ISSN:2187-0926
Open Journal of Marketing,2010-5.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
意図せざる結果を創り出す意図についての考察  
  
  
水越康介  
首都大学東京大学院  
社会科学研究科  
About an intention
that makes an unintended outcome
Kosuke MIZUKOSHI
Tokyo Metropolitan University
Business School

0

ISSN:2187-0926
Open Journal of Marketing,2010-5.

第 1 節 	
  解 題

一つの意図だけでは成立できない。少なく

	
  本稿では、意図せざる結果 unintended

とも、もう一つ意図が必要であるように思

outcomes, unintended consequences の意

われるし、さらにもう一歩議論を進めるの

味について考察する。いうまでもなく、意

ならば、もう一つの意図には、さらにもう

図せざる結果は、当初の意図とは異なった

一つの意図が重ね合わされているようにも

結果が生じることを意味し、今日の企業活

見える。そうでなければ、意図せざる結果

動にあって、あるいはより広い社会活動に

は、この世界に納得の出来る形では存在で

あっても、意図せざる結果への何らかの対

きないように思われるのである。

応が重要な意味を持つようになっている。

	
  本稿は以下の構成をとる。まず最初に、

理由は何であれ、事前に計画し全ての結果

意図せざる結果について再確認しよう。意

を想定しておくことが困難であるとするの

図と結果の組み合わせから、4 つのパター

ならば、当初の予定とは異なった事態への

ンをさしあたり考えることができる。この

対応が求められることになるであろうこと

うち、特に意図がない状態から結果が生じ

はいうまでもない。

た場合を問う必要があり、この際には結果

	
  本稿で取り上げることになるのは、しか

から遡及的に意図を見出すという後づけに

し、こうした実際的で事後的な対応の必要

も似たプロセスが生じることになる。この

性や、あるいは、意図せざる結果が生じる

プロセスを確認した上で、我々は、それが

ことを見越した上での有効な計画立案の方

しかし実際には後づけという形では捉えら

法などではない。我々が興味を持つのは、

れず、時間軸に沿ったプロセスとして位置

そもそも意図せざる結果とは何であるのか

づけられる理由を考察することで、意図せ

という理論的、論理的な問題である。もち

ざる結果への理解を深めていくことにした

ろん、この問いは、実際的な問題にも関係

い。

することになる。実際的な問題として考え
第 2 節 	
  意 図 せ ざ る 結 果 の 分 類 1

たとしても、意図せざる結果それ自体がパ
ラドキシカルな性格を有していることはい

意図せざる結果とは、字義通りにとれば、

うまでもないからである。例えば、意図せ

「意図」と「結果」の結びつきから構成さ

ざる結果を意図的に取り込んだ計画を立案

れる(図 1)。何らかの意図が存在する状態で

することを考えてみればよい。そこには、

あれば、それに対して意図通りの結果と、

意図の外部を意図に取り込むという一種の

意図通りではない結果(おそらく第一に「意

矛盾が生じているように見える。我々は、

図せざる結果」とよばれるもの)を想定する

こうした問題をもう少し論理的に考えてみ

ことができる。同様に、意図がない状態に

たい。

ついても、ひとまず「意図せざる結果」を

	
  意図せざる結果は、例えば、ある意図と

考えることができる。だが、論理的に考え

ある結果という 2 つの要素の結びつきから

るのならば、この場合に「意図せざる結果

出来上がっている。だが、少し問うていけ

(意図のない結果)」を考えることは無意味で

ばはっきりするように、意図せざる結果は、
1

1

水越(2009)。
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ある。なぜならば、意図がない状態では、

れが当初の意図と何らかの関係があったの

そもそも何の結果も存在しえないからであ

だと、遡及的に因果関係が想定され直され

る。これは、意図なる概念が、結果を引き

る必要がある。当然、この状態は意図せざ

起こす原因であること、因果論を前提とし

る結果としては不安定である。

て構築されていることを意味している2。

意図と結果の関係から考える限り、
「意図

	
  だが、すでに Merton(1949)において、意

せざる結果」には、2 つのタイプがあるこ

図がない状態での結果が想定されている点

とになる3。第一義的には、「意図」を出発

は興味深い。そして、むしろそうした結果

点として、しかし意図通りの結果が得られ

を発見することこそが、社会科学の使命で

なかった場合を指し示す(意図しない結果

あるとされる。おそらく、意図せざる結果

(失敗))。もし、
「意図せざる結果」がこのタ

にかかわる問題の核心はここにある。

イプで十分に説明できるのであれば、もう

まず、意図がなく、結果も存在しないと

一つのタイプを考察する必要はない。しか

いう状態は、特に意味を持たない多様で自

し、我々には、あるいは Merton をしても、

然な状態であるといえる。無相関の事象が

ここでいう「意図しない結果(失敗)」は、単

集まっている状態ということになるのかも

純に意図（および行為）の失敗を意味する

しれない。これに対して、少し複雑な状態

だけのようにも思われる。例えば、売上を

を構成するのは、意図がないにもかかわら

2 倍にしようと意図したものの 1.5 倍にし

ず、何らかの結果が引き起こされたという

かならなかったという場合、1.5 倍という結

場合である。この事態が生じるためには、

果はまさに意図しない結果であり失敗であ

まずもってなんらかの結果(本来的には単

るが、それ以上には意味を持っていない。

なる事象であろう)が存在し、その上で、そ

もちろん、ただちに次のような反論があ

	
 

るだろう。1.5 倍という「意図せざる結果」

意図	
 
有り	
 

結果	
  有

が得られたのだ、次の課題は、この 1.5 倍

無し	
 

意図した結果	
 

意図しない結果

り	
 

(成功)	
 

(遡及的)	
 

無

意図しない結果

-	
 

し	
 

(失敗)	
 

を反省の起点として、新たな意図を形成す
ることである。しかし、この認識には問題
がある。この場合には、すでにもう一つの
「意図しない結果」が考慮されている。1.5
倍がいかなる意図の結果であったのかを理

図 1.意図と結果の対応関係

2

解するためには、1.5 倍という結果が生じた
3

こうした認識は、分析哲学においてみることが
できる(Dreyfus1991、邦訳 pp.61-63、
pp.104-106 )。特に、その中で Searle(1983)に
よれば、因果関係を前提としながらも、意図は
行為中においても生じるとされる。だが、
Dreyfus が Heidegger や Wittgenstein(1953)に
依拠しながら指摘するように、その説明は妥当
ではない。むしろ、我々は進行中の活動につい
て後から遡及的に合理化できる、すなわち意図
を構築していると考えるべきであろう。

2

意図せざる結果の類型化については、そのほか
にもいくつかの場合を考えられる。それは、意
図せざる結果の発生メカニズムをどのように捉
えるのかということに依存している。例えば、
根来(2008)や根来・足代(2006)では 5 つの類型
化)が行われている。本稿では、後述のとおりだ
が、意図せざる結果の発生メカニズムを観察と
いう視点から捉えている。おそらく、この視点
の場合のみ、
「意図」せざる結果が問題になるよ
うに思われるからである。
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後でなければおよそ問いようがない。また、

その意図は、元々は 2 倍を狙ったものであ

当然、2 倍を目指した意図が生まれたその

ったけれど、今や、その当初の意図とは異

時点においては、それは 1.5 倍にかかわる

なって、売上は 1.5 倍という意図せざる結

意図ではない。もし、当初の意図が生まれ

果を導いたというわけである。

た段階で、2 倍の可能性と、1.5 倍の可能性

	
  1.5 倍の売上を意図せざる結果とする意

の 2 つがすでに考慮されていたというのな

図は、遡及的に捉えられている。従って、

らば、今度はこれらのいずれもが意図した

見方によっては、それは後づけ hindsight

結果として理解されなくてはならない。こ

である。なぜ売上が思ったように上がらな

れは、意図が「意図せざる結果」をすべて

かったのだと上司に責められて、それは販

取り込むという無限後退によって不可能で

売促進費が少なかったからですと答えたの

ある。

ならば、言い訳するなといわれる可能性も
あれば、であればなぜ最初から販売促進費
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  意 図 せ ざ る 結 果 を 創 り 出 す 意 図

を大きくしなかったのだと言われかねない。

	
  やはり、意図せざる結果を考えるのなら

(もちろんその一方で、もっと他の合理的な

ば、意図を伴わずに結果が最初に生じてお

理由を考えれば、後づけであると責められ

り、その上で、その結果を創り出した意図

ることもないかもしれない。)

を遡及的に捉えるという不安定な状態とし

	
  いずれにせよ、意図せざる結果は、この

て意図せざる結果を検討する必要がある。

場合には後づけの形で捉えられることにな

だが、それはいかにも奇妙な話でもある。

る。だがここで我々が注目すべきは、後づ

結果が最初に生じていて、その結果を生じ

けになるということよりも、後づけられる

させたであろう原因としての意図を後から

という論理そのもの、もっといえば、当初

見出すというからである。それは、単純に

は意図せざる結果ではないようにみえるも

は後づけ的であるとしかいいようがないと

のを、意図せざる結果として捉える新たな

ともに、もしこうした論理を認めるのなら

意図(あるいは志向性)の存在である。およそ

ば、いよいよ意図せざる結果の意味を問い

ここでの意図せざる結果が後づけ的である

直さねばならない。

と否定的に捉えられるのは、こうして別の

	
  まずは現実的に理解可能な例として、先

意図が意図せざる結果の成立プロセスに入

ほどの例を考えることができるだろう。2

り込んでいるからだともいえる。

倍の売上を目指して活動したものの、残念

	
  端的にいえば、意図せざる結果を結果か

ながら 1.5 倍の売上にしかならかった。1.5

ら遡及的に捉えようとするのならば、その

倍の売上という結果を聞いて、なぜそうだ

ように捉えようとする別の意図が外部から

ったのだろうかと考える。そして、販売促

入り込まざるをえない。例えば、先の売上

進費を少し小さくしてしまったことが原因

の事例にしても、結果が確定した後で、誰

だったのだろうと判断する。1.5 倍の売上と

かが、なぜその結果が得られたのかを問う

いう結果に対して、販売促進費を低めに設

ことによって、1.5 倍の売上が意図せざる結

定する(した)という意図が結び付けられる。

果として生じている。これは、自分で自分
3
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を振り返ることによっても可能であるし
(いわゆる反省とはこれであろう 4)、他者が

第 4 節 	
  3 つ 目 の 意 図

何かに言及することによっても可能である

	
  意図 2 の存在は、しかしやはり後づけの

(研究者の視点はこれかもしれない)。

意図である。にもかかわらず、意図 2 の存

	
  こうして、意図せざる結果を問うていけ

在は意図と結果の結びつきのパターンを横

ば、意図がなく結果だけ生じている状態と

断して意図せざる結果を確定させる。ここ

して、誰かがその結果に注目するという意

には、意図 2 を後づけの意図として捉える

図が生じ、そこから遡及的にその結果を引

ことが困難となるという大きく 2 つの理由

き起こしたと考えられる意図が探し出され、

が存在している。一つ目は、比較的単純に、

両者が結び付けられるというプロセスがみ

意図 2 の遡及活動は、結局のところ時間軸

えてくることになる。1.5 倍の売上結果に注

に従うように意図 1 から結果へと流れるプ

目する意図があればこそ、当初 2 倍の売上

ロセスを捉えるということである。その結

を目指した意図がその意図とは異なる結果

果、意図 2 はその説明の評価次第で潜在化

をもたらしたのであると理解可能になる。

する傾向を有している。

意図せざる結果には、意図せざる結果を

だが意図せざる結果の本質は、もう一歩

創り出す意図というもう一つの意図が介在

踏み込んだ 2 つ目の理由にあるように思わ

していることがわかる。このことは、意図

れる。いかに第 1 の理由があろうとも、意

せざる結果と呼ばれる一つの現象が、実際

図せざる結果を創り出す意図の説明に合理

には一個の独立した現象としては捉えられ

的な理由があるというだけでは、今度はそ

ないということを示している。

の合理的な理由を示す必要に先送りするだ

文字通りの意図せざる結果が成立するた

けだからである。

めには、その意図 1 と、結果から意図 1 を

価格を下げたのに思うように売上が上が

遡及的に捉える意図 2 が必要となる。この

らなかったとして、価格を下げたことによ

さい、意図 2 が遡及的に作り上げる意図せ

って商品の知覚価値も思っていた以上に早

ざる結果は、最初の状態においては、意図

く下がってしまい、売上が上がらなかった

無し結果ありの意図しない結果として存在

のだと考えれば、それは意図せざる結果で

している。ここから遡って意図を見出して

あろうが、同時にそれは後づけの理由でし

いくことによって、新たに見出されること

かない。あるいは、マクドナルドとロッテ

になる意図 1 と結果の逆説的な結びつき(意

リアの価格競争の結果、高価格帯を望むニ

図しないという形)は必然化される。いうま

ーズが新たに生まれてしまったのだとすれ

でもなく、意図せざる結果が成立する時点

ば、それもやはり意図せざる結果というこ

とは、意図 2 が遡及的に意図 1 を見出し、

とになるのであろうけれど、それもまた後

結果と結びつける時点である。

から分かったというにすぎない。
	
  この手の議論を繰り返す限り、意図せざ

4

沼上(2000)によって提示される反省的実践家が
該当するだろう。反省的実践家は、現在に立っ
て、過去から現在に至る経緯を見つめ直し、未
来に向けて新しい施策を打ち出す。

る結果は、後づけとして見出され、絶えず
回収されるしかない存在だということにな
4
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る。説得的な説明が与えられるのならば、

マクドナルドとロッテリアの競争につい

それでもいいであろうが、現実として、そ

ても、同様の論理を考えることができる。

こには論理的な示唆は一切存在していない

両社の価格競争によって、市場そのものが

も同然である。合理的にしっかりと考えよ

拡大し、彼らを嫌うアンチ市場のようなも

というだけだからである。

のが形成された。このアンチ市場の存在は、

	
  われわれのみる限り、ここにはもう一つ

彼らにとって意図せざる結果であったのか

の意図がある。その意図は、究極的に純粋

もしれないし、そうではなかったかもしれ

な志向性であり、それ自体を取り出すこと

ない。しかしいずれにせよ、モスバーガー

はおそらく不可能である。だが、それは、

はうまくこの新しい市場を捉えることに成

確実に存在し、この世界のあり方を規定す

功したのだった。もしこのとき、モスバー

る。例えば、先ほどの例を繰り返してみよ

ガーが新しい市場を発見したのだとすれば

う。値段を下げたにもかかわらず売上が上

(意図 2)、そしてそれをマクドナルドとロッ

がらなかったという時、我々は、上がらな

テリアの競争の意図(意図 1)せざる結果だ

かった売上に注目し、その理由を探るとい

とするのならば、モスバーガーは後づけ的

うことになる。このとき、我々の探索は時

に戦略を構築したということになる。だが、

間軸を遡って行われるために、端的に後づ

そうではあるまい。モスバーガーが自らの

け的な活動となる。だが一方で、我々は、

市場に気付いた時、彼らはすでにその戦略

何故にその探索を始めたのであろうか。そ

とともにあったのである(あえていえば意

れは、上がらなかった売上に注目したから

図 3)。そして、彼らは、すでに自らととも

であった。ここで取り上げられた上がらな

にあった戦略を知ることで、その理由を自

かった売上は、実はすでにして、過去の活

らで問い直したのであろう。

動とその結果としての今を含み込んだ事態

改めて図示してみよう。横軸は時間の経

である。そしてそうした時間の総体を捉え

過を示しており、右に進めば進むほど後の

るという契機が、我々には与えられていた

時間での出来事ということになる。まず、

ということになる。つまり、時間的にみて

最初に多様な状況がある。そこでは、もち

も、後づけプロセスが発生するその前に、

ろん意図の下での行為もあれば、そうでは

時間軸を超越するような形で後づけプロセ

ない行為のようなものもあろう。しかしい

スが発生する契機が与えられている。

ずれにせよ、多様な現象が生じており、そ

意図

①当初の現象として、多様な状況があり得る。

意図

②あるとき、誰かが(あるいは何かが)、結果から遡っ
て意図を見出す(意図せざる結果の成立)
意図

③このままだと、意図せざる結果は後づけ

結果

④しかし、②の成立は、それを成立させるもう一つの
現象

意図に先行されてしか成立しない(同時だが、常に先
行されている ex.なぜその結果に気づいたのか)

現象

⑤意図せざる結果は時間的に自然なものとして成立
現象

⑥意図せざる結果を取り込むことが次の戦略となる
時間

5
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れぞれが結びつきつつも個別に成立してい

でも呼べばよいのではないかという指摘が

る。こういった状況において、あるとき、

当然ありうる。このように言い換えれば、

何らかの意図が生じる。生じた意図は、単

少なくとも意図と結果の結びつきについて

なる一つの現象を取り上げ、その現象が生

は議論する必要がなくなるからである。活

じた原因を遡及して求める。遡及された原

動によって様々な結果が生じる。これらを

因は、一つの現象をその結果として同定し、

注意深く眺めることによって、何かしら有

ここに意図せざる結果が生じる。例えば、

用な次の指針を得ることが出来るというわ

新商品がまったく売れず、その理由をマー

けである。

ケティング･リサーチの読み誤りに帰着さ

実際、こうした認識は、例えば意図せざ

せるというようにである。この事態は、当

る結果の原因について、主体の認知能力の

然に後づけである。意図せざる結果は、結

限界を仮定した議論(人間にはすべてを見

果が生じたその後で、何かをその意図(やそ

通す能力はない)や、意図を実現する行為の

の失敗)と関係づけることによって生じて

実体的性格を指摘する議論(計画すること

いる。

と実行することには大きな違いがある)に

	
  だが、多くの場合、意図せざる結果は後

は有効である。これらの議論は、意図を議

づけとして提示されるわけではない。なぜ

論するから複雑になるのであって、結果だ

ならば、当の結果に注目し、なぜを問うた

けを問題とすれば、
「その都度、出来るだけ

契機そのものが、常に先行して存在してい

広く、そしてよく考えることが大事である」

るからである。それは一種のアプリオリで

というだけの単純な帰結で終えることがで

あって、経験的な事象の成立をその都度支

きる。この手の議論では、究極的には、意

えているように思われる。このために、意

図せざる結果が生じる理由などどうでもよ

図せざる結果は後づけではなく、時間的に

い。

整合的な文字通りの意図せざる結果として

それゆえ、意図せざる結果を意図とは関

認識されるのだろう。

わりのない名称で捉え直せば、意図せざる
結果と呼ぶことによって生じている問題の

第 5 節 	
  そ も そ も 「 意 図 」 は 不 要 か ？

いくつかは回避することが可能かもしれな

	
  上記の帰結は、もう少し別の視点からも

い。だが一方で、この場合には、意図せざ

意義を有している。それは、そもそも意図

る結果が含意している時間的なねじれの意

せざる結果という名称そのものの妥当性を

味を見落とすことになる。時間的なねじれ

示しているという点である。これまで議論

に注目する限り、ここで問われるべき問題

してきたように、意図せざる結果は、意図

は、
「意図せざる」結果でなければならない

と結果の整合性が時間的に自明ではない可

し、おそらく、そうではない活動の結果は、

能性に注目する必要があると考えられたの

経営学的にはそれほど新しい価値がない。

であった。であるのならば、より直接的に、

何かしらの結果に注目するためには、そ

もはや「意図せざる」結果とは呼ばずに、

もそも理由が必要とされている(されてし

例えば単純に活動(あるいは行為)の結果、と

まう)ということである。その理由は明確か
6
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どうかはわからないが、しかしそれでも、

示の後で生じるにすぎる説明の様式に過ぎ

そうした理由の存在こそが、結果から意図

ない。

を遡及するプロセスを正当化する契機にも

	
  意図せざる結果が観察を伴って、かつ、

なっているのであった。例えば、この理由

その際には時間的なねじれを持って成立す

の多くは、一種の驚きとして与えられるよ

るのだとすれば、意図せざる結果が生じる

うに思われる。そしてとりもなおさず、な

ことを危惧し、あるいは意図せざる結果の

ぜ我々が驚くのかといえば、結果が何かと

取り込みを強調する議論とは異なる示唆を

「ずれている」と感じるからにほかならな

提示することができる。第一に、時間的な

い。そしてその何かとは、結局のところ当

ねじれを深く見つめなおすということであ

初の予定としての意図に言及せざるをえな

る。それは、これまでの指摘である深く考

いのである。我々は、単なる活動の結果に

えるという意味ではない。量ではなく、質

驚くことはない。当初の想定とは異なる結

が問題なのである。それから第二として、

果であるが故に驚くのである。その驚きは、

意図せざる結果の偶有的性格(ここでは、事

すでにして我々を世界へと巻き込み、改め

前には偶然だが、事後的には必然という時

て原因を遡及的に構成して時間軸に沿う。

間軸を前提とした身分の変化として提示し
よう)を捉える事が出来るようになる。この

第 6 節 	
  帰 結

ことは、例えば市場における意味の生成に

	
  以上、本稿では意図せざる結果について

関係するブランドの再解釈にも利用可能で

の理解を深めてきた。意図せざる結果とい

あろう5。

う概念そのものは、およそパラドキシカル
な性格を有している。意図の外部を指示し
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