置詞化したもの（「にしたがって」）、接続詞化したもの（「…。したがって、…」）

を除く147例を分類した。
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発点的な意味であり数学の「従う」と比較的関連付けやすいと思われるアは、日常語
の「従う」で中心的に用いられている用法ではなく 3 、日本語学習者が日常語の「従う」
から数学の「従う」の類推をすることは困難なのではないかと思われる。

2.2. 形態論・統語論的特徴（文法的特徴）
2.2.1. 形態論的カテゴリーの分化 4

　動詞であれば活用の体系が存在し、終止形か、中止形（連用形、テ形）・条件形（レ
バ形、タラ形、…）かという対立で「切れ続き」があらわされ、終止の位置で「する .」

「しよう.」「しろ.」というムード 5 や「する」「した」というテンスが分化する 6 。また「～
しない」（肯定否定の対立）、「～させる」「～される」（使役・受身など：ヴォイス）、「～
している」（完成相と継続相の対立：アスペクト）、「～してもいい」「～しなければな
らない」（許可・義務など：モダリティ）などの派生用言形式が存在する。すなわち、
活用と派生によってテンス・ムード・アスペクト・ヴォイスなど多くの形態論的カ
テゴリーがあらわし分けられる。
　日常語の「従う」では以下のように文法カテゴリーが分化している。

（11） a. 源氏がことをわけて話すと、素直に源氏の言葉にしたがう。
（新源氏物語）

 b. 彼女は…急ぎ足で廊下を進み、私はそのあとに従った。
（世界の終わりとハードボイルドワンダーランド）

 c. 「それが最良とご判断なさるのでしたら、従いましょう」
（人民は弱し官吏は強し）

（12） a. 星はきのうの検事との約束に従い、九時に東京地方裁判所検事局
に出頭した。（人民は弱し官吏は強し）

 b. 師ゲオルギオスの勧めに従って西欧へ帰るとすれば、この金で充
――――――――――――――――――――
3 アとイとの中間的をアにおさめた上での結果である。また、今回は小説を資料にとったの

で上のような結果が出たが、アの用法では　「母のあとに、私と私服は黙って従った。母は
私服にすべき挨拶も忘れていた」（金閣寺）など情景描写に多く、また会話での用例もない。
留学生が普段接するテクストではさらにアが少なくなる可能性もある。

4 「切れ続き」「テンス」「ムード」などについては鈴木重幸1996などに拠る。
5 なお「する／しよう／しろ」のムード（叙法）対立について、諺には見られるし（「郷に入れば

郷に従え」「老いては子に従え」）、内省でも作りうるが（「/規則には従ってください」）、資
料中には見られなかった。

6 テンスは連体の位置でも分化するが、述語のテンスとは性質が異なる。
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分ヴェネツィアまでの船賃がまかなえる。
（コンスタティノープルの悲劇）

 c. …素直に教授の言うことに従う真面目な学生で…
（若き数学者のアメリカ）

（13） a. 彼らは、停船命令には従わず、…（コンスタティノープルの悲劇）
 b. …新興の星の意見に従わされるのに反発したかったのかもしれな

かった。（人民は弱し官吏は強し）
 c. 太郎は父が自分に食べさせたいものに従っている（太郎物語）
 d. 宮仕えさせるにしても、何にしても、ともかく源氏の意向にした

がわねばなるまい、と内大臣は思った。（新源氏物語）
 e. 思い直して、首を振る。やはり社長命令に従わないわけにはいか

ない。（女社長に乾杯 !）

これらは日常語の「従う」が動詞としての性質を備えている証拠である。資料中に
見られた「従う」を活用・派生形式別に分類すると以下の表のようになる 7。

活用 派生
したがう 12 したがわない 8
したがった 19 したがっている 7
したがえ 0 したがわされる 1
したがおう 1 したがわなければならない 5
したがって 70 したがうことにする 1
したがい 10
したがえば 7 転成
したがうなら 1 にしたがって 23
したがうN 5 したがって 185
したがったN 0

表1：日常語の「従う」の形態論的カテゴリー分化

――――――――――――――――――――
7 「.…年齢を重ねるに従って、悲しいことのみを残して、昔のたのしかったこと、美しかっ

たことを次第に忘れて行くのではないでしょうか。…」（草の花）は後置詞、「　本を売りに
行く時というのは、ほとんどぬきさしならぬ状況で行く場合が多い。したがって目指す本
屋の主人が留守だったり、定休日だったりすると、本当にお手あげになる場合があった」は
接続詞にそれぞれ転成したものとする。
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　表に示したように「従う」は接続詞として用いられているものが圧倒的に多い。
これを既に他の品詞に転成したものと考えて別に扱ったが、接続詞化した「従って」
も体系の一部として「従う」の意味に影響を与えていると考えられるし、また数学
の「従う」はこれに近い意味をあらわしている（→3.1）。

2.2.2. 日常語「従う」のとる格 
　日常語の「従う」は「NがNに従う」のようにが格

4 4

とに格
4 4

の名詞を必須としてと
る。結びつくが格

4 4

の名詞は原則的にヒトをあらわす名詞であり、「従う」の動作主
である 8。

（14） a. 信夫はいくぶん固くなりながら、吉川の後に従った。（塩狩峠）
 b. 私は黙って彼女の指示にしたがった。

（世界の終わりとハードボイルとワンダーランド）

　また2.1.2で結びつくに格
4 4

の名詞によって「従う」の意味を分類したが、それが可
能だったのは日常語の「従う」はに格

4 4

名詞を必須としているからであり、以下のよ
うにに格

4 4

名詞をもたないものは奇妙である 9 。
　　

（15） ？太郎は従う。

　数学の「従う」がどのような名詞と結びつくかは3.2.2で見ることにする。

2.2.3. 修飾語の添加　
　動詞は通常、動作の様子や量などをあらわす修飾語を用いて修飾することができ
る。日常語の「従う」は以下のような修飾が可能である 10 。
　　

――――――――――――――――――――
8 以下の例は擬人化されているものだろう。「しかし、足は依然として、隆士の後に従っていた。
（塩狩峠）」。

9 「社員たちは納得しにくいような顔つきだったが、命令となれば従わなければならない」（人
民）のように省略されていると見られる例があるが、その場合もに格

4 4

名詞を復元することは
可能である。

10 文の成分として修飾語をさらに修飾語・状況語のように下位分類する論者も存在する。
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（16） a. 星はおとなしく従ったものの、内心では割りきれぬ気分だった。
（人民は弱し官吏は強し）

 b. 信長のまわりには、戦場における馬廻りの騎士のごとき者が六人、
つねに従っている。（国盗り物語）

 c. …主人の後に馬で従うトルサンには、眼を見張るばかりの驚きだっ
た。（コンスタティノープルの悲劇）

　
　数学の「従う」がとりうる修飾語については3.2.3で見る。

3. 数学の「従う」
3.1. 数学の「従う」の意味
　数学の文献における動詞「従う」は以下のように用いられている 11 。

（17） 上に述べたことを考慮すると、γεRとなってαεPが従うからであ
る。（足立恒雄・三宅克哉1998『類体論講義』日本評論社 , p.39）

（18） したがって、命題3.1.2から（Pm：Sm）の有限性が従う。（同 , p.67）
（19） exp（log（1+t））-1=tは命題1.10より従う。（荒川恒男・伊吹山知義・金

子昌信2001『ベルヌーイ数とゼータ関数』牧野書店 , p.32）
（20） 等式（E）に注意すれば、これより公式（1.1）が従う。（同 , p.8）。
（21） この式でk=3,5,7, …… としていくことにより順にすべてのBk＝0が

従う。（同 , p.9）
（22） ②は①から直ちに従う。（松村英之1990『代数学』朝倉書店 , p.90）
（23） 補題の②は①より従う。（森田康夫 1987『代数概論』裳華房 , p.89）

　
　これら数学の「従う」は日常語の「従う」とは意味的に大きく異なる。以下のよう
な言いかえが可能であることから、「あることの結果（帰結）としてある命題が論理
的（演繹的）に導かれる（証明される）」という意味をあらわすといえる。

――――――――――――――――――――
11 用例は佐藤が手作業で採取した他、インターネット上の学術検索サイトGoogle Scholar
（http://scholar.google.com/intl/ja/）（検索条件は「が従う」）を用いた。数学の「従う」が常
に上のような用法で用いられるのではなく、日常語の「従う」と同じ用法も存在する。たと
えば、「ある確率変数が従う確率分布について・・・」「自由端に加わる荷重が二項分布に従
えば、固定端に加わるモーメントは・・・。」のような例がある。
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（17́） 上に述べたことからγεRとなって、その結果、「αεP」という事実
が論理的（演繹的）帰結として導かれるからである。

（18́） したがって、命題3.1.2からの結果として（Pm：Sm）の有限性が導か
れる。

（19́） exp（log（1+t））-1=tは命題1.10の結果として導かれる。 

　また数学の「従う」は接続詞化した「従って」とは意味の上で近い関係にある。「P 
が従う。→　従って、Pである（Pが成り立つ）」「P はQから（より）従う。→Qで
ある。従って、Pである（Pが成り立つ）」のように言いかえることができる。実際、
上で見た（17）～（23）の例は次のように言いかえることができる。

（17"） 上に述べたことを考慮すると、γεRとなる。従って、αεPである。
（18"） 命題3.1.2が成り立つ。従って、（Pm：Sm）は有限である。
（19"） 命題1.10が成り立つ。従って、exp（log（1+t））-1=tである。
（20"） 等式（E）が成り立つ。従って、公式（1.1）が成立する。
（21"） 従って、この式でk=3,5,7, …… としていくことにより順にすべての

Bk＝0が成り立つ。 
（22"） ①である。従って、直ちに②が証明できる。
（23"） ①が成り立つ。従って、補題の②が成り立つ。

3.2. 形態論的・構文論的特徴
　上で見たように日常語の「従う」は数学の「従う」と意味・用法が異なるのだが、
文法的な面でも日常語の「従う」と形態論的・構文論的な点で異なっていることを
具体的に示したい。

3.2.1. 形態論的カテゴリーの分化　
　日常語の「従う」では、2.2.3. で述べたようなさまざまな派生・活用形式によって
文法カテゴリーがあらわし分けられたのだが、数学の「従う」には日常語の「従う」
で見られる派生・活用形式は存在しない。

（24） a. ?…を考慮すると、γεRとなってαεPが従ったからである 
 b.  ?命題3.1.2から（Pm：Sm）の有限性が従って、…
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 c. ?②は①から直ちに従えば、…
 d. ?補題の②は①より従っている。

　
　すなわち数学の「従う」には形態論的カテゴリーが欠けており、専ら「～する。」（完
成相非過去直説法）の形で用いられる。特定の形式でのみ用いられる点では数学の

「従う」は動詞らしさを備えていないということになる 12 。

3.2.2. 数学の「従う」に結びつく名詞
　どのような格の名詞と結びつくかということからも、日常語の「従う」と数学の「従
う」とは異なる。2.2.2で見たように、日常語の「従う」はが格

4 4

とに格
4 4

の名詞と結びつ
き、その場合のが格

4 4

名詞は基本的に人をあらわすのだが、数学の「従う」が結びつ
くが格

4 4

名詞はすべて抽象的なことがらである。
 

（25） a. …を考慮すると、γεRとなってαεPが従うからである。
 b. 補題の②は、①より従う。
 c.  exp（log（1+t））-1=tは命題1.10より従う。
 d. したがって、命題3.1.2から（Pm：Sm）の有限性が従う。

　上を見れば「αεP（＝“αはPに含まれる”）」「（Pm：Sm）の有限性（＝“（Pm：
Sm）が有限であること”）」のように数学の「従う」は意味的には命題に相当するもの
をが格

4 4

名詞としてとるということがわかる。
　また、日常語の「従う」はに格

4 4

名詞が必須であったが、数学の「従う」は2.2.2でみ
たようなに格

4 4

名詞と結びつくことはできない。

（26） ?命題3.1.2に（Pm：Sm）の有限性が従う。
　
　どのような格の名詞をとるかという点からも数学の「従う」と日常語の「従う」と
は大きく異なるといえる。
――――――――――――――――――――
12 なお、ここで述べたことは一般に数学で用いられる動詞の多くにも共通するだろう。数学

が専ら論理の世界を述べているとしたら、そこで語られるものには時間性も叙法も分化す
る必要がないはずであろう。とはいえ、論理の展開を示す上では「…が証明された。」「…と
は一致しない」のように過去や否定が登場しないわけではなく、数学の論文においてどのよ
うな文法カテゴリーが分化するかについて考察することは必要だろう。
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3.2.3. 修飾語の添加
　数学の「従う」には、次のような副詞が添加されているものがあった。

（27） a. ②は①から直ちに従う。（＝（22））
 b. …順にすべてのBk＝0が従う（同 , p.9）。（＝（21））

　
　また、数学の「従う」は「Nから／より／により」という論理的な帰結の根拠をあ
らわす名詞（名詞句/節）で修飾することが出来る。

（28） a. Pが　Qから　従う　（（18）（22））
 b. Pが　Qより　従う　（（19）（20）（23））
 c. Pが　Rにより　従う（（21））

　今回採取した52例中31例に「から／より／により」のいずれかがあらわれていた
が、日常語の「従う」がに格

4 4

の名詞を要求するように必須のものではなく付加的に
修飾するものだと思われる。3.2.1. で形態論的観点からは数学の「従う」は動詞とし
ての性質をもっていないと述べたが、修飾語をとりうる点では動詞としての性質を
失っていないといえる。

4. まとめ
　2、3で述べたことをまとめれば次のようになる。

・ 日常語の「従う」は多く「言われた通りに行動する。服従する」「依拠する」という
意味で使用されており、そこから数学の「従う」の意味を類推することは困難であ
る

・ 数学の「従う」はどのような格の名詞と結びつくかという点でも数学の「従う」と
日常語の「従う」とは大きく異なる

・ 形態論的には動詞らしさを欠くが、修飾語を付加することは可能であり動詞らし
さを完全には失っていない

　
　本稿では数学における「従う」が日常語における「従う」と意味的に、また形態論的・
構文論的にも大きく異なるということを示し、数学の「従う」が「気づかない」専門



－ 28 －

日本語語彙のひとつであることを確認した。（4）にあげたように「従う」の他にも同
じような語彙が多数存在するのだが、このような「気づかない」専門日本語語彙を
掘り起こし、日常語としての使用とどのように異なっているか、またどのような意
味を与えれば学生が理解しやすくなるかを探っていく必要があると思われる。本稿
をその第一歩とし、調査を続けていきたい。
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