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要約（アブストラクト）   

弗約不可能性は、これまで、理論の妥当性1を問うてきたマーケテイング方法論研究にとって致命的な問題  

であるとされてきた。というのは、北約不可能はその定義からして、理論の妥当性を確保するための判定基準  

の存在を否定するからである2。ゆえに、兆約不可能性と理論の妥当性は二絆背反関係にあるとみなされてき  

た。しかし、それは本当だろうか。本職の目的は、共約不可能性の存在を甫嶺とした上での、理論の妥当性確  

保の可能性を示すことにある。仮に共約不可能性が存在していたとしても、共約不可能性がバラドキシカルな  

性格を有しているとすれば、理論の妥当性確保の可能性は常に存在するといえる。なぜならば、共約不可能性  

は蛾剛こなりつつも、一方で常に励壊する契槻を内在させているとすれば、典約不可能性は外部からの判定基  

準があろうとなかろうと自らの軌‥11で壊れるといえるからである。兆約不可能性が壊れたその時が、新しい妥  

当性が生まれる瞬間となる。換言すれば本楠は、判定基準によって理論の妥当性が得られるのではなく、迎に、  

八約不可能性が壊れることによって理曲の妥当性が得られる可能性、あるいは、さらにその後で判定基畔が得  

られる可能性について言及している。  

キーワード   
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1．共約不可能憧の開通の所在   それまでの2つの大きな論争に終止符が打た  

れ、そして、そこから新たな論争が始まった  

といえるからである㌔本稿の談論は、この新  

しい論争を中心になされるが、まずは先の2  

つの論争について確認することから始め  

よう。   

→つは、マーケテイングは科学なのか、それ  

とも技芸なのか、という問題に関する研究で  

ある。これは、経済学や社会学に比べると後発  

の研究として出発したマーケテイング論が、  

学問としての地位を確立しようとする運動で  

あったと捉えることができる。Hutchinson   

本節では、マーケテイング方法論研究全体  

の素描を通して、共約不可能性の問題の所在  

を明らかにする。本節の帰結を先取りすれば、  

共約不可能性の問題は、マーケテイング方法  

論冶争の収束点として位置付けられる。  

ト1．マーケテイング方法論研究の展開  

マーケテイング方法論研究において、Hunt  

（1976a・b）の研究は一つのメルク・マークで  

ある。なぜならば、Hunt（1976a・b）によって、  
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（1952）やBuzzel】（1963）に代表される、マー  

ケテイングは技意にすぎないという指摘にど  

う答えるのか、それが問題であった。   

もう一つは、マーケテイング概念の適用範  

問はどこまでなのか、という問題に関する研  

究である。もともとは企業におけるマネジリ  

アルな側面の分析として出発したマーケテイ  

ング論が、もっとはい分析能力をもつのでは  

ないかというのである。Kotler＆Levy（1969）  

が示した、マーケテイング概念を病院や学校  

といった非営利団体にまで拡張しようという  

考え方をどう捉えるのかということが問題と  

なった。   

これらの問題に対して、一応の決着をつけ  

たのがHunt（1976a・b）であった。Huntは、  

科学は一般理論をもつというBuzze11（1963）  

に対して、一般理論構築を志向する研究もま  

た科学たりえると主駁し、ではマーケテイン  

グー般理論とはいかなるものかという問題に  

対して、営利／非営利の両領域を含めるとす  

ることでKotIer＆Levy（1969）らの見解を肯  

定した。   

しかし、ここで新しい問題が生じる。Hunt  

（1976a・b）は、マーケテイングー般理論構築  

へ向けて、科学哲学における論理経験主義の  

考え方をペースに据えることを主張した。し  

かし時代はまさに、論理経験主義に代表され  

た実証主義的視点が肌壊していく其最中だっ  

たのであl）、新科学哲学とよばれたKuhnに  

代表される相対主義的視点の台頭の時であっ  

た4。当然、新しい論争が起こる。それが、「マー  

ケテイング方法論論争彗 である。  

マーケテイング方法論論争のもっともわかⅠ）  

やすい対立図式をここにみることができる。  

主要な論者は、Hunt、Anderson、Deshpande、  

Peter＆01sonである6。論理経験主義を標模  

するHuntに対して、他の4名は反・Huntと  

いう形で反論する。   

まずHunt（1983）においては、Hunt（1976a・  

b）をペースにして、マーケテイングにおける  

－・般理論と、マーケテイングの－一・般理論の可  

能性について、交換概念を軸として展開しよ  

うとする。当然、その際にべースとなるのは  

論理経験主義の考え方である。   

これに対し、Anderson（1983）は批判的で  

ある。Andersonは、科学哲学における科学観  

の変遷をまとめ、論理経験主義の考え方がす  

でに放棄された考え方だということを示す。  

そして、論理経験主我が繭掟としているとこ  

ろの客観的な「科学」を放棄し、社会に含意  

された「科学」に基づいたマーケテイング論  

の構築を要請する。彼は、後に批判的相対主  

義という独自の主張を展開することになるが、  

この時点においては、まだ批判的相対主義と  

いう川語は登場していない。あくまでここで  

の主張の要点は、科学的知識の絶対的優位性  

の否定にある。   

Deshpande（1983）は、この両者の中間的  

な発想である。これまでのマーケテイング論  

においては走泉的なデータぱかI）が重視され  

てきたことを指摘し、定性的データの活用を  

促す。定性的なデータは理論側道に役立つと  

いうのである。とはいえ、定蒐的なデータ、さ  

らにそれを用いた実証は、理論検証に役立つ  

という。したがって、内省をバランスよく用  

いることが必要であるという結論に至る。も  

ともと論理経験主義の考え方は、理論創造で  

はなく理論検証に重きをおいてきたわけであ  

り7、その点をDeshpandeはかなり肯定的に  

加えているといえる。   

1－2．マーケテイング方法論論争   

Hunt（1976a・b）から7年後の1983年、  

JournalofMarketing（Vol．47、Fall）に、Hunt  

も含めて、科学哲学をペースにした理論構築  

の方法についての論文が一挙公開される。  
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境後に、Peter＆OIson（1983）はもっとも  

Hunt（1983）から遠い。彼らは、従来の問題  

設定である「マーケテイングは科学か」を反  

転させ、「科学は知識のマーケテイングだ」と  

いう認識のもとで議論を展潤する。そして従  

来の実証的種験主義的アプローチを批判し、  

これに代わる、相対的構成主義的アプローチ  

の必要性を訴えるのである。  

る。それは、実証主義的視点も相対主義的視  

点もともに、論理突証主義、論理経験主義、そ  

して反証主義といった考え方がマーケテイン  

グ理論研究に合わないと考えているという点  

である。また、やはり共に、科学における唯  

一の方法やアプローチというものが存在しな  

いという点でも－・致している。   

後者の見解は極めて重要である。なぜなら  

ば、マーケテイング方法論研究の大きな流れ  

として、唯一狼酋はありえないことが確認さ  

れているからである。ここに、我々が共約不  

可能性を問題として取I）扱う則暮1が存在する。  

唯－・棍善がありえない中で、それゆえとI）と  

めなく拡散していくようにみえる理論の妥当  

性をいかにして繋ぎ止めるのか、この間いに  

芥えることは、ここで方法論研究の主たる  

テーマとなる。   

さて、そうした類似点が見‖せる－・方で、  

両者は相違点として次の3点において対立す  

る。それは、実在の性質、真理の性質、そし  

て共約不可能性の概念の評価をめぐっての認  

識の相違である10。ここでは、捌こ実在の性質  

についての対立が興味深い。   

突在についての捉え方の適いを、Peterは次  

のように図示する（図表1）。朴学的実在論に  

おいては、外部世界からの和られた仮の知識  

がテストされて、兵なる知識になる。その真  

ト3．科学的実在論と相対主義の類似と相違   

実証主義的視点と相対主義的視点の対立、  

これがマーケテイング方法論論争であったと  

いえる。しかしながら、このような単純な対  

立はあくまで当初のものにすぎない㌔Ⅰ・Iunt  

（1976a・b）を一つの契機としてはじまった実  

証主義的批点と相対主義的視点の対立は、10  

年以上に及ぶ論争の巾でその論点を洗練させ  

てきた。そしてその収束点を、相対三i三並的視  

点の代表といえるPeter（1992）と、実証三l三並  

的視点の代衣といえるrIunt（1992）の相互批  

判の中にみることができる。我々が直接に取  

り扱う問題はここから始まる。   

Peter（1992）とHunt（1992）の分析の結  

果、論理綽験主掛こ始まって科学的実在品へ  

とシフトしていく実証主義的視点9と、反実証  

主義として始まる相対主義的視点の間には、  

相違点もあるが類似点もあることが確認され  

なる知識は、外部世界と  

ほぼイコールとされる。  

これに対し、相対的構成  

主義的視点においては、  

解釈前の実在が、科学的  

他界観や研究パラダイム  

の影響のもと、個人の中  

で心的解釈された実在と  

なる。それが、個人の解  

釈を超えて公共化したと  

き、その実在の心的解釈   
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は実在という公共的構成物として広く認知さ  

れるようになる。   

これに対してHuntは、図表1で示された相  

対的構成主義的視点の見方がおかしいという。  

「解釈前の実在」というのは、まさに「外部世  

界」の存在を意味しているではないかという  

のである11。つまl）、Huntにとって図表1の  

左右二つの図には退いがない12。   

この指摘は重要であるが、的を射ているわ  

けではない。図表1で二航要なのは、「外部他界  

≒真なる知識」と「解釈前の実在≠実在とい  

う公共的構成物」における「≒」と「≠」の  

違いだからである。この適いを強調するため  

に、「≒」を「⇔」に、「≠」を「＝〉」に変え  

て説明しよう－㌔「解釈前の実在」を不可逆に  

展開させる「＝〉」こそが、決定的な意味を  

持つ。   

ではなぜ、この的を射ていない指摘が重要  

だといえるのか。それは、「＝〉」を「⇒」とし  

て認識し説明することの囲難を、この指摘が  

端的に示しているからである。そもそも「＝〉」  

自体は日に見えるものではないから、状態の  

変化を通して知るしかない。したがって、  

「＝＞」に注目しようとすれば、どうしても、  

「⇒」がはたらくそのl拍の状態を考えなくては  

ならず、不可避に、「⇒」がはたらく前の世非  

（矢印の前の世界）を想定しなくてはならな  

い。そうすると今皮は「矢印の前の世界」と  

「矢印の後の世界」の比較が問題となるのだ  

が、もはやその時点では「＝〉」がもっていた  

不可逆性は消えてしまい、「＝〉」は「⇔」になっ  

てしまう。つまりrIuntの指摘は、「＝〉」の「⇔」  

への差し替えを無視することで可能となって  

いる。本稿の目的は共約不可能性の問題を解  

決することにあるが、そもそも共約不可能性  

が方法論研究にとって致命的であると考えら  

れてきたのは、我々もまた、Huntと同じよう  

な認識を少なからずもってきたからであるよ  

うにみえる。この点については、本稿の後半  

において再び考察したい。   

さて、今はマーケテイング方法論研究の収  

束点としての共約不可能性についての認識を  

確認しよう。Peterによれば、共約不可能性と  

いうのは、互いに姓争するパラダイムの傑劣  

は、形式論理や経験的なデータに基づいては  

うまく判定されないという考え方である1㌔   

これに対しrIuntは、その定義がおかしい  

という。Huntによれば、Kuhn（1970）や  

Feyerabend（1975）によるそもそもの共約不  

可能性の概念は、「うまく判定されない」ので  

はなくて、「全く判定できない」という考え方  

なのだという15。「うまく判定されない」の場  

合、ある程度は判定可能であることを含意す  

るが、「全く判定できない」の場合は、完全な  

判定不可能を意味するといえる。そしてHunt  

は、「うまく判延されない」については間違い  

ではないが、「全く判定できない」は間違いだ  

とする16。複雑な批判の仕方ではあるが、とい  

うことは、結局rIunt（1992）もPeter（1992）  

と同じ主張だということになりそうである。  

なぜならば、Peter自身は、あくまで「うまく  

判定されない」と主舶しているからである。  

この微妙な一敦は、Peterですら共約不可能性  

の存在を明確に仮定することへのためらいが、  

そしてHuntには、完全な形での理論の妥当性  

確保が困難である以上、共約不可能性を少な  

からず認めざるをえないという事情があるか  

らだと推察できる。  

1・4．小結   

以上より、実証主義的視点と相対主義的視  

点の対立として始まったマーケテイング方法  

論論争は、今や単純に対立しているというよ  

りはむしろ、共に共約イくii一能性の問題をいか  

に捉えるのかというI瑚題に行き着いている  

（ようにみえる）。というのも、PeterとHunt  
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三iミ義的視点と棚対主義的視点という軸の両極  

として捉えるならば、その11川‖こ位置する÷i三  

根である。それゆえ批判的相対圭義は、本節で  

共約不可能件の問題に対する先行研究の見雛  

を考察していく際のモデルケースとしての意  

義を持つ。   

批判的相対三】ミ義は、もともと実証主儀批判  

の流れで登場してきた考え方であり、それゆ  

えまず、かつての論理実証主我が前提として  

いたような外部からの判定基準の存在を否定  

する。そしてその上で、棚対三l：義的視点が持  

つ共約不可能性の問題も回避しようとする。  

Andersonによれば、端的に、「社会科学にお  

ける研究プログラムは、F弱い形でのj共約不  

可能性を示す17」。本稿に月lけるように換言す  

れば次のようになる。批判的相対主義におい  

ては、理論の妥当性のための唯一最善の基畔  

は存在しない。しかしながら‥・方で、共約不  

il†能性は「舶い」。それゆえ、共約不可能性が  

はたらくのは特定の目的に対する適切な研究  

力法は何かというところだけであって、目的  

l：l体には共約不可能性は生じない。   

このことに関連して、Hullt（1990）も批判  

的相対主義を弱い相対主義としてとらえてい  

る。Hunt（1990）によれば、多々ある相対三i三  

詭的視点も、その主張の放さに応じて3つに  

分離できるという1㌔そして、批判的相対主義  

はその中で一番弱い形の相対主義として認識  

される。これもよく、批判的朝対主義の特徴  

を示しているといえる。そのためか、批判的  

棚対主義は肯定的に受け収られてきた19。   

批判的相対三lミ裁の問題意識は、我々が前節  

で示した問題設定そのものである。理論の妥  

当性が完全な形で与えられることがない以上、  

少なからず共約不可能性を認めなくてはなら  

ない。とはいえ、共約不可能件を完全に認め  

れば、理論の妥当怖への道が絶たれてしまう。  

それゆえ、共約不可能性を完全には認めるこ   

両者の典通認識として示されたとおI）、もは  

やかつての論理実証主義が前提としたような  

外部からの判定基準はありえないからである。  

それはつまり、完全な形で理論の妥当性が確  

保されることの圏徹を意味する。したがって、  

そこには少なからず共約不可能性という問題  

が入り込む。本稿の目的は、もはや避けるこ  

とのできない典約不可能性の問題に対し、共  

約不可能性の存在をはっきりと仮定した卜で、  

その上で克服することにある。このような仮  

定を設けて議論を進めるのはなぜか。それは、  

定義上、我々は共約不可能牲がいかなる形で  

存在するかを知l）えないからである。共約イく  

可能性がどのように存在するのかを知るため  

には、共約不可能性の外部からの判定基準が  

必要となる。しかし、外部からの判定基準が  

あるのならば、そもそも共約不可能性は存在  

しない。だからこそ、我々は共約不可能性の  

存在を仮定した上で、その共約不可能件を超  

えた理論の妥当性確保の吋能性を問うことに  

なる。これならば、実際にどのような堆庇の  

共約不可能性が存在していたとしても、我々  

の議論は適用可能になる。  

2．共約不可能性をめぐって   

本節においては、共約不可能性の問題をめ  

ぐる先行研究の見解を考察する。明らかとな  

る帰結は、漸附こおいてもある程度示されて  

いるとおり、何らかの形で共約不可能件を弱  

く仮定する方法である。  

2・1．批判的相対主義の展開   

Andcrsonは、前節でみたとおりAndcrson  

（1983）において実証主義批判を展開したが、  

さらにAnderson（1986）で批判的相対＿‡l三並  

（CriticalIモeIativism）を擢起する。批判的棚  

対主義とは、先にあげたⅠIuntとPctcrを突証  
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とができない。つまり、共約不可能性は、何  

らかの形で弱くなくてはならない。確かに、  

これらの前提から導かれる結論はこれしかな  

い。しかし先に述べたとおり、共約不可能件  

の定義上、共約不可能性がいかなる形で存在  

しているのか我々には判定できない。共約不  

可能性は程度の問題ではないのである。ゆえ  

にもし、共約不可能性が、批判的相対主義の  

仮定した程度よりも強かったとき、批判的軸  

対主義は説明能力を失なってしまう釣。  

ようとしたのである。   

その試みが、やがて消壮者行動論という特  

定の分野を超えて、マーケテイング方法論研  

究と大きく関わってくることになる。それは  

当然のことであったといえる。というのも、  

それまで消費者の主観的な側面が大きな研究  

対象になってこなかったのは、主観的な側面  

を研究することなどできなかったからにほか  

ならない。個人個人の持つ内所の世界を取り  

上げたところで、それが本当に正しいのかど  

うか分からないからである。彼らの研究は、  

必然的に、自らの理論の妥当性を確保する方  

向へ向かうか、すべては共約不可能なのだと  

開き直るかしなくてはならない。そこで、  

マーケテイング方法論研究と強く結びつく。   

主観と客観という対立は、共約不可能性と  

理論の妥当性という対立とうまく重なる。主  

観的に過ぎないという批判は、理論の妥当性  

がないということでもあるし、さらには、そ  

もそも主観的側面は共約不可能な側面なのだ  

ということでもある。したがって、これらの  

新しい研究は、必然的に方法論研究へと向か  

うことになI）、そこで実証主我的視点と相対  

圭義的視点の対立、さらには理論の安当性と  

典約不可能性の問題に答えなくてはならない  

ことになる。事実、先にあげたHuntは、Hunt  

（1989）でこれら解釈三lミ詭的アプローチの課題  

として、理論の妥当性確保についての考察を  

進めなくてはならないと指摘している訟。で  

は、こうした指摘に対して解釈主義的アプ  

ローチはいかなる解決策を見川したのか。以  

下、確認しよう。   

快楽的消費をもって新しいアプローチを消  

珊者行動論に導入しようとしたHirschman  

は、Hirschman（1986）において、実証主義  

的科学と対比させる形で人文主義アプローチ  

の重要性を主張する。Hirschmanは、実証主  

義的科学における判定基準を人文主義ア  

2－2．消費者行動論からの展開   

さて、今度は少し別な視点から共約不可能  

性の問題を叔えてみたい。それは、解釈主我的  

アプローチを用いた・迎の消費者行動研究で  

ある。1980年代に入り、IiolbrookやHirschman  

の研究を一つの契機として、新しい消費者研  

究のアプローチが展l狙されるようになった2l。  

彼らのアプローチの特徴は、その当初に川い  

ていた快楽的消珊＝・IedonicConsumption）と  

いう言葉からよく連想できる。   

快楽的消費の例として、音楽鑑賞を挙げる  

ことができる。コンサートなどで音楽を聴い  

て感動したとき、ではその感動という快楽を  

従来の消費者行動倫で脱l少Jすることができる  

のかと、彼らは問う。従来撫祝されてきた消  

費者の主観的な側l而をもっと重視すべきでは  

ないか、というのである。   

こうした研究は、それまでの研究に対する  

アンチ・テーゼとして登場した。それまでの  

研究とは、刺激一反応モデルや情報処理モデル  

を中心にした研究である。情報処理モデルは、  

人間を一つの機械とみなすわけであI）、その  

モデルは万人に適川する客観性を持つ。しか  

し、人は機械以上に松雄なのではないかと被  

らは考える。そこで、これらのモデルでは捉  

えることのできない人l貼付川面の重要性を訴  

えることで、彼らは新しい研究分野を開拓し  
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わけである。   

その上でHoIbrookは、妥当性の拠り所とし  

て、いかなる解釈もまた「反証」可能性を持  

つとする28。ここで彼らのいう「反証」とは、  

解釈学的循環（HermeneuticCirele）のこと  

である。解釈学的循環とは、全体が部分に影  

響を与え、部分が全体に影碑を与えるという  

スパイラルをいう。解釈者は、まず仮の全体  

的認識を持って個々の部分を読み取る。する  

と今度は、その個々の部分の読み取りが、最  

初にあった全体的認識を再構成する。この練  

り返しが、解釈の妥当性が増加していく方向  

と一致するという2丁。この場合、見方によって  

は、解釈者の巾においては絶えず反証が繰り  

返されていると考えることもできる。それな  

らば同じように、解釈者問においても反証は  

可能ではないかとrIolbrook＆0－shaughnessy  

（1988）は考えているようである28。   

さて問題は、このような「反証」可能性が、  

本当に理論の安当性を確保することを保証し  

ているのかどうかである。解釈学的循環は解  

釈三】三裁的アプローチの核となる考え方であI）、  

それ自体は重要である。しかし、それが理論  

の妥当性を保証する根拠になっているのかど  

うかは判断しにくい。あくまで、解釈学的棚  

囁は解釈の無限的な性格、あるいは自己言及  

的な性質をいうのであって、それだけでその  

解釈に妥当性を与えるものではない。そう考  

えると、Holbrookの立場というのは、Petcr  

に近いといえそうである。Holbrookもまた、  

すべては解釈にすぎないという主張を基底に  

おきつつも、理論の妥当性について少しの考  

慮をしていると考えられる。  

ブローチに対して用いることはできないとい  

うa。そして、実証主義的評価基準に代わる基  

準として、信用性、移転可能性、倍税性、確  

証性という4つを挙げる。これらは、架肛主  

義的基準における内的妥当性、外的妥当性、  

信頼性、客観性の4つに、それぞれ対応して  

いる。これらの基準は総じて、実証主義にお  

ける基準を弱めたものとして捉えることがで  

きる。例えば、信頼性についてHirschmanは、  

実証主義における信析性は柄密な測定器共に  

対するものであるが、人文三仁義における倍輌  

性は判定者としての人打田こ対するものである  

という封。外部からの判定基準はもはやあり  

えない。しかしながら、多くの人間が判定を  

行うことによって、理論の妥当性は十分に  

績まっていくというわけである。なお、  

Wallendorf＆Belk（1989）においても、ほほ  

同様の見解をみることができる。こうした主  

張は、先のAnderson（1983）によって提ホさ  

れた、絶対としての「科学」ではなく、社会  

に含意される限りにおいての「科学」に兆づ  

いた理論構築、という主舶に近い。   

このようにHirschmanらが人間に支えられ  

た弱い判定基準を打ち山したのに対し、同じ  

解釈主義的アプローチを三t三船しつつも、それ  

とは少々異なる見解を示すのはHolbrookであ  

る。Holbrookの研究範囲は多様であるが、そ  

うした研究の中でも、特にHolbrook（1987）  

では、消弾着行動論研究の方針全般が躍案さ  

れている。それによれば、消費者行動冶は元  

来購買に舷点を当ててきたが、消費という言  

繋が本来意味するのは、購買に始まって仲川、  

そして廃棄にまで至るもっと良いスパンのこ  

とである。そしてこの長いスパンを捉えるた  

めには、多様なアプローチが必要とされる。  

実際、消椚者行動論というのはマルチ・デイ  

ブシナリーな領域であったという2S。そこで、  

解釈主義的なアプローチが意義をもつという  

2・3．反証主義の展開   

本節の撮後として、そして次節のために反  

鉦圭義を検討しよう。堀越（1997a・b）によれ  

ば、マーケテイング方法論研究において桔梗  

β3   



的に反証主義を掲げる論者は少ないという。  

ただ、I‡】本においては堀川（1991）を中心に  

して、反証主義的視点の導入を回ろうとする  

動きがある。反証主義的視点は、共約不可能性  

を問過として取り扱う＿l二で尖に興味深い認識  

を伴っている。   

Popperにはじまる反証主義礎、かつての論  

理実証主我が仮定したような理論の正当化基  

準はないというところから山発する。この点  

は、先にみたHuntやPeterと同じく、完璧な  

外部判定基準はないという認誠である。そし  

て彼らは、ここから共約不可能性容認へ向か  

うのではなくて、「非正当化」基準を打ちItl  

す。理論の正当化はできないが、理論を非正  

当化することはできると考えたわけである。  

そして、理論を非正当化、つまり反証しよう  

としてできなかった場合には、その理論は少  

なからず安当であるといえると考えた。逆説  

的な接続によって、理論の妥当性を確保しよ  

うとしたといえる。この考え方もやはり、独  

特ではあるものの、理論の妥当性と共約不可  

能性の二律背反関係における中間的な位置を  

占めるだろう。非正当化基準もまた、やはり  

一つの基準だからである。Popper自身認めて  

いるとおり、反証もまた完全な形ではありえ  

ない20。その不完全牲を補強するためには、反  

証を支える基準が不可避となる。   

そしてここから反証主我は、絶え間ない反  

証合枇こそが兎要であると主張するさ○。確か  

に、批判的討論の可能性が摘まるということ  

は望ましい。我々は共約不可能性に甘んじる  

べきではない。しかし、問題として捉えるべ  

きなのはむしろ、時に反証が成功し、時に失  

敗するということへの説明である。共約不可能  

性をもつパラダイムにおいては、どんな反証  

も、自らを補強する証明に姿を変えてしまう。  

つまり、非正当化基準は必ずしもうまく機能  

しない。あるいは、デュエム＝クワイン・テー  

ゼにみるとおi）31、パラダイム全体を反証し  

ない限り反証は成功しないのであり、局所的  

な反証は例外として排除される。そう考えた  

ときに、確かに反証の数自体が咽えれば決定  

的な反証も糊えるであろうとはいえるものの、  

それはなんら理論的な結論とはなりえないこ  

とは明らかである。たくさん弾を打てばその  

うち当たるだろうという発想は、実践的であ  

るとはいえるものの全く合理的ではない。で  

はKuhnのように、そこは放棄すべき問題な  

のか32。それも一つの手である。しかしなが  

ら、本当に解くべき問題はこの点にこそある  

と思われる。   

かつてPopperとKuhnは激しい論争を行っ  

た㍊。それは、通常科学と異常科学、どちらが  

本当の科学なのかという点についての争いで  

あった。Kuhnは通常科学を科学とし、Popper  

は異常科学こそが科学であるとした。我々の  

興味は、Popperと同じく異常科学にあるが、  

そこでの結論はPopperとは輿なる。我々は、  

Kuhnのいうパラダイム、共約不可能性を前  

提として、異常科学も説明したい。  

2・4．小結   

以上、本節においては、共約不可能性の問  

題を先行研究がどう解決しようとしてきたの  

かということを考察した。明らかとなったの  

は、先行研究は、共約不可能性の問題を避け  

られないものとしつつも、何らかの形で共約  

不可能性を弱く仮定し、弱い理萬の妥当性を  

確保しようとしてきたということであった。  

確かに、共約不可能性に甘んじるようなこと  

があってはなるまい。方法論研究は、共約不  

可能性を超えていかなくてはならない。しか  

し先行研究の解決案は、残念ながら共約不可  

能性が弱くない場合を仮定できない。先に述  

べたとおI）、共約不可能性がいかなる形で存  

在するのか我々にはわからない以上、先行研  
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明らかとする。ゆえに、残りの問いはこれで  

ある。ではなぜ、ひとたび成立した共約不可  

能牲は強まっていくのか別。この間いを含め  

て答えるために、以下では、リアリティとア  

クチュアリティという精神医学における発想  

を用いようと思う賓。一言でいってしまえば、  

共約不可能性が生じ、それが矛盾を苧みつつ  

も弛まっていかなくてはならないのは、我々  

の認舐能力の限界ゆえにである。我々は、不  

可視なものよりもよく見えるもの、わかりや  

すいものを望む。共約不可能性とは、我々が  

作り出した認識可能な世界に生じる不可避な  

性質なのである。  

先の解決案は不完全である。次節の考察、ひ  

いては本稿は、この不完全さを補うために  

ある。  

3．共約不可能性のパラドックス   

本節では、共約不可能性がパラドキシカル  

な性格をもつことを主舶する。この主張によ  

り、共約不可能性を前放としても、理論の安  

当性の確保は可能であるといえるようになる。  

共約不可能性は強固になりつつも、・一・ガで常  

に崩壊の契稔を内在させているとすれば、そ  

の性格によって、いずれ弗約不可能性は填れ  

るだろうといえるからである。そして、兆約  

不可能性が填れたのならば、そこに理論の妥  

当性確保の可能性をみることができる。  

3・2．リアリティとアクチュアリティ   

リアリティとアクチュアリティという対概  

念は、精神医学者木村故による。彼の研究は、  

臨床的な精神医学を′iックポーンとしている。  

柵神医学といえば、すぐに思うのはフロイト  

であろう。無意識の世界が意識の世界に先行  

して存在すること、そして、その無意識が  

我々の行動に大きな影響を及ぼしていると考  

えたのがフロイトであった。リアリティとア  

クチュアリティとは、そうした意識と無意識  

といった構図にも似ている。とりあえずのイ  

メージをつくるためにも、意識＝リアリティ、  

無意識＝アクチュアリティとして論を始めた  

い。リアリティとアクチュアリティについて、  

木村自身は次のように述べる。  

3・1．逆説的接続   

第1節において我々は、外部からの判蒐基  

準はないようだということを共通認識として  

確認した。実はこのことがすでに、共約不可  

能性がパラドキシカルな性格をもつことをあ  

る程度予定している。理山は簡単である。外  

部からの判定基準がない以上、それぞれに成  

立する共約不可能性をもつパラダイムは、般  

初から成立すべき絶対的な根拠を持たない。  

一度パラダイムが成立すれば、そのパラダイ  

ムは、後はひたすら自らの内的盤合性を高め、  

その共約不可能性を強めていくとされる。し  

かしながら、その′ミラダイム自体は、なんら  

外部から支えられたものではない。ここに、  

共約不可能性自体が、根本的なパラドックス  

を抱えて成立しているのだと考えられる理由  

がある。   

これだけでも、我々は解決案の半分を手に  

している。外部からの判定基準が存在しない  

ということは、直ちに共約不可能性をもって  

成立するパラダイム自体の危うい無根拠性を  

「辞昏の上では両方（リアリティとアクチュア  

リティ）とも「現実性」や「実在性」の訳語が当  

てられていて、集際にもかなり池放とした類語  

として理解されているようである。しかしその  

ラテン語の語源をたどると、リアリティのほう  

はーもの、事物」を意味するresから来ているし、  

アクチュアリティのほうは「行為、行動Jを意味  

するactioに由来している。つまり同じように「現   
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実jとはいっても、リアリティが現実を構成する  

事物の存在に関して、これを認識し確認する立  

場から言われるのに対して、アクチュアリティ  

は現実に向かってはたらきかける行為のはたら  

きそのものに関して言われることになる鋸。」  

在jというもの的な姿をとI）たがるし、r速いJと  

いうことは「速さ」というものとしてわれわれの  

意識のlぃで安定を見出そうとする。元来、われわ  

れの意識はものを見川すためにあるのであって、  

意識によって見出されるかぎり、どのようなこ  

とでもすべてもの的な姿をおぴることになるの  

だ、といってもよいだろう。その意味ではことは  簡単にいえば、リアリティとは対象化された  

実在物ということになり、アクチュアリ  

ティとは主客未分化な状態での生きているこ  

とそれ自体ということになる。第1節におけ  

るPeter（1992）の図表1を当てはめれば、リ  

アリティとは公共化された構成物、そしてア  

クチュアリティとは、解釈される前の実在と  

そこを生きる我々自身の混在した状態として  

捉えることができる。さらlこ第2節の消費者  

行動論における快楽的消費を当てはめれば、  

音楽鑑賞に際しての感動とは、演奏者と音楽  

と視聴者が混然となったアクチュアリティに  

関係したものであると考えることもできる37。  

リアリティとアクチュアリティについては、  

残念ながら、これ以上に明確な定義を与える  

ことはできない。明確な定義を与えるという  

ことが、すでにアクチュアリティの意味から  

外れてしまうからである。なお、リアリティ  

とアクチュアリティという対概念においては、  

リアリティがパラダイムと同様の意味をもつ。  

この視点は、すでに木村自身によっても十分  

に与えられている鎚。   

少しでも確かなイメージを作るために、も  

う少し引用を続けよう。木村（1982）におい  

ては、「もの」と「こと」という区別が用いら  

れている。これは当然、リアリティとアク  

チュアリティに対応するユ○。  

意識を超えている。いっさいのもの的粉飾を伴  

わない純粋無垢なこと的なあり方を、志向的意識  

によって捉えることは原理上不可能である咄。」  

アクチュアリティはリアリティに先行するは  

ずの全体であi）ながら、常にリアリティに  

取って代わられてしまうということを意味し  

ている。けれども、「こと」が意識を超える以  

上、アクチュアリティは絶えずリアリティ以  

上の何かである朋。  

3・3．リアリティと共約不可能性   

ここまでくれば、リアリティとしてのパラ  

ダイムが強まっていく理由がみえてくる。無  

限に開かれた可能性を排除し、よI）認識可能  

な世界を構築すること、これがリアリティが  

強固になっていく理由である。   

アクチュアリティが生きているということ  

それ自体だとするならば、リアリティとは、  

その生きていることを・一時空で切り取った部  

分である。明らかに、アクチュアリティは絶  

対的な大きさをもっている。それは、認識不  

可能であるという意味において無限である。  

パラダイムは強固になればなるほど、その切  

り取I）方を限定していく42。その限定により、  

我々はこの世界を認識することが可能となる。  

換言すれば、あいまいで撫限に開かれた決定  

不能な世界ではなく、よI）舵密ではっきりと  

した決定可能な世界においてのみ、我々の認  

識は可能となる。   

そして、よI）認識可能なリアル世界とは、   

「さきほども背いたように、純粋のことの状態  

は発生機の元素のように不安定であって、すぐ  

にもの的な対象として安定化しようとする傾向  

をそなえている。rある」ということはすぐr存  
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ここまでくれば、この間いに対して、可能で  

あると答えることができる。換言すれば、あ  

の二律背反関係が必ずしも成り立たないとい  

える。   

そもそも、この二律背反関係が成立するの  

は、次のような理由からであった。理論の妥  

当性を決定できるということは、理論の偉劣  

を判定できる外部からの判定基準が存在する  

はずであるから、そこでは共約不可能性はあ  

i）えない。迎に、共約不可能性が存在すると  

いうことは、その判定基準がないということ  

を意味するから、そこでは理論の安当性を確  

保することができない。   

しかし、前節におけるリアリティとアク  

チュアリティという考え方は、共約不可能性  

がパラドキシカルな性格を持つことを説明す  

る。共約不可能性がパラドキシカルな性格を  

持つということは、共約不可能性は矧剛こな  

る一方で、常に崩壊の可能牲をもまた内在さ  

せているということである。とすれば、共約  

不可能性は自らの運動の中でいつか壊れる。  

したがって、その時に外部からの判定基準は  

必安ではない。共約不可能性が壊れた状況下  

においては、当然共約不可能性はないわけで  

あるから、逝に、理論の妥当牲を確保する契  

機が生まれていると考えることができる。そ  

う考えれば、共約不可能性と理論の安当性の  

二律背反関係は結果として登場するもので  

あって、むしろ共約不可能性と理論の妥当性  

は、一瞬ではあるが接点すら持つといえる。  

ゆえに、二律背反関係は必ずしも成り立た  

ない。   

ここで、再びPeter（1992）による図表1を  

思い山してほしい。Hunt（1992）が犯したミ  

スは、理論を比較しようと試みると途端に時  

間的な流れが失われ、「＝りが「⇔」になるこ  

とに気づかなかったことであった。典約不可  

能性と理論の妥当性という二律背反関係もま   

より共約不可能性が生じている世界であると  

いえる。なぜならば、リアリティの切り収り  

方が限定されればされるほど、多様な可能牲  

が排除され、一義的な世界が桝成されること  

になるからである。そもそも、無限に開かれ  

たアクチュアリティの世界では、共約不可能  

性は存在のしようがない43。限定された世界  

だからこそ、共約不可能性が存在する。しか  

し一一方で、その排除された可能性は、決して  

消えてなくなってしまうのではなく、リアリ  

ティの外側に、絶対的な外部として蓄概され  

つづける。ここに、排除されつつもなくなら  

ないという不可避なパラドックスがある。   

どんな反論、反証も、自らを補強するもの  

として取り込む共約不可能性を持つパラダイ  

ムは、自らの都合のいいようにアクチュアリ  

ティを対象化したリアリティの塊である。そ  

の一方で、リアリティの弘化は、アクチュア  

リティからの乗雄を大きくさせる。パラダイ  

ム・チェンジとは、仮構されすぎたリアリ  

ティが、アクチュアリティに再び耽り込まれ  

る瞬問として理解できる。しかし、あるリア  

リティの崩壊とともに、次の新しいリアリ  

ティの誕生が起こる。我々は常に認識できる  

世非を必要とするからである。そして、二つ  

のリアリティ問の断絶はすぐにみえなくなり、  

連続的になる朋。そしてこの段膵においては、  

後者が健れていたから前者は滅んだのだと考  

えられる。ここにはすでに、典通の判定基準  

が豊墟している。これが共約不可能性、ある  

いはパラダイムのパラドックス、強くなると  

いうことの装側で、常に崩壊への可能性をも  

持ちつづけるということである。  

34．小結   

ここで、本稿のもともとの問題である、共  

約不可能性を前にして理論の妥当性確保は可  

能かという問いに戻り、本節をまとめよう。  
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た、同じ様類のミスによって生じている。お  

そらく、理論の妥当性が実際に確保されたの  

ならば、その後で、その理由付けがなされる。  

事後的に都合のいい判定基準が作られ、今皮  

は、それが共約不可能性を破壊したのだとさ  

れる。そこでは、時問がつくりなおされてい  

る咄。しかし本当は、判定基準があったから共  

約不可能性は壊れた、のではなく、共約不可  

能性が壊れたから判定基準が見出されたので  

ある。   

以上より、マーケテイング方法論研究にお  

いて、理論の妥当性を椒底から否定するかの  

ように考えられてきた共約不可能性は、実は  

そうではないということになる。これにより、  

先行研究の試みの数々、弱い共約不可能性や  

弱めた判定基準の策定といった作業が、過剰  

な作業であったことも明らかとなる。もちろ  

ん、これらの諸研究はより実践的な問題解決  

の方法として評価される。しかしながら、  

我々が本稿において明らかにしたことは、こ  

うした先行研究を蠍理的に広く内包するもの  

である。   

弱い共約不可能性下のパラダイム・チェン  

ジがあってもいい。しかし我々は、より強い  

共約不可能性下でのパラダイム・チェンジで  

も説明できる。弱いながらも外部からの判定  

基準を前もって策定するのは、実践的な方法  

であると評価できる。しかし我々の考え方な  

らば、その判定基準が榛能しない状況下での  

理論の安当性確保の可能性も容認できる。反  

証とパラダイム・チェンジに関係があること  

も確かであろう。しかし我々ならば、反証が  

時に成功し、時に失敗するその根本的な理l＝1I  

を説明することができる。  

について若干の考察を加えておきたい。それ  

は今後の課題でもあるのだが、一つは、共約  

不可能性、ひいてはパラダイムがパラドキシ  

カルな性格を持つということの実践的な意義  

についてであり、もう一つは、典約不可能性  

という概念自体のパラドックスについてで  

ある。  

4－1．実践的な意義   

強固になることが崩壊の－1一・歩をも意味して  

いるというのは、まさにパラドックス、矛盾  

以外のなにものでもない。我々は、共約不可  

能性がパラドキシカルな性格をもっていると  

主張することで、理論の妥当性を問うてきた  

マーケテイング方法論研究に新しい結論を持  

ち込めると考えた。しかし、今ここで視野を  

少し広げ、マーケテイング論一般までを考察  

の対象とするならば、本職における主張は、  

すでに実践的なマネジメントの手法の中で研  

究されてきたことを見山すことができる。こ  

のことは、本稿の帰結を支持する研究がすで  

に存在することを意味する。そして褒を返せ  

ば、本稿の帰結が、判こ抽象的な方法論研究  

だけにとどまらないということ、その実践的  

な可能性を示唆している。石刊：（2001）にあ  

るとおり、論理的には撫根拠な世界の中で、  

いかにして秩序が生成するのかという問題が  

すぐれてマーケテイングの問題であることを  

考えれば4る、このような接続は容易である。   

例えば石井（2000）は、カルビーのビジネ  

ス・システムの革新を舶介しつつ、組織は認  

純不可能な環境の不確実性を環境との境界に  

おいて縮減すると考える。そしてその上で、  

マーケテイング・マネジメントの本質を環境の  

複雑性の縮減として収える。この環境の複雑  

性とは、無限であるという意味において認識  

不可能な複雑性である4丁。環境の複雑性は、本  

稿でいえばアクチュアリティに相当するとい   

4．結論にかえて  

本節では、本稲の結論にかえて、次の2点  
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舶するためには、その共約不可能性を知るた  

めの基準がなくてはならない、というパラ  

ドックスである。あるいは、次のような例も  

考えられる。今、共約不可能性が極めて強く  

存在しているとする。この城合、我々は、娩  

合するパラダイム問に共約不可能性が存在し  

ていると思うだろうか。思わないはずである。  

共約不可能性が強いということは、共約不可  

能であるとは思わないということだからであ  

る。逆に共約不可能性が弱いとき、我々は、共  

約不可能性が確かに存在していると考えるか  

もしれない。ということはつまl）、共約不可  

能性は、それ自体の存在とは迎の形で認識さ  

れるということになる。これらのパラドック  

スは、何かを意味するのだろうか。それとも、  

卿こ自己言及的な問題にすぎないのだろうか。  

残念ながら、今ここで明確な回答を与えるこ  

とはできない。とはいえ、おそらくそれは、岡  

衣1に対するHunt（1992）の批判と関連する。  

不可逆性を考察しようとすると、可逆性に検  

討を加えることになってしまうのと同様に、  

共約不可能性について考察しようとすると、  

すでに共約不可能ではないものを検討するこ  

とになってしまう。つまI）、共約不可能性は  

見山された時一■封こおいて、もはや共約不可能  

であることをやめている。このように考える  

ならば、問題なのは共約不可能性自体ではな  

くて、むしろ、典約不可能性が見出される迎  

劫にこそあるといえるのかもしれない48。こ  

こでは、おそらく、先にも述べた時間的な流  

れが問題となるだろう。この問題をより本格  

的に問うていくことは、マーケテイング方法  

論研究にとってはもちろんのこと、実践的な  

マーケテイング論においてもまた、重要で蕊  

昧のあることのように思われる。  

える。アクチュアリティとは先に示したとお  

I）、認識不可能ではあるが一方で否定するこ  

ともできないような、そんな存在であった。  

そこで我々にできるのは、「ある種のl坊御壁」  

によって無限性を有限性に変換して認識する  

ことである。そのとき、間違いなく無限の情  

報の多くの部分が抜け落ちてしまうことにな  

る。しかし、我々はそうせざるをえない。む  

しろここでいうマネジメントとは、そうした  

リスクを自らで統制・操作する手法であると  

いえる。   

さらに、パラダイムのパラドキシカルな性  

格を逆手に取ることで、組織変革を行う戦略  

も存在する。加護野（1988）の「ゆらぎ」や  

伊丹（1984）にみる「オーバーエクステンショ  

ン戦略」がそれである。こうした組織論にお  

ける研究もまた、本稿の帰結の実践的な可能  

性として捉えることができるだろう。  

4－2．共約不可能性概念のパラドックス   

本稿においては、共約不可能性の存在を  

「仮定」として議論を展開した。なぜそのよう  

にしたのかといえば、しばしば述べてきたと  

おり、共約不可能性が実際に存在するのかど  

うかは、兆約不可能性の定義上決定不可能だ  

からである。この点は、先行研究に対する批  

判としても用いられた。   

たしかに本稿においては、共約不可能性の  

存在を「仮定」としておくことで十分に溝論  

を展開することができた。しかしながら一一方  

で、共約不可能性が定弟上決定不可能である  

というこのパラドックスに注目することに  

よっても、何らかの帰結を輝くことができた  

のではないかと考えることは可能である。今  

後の課題として、この点について若干考察を  

加えておきたい。   

共約不可能性が定衣上決定不可能であると  

は、第一には、共約不可能性が存在すると主  

脚注  

1 本稿では、理論の妥当牲とは、ある主舶   

β9  



なりある理論が、複数の問で価値あるも   

のとして認められることを意味する。単   

純であいまいな定義ではあるが、理論の   

妥当性とは、そもそもこれ以上に明確な   

定義を与えれらないものとしてある。そ  

のことは、本稿をとおして明らかとなる。  

だからこそ、本職は共約不可能性を問題  

として取り扱うのである。  

2 共約不可能性（Incommensurability）と  

は、T，Kuhn（1970）によって提起された   

パラダイム（P；lradigm）の特徴的な性質  

である。その言葉のとおり、鵜なるパラ  

ダイム問では共通理解のための基準がな  

く対話が不可能なことをいう（Kuhn1970、  

邦訳167－169頁）。  

3 この区分は上沼（1987）、石井（1993）、堀  

越（1997a）を元にした。しかし被らによ  

れば、もっと釧は、く分類することも可能  

である。  

4 詳しくは野家（1998）。  

5 この用語は、堀越（1997a）に拠った。  

6 もちろん、投稿者は彼らだけではない。彼  

らに話を限定したのは、他の論者は、ミ   

クロ経済学ペースからの開放や、マーケ  

テイングのなすべき背任についての研究  

などで、科学幣学を意識したものではな  

かったためである。  

7 科学哲学における大前捉として、発見の  

文脈と正当化の文脈の分離というものが  

ある。理論の発見は科学の問題ではなく、  

理論の正当化が科学の問題であるという   

考え方である。理論創造と理論検証とい  

う分離は、この発見の文脈と正当化の文  

脈の分離に基づくものであると考えられ  

る。  

8 例えば阿部（2001）は、実証主義にはさ  

まざまな形があるとするし、石井（1993）  

は、棚対主衣にもさまざまな形があると  

する。しかしその退いは、今では程度の  

差に過ぎないというのが本稿の認識であ  

る。  

9 Huntの依拠する科学哲学は、当初は論理  

経験主義であるが、やがて科学的実在論   

へと変わっていく。この変化は、実証主  

義的視点がもつ問題を認め、その問題を  

回避していく過程であると考えることも  

できるが、紙幅の関係上、本稿ではその  

内実について詳しく考察はしない。  

10 Peter（1992）、p．72。  

11Hunt（1992）、pp．96－97。  

12 確かに、これはPeter（1992）の不備でも  

ある。科学的実在論の図式化は極端すぎ  

ると思われるし、棚対／／′構成主義におけ   

る「解釈前の実在（uninterpretedreality）」  

の「実在」という用語もl町税がある。した  

がって、Hunt（1992）の指摘はある程度  

正しい。しかし、こうした不備を十分に  

補うだけの意味がこの図表にはある。そ  

して、Hunt（1992）はその意味を取り損  

ねている。  

13 この遠いは、数学的に厳密なものではな  

い。しかしながら、「≒」は両辺がほほ等  

しいことを意味する以上、そのことが比  

較可能でなければならないのに射し、   

「≠」は両辺が等しくない、つまり関係が  

ないということを示すのであるから、比  

較可能である必要はない。それゆえ本稿  

においては、「≒」に可逆性を意味する   

「⇔」、「≠」に不可逆性を意味する「⇒」  

を適用した。  

14 Peter（1992）、P．76。  

15 Hunt（1992）、p．94。  

16 Hunt（1992）、P．95。  

17 Anderson（1986）、p．158。  

18 Hunt（1990）、pP．2－4。なお、ここでいう  

3つのタイプとは、強い亜に、存在論的  
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比較したHudson＆Ozanne（1988）にお  

いても、解釈学的循環の重要性が指摘さ   

れている（Hudson＆Ozanne1988、p．510）。  

29 Popper（1959）、邦訳60頁。  

30 堀越（1997b）、89頁。  

31P．DuhemやW．Ⅴ．0．Quineによって示され  

た考え方。決定実験の不可能性を説き、反  

証の不可能性を説明している。彼らの考  

え方によれば、理論や命題は常に理薗都、  

命題群として認識されるため、個々の理  

倫の反証は意味をもたない。Kuhnのパラ  

ダイム論のさきがけでもあり、全体詮的  

発想を持つ。  

32 周知のとおり、パラダイム論を展開した  

Kuhnは、パラダイム・チェンジ（＝共約   

不可能性が壊れる瞬間）を「改宗の問題」  

だと述べる（Kuhm1970、邦訳171頁）。こ  

れは、理論的説明を放棄している。  

33 そのやり収I）は、Lakatos＆Musgrave   

（1970）に収められている。  

34 そもそも、なぜ無根拠な世非に根拠とし  

てのパラダイムが成立するのか、という  

問いもまたここで成り立つ。この点につ  

いては、すでに栗木（1996、2001）で検  

討が加えられている。それゆえ本稿では、   

偶有性によって成立するのだとしておく。  

35 少々議論の飛躍を感じるかもしれない。  

しかし、この飛躍は、マーケテイング方   

法為に少しでも価値のある考察を行うた  

めに欠かせない。付け加えておけば、次   

項以降で、この飛躍の妥当性は先行研究  

との接続によって確保される。  

36 木村（2000）、13黄、括弧内署者。  

37 中村・木村（2000）においても、アクチュ  

アリティの訳語として「臨場性」が合う  

のではないかという話がある（lい柑・木  

村2000、33百）。生で音楽をl鋤く場合にお  

ける感動が、その臨場性、臨場感なくし  

相対主義、概念的棚対三1三並、価値論的相  

対主義である。詳しい説明は、石井   

（1993）、259－262頁を参照のこと。  

19 例えばSiegel（1988）においては、問題点  

は相対主我という用語を川し、ることから   

導かれる矛盾であるとして、誤解を避け  

るために「批判的多元主義（Critical   

Pluralism）」を名乗ることを捷案してい  

る。したがって内容自体には伴走的であ  

る。そして、おそらくこれを意識してと   

思われるが、Hunt（1991b）では、科学的   

実在論こそが批判的多元主義であると述   

べられている（Hunt1991b、P．41）。  

20 そもそも、目的だけは共有されるという  

主張自体不可能である。なぜならば、目  

的と手段という区分は絶対的ではないか  

らである。この点については、柴木（2001）  

の議論が参考になる。目的と手段は終わ  

りなき述銃であり、目的は次の目的のた  

めに手段となり、手段もまた、下位手段  

に支えられるという意味においては目的  

となる。  

21これらの新しいアプローチについては、  

石井（1993）、武井（1993）、堀内（2001）  

で詳しく分析、説明されている。我々の   

主題は消契者行動論ではないから、詳細  

については言及しない。  

22 Hunt（1989）、pp．430JI31。  

23 Hirschman（1986）、p．244。  

24 Hirschman（1986）、p．245。  

25 Holbrook（1987）、p．130。  

26Ⅰ－Iolbrook＆0’shaughnessy（1988）、  

P．398。  

27 Holbrook＆0’shaughnessy（1988）、  

P．400。  

28 解釈学的循環に重きを置くのはHolbrook  

だけではない。例えば実話正三i三義的アプ  

ローチと解釈主義的アプローチの追いを  

9丁   



てはありえないのは、容易にイメージで  

きることだろう。つまl）ここでの感動は、  

主観的な体験なのではなくて、主観と客   

観という区分が壊れるという体験（例え  

ば一体感）として並えられている。  

38 次の木村の一文とKuhnの一文を比較す  

れば明らかである。「私の理解ではFリア  

ら、「りんご」がりんごではない可能性が  

認められていることになる。ゆえにそこ  

では、「りんご」がりんごなのか、それと  

もみかんなのかという問題はありえない。  

44 そもそもKuhn（1970）の研究は、この一  

見連続的に見える科学の進歩に、実はい  

くつもの断絶があることを指摘するもの  

であった。  

45 この点については、よ暮）詳細な検討が必   

要であろう。とはいえ本稿では、次節に  

おいて今後の課題として少し触れるに留  

める。  

46 石井（2001）、iv頁。  

47 石井（2000）、12・13頁。  

48 例えばその運動は、複数のコンテクスト  

を横断する記号の力（反復可能性）によ  

ると考えることができる（東1998）。この  

記号の力が、現前した時点においてはも  

はや共約不可能ではない共約不可能性を  

可能にしているのかもしれない。  

リテイ」とは、公共的な認識によって客  

観的に対象化され、ある共同体の共有規  

範としてその構成員の行動や判断に一定  

の拘束を与えるものである。それがr科  

学jの理念にこの上なく適合するもので  

あることは、いうまでもない。r知の営みJ   

scientiaとしての科学にとって、r知」scio  

とは世界をリアリティとして対象化する  

こと以外のなにものでもない（木村1997、   

97－98頁、下線若者）。」「このレiラダイ  

ム」とは、一般に認められた科学的某紙  

で、一時期のl臥 専門家に対して問い方  

や答え方のモデルを与えるもの、と私は  

している（Kuhn1970、邦訳v頁）。」  

39 木村（1997）、107頁。  

40 木村（1982）、20頁、下線著者。  

41木村自身にいわせれば次のようになる。   

「だからアクチュアリティは、事柄として  

はリアリティより古いのだけれども、リ  

アリティの定住をまってはじめてそれと  

して同定されたという意味では、リアリ  

ティに対して「事後的jなのだ（木村1994、   

181頁）。」  

42 切り取り方が限定されていくというのは、   

パラダイムの単純化が進むと考えてもい  

い。しかしそれは、パラダイム内があま  

りに複雑になりすぎるがゆえに、多発性  

を失って、全体として単純化していくと  

いうことである。  

43 例えば「I）んご」について。無限の可能性  

に開かれている状態においては、最初か  
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