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科学的実在論 vs 反実在論	

• 独立性テーゼ: 科学とは独立に(科学が始まる前から)世界
が存在し、世界は構造と秩序をもっている。 

• 独立性テーゼ認知言語学版: 認知言語学が始まる前から
語義が存在し、語義は構造と秩序をもっている。 

• 知識テーゼ: 原理的には、われわれはどの理論が正しいか
を知りうる＝ 世界のあり方を知りうる。 

• 科学的実在論 (scientific realism): 独立性テーゼと知識
テーゼの両方を認める立場。(戸田山 2005: 139) 

• 観念論 (idealism): 独立性テーゼを拒否する立場。 
• 反実在論 (anti-realism): 直接観察不可能なものについて
知識テーゼを拒否する立場。(戸田山 2005: 149-152)	
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多義性ネットワークの実在論 vs 反実在論	

• 独立性テーゼ認知言語学版: 認知言語学が始まる前から
語義が存在し、語義は構造と秩序をもっている。 

• 知識テーゼ: 原理的には、われわれはどの理論が正しいか
を知りうる＝ 世界のあり方を知りうる。 

• 反実在論 (anti-realism): 直接観察不可能なものについて
知識テーゼを拒否する立場。 

• 多義性ネットワークは直接観察不可能。 
→ 多義性ネットワーク限定の実在論と反実在論を考えるこ
とができる。 

• 多義性ネットワークの反実在論: 内省によっても心理実験
によっても、多義性ネットワークを仮定する理論が真実を
語っているかどうかは知りえない。それゆえ、「正しい多義
性ネットワーク」なる概念に実質はなく、そうしたものを探し
求める研究に意味はない。 
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•  「われわれはまた一般的実在論と特殊的実在論を区別するべ
きである。[…]光電効果についてのアインシュタインの研究の
後、フォトンは常にわれわれの光にかんする理論の不可欠な
一部をなしてきた。とはいえ、ウィリス・ラムと彼の共同研究者
たちのように、フォトンは主としてわれわれが用いている理論
の人為的産物であることを一層奥行きのある理論が示すこと
になるだろうと考え、フォトンの実在性に異議を唱えている熱
心な光学の研究者たちもいる。ラムは光にかんする現在の理
論はまったく誤っていると言っているのではない。もっと深遠な
理論は光にかんして現在信じられていることの大部分を保持
するだろうが、われわれがフォトンと関連させている効果は結
局、自然の別の側面に従うものであることを示すだろう。この
ような科学者は多分一般的な観点においては実在論者だが、
とくにフォトンにかんしては反実在論者であり得るのだろう。」
(Hacking 1983: 邦訳74-75、強調は引用者による。)	
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•  「こうした局所化された反実在論は光学にかんする問題であって、
哲学に関わる問題ではない。[…]特殊実在論が支配的な意義を
もつようになって一般的実在論の成り行きを決定することもあり
得る、という但し書きをつけたうえで、一般的実在論を特殊的実
在論から区別するべきである。特殊的実在論の問題には特殊科
学の研究と発展によって解決をもたらすことができる。」 
(Hacking 1983: 邦訳75-77) 

→ 多義性ネットワーク (多義構造) の実在論 vs 反実在論は認知
言語学内部で議論すべき問題 
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二枚舌の危険 (cf. 戸田山 2012)	
• 「[心理実験により]内省分析に欠けていた意味分析の客観
性が補われ、母語話者全体が共有する意味構造を提示す
る道筋ができた。」 (森山 2015b)  

　= 実在論的態度	
• 架空の問答:  
A: 多義性ネットワークなどというものが母語話者の頭の中に
本当にあるのですか？心理実験の結果がこれだけバラバラ
なのに、そんなものが頭の中にあるとはとても思えないので
すが・・・ 
B: 「いや、多義性ネットワークは語の意味をすっきりした形で
記述するための手段にすぎませんから。(たとえば)教育に役
立てばそれでいいんです。」 
　= 道具主義的態度	
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• 「しかし、構成概念に対して、道具主義的態度を取る
か実在論的態度を取るかは本当は両立しない。また、
この二枚舌的使い分けを続けている限り、[…]重大な
方法論的問題に答えることができなくなってしまう。す
なわち、フォークサイコロジー由来のリソースをどの程
度[使用2]してよいかどうか、という問題である。これに
答えるには、構成概念の実在性の度合いについての
何らかのコミットメントが必要なのだ。」  
(戸田山 2012: 136、強調は引用者による。) 

•  [使用2]: 科学的心理学の理論を作って行く際のリソー
スとしての使い方 (戸田山 2012: 129)	
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•  「では[フォークサイコロジーに]どの程度の「正しさ」あるいは「正
当化」の必要があるのだろうか。それは、真理から「現象を救う」
道具的有効性まで様々な強弱があるだろう。これらのうち、どれ
を要求するかは、心理学の目的をどう考えるかによる。これは、
心理学の哲学の問題だ。」 
(戸田山 2012: 131、強調は引用者による。) 

•  「科学的心理学が行動の予測と制御のみを目的とするのであれ
ば、科学的心理学がフォークサイコロジーから借用して[使用2]
するカテゴリーは、単に予測のための計算道具として有用ならそ
れでよい。」(ibid.) 

•  「しかし、現実の心理学はもう少し踏み込んだ目的を持っている
ように思われる。心理学者はしばしば「心のメカニズム」を探求し
ていると公言する。つまり、心理学は単なる行動予測ではなく、
行動を生み出す因果的メカニズムを突きとめることによって、行
動に因果的説明を与えることを目標にしている。」 
(ibid. 強調は引用者による。)	
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•  「このような探求においてフォークサイコロジー由来のカテゴリー
を[使用2]するためには、それが何らかの意味で「実在的」である
必要がある。つまり、非常に緩やかな意味でよいから、信念や
欲求[= フォークサイコロジーで用いられるカテゴリー]は心の中
にあって、それが因果的に作用して行動を生み出していると言
えないといけない。要するに、フォークサイコロジーを[使用2]し
たいなら、フォークサイコロジーについてのある程度実在論的な
解釈を正当化する必要がある。そうでないとフォークサイコロ
ジー由来のカテゴリーは「周天円」と同じ便宜上の計算道具とい
うことになる。」(ibid. 強調は引用者による。) 

→ 認知言語学が「心のメカニズム」の探求を目標に掲げるかぎり、
多義性ネットワーク (多義構造) に対して実在論的態度をとらなけ
ればならない。「そういうものがあると考えると母語話者としてしっ
くりくる」では不十分。「自分なりになんとなくしっくりくる」に至って
は論外(それで幽霊の実在の確からしさが増すのか？)。	
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実在論を擁護するー奇跡論法	
• 奇跡論法 (no miracles argument, 科学の成功からの議論):  
広く受容された科学理論はさまざまな意味で成功している。その成
功は、その理論が (近似的に) 真であることによって もよく説明
できる。したがって、その科学理論は (近似的に) 真であるだろう。 
[さもなければその科学理論の成功が奇跡になってしまう。] 
(戸田山 2015: 56)　 

• → アブダクション( 良の説明への推論)の形をとった議論。1960
年代以降、W.Sellars, G. Maxwell, J.J.C. Smart, H. Putnamらに
よって展開された。 

• 成功の基準: A. 理論が有用な技術の開発に応用されてきた。B. 
理論の予測がよく当たってきた。C. 実験結果に「収束」が見られる。 

• 国際学会(誌)の存在、年間学会発表数といった社会的要因も加え
るなら、認知言語学はまずまず成功した理論と言ってよいだろう。 

  →では多義性ネットワークは真実を捉えていると考えてよいか？ 
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• 「[…]数値データを統計解析しているというと、「お、科学して
いるな」的雰囲気をまとうことができる。それには、「正しいこ
と」を述べていると思ってもらえるオマケもついてくる。」 
(唐沢 2012: 55) 
→ 心理実験を行うと多義性ネットワークの実在の確からしさ
が増すように感じられる。しかし・・・ 
• 類似性による分類を強要するだけの心理実験では、「母語
話者のイメージのどこが研究者の期待に合ってどこが合わ
なかったかがわか[る]だけ」(山崎) 

• 「「社会心理学はなぜすごいのか？それはデータで結果を
示しているからだ」などという子どもだましの議論は通用し
ない。データが示す意味を言葉を用いて表現した「研究知
見」の質こそが、研究の価値を決めるコアな部分だ。」 
(唐沢 2012: 56) 

• 「研究知見」が危ういものだとすると・・・	
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実在論を批判するー悲観的帰納法	
•  悲観的(メタ)帰納法 (pessimistic (meta-)induction, Laudan 1981): 科

学の歴史を繙くと、成功していた理論でも、後に偽であることが判明した
ものの方が多い。したがって、現在成功している理論も、いずれは誤りで
あることが判明するだろう。 

　→ 理論が「成功しているがラディカルに間違っている」可能性。 
•  悲観的帰納法への対処 = 分割統治戦略 (divide et impera, Psillos 

1999): 理論のラディカルに間違っている部分は、実はその理論の成功
に寄与していなかったのだと考える。成功に不可欠の部分、実際に成功
に寄与している部分については、実在論的態度をとってよい。 
(それ以外については反実在論的態度をとるべき。) 

•  多義性ネットワークの反実在論: 多義性ネットワーク理論は認知言語学
の成功とは無関係ではないか？だとすると、この部分については反実在
論的態度をとるべきではないか？実際、多義性ネットワーク理論は理論
の成功の条件C「収束」を満たさない (森山 2015a、山崎)。	
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何の実在にコミットするか？	

実在論	

対象実在論	 構造実在論	 半実在論	

選択的懐疑論 selective skepticism (Chakravarty 2007) 
 

多義性ネットワークは選択的懐疑をかわすことができるか？	
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• 対象実在論 (entity realism, Cartwight 1983, Hacking 1983): 
(われわれと因果的に結びついている) 対象については実在論的
態度、そうした対象について記述する理論の内容については反
実在論的態度をとる。(戸田山 2015: 179, 191, 217) 

• 構造実在論 (structural realism): 理論が成功するのはその理論
が世界の (直接観察不可能な) 構造を写し取っているからだと考
え、構造については実在論的態度をとる。他方、その構造を実現
する対象については懐疑的 (=反実在論的) 態度をとる。ポアンカ
レやラッセルにさかのぼる考え方。(戸田山 2015: 194, 219-220) 

• 半実在論 (semirealism, Chakravarty  2007):検出性質 
(detection property) とそれらのあいだの関係の実在性にコミット
し、それを超えるものについては懐疑的態度をとる。 
検出性質 = 観察者との因果的接触に基づいて検出される性質 
(戸田山 2015: 229-230, 294) 
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対象実在論が採用しない説明モデル	

•  演繹的・法則的モデル/被覆法則モデル (= 論理実証主義のモデル、
Hempel & Oppenheim 1948: 137) 

(R1) 被説明項 (explanandum) は説明項 (explanans) から演繹的に導
出可能でなければならない。 
(R2) 説明項は一般法則を含んでいなければならない。そして、それは
被説明項を導出するのに不可欠なものでなければならない。 
(R3) 説明項は、少なくとも原理的には、実験または観察によって検証可
能でなければならない。 
(R4) 説明項に含まれる文は真でなければならない。 
•  一般法則としての多義性ネットワーク (説明項) からあらゆる多義現象 

(被説明項) を演繹的に導出することは不可能。  
•  このモデルは、ニュートンの法則によってケプラーの法則を説明する場

合のように、被説明項がそれ自体一般法則である場合に適している
(戸田山 2005: 113-115)。 

　→ この科学的説明のモデルは多義現象には適さない。 
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対象実在論が採用する説明モデル	
• 因果メカニズムモデル (Salmon 1984): 現象をその原因に
よって説明する。 

• 原因 = 多義性ネットワーク → 結果 = 多義現象？ 

• この説明モデルを採用しようにも、「多義性ネットワークがPn
であればQnという多義現象が生じる」のような因果関係が
まったく明らかでない。 

• 多義性ネットワークを因果メカニズムモデルに組み込むこと
ができないことが、単一のQに対して多数の多義性ネット
ワークP1, P2, …Pnが提案され、それらのあいだで決定不
全が生じてしまう (cf. 森山 2015a) 原因である。 
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対象実在論の変種: 介入実在論	

•  理論が (近似的に) 真であることは受け入れなくても、われわれが因果
的に接触 (操作、介入) できる対象の存在は信じてよいはず (Hacking 
1983)。操作・介入はわれわれと対象とのあいだに因果的な結びつき
があってはじめて可能 (戸田山 2015: 191)。 

•  「それゆえ、理論化ではなく、工学技術 (engineering) が対象にかんす
る科学的実在論の 良の証明である。[…]ゆくゆくは操作されることも
ない永続する理論的対象は、すばらしい間違いであったということが明
らかになるのが普通である。」(Hacking 1983: 邦訳501-502) 

•  「ラウダン[Laudan 1984]のリストを見ると、「結局存在しなかった」実体
は、いずれも直接操作できないもの（天球・フロギストン・エーテル）で
あった。直接操作できるようになったものについては、その本性につい
ての思い違いはあっても[…]、存在自体は否定されていない。」  
(伊勢田 2005) 

•  母語話者がもつとされる多義性ネットワークに対して操作・介入を行う
ことは不可能。	
→ 多義性ネットワーク理論は悲観的帰納法への耐性をもたない。 
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構造実在論	
• 認知言語学版構造実在論: 認知言語学が成功しているのはこの
理論が言語および概念の (直接観察不可能な) 構造を写し取っ
ているからだ。 

• 認知言語学の理論が写し取る言語および概念の構造として考え
られるもの = プロトタイプ・カテゴリー、メタファー写像、メトニミー
関係、etc.  

• しかし、言語および概念にそうした構造が見られるのは自明であ
り、認知言語学版構造実在論はトリビアルに真となってしまう。 

• われわれが知りたいのは、そうした構造が多義語の意味にも見
られるかである。しかし、構造実在論はそうした構造を実現する
対象については懐疑的 (=反実在論的) 態度をとるため、この立
場に立つかぎり、プロトタイプカテゴリー、メタファー写像、メトニ
ミー関係etc. が多義語の意味によって実現されるかどうかは知
りようがない。 
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半実在論	
• 半実在論 (semirealism, Chakravarty  2007): 対象の検出性質 

(detection property) およびそれらのあいだの関係の実在性にコ
ミットし、それを超えるものについては懐疑的態度をとる。 
検出性質 = 観察者との因果的接触に基づいて検出される性質 
(戸田山 2015: 229-230, 294) 

•  「Xがある」(存在主張)と「Xとは～だ」(理論的主張)のうち、どちら
か一方だけを信じるのは困難(戸田山 2015: 218)。つまり「対象
は確かにあるが、その性質やそれが参与する関係については
いっさい分からない」「性質や関係は確かにあるが、対象がある
かどうかはまったく分からない」とは考えにくい。対象の検出性質
およびそれらのあいだの関係くらいはどうしても信じるしかない。 

• しかし、多義性ネットワークが検出性質をもつかどうかは疑わし
い。それゆえ、半実在論の立場に立っても、多義性ネットワーク
の実在性にコミットするのは難しい。 

19	



ここまでの結論	

• 対象実在論、構造実在論、半実在論のいずれを採用しても、
多義性ネットワークは選択的懐疑の対象に含まれてしまう。 

• それゆえ、多義性ネットワークは理論のうち悲観的帰納法を
生き延びる部分には含まれないように思われる。 

• これはつまり、多義性ネットワークが言語知識に含まれると考
えるべき根拠がないということにほかならない。 

• このような結論に至るのは、けっきょくのところ、多義性ネット
ワークが観察可能な現象を介して観察者と因果的なつながり
をもつとは考えられないためである。	
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多義性ネットワークに関する疑問 
ー対象実在論についての考察からー	

• 多義性ネットワークを認定する作業は、たとえば統語構造に
おける構成素を認定する作業とはまったく異なる。構成素の
認定にはテストが存在する (構成素に関する知識と観察可能
な現象とのあいだに因果的つながりが存在するため) が、多
義構造の認定にはそのようなテストは存在しない。多義語の
使用と因果的つながりがない多義性ネットワークが言語知識
の一部として仮定された理由が不明。 

• 仮に多義性ネットワークという考え方を認めたとして、観察不
可能な複数の多義性ネットワークに優劣をつける基準が不明。
「研究者がより優れていると思うものがより優れている」という
基準だけだと、「よりよい幽霊の絵」を選び出す作業と変わり
がなくなるのではないか？ 

• 多義語の使用はコロケーションに関する知識など、ミニマルな
要因によって説明されるべきではないか？ 
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多義性ネットワークに関する疑問 
ー構造実在論についての考察からー	

• 多義性ネットワークとは、多義現象を「メタファー」「メトニミー」「プ
ロトタイプ・カテゴリー」など既存の概念を組み合わせて整理した
だけもので、母語話者がそれに対応する知識をもっていることは
一度も検証されていないのではないか？ 

•  「鳥」「嘘」などに関してうまくいった概念が、多義現象にも有効で
あるはずだ、というアナロジーのみによって正当化されているので
はないか？アナロジーは弱い推論であり、それとは独立の証拠に
よって補強される必要がある。 

• 多義性ネットワークが母語話者の言語知識のモデルでないとする
と、これが認知言語学の枠組みで研究されていることをどのよう
に理解すべきか？ 

• 現時点で看板に偽りがあることを認めるなら、今後の認知言語学
における多義性研究はどの方向に進めばよいのか？ 
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因果的つながりがあるとはどういうことか	

•  chased Bart が一つの構成素にまとまっている → did so で置き換え
た発話{が母語話者の言語行動に含まれる/を母語話者が容認する}。 

•  Homer chased Bart and Marge did so, too. (Larson 2010: 105) 
•  chased Bart が一つの構成素にまとまっている → chased Bart and _ 

という等位接続が{母語話者の言語行動に含まれる/を母語話者が容
認する}。 

•  Homer chased Bart and chased Lisa on Tuesday. (103) 
•  Lisa a が一つの構成素にまとまっている → → Lisa a and _ という等

位接続が{母語話者の言語行動に含まれる/を母語話者が容認する}。 
•  Homer handed Lisa a and Bart a baby. (104) 
   → そのような結果は観察されない。母語話者の知識の中で Lisa a は
一つの構成素にまとまっていないと推測される。 
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統語構造A	

言語行動A	

統語構造A’	

言語行動A’	
言語行動Aが恒常的に観察されるという事実は、母語
話者の知識に統語構造Aが含まれることの確からさを
増し(帰納推論を信じるなら)、統語構造A’が含まれる
ことの確からしさを減ずる(反証主義を信じるなら)。 
(増減の程度は do so / and テストの信頼度次第。) 
 
このようなことが多義構造 (研究) に見られるのか？	
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多義に関する知識は言語知識なのか	

•  (8) a. Bart ran.  
        b. Bart ran the meeting.  
•  “Notice that two very different senses of run are in play here. 

[…] So this isn’t an example of a single verb with an 
omissible complement. Rather, it is a case of two different 
verbs, with different selectional requirements, that happen to 
sound the same.” (Larson 2010: 239、強調は引用者による。) 

•   一語だと思っている人と二語だと思っている人がいたら、ただそ
れだけの理由で二人の言語知識が異なると言ってよいのか？ 

• 言語知識 = 言語使用を可能にする (大部分暗黙の) 知識 
• 二人の言語使用にいったいどんな違いが生じるのか？ 
• 仮に多義が言語知識に含まれるとして、、(8a)と(8b)のrunの意味
は一つのネットワークの中に書くべきなのか、書くべきでないのか。 
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幽霊の検出 vs 多義構造の検出	
•  X: 人物Aが幽霊の表象Bをもつ  
→ Y: 人物Aがある特定の行動をとる (AがBから逃げようとする、AがB
に話しかける、etc.) 

•  Y(結果)に基づいてX(原因)が検出されたと言ってよい。 
•  この意味で、幽霊の表象Bが存在するとは言ってよい。 
•  しかし、それだけでは幽霊が存在するとは言えない。幽霊が存在すると

言えるためには、 
•  Z: 人物Aが実物の幽霊B’に出会う 
→  X: 人物Aが幽霊の表象Bをもつ 
という因果連鎖が存在することを示さなければならない。さもなければ、
BがたんにAの妄想である可能性が排除できない。 

•  したがって、この段階では実物の幽霊B’が存在するとは言えない。　  
•  他方、多義性ネットワークのような心的対象(知識)Kについては、幽霊

のような外的対象と異なり、「Kの表象が存在する⇔実物のKが存在す
る」と考えてよい。したがって、Kの表象が検出できればKの実在性にコ
ミットしてよい。 

•  ただし、Kの表象が言語知識に含まれることを示さないかぎり、現代言
語学がKを研究する意義を示したことにならない。 
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Langacker (1990 [1988]) はこの問いへの
答えではなくこの問いの引き金である	

• Critical to the formulation of a usage-based theory is a 
coherent view of linguistic categorization.  A particular 
model of categorization, the criterial attribute model, has 
generally been accepted without serious question in the 
Western intellectual tradition.  More recently, the prototype 
model has been advanced as an alternative with greater 
claims to cognitive plausibility.  My own proposal, the 
network model, represents a synthesis of prototype theory 
and categorization based on schemas.  
(p.266、強調は引用者による。)	
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問題1	

• この箇所は「語の意味を必要十分条件によって定義すること
はできない (つまり、語の意味を古典的カテゴリーとみなすこ
とはできない)」ということを述べたものと解釈することができる。 

• しかし、「語の意味を必要十分条件によって定義することはで
きない → 語の意味をネットワークモデルによって定義するべ
きである」というのは論理の飛躍ではないか。この二者択一が
まず正当化される必要がある。	

• 前者の否定を後者の肯定に横滑りさせてはならない。われわ
れの問題提起の出発点は「必要十分条件としての意味はもち
ろん、ネットワークモデルなどなくても、語は正しく使用できる」
という事実にある。	

• 本シンポジウムの問題提起を「どちらの定義も必要ないので
はないか」と読み替えていただいてよい。 
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•  The network model is conveniently illustrated by the 
alternate senses of a polysemous lexical item.  … 
Speakers may very well differ in these respects, and also 
in the specific set of categorizing relationships they 
establish between nodes.  But although the precise 
configuration of the network is variable and even 
indeterminate, the need to postulate some type of network 
is seemingly beyond dispute; the meanings of a 
commonly-used lexical item define a complex category, 
i.e. one that is not reducible to a single structure (node). 
(p.267、強調は引用者による。) 

• 緑の部分は「必要十分条件としての意味 vs ネットワークとし
ての意味」という二者択一を前提とした議論 → 問題1	

29	



問題2	
•  「語の意味をネットワークモデルによって定義すべきである」という
ことを認めたとして(= 問題1が解消されたとして)、これだけ研究が
続けられてもいっこうに一つのモデルに収束しないのはなぜか。	

•  “[T]he precise configuration of the network is variable and 
even indeterminate” と Langacker自身が答えらしきことを述べ
ている。にもかかわらず、われわれは正しく語を使用することがで
きる。そうだとすると、次の疑念が生じる。	

•  (i) こうしたネットワークは言語知識に含まれないのではないか。	

•  (ii) 仮に言語知識に含まれるとして (この仮定は正当化の必要あ
り)、各人バラバラのネットワークを各人バラバラに書き出すことに
何の意味があるのか。	

•  (iii) 仮に各人バラバラに書き出すことの意義を認めるならば、そ
れらのあいだに優劣はない (だってそれがその人の言語知識なの
だから) という相対主義が帰結してしまわないか。	
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• これと「多義性ネットワーク（多義構造）のどれがよいかを検証す
るテストは確かに難しいが、「いいもの」と感じるものとそう感じな
いものとの差は歴然とある（たとえば、説明原理自体はよくても、
適用の仕方に問題がある）」（西村義樹氏個人談話2015年12月2
日）ということをどう折り合わせるのか。 

•  「いいもの[= いいネットワークモデル]」の基準は何か。 
• ここで「個人的にしっくりくると感じられる」という基準は採用できな
い。なぜなら、これは相対主義を拒否するための議論なのだから。 

•  「相手を合理的に説得することのできる根拠」を挙げなければなら
ない。さもなければ、「だって私にはこれがしっくりくるから」という
だけでネットワークモデルが正当化されてしまい、「なんでもあり
(Anything goes)」のカオスに陥る。 

• 現にカオスに陥っているように見えるために、このようなシンポジ
ウムが企画されることになった。 

•  Langacker の発言は、問題の解決ではなく、問題の始まりである。	

31	



洗練された反実在論 
ー 構成的経験主義 (van Fraassen 1980) ー 

	
実在論	

• 科学は、その諸理論におい
て、世界がいかなるもので
あるかについての文字通り
に真なる叙述をわれわれに
与えることを目標とする。 

• そして、一つの科学理論の
承認には、それが真である
という信念が含まれる。 

(van Fraassen 1980: 邦訳34)	

構成的経験主義	

• 科学の目標は、われわれに
経験的に十全な理論を与え
ることであり、 

• 一つの理論の承認に信念と
して含まれるのは、それが
経験的に十全だという信念
だけである。 

(van Fraassen 1980: 邦訳
39-40)	
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• 構成的経験主義 (constructive empiricism, van Fraassen 
1980): 科学の目的は観察可能な真理をすべて説明することだけ
であって、観察不可能な領域について科学が真実を語っている
かどうかはどうでもよい。(戸田山 2005: 154-161, 戸田山 2015: 
Ch.5) 

•  「一つの科学理論の承認に含まれる信念は、その理論が「現象
を救う」ということ、つまり観察可能なものを正しく記述する、とい
うことだけである。」(van Fraassen 1980: 邦訳26) 

• 多義性に当てはめると・・・言語理論は観察可能な「多義現象を
救って」いればよい。それゆえ、観察不可能な多義性ネットワーク
なるものの実在性にコミットし、その性質を研究する必要などない。 

  → Taylor (2012)、山崎の立場に近い？ 
  → 認知言語学の目的を再考する必要あり。少なくとも多義研究
については、観察不可能なものへのコミットメントを保留する態度
をオプションとして検討してみるべきでは？	
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科学の目的/目標について	
•  正当化の階層モデル (論理実証主義、ポパーら) 

              
（Laudan 1984: 邦訳37を改変） 

•  理論/データの不一致 → ちゃんとした方法で調べれば解決 
•  方法論の不一致 → どちらの方法が科学の目的をより促進するか

を考えれば解決 
•  科学の目的の不一致 → 主観的で感情的な問題、好みの問題  
→ 目的に対する合理的な口出しは不可能 (余計なお世話) 

  → 「相対主義にまっしぐら」 (Laudan 1984: 訳者あとがき 251) 

不一致のレベル	 解決のレベル	

事実的 (理論/個別的知識)	 方法論的	

方法論的	 価値論的	

価値論的 (科学の目的)	 なし	
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代案: 正当化の三項ネットワーク 
(Laudan 1984: 邦訳96を改変)	

方法	

理論	 目的	

正当化	

調和	

制約	 実現可能性	

正当化	

35	



• 正当化の三項ネットワークモデルと採用すると、科学の目的に口
出しできるようになる (Laudan 1984: Ch.3)。 

A. 知られている理論・事実から、その目的は実現不可能である。
(この型の批判はユートピア戦略と呼ばれる。) 
例: 光速より速く移動する、同時に二つの場所にいる 
B. 目的が曖昧すぎていつ達成されたのかが言えない。 
C. 目的自体が不整合である。 
D. 公言された目的と科学者の実践が一致しない。 
• 認知言語学の多義研究に対してはとくにDの批判が当てはまる。 
•  「ある科学者が、自分ではある認知的目的を明示的に奉じている
つもりだが、しかし見たところでは、日々の科学の研究において
彼がなす現実の理論選択によって、それらの目的に背いている
ように思われる、ということがしばしばある。」(邦訳84)	
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•  「認知言語学は言語使用を可能にする（大部分暗黙の）知識とは何かを
明らかにするという目標を生成文法と共有している。」 
(『明解言語学辞典』「認知言語学」) 

•  多義構造理論の構築はこの目的に背いているのではないか？ 
•  このとき、実践を変えるか、さもなければ認知言語学の目的を変える必

要がある。この批判は合理的な批判であって、感情や好みの問題では
ない。 

•   「自分が、明示的な目的と、行動や判断に暗に含まれている目的の間
に緊張が存在する状況にあると気づいたときには、われわれは自然に、
どちらか一方、あるいは両方を変えるようにかなりの圧力を受けることに
なる。(偽善や不誠実などは言うまでもなく)不整合の罪で告発されない
ためには、合理的な人は、彼の公言する目標と彼の行動を特徴づけて
いるように見える目標の間の対立に直面する場合には、互いを一致させ
ようと試みるだろう。」(Laudan 1984: 邦訳83) 

•  認知言語学の明示的な目的: 言語知識の解明 
•  認知言語学者の行動や判断に暗に含まれている目的: 多義現象に関す

る道具主義的理論の構築 
•  認知言語学の実践を変えるか、それとも認知言語学の目的を変えるか。 
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•  認知言語学の目的に関する代替案: 経験的に十全な理論の構築 = メ
ンタル・コーパス (Taylor 2012) の考え方に沿った多義語の用法の記
述。 

•  “The alternative view presented here is that knowing a word 
involves knowing the kinds of contexts in which a word can be 
used. A word provides access, not only to the conceptual domains 
against which it is understood, but also to the linguistic contexts in 
which it has been used, as these have been laid down in the 
speaker’s mental corpus.” (Taylor 2012: 244) 

•  多義構造と異なり、メンタル・コーパス (言語使用者が使用可能な表現
の集積) は観察可能。もちろん、メンタル・コーパスを丸ごと肉眼で観察
することはできないが、部分的に観察を繰り返すことは可能。 

•  「言語使用者Sが語Xを文脈Cで使用することができる ⇔ 語Xの文脈C
における使用がSのメンタル・コーパスに記録されている = Sは語X (の
意味) を知っている」という知識に関するミニマルな想定さえあればよい。 
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型を崩す (こわす) 係	 山崎 香緒里 (Kaori Yamasaki)	

いっしょになってこわす係 (→ 討論)	 酒井 智宏 (Tomohiro Sakai)	

型を守る (こわれたところを直す) & 
守れない・直せないところは正直に言う係	

長谷川 明香 (Sayaka Hasegawa)	

「認知言語学とはこういうものですよ」とい
う***正しい***定めを示す係	

西村 義樹 (Yoshiki Nishimura)	

「認知言語学とはこういうものですよ」とい
う正しいとされた定めの正しさを 

吟味する係	
山口 征孝 (Masataka Yamaguchi)	

ふと立ち止まり、「さて、自分たちは何をし
ているのか」を問い直す係	

全員	

キャスト	

42	



• 「懐疑論論駁として科学的実在論論争を捉えた場合、
実在論者にほぼ勝ち目はない。過剰な正当化を求め
る哲学ゲームの中ではつねにコミットメントの少ない
方が有利だからだ。」(戸田山 2015: 308) 

• そのとおり。しかし、多義性ネットワークの反実在論
者はけっして楽をしようとしているわけではない。 
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実在論論争について説明されるべきこと 
(戸田山 2015: 310-311)	

•  (1) 同じ一人の現場科学者が、あるときには「電子が存在するの
は科学的に確かめられた事実であり、それを疑うことは不合理で
ある」と主張し、またあるときには「科学理論なるものは現象を説
明するためのよくできたモデルにすぎない」と主張して、とりわけ
矛盾や不整合を感じていないという事実。 

•  (2) つまり、現場科学者は、実在論、反実在論のいずれが正しい
か決着させようという営みとしての科学的実在論論争にはきわめ
て冷淡である (人が多い) という事実。 
→ 冷淡になれず、矛盾や不整合を感じてしまった現場科学者はど
ういう態度で研究を続ければよいのか？矛盾や不整合を解消しよ
うにも、 
A.  多義性ネットワークの実在性に根拠を与える方法がわからない。 
B.  かといって、実在性の疑わしい多義性ネットワークのモデルを

描き続けるのも虚しい。	
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•  (3) にもかかわらず、原子の存在をめぐるエネルゲティークと
アトミスティークの対立に見られるように、個々のアイテムにつ
いては、それが「本当にあるのか」という形で激しい議論がな
されることがある、という事実。 

→ このシンポジウムでそれを議論しようとした。しかし、それは
科学者が科学の仕事をするための準備作業のようなものであ
り、明日から延々この議論を続けるわけにはいかない。仮に続
けたとしても、その成果を「言語学の論文」にまとめるのは難し
いだろう。 
 
「[…]実在論者であったり経験論者[=反実在論者]であったりす
るのは、科学者としての科学者ではない[…]。実在論とか経験
主義というのは、科学とは何であるか、という問いについて、哲
学者が、あるいは哲学者としての科学者がもつ立場である。」
(van Fraassen 1980: 日本語版への序文2) 
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• プランク原理: 「新しい科学的真理が勝利をおさめるのは、反
対者を納得させ、彼らに光を見させることによってではなく、む
しろ、結局は反対者が死に絶え、そしてその真理に慣れ親し
んだ、新しい世代が成長するためである。」(Laudan 1984: 邦
訳210-211) 

• これもそのとおり。しかし、多義に関する「新しい科学的真理」
とは何なのか？科学者としての科学者としてそれをどうやって
探求すればいいのか？ 

•  「つべこべ言わずやれ」は通用しない。 
•  「詳細なネットワークを描いているからえらい」「ちゃんと実験し
ているからえらい」は通用しない。 

• ふと立ち止まり、「さて、自分たちは何をしているのか」を問い
直す係: 全員　　　  全員≠パネリスト全員	
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2015年12月14日追加1	
•  「多義性ネットワークがあるかないかを議論する暇があったら、多義性ネット

ワークを仮定しない代案を研究すればよいだけでは？」という意見について。 

•  これに対しては次の二つの答えが可能です。 

•  1. 代案を提案しても、先行理論を退けないかぎり、複数の理論が乱立します。
この事態を避けるべく代案の優位性を示す過程で、どのみち多義性ネットワー
クの実在性が検討されることになります。 

•  2.「日々こうして生きている。だけど、ちょっと待てよ。いったいこれは何なのだ
ろう。私は、何をしているのだろう。これはどういう意味なのか。そんな問いが浮
かんでくるとき、あなたは哲学に足を踏み入れている。メタ的な態度に入ると、
活動はいったん停止しなくちゃいけない。ゲームのルールについて話し合うとき
には、プレイは一時中断となる。同様に、哲学の思考が始まると、生活を中断
しなければならない。だから、生活を重視する人は哲学を軽視する。」(野矢茂
樹 2015 『哲学な日々ー考えさせない時代に抗してー』p.21) 
 
本シンポジウムは、多義性ネットワークゲームのルールを確認するために、活
動をいったん停止させる企画でした。ルールが明確でないから、同一の現象に
対して複数のネットワークが立てられ、それらのあいだで決定不全(言語事実
によってどれが正しいかを決着させることができない状態)が生じます。	
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2015年12月14日追加2	
•  「多義性ネットワークに個人差があるのは当然では?」という意見に
ついて。 

• これは単純な誤解だと思われます。言語使用に個人差が見られる
のは自明のことです。そこで、多義性ネットワーク理論では、話者
Aと話者Bのある語の使用に違いが見られるなら、話者Aと話者B
に対して異なるネットワークモデルが立てられることになります。こ
れは本シンポジウムで問題にしたかったことではありません。 

• 問題は、話者Aただ一人の言語知識のモデルとしてすら、複数の
ネットワークモデルが乱立し、それらのあいだで決定不全が生じ、
いっこうに収束する気配がないということです。これは、多義性ネッ
トワークなるものが言語使用を統制しているわけでないことの証拠
ではないか、というのが本当に問題にしたかったことです。 
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2015年12月14日追加3	
•  「多義性ネットワークに関するひどい研究が多い」という意見について。 

•  当日はこの話にかなりの時間が割かれてしまい残念でした。問題にしたかった
のはそういうことではありません(山崎の資料も参照)。 

•  ひどいと思うなら、ご自身でより優れた多義性ネットワークモデルを提示してく
ださい。そのうえで、そのモデルが悲観的帰納法に対する耐性をもつことを示
してください。 

•  「示せないのではないか」というのが本シンポジウムの問題提起です。ひどい
研究のひどさをいくら強調しようとも、それより優れた理論が悲観的帰納法へ
の耐性をもつことを示したことにはなりません。 

•  その際、「このモデルはとてもよく描けているから真実(の一面)を(近似的に)捉
えているはずだ」といった論法は通用しません。なぜなら、 

•  (1) 悲観的帰納法は「理論が成功しているがラディカルに間違っている」可能性
があることを示す議論だからです。いくら「この理論は成功している」と言っても、
それはその理論の真実性を保証しません。 

•  (2) 多義性ネットワークの成功の基準が明確でないからです。「このモデルは
{とてもしっくりくる/なるほどと思える/ひどい研究とまったく違って自分の趣味に
合っている}」といったものは基準になりません。これは「そう考えると理解しや
すい」という道具主義的解釈の域を出ておらず、そのモデルの真実性を保証す
るものではありません。 
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2015年12月14日追加4	
•  「大量のデータをとることによって、多義性ネットワークモデルが少なくと

も部分的には確証されうる」という意見について。 

•  これは多義性ネットワークの実在を 初から前提しないかぎり意味をな
さない論点先取の議論です。反実在論者を納得させる力はもちません。 

•  実在論者が「言語使用者Xが語Wの意味Aと意味Bを近いと感じる」
→「Xの言語知識に含まれるWのネットワークにおいて、AとBに対応す
る節点が互いに近い位置にある」と解釈する場面で、 

•  反実在論者は「AとBは似ているかと聞かれたから似ていると答えただけ
で、そのことはAとBを結ぶネットワークが言語知識に含まれることの証
拠にはならない。そんな知識がなくても語Wの使用に支障はないのだか
ら。それはたとえば、山田さんと佐藤さんが似ていると判断したとして、
その判断をする以前に山田さんと佐藤さんを結ぶネットワークを保持し
ている必要がないのと同じこと。山田さんと佐藤さんの類似度に関する
調査を何万人に対して行おうとも、この事実は動かない」と考えます。 

•  「他の答え方を無視してただ自説を開陳するだけだとしたら、これもまた
哲学ではない。」(野矢茂樹 2015 『哲学な日々ー考えさせない時代に抗
してー』p.107) 
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2015年12月14日追加5	
•  「言語知識」を、「言語使用を可能にする知識」だけでなく、「なんとなく一語だと

感じられる」といった知識まで含めて解釈するべきである(そうすれば、多義性
ネットワークが言語知識に含まれる = 実在すると考えてよいことになる)という
意見について。 

•  ある個人または集団がある言語形式を「なんとなく一語だと感じている」ことを
どうやって調べるのでしょうか。それが示されないかぎり、説明の対象とすべき
データが得られないことになります。 

•  関連しますが、「なんとなく一語だと感じられる」という言語知識はどのように使
用されるのでしょうか。「使用されることのない言語知識」というのは正当な概
念なのでしょうか。 

•  一語だと感じる人と感じない人は、たとえ二人の言語使用に差がなくても、
別々のネットワーク(多義 vs 同音異義)を描くことになります。すると、二人の
言語使用がまったく同一であったとしても、さまざまな多義性ネットワークが描
かれうることになります。それらはみんな正解なのでしょうか。それともそれら
のあいだの優劣を決める基準があるのでしょうか。 

•  それによって「正解」とされた多義性ネットワーク理論(その数がいくつであれ)
が、悲観的帰納法を生き延びると言える根拠、すなわち、実在すると言える根
拠はあるでしょうか。→ 「2015年12月14日追加3」も参照。 
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ケンカの相手はむしろ・・・	
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•  型を崩す (こわす) 係 
山崎 香緒里 (Kaori Yamasaki) 

•  いっしょになってこわす係	

酒井 智宏 (Tomohiro Sakai)	

•  型を守る (こわれたところを直す) & 
守れない・直せないところは正直に言う係	

長谷川 明香 (Sayaka Hasegawa)	

•  認知言語学とはこういうものですよ」という***正しい***定めを示す係 
西村 義樹 (Yoshiki Nishimura) 

•  ***正しい***とされた定めの正しさを吟味する係	

山口 征孝 (Masataka Yamaguchi) 
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