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要旨 
 

本研究は、認知言語学における多義語の定義に関する問題、いわゆる「多義語のパラドックス」についてそ

の解決策の提案と、語彙学習への示唆を与えたものになる。多義語の研究は認知言語学の初期の頃から盛ん

に研究されている分野であるが、そこで提唱されている多義語の定義が前提となっている側面があり、研究

の対象とされることは少なかった。本研究では質問紙調査を行い、多義性を意識しているかということに加

えて、特定の文をいくらか提示して、その中の文の多義語が内容的に正しいのかを調査した。結果として日

本人は多義という概念をあまり意識して使用していないということ、そしてそれでも多義語の運用能力があ

るのは多義語をその多義語の使用されている状況によって使いこなしているからであるということ、さらに

教育実践の示唆として様々な状況に合わせた具体例を挙げながら、多義語を解説することを示唆した。 
 
キーワード:多義語、多義語のパラドックス、語彙学習 
 
1.多義語とは何か 
多義語という言葉を聞いて、何を想像するであろ

うか。日本人英語学習者（とりわけ大学生や高校生

に）このような質問をすると総じて「意味を覚える

のに苦労した言葉」いう、少なくとも「覚えるのに

苦労した」という回答が返ってくる。では、そのよ

うな多義語とはいったい何なのであろうか。 
例えば「What do you have in your hand?」という文

のhaveは「持つ」という意味になる。また、I have 
lunch everyday.のhaveは「食べる」という意味になっ

ている。このような言葉を一般的には「多義語」と

呼称するようである。しかし、認知言語学の立場で

はそのような言葉は多義語と呼称するための必要

条件であり、十分条件ではない。それでは、多義語

というのは何を持って多義語と呼ぶのか。 
一般的に多義語の定義は「１つの言語形式に２つ

以上の関連した意味がある言葉」であると定義され

る（Goddard,1991など）。見方を変えると、どのよう

な言葉にしてもこの「２つ以上の意味がある」「そ

れらの言葉の意味が互いに関連している」という２

点を満たさないと、多義語と呼称することはできな

いのである。一見して何も問題のないように見える

この多義語の定義は実は幾らかの問題を含んでい

る。以下、多義語の定義のどこが問題なのかについ

て論じていくこととする。 
 
 
2. 多義語のパラドックスとは何か 
 上に、多義語の定義は「１つの言語形式に２つ以

上の関連した意味があること」と明記した。しかし

この定義は幾らかの問題を含んでいるのも事実で

ある。多義語の定義における問題というのは

Taylor(2003c)によると、以下の３点であるという。 
 １つ目に「単一の言語形式」というのは何をもっ

て単一の言語形式なのであろうか。単一の言語形式

というのは実のところ、研究者ごとに定義が異なっ

ているのである。その問題に関して考えないことは

多義語の定義に関することを蔑ろにしていると言

っても良いのではないか。次に「意味が２つ以上あ

る」というのはどのようにして決定するのであろう

か。辞書ごとにも言葉の意味のカテゴライズの方法

は異なる。上のhaveの例では辞書ごとによって

havk1.2…と多義語として分類している言葉があれ

ばbank1, bank2と「形の同じ全く別の言葉」として即

ち同音異義語として辞書にエントリーしているケ

ースもある。他にも様々な例があるが、どのように

意味のカテゴライズを行えば良いのかという問題

でそこに関しては統一された視点が存在しないの

である。統一された視点が存在しない以上、多義性

の定義に関しては曖昧であると言わざるを得ない

であろう。最後に「関連した意味がある」というの

はどのようにして「関連している」と決定するので

あろうか。以上、３点について、多義語の定義には

問題があるのである。この多義語の定義に関する一

連の問題は「多義語のパラドックス」と呼ぶことと

したい。 
 
3. 先行研究―多義語の研究の大まかな流れー 
 ここからは多義語のパラドックスについての先

行研究を紹介していくこととしたい。これまでの多



義語の研究というのは、それこそ様々なカテゴライ

ズが可能であるが、Falkum(2011)によると、以下の

３つの研究の流れとしてカテゴライズができると

いう。 
 
① 多義語の意味の拡張 
深谷・田中（1996）によると、多義語というのは意

味が生成され、状況にあわせて「意味づけ」が行わ

れていくものであるとしている。初期の認知言語学

の研究はLakoff(1987)の前置詞「over」の研究を起点

として、どれだけ多くの意味が生まれているのかと

いうことを観察するものであった。 
 
② 多義語の意味の制限 
しかし、多義語に大量の意味が発生するとなるとそ

れを学ぶこととなる学習者は、その大量の意味を覚

えなければいけないのか、という問題に直面するこ

ととなり、より学習者目線の研究がみられるように

なった。例えば、Tyler&Evans(2001)では、overの意

味に関して直後に来る動詞によって別々にカテゴ

ライズされていた意味を再度、カテゴライズし直し

ている。これは、前置詞に限らず、名詞や動詞など

様々な言葉で単語単位にて行われている。 
 
③ 新しい理論の台頭 
意味の制限、意味の拡張が行われた後は、意味生成

や意味拡張のための原理が様々なところで見直さ

れるようになった。例えば、それは、Evans(2015)の
LCCM理論や、Falkum（2011）の多義語の語用論的

な側面であったりする。②多義語の意味の制限まで

の研究において、その品詞で使用頻度の高いいわゆ

る「基本語彙」、言い方を変えると、その言葉の「代

表的な語彙」については盛んに研究されて飽和して

しまったのである。そのため、新しく多義語を包括

する理論として、前述したLCCM理論や多義語の定

義に関する問題が台頭した。 
 
4. 多義語のパラドックスに関する先行研究 
以上のことから、多義語のパラドックスに関する研

究は、比較的新しい研究に属されることになる。従

って、先行研究の数が少ない。以下、多義語のパラ

ドックスについて、具体的にどのような研究が行わ

れてきたのかということを俯瞰することとしたい。 
 
4.1 Falkum(2011)について 
Falkum(2011)の論文は、多義語のパラドックスを正

面から扱った、数少ない論文である。おおまかな内

容としては、語彙意味論と語用論の立場から、文の

用例採集を中心に行い「多義語というのは語用論的

推論から徐々に脳内で意味が会話の経験則として

蓄積されるものである」としている。この研究は確

かに語用論的発達としての多義語の発達というこ

とをテーマに取り上げている。しかし、この研究は

多義語を覚えなければいけない、すなわち外国語と

しての英語、または第２言語としての英語を学ぶ上

でどのように応用されるのかという点で、どちらか

というと、英語の母語話者向けの研究であると考え

られる。教育への示唆として、やはりなんらかの方

法で多義語に対しての意味づけを明示的に教えな

ければいけないのではないかと考える。 
 
4.2. Taylor(2003c)について 
このTaylorの論文と、前年に出版されている

Taylor(2002)の文献が多義語のパラドックスについ

て認知言語学の領域ではじめて取り上げられたも

のである。このTaylor(2003c)については、多義語の

論文についてそれまでの文献を俯瞰するという形

で行っているが、結論として「多義語の定義が変わ

ればこれまでの多義語の研究の大きなパラダイム

が異なるものになるであろう」としており、多義語

の定義に関する問題はこの論文で解決されている

とは言い難いものがある。 
 
5. 目的・リサーチクエスチョン 
そこで、本研究では、目的とリサーチクエスチョン

について以下のような問題設定をしたいと考えて

いる。最初に多義語のパラドックスの解消をするこ

とを目的として、その解消を教育へと応用できるも

のとしたい。すなわち、多義語のパラドックスの解

決の示唆として、それが多義語の教育への示唆とな

るようなものとしたいということである。そのため

本研究の目的は、多義語のパラドックスの解消をす

ること、そして、それらが語彙学習といった教育場

面にも応用できるようにすることである。従って本

研究課題から導き出されたリサーチクエスチョン

は以下の２つである。 
 
① 多義語のパラドックスはどのようにして解消

できるのか。 
② また、パラドックスを解消した場合、教育場面

にはどのように影響できるのか。 
 
以下、実験に入り、そのうで、結果と考察に入って

いくこととしたい。 
 
6. 実験 
質問紙による調査を行った。以下、参加者について

記載をしていく。 
 
6.1.参加者 
参加者は神奈川県内の私立大学に通う大学生であ

る。筆者の担当教員の担当している授業にてGoogle 
Formにて作成した質問のURLを配布してもらうと

いう形で合計26名のその授業の履修者に回答して

いただくこととなった。具体的には、授業中にその

指導教員から（オンライン授業であったために）オ

ンライ授業について、質問紙に回答した人からオン

ラインの画面を退出するように指示した。 



6.2. 実験方法 
実験として特定の文を提示して、その中の太字同士

の言葉に意味的な結びつきがあるか否かを尋ねる

こととした。具体的には以下のような質問に答えて

いただいた。なお選定語彙の基準として、質問の意

図を知られないようにするために「ディストラクタ」

として、スペルが異なって発音が同じ言葉を混ぜて

いる。なお、田地野（2005）によると、一般的な水

準の大学生の語彙はワード・ファミリー換算で

2000-3000語水準であるとされている。今回は、筆者

の所属する大学の人に受けてもらうこととしたの

で、ワード・ファミリー換算では、やや、それより

も語彙が多いと思われる。 
 
 

 
（表１：質問神の見本） 

 
例えば、上の表では、Defaultsという言葉について上

の文のdefaultが「債務不履行」という意味になって

いるのに対して、下の文では「初期設定」という意

味になっている。この「債務不履行」という意味に

加え「初期設定」という意味について、関連がある

か否かを尋ねるということである。なお、合計で７

つの文を尋ねることとした。 
 
7. 結果 
結果は以下のようになった。 
 

 
関連性がむず美つかないと回答した人が回答者全

体の40%近くを占めていた。 

 

この⾔葉は「場所」と「電話をする」という意味で
ある。これに関しては「やや、関連性を感じる」と
回答した⼈と「関連性を感じない」という⼈が同率
を⽰していた。 

 
この言葉は「〜の長」と「椅子」という２つの意味

がある。この質問に関しても、関連性を見出せる人

とそうではない人が半分に割れる形になった。 
 

 
この⾔葉は「緊張」と「品種」という意味で、意味
的には、とても離れているように⾒えるが、関連性
を⾒出した⼈が多かった。 

 
この⾔葉は「認める」と「提出した」という意味
である。この⽂に関しては過半数の⼈が関連性を
⾒出せないという結果に落ち着いた。 

 
この⾔葉は「移送する」と「乗り換える」という
意味で、どちらも「別の場所に移る」という意味
が「コア・ミーニング」として働いている。加え
て、接頭辞「trans」は「別の場所へ」という意味
であるが、関連性を⾒出した⼈・そうではない⼈
で半々に割れる形になった。 



 
この言葉は「ディストラクタ」として用いた言葉で

ある。①と②で発音が異なり、片方が「導く」でも

う片方が「鉛」という意味で、関連性は全くもって

存在しない。しかし、関連性があると回答した人が

半分近くに上ることとなった。 
 
8. 考察・結論 
本研究のリサーチ・クエスチョンは以下の２つであ

った。ここからはそれぞれのリサーチ・クエスチョ

ンsに回答していくこととする。 
 
① 多義語のパラドックスはどのようにして解消

できるのか 
 
本研究では、厳密には同音異義語と言われる言葉や

多義語という言葉を混ぜながら、２つの文に関連性

があるか否かを尋ねた。本当は関連性の考えられな

い言葉でも、関連性があるとすることや、関連性が

ないとする回答もあった。つまり、意味の結び付け

というのは、関連性理論（Wilson&Sperber,1986）に

代表されるように、この実験の場合であると、学習

者が意味づけ、意味の結び付けを自主的に行ってい

くということである。すなわち、多義語や同音異義

語という区別はあくまでも「辞書的な定義」であり

それと学習者の感じ方が異なるため「これは多義語

です」や「これは同音異義語です」という境界線は

個々の学習者によって異なるということである。そ

のため、辞書の定義は便宜的なもので、学習者の感

じ方によって異なるということである。 
 
② また、パラドックスを解消した場合。教育場面

にはどのように応用ができるのか 
 
本研究というのは多義語というのは、学習者が決め

るものであるということを示唆して、辞書的な定義

はあくまでも参考程度にしか留まらないというこ

とを示唆した。仮に辞書に書かれている多義語や同

音異義語のカテゴライズが絶対的なものではない

とするならば、意味の結びつきは個々の英語学習者

に任せられるということである。辞書的な定義で多

義語を使いこなしているのは、その多義語が使用さ

れている状況に合わせて、その言葉を使いこなして

いるからであり、教育実践としては、全ての状況を

あげることは数の観点からして不可能なので、特定

場面での状況をあげて、その例に合わせた多義語の

使い方を解説することが最善策であろう。 

9. 本研究の展望 
本研究の展望としては、その単語を知らない人がそ

の単語に回答した場合のことを考えて、事前に単語

の意味を知っているか、ということを尋ねた方が良

かったであろう。また、今回はさまざまな語彙を提

示したが、仮にこの研究の普遍性を図るならば、よ

り、英語学習者の能力別にレベル編成して、そのレ

ベルにあった語彙を取り扱う必要があると考える。 
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