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数学において特別な意味を有する動詞について

佐藤　宏孝
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1.	 はじめに
　数学に限らずどんな専門分野においても、新しい理論が出来ると新しい概念が
生まれ、それによって新理論が構成される。その理論を記述するためには、当然
のことであるが、その新概念を表す語が必要となる。そして、それにかかわる状
態や動きを表す語も必要となってくる。たとえば、関数 F（x）からある仕方で作
られる F（́x）というものの重要性が発見されると、F（́x）は F（x）の「導関数」と
いう語で呼ばれるようになり、F（x）から F（́x）を作ることは F（x）を「微分する」
と言われるようになる。「導関数」も「微分する」も微分法という新理論のために新
たに作られた語である。
　このように新概念を表すために新しい語が作られることも多いが、既成の一般
語に新概念を表す新しい意味を付け加えて使用する場合もある。たとえば、いく
つかの数を長方形に並べてその全体を大きな括弧で括ったものが重要な新概念と
して認められると、これを表す語として「行列」という語があてられることになる。
これは既成の一般語である「行列」に数学特有の意味が新たに付け加わったとい
うことである。われわれが関心を持つのは、この「行列」のような場合である。
　佐藤宏孝・花園悟（2009）（2010）（2011）（2012）（2013）では、一般語動詞「従う」「お
く」「得る」「おさえる」「出る」に数学特有の意味が付け加わって専門語となること
を確かめた。このノートでは、これら一連の研究を振り返り、得られた結果を通
観し、さらに、今後の研究の方向を考えてみたいと思う。

2.	「気づかない」専門語
2.	1	 専門語
　国立国語研究所（1981）によれば、専門語を規定するのに 2 つの考え方がある
という。
　ひとつは、専門語とはその専門分野にかかわる人のみが使う語で、一般の人々
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はその意味を知らないしそれを使用することもない、という考え方である。この
立場に立つと、専門語と一般語は語として全く別のもので、原則として両者がか
さなることはない。かさなることがあったとしても、それは例外的な場合という
ことになる。
　いまひとつの考え方は、専門語とは専門的概念を表す語であって、一般語とし
て使われる語であってもそれが専門的概念を表す場合には専門語でもある、とす
る考え方である。この立場では、専門語と一般語はかさなることが十分にあり得
る。
　われわれは一般語に専門的な意味が付け加わる場合を問題にするので、専門語
についての考え方としては第二の考え方をとる。
　一般語に専門的意味が付け加わるような場合とは、たとえば次の「連続」のよ
うな語の場合である。
　
（1）･A 君の遅刻は、これで三日連続だ
（2）･関数･f（x）は･x･=･a･において連続である

（1）の「連続」は一般語であり専門的な概念を表しているわけではないが、（2）の「連
続」は数学的な専門概念を表している。（2）のような「連続」の数学における定義は
次のようなものである。

（3）･任意の正の実数εに対して、ある正の実数 δ が存在して、
　　　　　　｜ x － a ｜＜δ　ならば　｜ f（x）－･f（a）｜＜ ε
･ が成り立つ

（2）は、一般語「連続」に（3）の専門的意味が付け加わって専門語として使われて
いると考えられる。

2.	2	 術語
　「専門語」より狭い意味を持つ語に「術語」がある。「術語」とは、曖昧にならぬよ
うに厳密に意味を定義してから使う専門語のことである。たとえば（2）の「連続」
は（3）によって定義される専門語であり、従って、術語である。
　ここで注意すべきことは、専門語がすべて術語とは限らないことである。専門
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語の中には、あまりにも日常的に使われるために専門家からは専門語として意識
されず、特に定義をされずに使われる語がある。たとえば、

（4）･公式Ⅰにおいて、r･=･1 とおくと、・・・・・

は公式Ⅰの中の文字 r に 1 を代入することを意味しており、この場合の「おく」は
「代入する」という専門的概念を表す専門語である。しかし、このような「おく」
は非常によく使われる初等的な語であるために、専門家は特に定義してから使う
ことはない。そのため「おく」は術語ではない。
　われわれは、一般語に専門的な意味が付け加わって専門語となる語のうちで術
語ではないものを「気づかない」専門語と呼ぶ。（4）の「おく」は「気づかない」専門
語の一例である。「気づかない」の意味については次節で述べる。

2.	3	「気づかない」専門語
2.	3.	1.		なぜ気づかないのか
　ある一般語が専門的概念を表す場合があるということについて、その専門分野
とはかかわらない一般の人が気づく機会はまずない。そのような機会とは専門分
野の教育・研究の場に限られるからである。
　一方、そのような語を常に使っている専門分野の研究者はどうか。彼らが専門
語として意識するものは、定義してから使う語すなわち術語に限られ、そうでな
い場合は、通常、専門語とは認識されない。
　ということは、形は日常語でありながら専門的概念を表し、しかも術語でない
ような語は、それが専門語であることにほとんど誰も気づかない、ということに
なる。そこで、われわれはそのような語を「気づかない」専門語と呼ぶことにした。

2.	3.	2.		留学生教育との関係
　東京外国語大学留学生日本語教育センターではわが国の大学・大学院に進学す
る国費留学生への予備教育を行っている。その目的は、留学生がわが国の大学・
大学院に進学後そこでの日本語による教育を受けることが出来るように準備する
ことである。その予備教育コースの数学を担当して 29 年となる。
　このコースの留学生はすべて日本語を学習している途中の学生であるため、彼
らに数学を教える場合、「どのような日本語で話したら通じるのか」を絶えず意識
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している必要がある。そのため、ある種の日常語は留学生の知らない数学特有の
意味で使われることに気づかざるを得なかった。このような語は、日本人学生で
あれば、ある程度類推によって意味をとることも可能であるが、日本語学習歴の
浅い留学生にはそれは難しい。
　「気づかない」専門語の専門的意味は一般の人に気づかれないため通常の国語
辞典には載っていない。また、専門研究者にも気づかれないため専門用語辞典に
も載っていない。従って、留学生は自分で辞書を引いて調べることができないこ
とになる。このことが、留学生の数学学習を困難なものとしているひとつの原因
となっていると思われる。

2.	3.	3.		研究態勢
　「気づかない」専門語の存在に気づいたとしても、それを厳密に調べることは
数学を専門とする者には難しい。それの持つ専門語としての意味を説明すること
はできても、それが一般語としての意味から外れていることを証明するためには
日本語の専門家の力を借りる必要があった。
　また、語の意味のみならず他の語との関係についても調べることが重要だが、
そのような分析も日本語の専門家の助けを借りる以外なかった。
　以上の理由から、「気づかない」専門語研究は数学および日本語両分野の専門家
による共同研究となった。佐藤宏孝・花園悟（2009）〜（2013）はそのような形で
の研究によって得られたものである。
　
3.	 分析・考察および今後の課題
3.	1	 得られた結果
　上記の共同研究では、日常語動詞 5 つを選びそれらが「気づかない」専門語で
あることを確かめた。
　数学の専門語の中で名詞はほとんどが術語である。上述のようにこれは「気づ
かない」専門語ではない。それに対して、数学で使われる動詞には、「気づかない」
専門語であるものがしばしば見られる。そしてその語の使用頻度は高い。それが
特に動詞を研究対象として選んだ理由である。
　そのような動詞として、「従う」「おく」「得る」「おさえる」「出る」の 5 つを取り上
げた。その日常語としての意味と数学特有の意味の違いを表にまとめてみると次
のようになる。
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動詞
日常語としての意味･

数学特有の意味
基本的意味 派生的意味（主なもの）

従う
移動する何
かの後ろに
ついていく

・逆らわず行う
・他からの作用のままにする
・服従する
・依拠する

（命題や条件が）論理的必
然性をもって自然に導か
れる

おく ある位置を
占めさせる

・放置する
・中止する
・配置する
・間を隔てる

（条件を）設定する
または（数などを）代入･
する

得る 自分のもの
にする

・ある状態を身に帯びる
・ある状態が可能である

（命題や条件を）論理的に
導出する

おさえる
（物理的に）
動かないよ
うにする

・要点を認識する
・確保する
・獲得する

変化する量の変域を不等
式によって限定する

出る 内から外に
移る

・姿を見せる
・源から生ずる

（命題や条件が）論理的必
然性をもって導出される

3.	2	 分析・考察
3.	2.	1		基本的意味と派生的意味
　日常語としての意味には出発点となる基本的な意味があり、そこから場面や対
象に応じてさまざまな意味が派生する。表にあげた 5 つの動詞を見る限りでは、
数学的な意味は派生的意味よりも基本的意味に近いようだ。例えば「従う」の数
学特有の意味は「論理的に導かれること」であるが、それは「後ろについていく」
という基本的意味との類似性が強く、派生的意味のどれからも遠い。他の 4 例も
ほぼ同様の傾向がある。そのことから、数学特有の意味も日常語としての基本的
意味から派生したひとつの派生的意味と考えてよいと思われる。

3.	2.	2		「従う」「おく」「おさえる」「出る」
　このように、ある種の日常語においては、その基本的意味から数学特有の意味
が派生すると考えられるが、基本的意味と数学特有の意味との間の関係には特徴
があるように思われる。
　「従う」と「出る」の数学特有の意味は、どちらも「論理的に導出される」ことで
ある。「従う」の方には「自然さ」のニュアンスが加わるが、大筋においては、意味
は同じである。このふたつの語の日常語としての基本的意味は、それぞれ「後ろ
についていく」「内から外に移る」であり、どちらも空間の中の移動を表している。
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論理的必然性によるつながりという抽象的な関係が、具体的な空間的運動を基本
的意味とする語で表される点は興味深い。
　「おく」「おさえる」の数学的意味は、それぞれ、「設定・代入」と「不等式による
限定」である。どちらも数学における抽象的操作であるが、この場合も、日常語
としての基本的意味は、「ある位置を占めさせる」「動かないようにする」という空
間内における物体の運動の制御という非常に具体的な意味である。この点は「従
う」「出る」と共通する。
　この 4 つの日常語動詞の基本的意味は、空間の中における運動であるが、どれ
も人間がする動作になり得るものであり、動きとしてイメージしやすい。数学的
な抽象概念にかかわる状態や動きを表す動詞として選ばれる語がこのような語で
あることは意外なことに思われる。

3.	2.	3		あるコンピュータ用語
　抽象的な対象へのはたらきかけを表す新しい語が必要となって、既成の一般語
にその意味を付け加えて使用する場合に、上記 4 例のように、人間が空間内で行
う動作を基本的意味とする動詞が選ばれるような例が、数学以外の分野にあるだ
ろうか。それについて、ある時期コンピュータ業界で使われていたふたつの動詞
の例をあげてみたい。
　1970 年代の終わり頃システム・エンジニアとして 2 年間勤務した経験がある。
当時は大型コンピュータが普及しつつある時代で、「パソコン」と呼ばれる個人使
用の小型コンピュータはまだない時代であった。その頃、コンピュータ業界には、
新しい意味を有する外国語（多くは英語）のコンピュータ用語が大量に入って来
た。それをわれわれは、多くの場合、単に発音をカタカナで移した「カタカナ語」
として使っていた。たとえば、「バインドする」「コンパイルする」「ダンプをとる」
のような言い方をした。
　そのなかで非常によく使うものは、カタカナ語のままでは発音しにくいため日
本語に翻訳された。そのひとつに「セイヴ（save）する」がある。この語は、コン
ピュータ本体のメモリーにあるデータを外部記憶媒体に移して保存するという意
味で使われた。当時最もよく使用された外部記憶媒体は磁気テープ（MT）とディ
スクである。どちらも大きくて重い円盤状のもので、それぞれの専用ドライブに
入れて使用した。その際、MT はドライブの上方に掛けて起動したのに対し、ディ
スクは下方の引き出しに入れた後スタートさせた。その装着場所が上方か下方か
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の違いによるのだと思うが、MT に「セイヴ（save）する」ことは、

（5）･MT に上げる

と言われ、ディスクに「セイヴ（save）する」ことは、

（6）･ディスクに落とす

と言われた。ただし、この言い方がどの程度の広がりをもって使われていたか、
正確にはわからない。
　この例は、情報という目に見えない抽象的なものの移動を空間的な運動を表す
語によって表現するという点で、前述の 4 つの「気づかない」数学専門語と類似
する。そして、その空間的運動は「上げる」「落とす」という人間がなし得るあり
ふれた動作である点も共通している。

3.	2.	4		「得る」
　一般語「得る」には空間における運動という基本的意味がない。その点は他の 4
例とは異なる。しかし、数学的な意味が「論理的導出」という抽象的な関係であ
るにもかかわらず、「自分のものにする」という具体的で人間的な意味をもつ「得
る」のような動詞が選ばれるという意外性は共通する。「論理的導出」とは普遍的
な妥当性を獲得するということであるのに対し、「自分のものにする」とは自分と
いう個人への所有化であるから、意味の方向としては逆向きのように思われるの
である。

3.	3	 今後の課題
　数学における「気づかない」専門語としてわれわれが確かめ得たのは前述の 5
例である。これらの動詞の日常語としての基本的意味と数学特有の意味との間の
関係について 3.2 に述べた。しかし、これらのことは少数の例から見て取った観
察にすぎない。それをより一般性のある結果とするためには、まず数学の分野に
おける「気づかない」専門語の例を増やすことが必要であろう。また、3.2.3 であ
げたコンピュータ用語の例のような、数学以外の分野における「気づかない」専
門語についても調べてみたいと思う。
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On the special meaning of Japanese verb in mathematics

SATO Hirotaka

In textbooks or papers of mathematics in Japanese, there are “unnoticeable” special 

vocabularies, which are very ordinary Japanese words but have meanings quite different 

from	those	in	daily	uses.	We	showed	the	five	verbs	“shitagau”	”oku”	”eru”	”osaeru”	and	

”deru” to be “unnoticeable” special vocabularies in Sato & Hanazono (2009) (2010) (2011)

(2012) (2013).

In this paper we summarized the results obtained by these researches, and considered 

the direction of our future study.

218322_外大留日論集40号_校了.indb   160 2014/03/19   12:34:02




