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「サイエンス・ウォ－ズ」についての所感 
 
                                                                                    柳生 孝昭 
 
「現代思想」（98.8）の貴論文末尾の御言葉に甘えて、所感を申し上げたく存じます。 ですが、掲載から 1 年 
近くも経て、というのは如何にも間の抜けた話なので、始めにそのことの弁解を、自己紹介を兼ねて、述べさせ 
て頂きます。 
 
小生は情報技術者で、特に計算機による設計支援系（CAD）の開発と、その方法論としての設計論の研究に、 
携わって参りました。 CAD の中心的な課題の一つは、工業製品という物理的対象の計算機上の modeling に 
在り、設計論は設計という、人の知的・創造的過程の分析と定式化を目的と致します。 これらが夫々自然科学に 
よる（自然物という）対象の modeling、及び科学的営為の哲学的分析・理解と類比できるのではないかという 
思いから、科学哲学に関心を寄せております。 しかし、専門外の文献・情報への接触を保つのは難しく、偶  々
「現代思想」（98.11）の「サイエンス・ウォ－ズ特集」を目にし、貴論文の存在を知りました。 しかも関連論文 
に目を通すのに時間が掛り、かくも遅くなったという次第です。 
 
１． Sokal に担がれた‘Social Text’の狼狽振りを見ての感想は、いつも攻めてばかりいる人達は、守りに回る 
と弱いものだなという、微温的なものでした。 しかし小生が post modernism や cultural studies に通じて 
いたならば、川島慶子氏（「現代思想」98.11）のように、もっと露に「スカッとした」かも知れません。 と言う 
のは前々から、或る種の人文学系の文章の曖昧・不正確・修辞過剰、そして分かって見れば内容の貧しい、 
ないし荒唐無稽なことに、閉口していたからです。 8 月号の貴論にもその類の文が幾つか引かれていますが、 
それらを見て思い出したのは、曾て Reichenbach が「科学哲学の勃興」の冒頭で槍玉に上げた Hegel の文章 
です。 奇怪で意味不明な文章表現は、内容の貧困を隠すための虚仮威しに過ぎないのではないかと、理工学系の 
人の多くが疑うことでしょう。 そういう表現に全く抵抗を覚えない、従って何の説明も要らないという人とは、 
使う言葉が違うのだ、と諦める他有りません。 しかし人文学系の人も本音は我々と同じではないのか、との思い 
も有ります。 とすれば人文学としては、一見不自然な表現も必然的なものであることを明確に説明するか、さも 
なくばその種の文章を、学術的な場では通用させないような自浄作用を働かすべきではないか。 自浄能力の 
欠如が、今回のような醜態を曝け出す一つの原因であろうかと思いますが、「現代思想」３冊の中で、この点を 
主題的に取り上げた論文の一つも無かったのは、失望でした。 
 
２． 理工学系の言説の特質の一つは、神秘的な所が全く無い、言い換えれば、如何に深く高度な議論でも、初歩 
からその理解に至るまでの筋道が明確に、誰にでも開かれた形で示されていることに在る、と考えます。 例えば 
連続体問題に関する Cohen の理論の中核である forcing という概念は、小平邦彦氏をしてその直観的把握の 
難しさを嘆かせた程に技巧的な代物ですが、論理学や公理論的集合論の教科書にも現われ、初学者も順を追って 
行けば、必ず理解できる。 そこには微塵の飛躍も曖昧さも有りません。 連続体仮説の独立性の証明は数学的 
には勿論、哲学的にも、（非構成的な集合という）抽象的対象が「実在する」とはどういう意味かという深い問題 
を提起した点で、重要な貢献をしたと考えますが、その貢献が僅か 20－30 頁の簡潔、厳密、且つ明晰な形で 
為されたことは、特筆に値します。 勿論、個々の理工学的言説が全て、この特質を十分に備えている訳では 
ないが、それが理想であることの合意が形成されており、しかも理想に近い例が少なからず存在することが、 
肝心であると思います。 人文学に同じような簡潔・厳密・明晰を求めるのは、無理というものでしょうか。 
失礼ながら「現代思想」誌の貴論が、平明な文章によって論点を鋭く的確に指摘し、徒な晦渋さを全く感じさせ 
ないことには、感銘を覚えたのですが。 
 
３． 一部の人文学の言説の、文章表現はさて措き、内容の奇怪さをどう読んだら良いのでしょう。 貴論にも 
幾つかの極端な場合が（8月号 17頁 D項等に）引かれていますが、身近な所を見ても、その種の例には事欠き 
ません。 例えば売れ行き抜群の誉が高かった「知の技法」（東京大学出版会，1994）の一節は、「文科系の学問 
が理科系の学問に較べて、必ずしも劣っていない」理由として、「不確定性原理や不完全性定理以来、普遍的な 
形式化の究極に於いて、理論的な限界が指摘されており」、「科学の最先端の発見や発明が、普遍的な論理よりは 
寧ろ、パラドックスの論理に満ちている」、更に「環境問題やインフォ－ムド・コンセントに端的に見られる 
ように、理科系の学問ももはや、対象からの主体の超越という前提に安んじている訳には行かない」ことを挙げ、 
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転じて「我々は文科系の時代に突入しつつあるのかも知れない」と揚言致します。 読者の大多数は、環境問題や 
informed consent はともかく、不確定性原理や不完全性定理は正確に理解していないでしょうし、この書物や 
「知の論理」と題する続巻の何処にも、何の説明も出て来ません。 この一節に関する限り、著者は根拠について 
の正確な理解無しに、結論を受け入れることを求めていると、言わざるを得ない。 「自然科学出自の概念の奔放 
な濫用という問題については、科学論者の側に反省すべき点が多い」（11 月号 60 頁）という御指摘は、全く 
その通りだと思います。 
 
４． と同時に理工系の言説にも、他の専門領域の概念・用語を援用する際に、正確を期しているとは到底言い 
難いものが、見られます。 そもそも援用が果たして必然的なのか、それとも単なる修辞ないしは虚仮威しのため 
なのか。 思うに多くはその中間、つまり他領域に於いて確立されている成果によって、自らの未熟な着想を補強 
する、ないし基礎付ける可能性を感じつつも、概念の輸入が、必ずしも当の概念の正確に理解されていないまま 
に為される、という場合ではないでしょうか。 新たな発展の芽を摘むのも、不用意に化け物を産み出すのも、 
共に愚かなことですから、望むらくは、親密な場での入念な吟味と批判が行われることです。 輸出側の専門家 
の参加が有れば、理想的です。 しかし小生の貧しい経験の限りでは、これは大変に難しい。 当事者を除いて、 
輸出・輸入の双方とも先ず、相手側の事情には関心が薄いからです。 学際的な場面では、査読や peer review は 
本来的に成り立たないのでしょうか。 
 
５．この困難は、貴論の指摘する知識の流れの双方向性の問題、「本当に非科学者は科学者とは異なる独自の視点 
から、当該科学者の扱っているその領域について、それなりに意味のあるアプロ－チをすることができないのか」 
（7 月号 36 頁）という問題にも関わります。 小生が考えるには、如何なる特定の専門領域からも独立な、 
従って抽象度の高い、しかし正確な言葉を共通言語として語るという習慣の確立が、この問題の解決の核心です。  
その考えに基づき、先年の名古屋空港での中華航空機の事故を題材として、工業製品の異常な振舞いから、隠さ 
れた設計意図を推論する abductive な試みを致しましたが、専門家（この場合、誰が専門家なのか？）には全く 
相手にされないという憂き目を、味わわされております。 
 
６．知識の流れの一方向性の問題は即ち、専門家と非専門家の間の絶対的な知の落差と、にも拘らず後者の専門 
領域への関与の可能性如何、ということでしょう。 貴論はこの問題を主題的には論じておられませんが、その 
重要性を指摘されている（7 月号 42 頁）のには、共感を覚えました。 そこで思い起こしたのは B. Russell の 
「西洋哲学史」の中の言、「誰も若い頃にギリシャ語に多くの時間を割く余り、Plato その人が重要と考えた事柄 
（つまり算術と幾何学）を学ぶ時間が全く無くなってしまう程でなければ、Plato について論じてはならない 
のだ」です。 この警句が専門化の弊一般のみならず、目下の問題に直接に関わるのは、古典語と数学という正に 
人文学と理学の代表のような学の間の対比であること、及び「Plato について論じる」のと「Plato が重要と 
考えた学について学ぶ」のとの相異を示唆している点に在ります。 つまり Plato の原典を読まずして Plato の 
専門家というのが有り得ない一方で、数学の学習や研究のために Plato を紐解くのも考えられない、という訳 
です。 Plato はおろか Gauss や Galois も読まないし、物理学者や化学者が Newton や Lavoisier に遡る 
ことも無いでしょう。 業績が確立され、専門家の社会で共有の知として認められるや否や、個人の名は忘れられ 
始める。 T. Kuhn は‘paradigm’の概念を‘exemplar’と‘disciplinary matrix’に二分しましたが、それに 
倣って言えば、個人名を冠した前者の後者への吸収が、知見の定着の過程に他ならない、ということになります 
（科学史の専門家から見れば、お笑い草でしかないかも知れませんが）。 この《Paradigm 化＝無名化》という 
図式は、理学系の今一つの特質であり、知の客観性を主張する、重要な拠り所の一つになっているように思われ 
ます。 少なくとも現象的には、人文学との著しい相異であると言え、人文学的知を対象とする場合と同じような 
方法の適用、特に文化的・歴史的・社会的被拘束性を云々することに対して、一定の留保を求めているのでは 
ないでしょうか。 
 
７．理工学系の立場からは、一部の人文的著述の奇怪な文章表現、科学的知見の不正確な引用、理学系と 
人文学系の知の相異についての無頓着（ないし意図的な無視）というのは、根本的な欠陥と見なされます。 
しかも、かかる欠陥を抱えたまま、科学・技術に対して批判ないし非難を加えて来るとなると、黙っている訳に 
は行かない、こういう素朴な気分は GL や Sokal という人達にも有ったでしょうし、多くの科学者・技術者の 
共有する所でしょう。 騒ぎの背景には予算や人事と言った生臭い、しかも現今の米国に特有の事情も有ったよう 
ですが、それらは誘因に過ぎない、根元には知的な価値判断の落差が有ると思います。 
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８．Sokal 氏の行為については、小生は貴論を読みながら、これは「囮調査」だなと感じました。 品が良いと 
は言えません。 しかし囮調査には多かれ少なかれ、胡散臭さが付き纏うのが常としても、それ以上のことを問題 
にするとなると色々な場合が有り、意見も分かれるでしょう。 重大犯罪が今正に為されようとしている時に、 
共犯者を装って犯行を顕在化させるのと、元々無かった犯意を植え付けるのとでは、同日に論ずることはでき 
ません。 Sokal の場合はどうだったのか。 「現代思想」の論文の多くは、貴論（8月号 19－20頁）を含めて、 
彼の行為に「汚い」、「最悪の詐欺」等と批判・非難を加えます。 中でも村上陽一郎氏の「アカデミックな世界に 
於けるシンセリティ・プリンシプルをひどく汚す行為だ」という執拗な攻撃（11月号49頁）が、印象的でした。  
しかし科学者側は、繰り返されて来た犯罪の再発を摘発する警察行動に過ぎない、と言うことでしょう。 とすれ 
ば結局、どちらがより誠実なのか、より犯罪的なのか、という相対評価の問題に帰着します。 「Academicな」 
とか「誠実さ」に、客観的・中立的な基準が有るとも思えないし、常識の問題だと言うなら、それは科学の 
中立性・客観性以上に「常識的」な事柄なのか。 村上氏の言葉には、その熱り立った口調とは裏腹に、科学者側 
の「科学の神聖な領域を犯す無法は許さない」という硬直した反発を鸚鵡返しにしたような紋切り型の、空を 
切る虚しさを感じます。 総じて「現代思想」の対科学者批判には、これまでの攻撃が一向に効かなかった苛立ち 
に加え、Sokal の一発で叩きのめされた口惜しさと狼狽を圧し殺すための強がりが目立つ。 卑俗な喩で申し訳 
有りません。 Sokal の行為を反則と断ずる気持は、よく分かります。 しかし数多くの反則を、しかも先に犯し 
たのは、科学批判側ではなかったか。 その点について貴論は数箇所で、反省と批判の弁を述べられていますが 
（8月号 18頁、11月号 59－60頁）、それを除いて他の論者の触れることの殆ど無かったのは、憮然たる思いを 
禁じ得ません。 本来ならば、Sokal 事件のような醜聞を待たず科学批判側の内部に、反省と自己批判が有って 
然るべきではないか。 これも自浄作用の一環です。 
 
９．その貴論も、科学批判側の反則に対して、少々甘いのではないかというのが、率直な感想です。 事実 
ないし認識の次元での科学批判に於ける、修辞的ないし政治的な誇張や歪曲について、言わば弱者の側に立って 
情状酌量を求める、という場合を指します（7月号 22、28、29頁等）。 貴論自身が、（所謂客観的なものを含め） 
全ての認識の文化的・社会的・政治的被拘束性を主張する立場を取っているならば、話は別ですが。 何れにせよ、 
やや苦しい弁明の開陳と感じた次第です。 
 
１０．理学系には少なくとも認識の次元では、一定の自浄作用が働いていると考えます。 Popper 流の反証が 
額面通りに機能している訳ではなく、理論の破綻を理論を以って繕うのが屡々であるとは言え、論証の厳密性と 
実験・観察の再現性については、十分に厳格な規範が確立されている。  規範を満たさない主張は如何に鋭く 
とも、暫定的としか見なされないし、規範に照らして最早繕い得ないと判断されれば、一度び確立された理論と 
言えども、見捨てられる。 そういう慣行も定着していると、認めてよいのではないでしょうか。 しかも規範の 
確立と実践が「他領域からの侵犯」によってではなく、自律的に行われていることが、重要だと思います。 
（工学の領域では、状況は違います。 現場的技術と連続するという学の性格も有って、時に、理論的な装飾を 
施された、しかし真の基礎付けを欠く所謂‘how-to’的処方が、批判の俎上に乗ることもなく罷り通る、という 
ことを見掛けます。‘Hard core’の部分では、そのようなことは無いと思いますが。） 
 
１１．しかし価値・倫理の次元に於いても、同等の自浄能力が確保されていると、到底言えないことは、明か 
です。 しかも自らの立場を憚ることなく表明する、確信犯的な存在に加えて、更に多くの科学者・技術者が 
意識的・無意識的に、反動的な企てを結果的に支える言行を為していることは、恐らく否定できません。 貴論が 
指弾する GL の環境問題に対する態度（7 月号 29-31 頁）は、正にその種の例です。 「予防の原則に基いて 
迅速な手を打つ」ことと、真の原因についての残る疑問を認識的な規範に則って解明することの間には、何の 
矛盾も無いので、GL がここで政治的・社会的な偏りを示しているのは、確かです。 
 
１２．認識の次元に戻りますと、貴論や他の「現代思想」の論文が、石黒ひで氏のもの（11月号）を除き、騒動 
の源に在った古典的科学観批判について殆ど触れていないのは、些か物足りなく感じました。 と言うのは、始め 
に申した通り、小生の主たる関心が方法論的な面に向けられており、他方、米国特有の政治的・社会的背景には 
殆ど興味が無いからです。 それに、科学に対する批判としては、認識の次元が最も根源的であろうと考えるから 
でもあります。 尤も論争の当事者自身が寧ろ、価値・倫理の次元を重視していたとすれば、致し方有りません。 
（GL が Kuhn を嚆矢とする新科学哲学による相対主義的認識論を、古典的科学観に取って最も有害なものの 
一つと見なした、という紹介（7 月号 19 頁）や、‘Science Wars’が科学者側の、相対主義的・反実在論的・ 
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反実証主義的傾向の強い科学論に対する、実在論・実証主義の規範、また科学的知識の普遍性・客観性の再確認 
を目的とする、という説明（8 月号 21 頁、11 月号 66 頁）を読むと、認識の次元も重視されているかに 
思われるのですが。） それでも断片的ながら、幾つか疑問に思う点が有りますので、以下に記したいと存じます。 
 
第１は科学の対象の「実在」という言葉の用法です。 貴論には様々な場合が見られます： 
「素朴実在論」（7 月号 19、36 頁）、「古典的実在論」（7 月号 22、33 頁、8 月号 21 頁、11 月号 65 頁）、 
「物理的実在」（8月号 11頁、11月号 64頁）、「客観的実在」（8月号 12頁、11月号 66頁）、あるいは単なる 
「実在論」（7 月号 22 頁、8 月号 24 頁）等。 しかし小生が気付いた限りでは、「科学的実在論」という言葉は 
何処にも現れない。 「素朴実在論」と区別されるこの語は、今や死語となったのでしょうか。 理論負荷性が 
顕になるのは、正にこの意味での「実在」を巡ってのことであり、従って古典的科学観とその批判を考察する 
上で、鍵概念の一つの筈であるだけに、その不在は不思議でなりません。 
 
第２に小生は、多くの科学者は「科学的」の意味での実在論者だと考えていたので、Wolpert が「素朴実在論者」 
であると自ら公言しているとのこと（7 月号 36 頁）には、驚きました。 彼は両者の違いをどう認識している 
のか、まさか違いを知らない程「素朴」とも思えませんが。 科学的実在論を支える基盤は、上に触れた論証の 
厳密性と観察の再現性、及び理論から導かれる観察文を介しての、理論項の解釈可能性、言い換えれば、論理・ 
数学という枠組（の無矛盾性、及び記述能力）と人の共通感覚（併せて、共通主観性）に対する信頼であり 
ましょう。 客観性とは即ち、この信頼される共通主観性に他ならない。 古典的科学観（‘Received View’）に 
対する様々な批判、例えば観察事実の理論負荷性が、その数々の欠陥を露にしたことは承知している心算ですが、 
それらの批判が果たして上の意味での客観性を覆すまでに至ったのかは、甚だ疑わしいと思います。 
 
第３、その「観察事実の理論負荷性」なるものは、「観察」という言葉の多義的な使用に起因する、疑似問題と 
しか思えません。 例えば N. Hanson が、太陽を観察している Brahe と Kepler は異なる対象を見ていると 
示唆する時、「見る」という言葉の意味を、視覚を働かすだけでなく、対象の概念的な全体像をも思い浮かべると 
いう所まで、拡大している。 また二人が、後者の意味では見方が違うにも拘らず、太陽や惑星の見掛けの位置の 
観測 data を共有するという事実を、殊更に無視している。 見掛けの位置の観測に於ける「見る」は視覚の 
働きを指す（少なくとも、天動か地動かという理論とは独立である）と考えられるから、「見る」は両義的に 
用いられていると、判断せざるを得ません。 １枚の X 線写真の中の或る個所が病巣であると診断する医師と、 
素人である患者の場合も同断です。 医師の診断が理論負荷されているのは当然ですが、その意味での「見る」と、 
患者と観察事実を共有する際の「見る」は意味が異なること、しかし前者が後者に基いていることは、明かです。 
（観察事実が違っているならば、そもそも医師が問題の個所を指して、患者に説明するという行為が、不可能に 
なってしまう。） 
 
「観察」に敢えて理論を負わせることによって、異なる見方が共有する同一性を無化するのは、自明の誤り、 
ないし論点先取です。‘seeing that’の自然な定式化は、対象の領域Ｏと理論の領域 T を引数とする解釈関数 
int の値 int(o, t) に関する表明とすることでありましょう。 見方（t1 または t2）により antelope と見るか 
pelican と見るかという例は、 
     (→ t1∨t2)∧(t1∧t2 →)∧(t＝t1 → int(o, t)＝antelope) 
                         ∧(t＝t2 → int(o, t)＝pelican) 
という訳です。 Pelican を見たことが無い人に取っては t＝t2 は偽、従って最後の式は自明的に真として消去 
できるし、二つの見方の間を往来すれば二つの絵が排他的に見え隠れするという事実は、ここに余す所無く吸収 
されている。 対象 o が共通項として現れ、見方により antelope とも pelican とも見える「一つの」図柄を 
指示していることが、重要です。 解釈の対象は既に理論負荷されたものであるという主張は、o を改めて 
感覚器官の表面に対する物理的刺激とし、解釈を二段階、例えば think と sense に分け、int(o, t) を 
think(sense(o, t), t) で置き換えることに等しい。 しかし、これは次のように、大いに疑問です： 
イ．物理的刺激を受けてから antelope または pelican と見る前に、理論中立的に、つまり何であるかの判断 
    には至っていないが、何か（「図柄」と呼んだもの）を見る、しかも意識的に見る状態が生じているという 
    事実を、捉え損じている。 
ロ．それを蘇らせようとすれば sense を更に分け、sense(o, t) を例えば view(xform(o), t) と再定義する他 
    無いが、xform(o) を「図柄」と思えば、始めの式に戻ってしまう。 int と view の何れが‘seeing that’ 
    の働きであるかは、言葉の定義の問題に過ぎない。 
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ハ．「図柄」にせよ物理的刺激にせよ、異なる理論に共有される対象は、何処までも残る。 対象を見るのは 
    物理的刺激を見ることではない、と言い張っても、物理的刺激が、またそれのみが‘seeing that’を触発 
    する、しかも理論中立的なものであることに、変わりは無い。 
 
第４に科学の知見が言語的ないし社会的構成物に過ぎないという見解は、どうしても釈然としません。 「２１階 
から飛び降りて見ろ」は悪巫山戯に過ぎないとしても、果たして社会構成論者側は、本格的な具体例を示し得て 
いるのか？ Sokal が問題を矮小化していると決め付ける前に、真面目な検討に値する問題を提起して然るべき 
ではないか？ しかしそれは大変に難しい、観察事実の理論負荷性の厳密な定式化と本格的な例示にも増して、 
難しいことでしょう。 小生には当の見解は所詮、修辞的な虚構であるように感じられます。 
 
第５は科学の営為の動的側面、即ち発見や理論形成の過程の分析についての疑問です。 かかる分析が必須である 
こと、古典的な科学観にはそれが欠けていること（7月号 22頁）は、全く同感です。 それに対して Hanson の 
「発見の Pattern」や Kuhn の科学史観は、刺激的で示唆に富む科学観を示したと思います。 しかし問題は 
動的・歴史的な方法が、古典的方法の否定ないし補完として位置付けられていることに在る。 十全な動的・ 
歴史的な科学像は、snapshot としての静的な構造をも明かにするでありましょうが、この点で古典的像（の様  々
な改良版）を越えているのか、という疑問が付き纏うのです。 例えば‘Paradigm’の第二の定義‘disciplinary 
matrix’は正に、それが実践されている時点での当該領域の構造全体を指す言葉と解されますが、余りに曖昧で 
あり、それなりの厳密な定式化を得ている古典的概念との比較検討すら、可能とは思えません。 
 
第６、しかし歴史的方法の重要性に変わりは無く、科学理論の形成過程に於いてこそ、社会構成的な方法も有効 
であろうと、考えます。 Ether 説、Lysenko 論争等々、その解明には社会的・政治的・文化的文脈の考慮を 
必須とするような例は、無数に有りましょう。 しかし同時に、特定の文脈の産み出した化け物のような学説が 
やがて破綻し、消え去る一方で、成功し、定着した理論が脱文脈化を果たす、という事実を重視すべきです。 
石黒ひで氏（11月号 246頁）の引かれるア－サ－・ファインの言葉、「我々は学説については社会的構成主義者 
だが、自分はそれを実在論と相反しないと思う」は、印象的でした。 
 
第７に貴論が、科学者側の反論に対して「新味が無い」、「古来からの実在論や実証主義と異ならない」、更には 
「従来の発想をそのまま延長している」、「数十年に及ぶ科学論者達の仕事を消化しえていない」（8月号 18、23 
－25 頁）と批判され、11 月号でも「「客観的実在はやはり存在する」というような定式に代表させるような形 
でしか、科学論の多様な潮流を批判しようとしない」、「古典的実在論や実証主義を反復する以外に実質的な 
哲学的内容を持たない」（64、65頁）と繰り返されているのは、率直に申し上げてそれ自体、些か的外れで内容 
に乏しい、と感じました。 貴論も指摘されているように、科学者側の基本的な関心は認識論的な次元、即ち 
科学的対象の実在性や科学の知見の確実性・客観性の問題に在るのだから、彼等の反論がこの種の問題に集中 
するのは、当然でしょう。 もし御批判が、科学論に対する反論は、他の様々な側面を含む全方位的なもので 
なければならない、という趣旨ならば、非専門家の反論を予め排除することになります。 そうではなく、認識論 
的な次元に限っても誤った反論だ、と言われるのであれば、端的に誤りを指摘されるべきではありませんか。 
「古い」とか「新味が無い」と言うだけでは、内容有る批判とは言い難い。 社会的構成論はおろか、観察事実の 
理論負荷性さえ、多くの科学者・技術者の疑問とする所であり、（素朴実在論とは言わず）共通主観性としての 
実在性・客観性を覆すに至っていない、と見なされていると思います。 とすれば科学論としては、先ずこの基本 
の問題に立ち戻り、科学者・技術者の素朴な疑問に答えるべきではないでしょうか。 
 
11月号の村上・野家両氏の対談の中に「Paradigm や理論負荷性などがごく普通のタ－ムとして、科学論の議論 
の中で使われるようになった」（41頁）、また「もう少しソフィスティケ－トした議論を科学者の側に望みたい」 
（48頁）と言った発言が見られますが、彼我の認識の落差の大きさに落胆し、また憮然たる思いを禁じ得ません 
でした。 言葉が人口に膾炙することと、学術用語として厳密に定義されていることは、全く別でしょう。 
‘Paradigm’や「理論負荷性」は何時‘ＤＮＡ’や「述語論理の完全性」と比較できる、正確な定義を獲得 
したのか、それは科学論・科学哲学の教科書の何処に書いてあるのか？ それともこういう苦情は、「問題を 
矮小化している」と一蹴されるのでしょうか。 しかし小生は、科学論者が科学者・技術者との実り有る対話を 
望むならば、百万言を費やすよりも Sokal 氏の「２１階から飛び降りて見ろ」の一事に対して、それが如何に 
実在論・客観論批判から逸れたものであるか、理論負荷性や社会構成論の真の意味が何であるかを、自明でない 
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例を伴って明確・丁寧に説明する方が、遥かに有益であると、確信しております。 そういう姿勢がまた、 
「科学論の転機」（11月号 59頁）を齎すのではないかと、期待もしたいと存じます。 
 
予想を遥かに越える、長い所感となりました。 勝手な持論の開陳の嫌いも多かったことを惧れますが、どうか 
御寛恕下さるよう。 
                                                                                     （99.7.12） 
 


