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要約（アブストラクト）   

元来、マーケテイング方法論研究は、メタ理論研究として、マーケテイング論そのものの正当性を問題とし  

てきた。しかしながら、1980年代におけるマーケテイング方法論論争以降、マーケテイング方法論研究とマー  

ケテイング論は、メターオブジェクトレベルの関係を失ったように思われる。本稿では、この点をむしろ新し  

い可能性として捉え、マーケテイング論のためのマーケテイング方法論研究の意義を考察する。具体的には、  

本稿では、マーケテイング方法論論争における共約不可能性問題を転回点として、マーケテイング論との接点  

を考察する。そして、帰結として、マーケテイング論の桜紙念であるとされてきた交換の前捷として、共約不  

可能性が位置づけられる可能性があることが指摘される。  
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マーケテイング方法論論争、共約不可能性、交換、商業  

1．解題   

マーケテイング方法論研究は、1980年代の  

マーケテイング方法論論争1を一つのピーク  

として以降、今日では落ち着きをみせたか、  

あるいは、閉塞感にみまわれている。実証主  

義的視点と相対主義的視点の対立として捉え  

られるマーケテイング方法論論争は、その帰  

結として、多様な研究枠組みを容認する状況  

を作り出した一方で、それ以上のなにもので  

もない噴昧とした状況を作り出した。こうし  

た状況は、換言すれば、マーケテイング方法  

論研究の意義が低下している状況と捉えるこ  

とができる2。本稿は、こうした状況の中で、  

マーケテイング方法論研究の可能性を改めて  

見出すことを目的とする。   

本稿において議論の中心となるのは、共約  

不可能性とよばれる概念である。共約不可能  

性は、T．mbn（1970）によって提起されたパ  

ラダイム論におけるパラダイムの特徴的な性  

質であり、言葉のとおり、異なるパラダイム  

間での理解不可能性を主張すると考えられて  

きた3。1980年代のマーケテイング方法論論争  

は、この共約不可能性を一つの主要なテーマ  

として議論が展開されたが、結局のところ、  

決定的な解決案は見出されなかった㌔ した  

がって、共約不可能性は、いまだ、マーケテイ  

ング方法論研究の重要な課題の一つである。   

したがって、まずもって共約不可能性を取  

り扱うことは、マーケテイング方法論研究に  

おいては意義がある。しかしながら、本稿に  

おいて追求したいのは、共約不可能性問題を  

克服するということ自体ではない5。本稿の問   
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題は、この共約不可能性問題を克服するとい  

うことが、マーケテイング論にとっていかな  

る意味をもつのかという点にある。おそらく、  

今日のマーケテイング方法論研究の閉塞感は、  

研究内部の行き詰まりにあるというよりも、  

呼体となるはずのマーケテイング論からの蔀  

離が大きくなりすぎたことに原因がある。本  

稿では、その帝離を埋めることで、今一度  

マーケテイング方法論研究の意義を確認し、  

ひいては、厄介な共約不可能性問題を、マー  

ケテイング論における問題として改めて考察  

する契機を作り出したい。   

さて、本稿は以下の展開をとる∴次節では、  

マーケテイング方法論研究の全体像を素描し、  

1980年代のマーケテイング方法論論争までの  

流れを理解すると同時に、方法論論争の帰結  

としてみいだされる共約不可能性問題を確認  

する。その上で、第3節では、共約不可能性  

をマーケテイングの核概念である交換と関連  

付け議論する。結果として、交換は簡科二は  

成立しないこと、交換の成立のためには、実  

は共約不可能性という問題の克服が必要と  

なっていることを示す。第4節では、マーケ  

テイング論において、共約不可能性という問  

題を重要視してきた研究を取り上げ、共約不  

可能性をマーケテイングにおける問題として  

捉えることの意義を確認する。最後に第5節  

では本稿の展開をまとめ、共約不可能性問題  

の方法論研究における位置づけだけではなく、  

マーケテイング論における位置づけを確認す  

る。  

マーケテイング方法論研究とは、そのために  

要請された研究であり、マーケテイング論に  

正当性を与えることを目的としてきた。それ  

ゆえに、マーケテイング方法論研究は、理論  

の理論を問うメタ理論研究として位置づけら  

れる。   

以来、マーケテイング方法論研究では、  

マーケテイング論の正当性をめぐって多くの  

論争が繰り広げられてきた。上沼（1987）で  

は6つ、堀越（1997ab）では7つ、石井（1993a）  

では3つの主要な論争が挙げられている。そ  

して、いずれの分類をとるにせよ、これらの  

論争の中で、一番最近の論争が、実証主義的  

視点と相対主義的視点の対立として捉えられ  

るマーケテイング方法論論争である。本稿で  

試論の中心となる共約不可能性問題もまた、  

このマーケテイング方法論論争において顕在  

化する。   

ひとまず、マーケテイング方法論論争を中  

心にみる限り、それまでの論争は、大きく2つ  

に分けておくことが有用であろう。一つは、  

マーケテイング論は科学足りえるのかを闘う  

マーケテイング・サイエンス論争であり、も  

う一つは、マーケテイング論の研究範囲をど  

こまで拡張するかを闘うマーケテイング概念  

拡張論争である。マーケテイング方法論論争  

は、これらの論争に一つの解決を与えること  

で、新たに引き起こされたといえる。確認し  

ていこう。  

2．2．Hunt（1976ab）の成果と新しい論争   

マーケテイング方法論研究において、これ  

ら大きく2つの問題に答えたのはHunt  

（1976ab）である。Hunt（1976ab）は、それま  

での大きな2つの論争にひとまずの解決を与  

え、おそらくそれゆえに、新しい論争を引き  

起こした¢。   

第一に、Huntは、マーケテイング・サイエ   

之．マーケテイング方法論研究の展開とマー   

ケテイング方法論論争  

2．1．マーケテイング方法論研究における論争   

後発の研究領域として登場したマーケテイ  

ング論は、やがて、自らの学としての正当性  

を主張する必要に迫られることになった。  
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ンス論争におけるマーケテイングは科学かと  

いう問題に対し、科学であるのならば中心理  

論を持つはずだというBuzzell（1963）の問い  

に答え、今、小心理論をもたずとも、中心理  

論を志向するのならば、その研究は科学足り  

えるとした。第二に、ではマーケテイング論  

の小心理論とは何かという開いに対して、交  

換を核概念とするマーケテイングー般理論の  

構築を主張した。そして、第三に、そうした  

マーケテイングー般理論を具体的に8つの領  

域として捉え、その中に非営利団体も含める  

ことで、Kotler＆b叩（1969）以来のマーケ  

テイング概念拡張論争に答えた7。最後に第四  

として、これがマーケテイング方法論論争を  

引き起こすことになるのだが、一般理論構築  

にあたっては、科学哲学における論理経験主  

義の考え方を採用すべしと主張した。しかし  

ながら、当時の科学哲学にあっては、Hunt自  

身も述べているとおり、論理経験主義は風前  

の灯であり、Popper（1959）らの反証主義や、  

さらにはKuhn（1970）らのパラダイム論が大  

きく台頭した時期であった。結架、こうした  

科学哲学における議論がマーケテイング方法  

論研究に導入されることで、いわゆる実証主  

義的視点と相対主義的視点の対立として据え  

られるマーケテイング方法論論争が引き起こ  

されるに至る。  

ラディカルな主鵬を行うPeter＆01son（1983）  

の対立が示されている。   

しかしながら、こうした対立はやがて収束  

していく。Huntは当初の脇理経験主義を放棄  

して科学的実在論へと移行し、Hunt（1992）に  

おいて嚢証主義的朋点と相対主義的視点が類  

似点を見出していることを指摘している。同  

様に、Peter（1992）もまた、両者の類似を認  

め、一方で、残された相違点について議論し  

ている。   

両者の類似点とは、大きく2点が指摘され  

ている。一つは、ともに、絶対の基準や唯一  

最善の方法はないようだということである。  

そしてもう一つは、それゆえ、論理実証主義  

や論理経験主義は不完全であったということ  

である。一方で、残された相違点として指摘  

されているのは、大きく3つある。それらは、  

貞理の性質、突在の性質、そして最後に、共  

約不可能性概念の評価である。   

水越（2002）によれば、これらの相過点に  

おいて特に興味深いのは、共約不可能性概念  

の評価である。なぜならば、Peter（1992）と  

Hunt（1992）の主張は、一見対立しているよ  

うにみえながらも、突は、微妙な一致をみせ  

ているからである。水越は、ここから、マー  

ケテイング方法論研究における共約不可能性  

問題の重要性と凶難件を指摘している。   

Peter（1992）は、典約不可能性は存在する  

という。一方で、Hunt（1992）は、共約不可  

能性は存在しないという。その限りでは、両  

者は明確に対立している。しかしながら、両  

者の共約不可能性という概念の意味は異なっ  

ている。Peter（1992）によれば、共約不可能  

性とは、互いに競争するパラダイムの優劣は、  

論理形式や経験的データからはうまく判定で  

きないという考え方であるという○。これに対  

し、Hunt（1992）は、Peterの共約不可能性の  

定義は間近っているとする。典約不可能件の   

2．3．マーケテイング方法論論争とその帰結   

実証主義的視点と相対主義的視点の対立、  

このもっともわかりやすい構図は、これまで  

多くの論者によって述べられてきたとおり、  

rJournalofMarkeblgJ、Vol．47、No．4の方法論  

研究の統一論題にみることができる。この中  

では、実証主義的視点を代表するHunt（1983）  

と、それに対してネガティプな視点をとる  

Anderson（1983）、Deshpande（1983）、さら  

には、科学は知誠のマーケテイングであると  
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安易に肖定することはできない。ここにおい  

て、もはや否定することもできず、かといっ  

て持定することもできないという共約不可能  

性問題が立ち上がるのである。  

もともとの定義とは、Kuhn（1970）や  

Feyerabend（1975）によれば、互いに競争す  

るパラダイムの俊劣は、「うまく判定できな  

い」のではなく、「まったく判定できない」の  

だという9。この意味において、共約不可能性  

は存在しないとHuntは述べる。そしてさら  

に、「うまく判定されない」ということ自体は  

ありうるとしている。つまり、両者の主張は、  

共約不可能性の定義の問題を除けば、微妙な  

一致をみせているのである。どちらも、「うま  

く判定されない」可能件を認めている。   

ではなぜ、このような微妙な一致をみせる  

のか。その理由を推し見ることは、マーケ  

テイング方法論論争の堀結と、マーケテイン  

グ方法論研究自体の目的を考慮すれば容易で  

ある。マーケテイング方法論論争の帰結とし  

て、先に両者の認識の共通点が指摘された。  

それは、絶対的な基準や唯一最尊の方法は存  

在しないということであった。この認識は、  

裳を返せば、俊劣を判定することは完全には  

できないかもしれないということを意味して  

いる。つまり、この認識は、定義はさておく  

にしても、共約不可能性が不可避に入り込む  

可能性を認めている。結果、マーケテイング  

方法論論争を楳た今では、共約不可能性の＃  

在を否定することはできない。では、共約不  

可能性は存在するのか、特に、Hunt（1992）が  

いうような形での共約不可能性の存在を持定  

することができるのか。残念ながら、それは  

できない。なぜならば、これらの研究は、マー  

ケテイング方法論研究だからである。マーケ  

テイング方法論研究は、知識の正しさはどの  

ようにして知るのかという問題を問い、マー  

ケテイング論に学としての正当性を与えるこ  

とを目的としてきた。そうした研究において、  

典約不可能性の存在を全面的に認めることは、  

自らの究極的な目的を放棄することを意味し  

てしまう。それゆえ、典約不可能性の存在を  

2．4．課題   

さて、以上の展開によって見出される共約  

不可能性問題は、もちろん、第一にはマーケ  

テイング方法論研究に残された問題である。  

しかしながら、共約不可能他聞題とは、単に  

マーケテイング方法論研究の間脳であるだけ  

ではなく、今日、マーケテイング論における  

本質的な問題であるように思われる。   

こうした越境的な可能性の根拠は、やはり  

マーケテイング方法論論争の帰結からもたら  

される。冒頭に述べたとおり、元来、マーケ  

テイング方法論研究は、メタ理論研究として、  

マーケテイング論をオブジェクトとして捉え  

て研究してきた。それは、究極の目的として、  

マーケテイング論に学としての正当性を与え  

ることを目的とし、例えばそのために、マー  

ケテイング論の科学性が議論されてきた。し  

かしながら、マーケテイング方法論論争でみ  

いだされたのは、絶対的な基準や、唯一最普  

の方法といったものはないようだということ  

であった。このことは、不可避に、これまで  

のマーケテイング方法論研究とマーケテイン  

グ論の関係に影響を与える。   

オブジェクトを支え根拠づけるメタレベル  

の研究という構図は、オブジェクトレベルと  

メタレベルの関係が絶対的である場合にのみ  

成立する。しかし、もはや、絶対的な基準は  

存在しない。このとき、マーケテイング論を  

支えるマーケテイング方法論研究という構図  

も存在しなくなる。このことは、残念ながら、  

マーケテイング論とマーケテイング方法論研  

究が乗離することを意味する。マーケテイン  

グ方法論研究の閉塞感は、このことに一つの  
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理由があると思われる。しかし、それは同時  

に別の可能性を開いている。すなわち、マー  

ケテイング論とマーケテイング方法論研究は、  

一方が一方を規定するのではなく、お互いに  

それぞれに影響を与えうる研究領域として据  

えられることにもなるはずである10。   

このように考えたとき、マーケテイング方  

法論研究における共約不可能性問題を考察す  

ることは、マーケテイング論の内部にも影響  

を与えうることが想定されることになる。で  

は、具体的に、いかなる形で影響を与えうる  

のか、以下で議論したい問題はこれである。  

この問題を問うことを通じて、われわれは、  

マーケテイング方法論研究のマーケテイング  

論における新たな位置づけを確認したい。  

製品開発における意味ギャップの存在につい  

て、共約不可能性が指摘されている13。この石  

井の指摘は、製品開発において、企糞内の製  

品開発集団間で共約不可能性が生じるという  

ことである1㌔同様に、加讃野（1988）では、  

企業組織という社会集団においてもパラダイ  

ムが存在すると考えられ、その変革の方法が  

談論されている。加護野は、企業組織には共  

有性と安定性、柔軟性と発展性が必要とされ  

るとし、少なからず相反すこれらの条件を持  

つパラダイム概念は企某組織を議論するうえ  

で有効であるとしている15。それゆえ、むし  

ろ、マーケテイング論においてパラダイム論  

が価値を持つのは、こうした概念拡張がなさ  

れてこそであるともいえる。   

以降の議論において、具体的に共約不可能  

性の存在を仮定する集団とは、企業と消費者  

（市場）である。ただしこの場合、企菜は1企  

兼であるか企業集団であるかは考慮していな  

いし、消費者についても同様である。蝉純に、  

売り手と買い手の間の共約不可能性でもよい。  

むしろ、共約不可能性を元々の定義で捉えれ  

ば、対象がそもそも特定不可能である状態こ  

そ、もっとも共約不可能な状態であると考え  

ることができる。したがって、ここで述べら  

れる消費者や買い手とは、どのような存在と  

してあるのか、そもそも特定不可能である。  

このように考えたとき、以下の交換に関する  

試論が意味を持つことになる1㌔  

3．マーケテイング訪の核概念  

3．1．共約不可能性概念の苛干の拡張   

以降の議論を展開するにあたって、共約不  

可能性について、若干の概念拡張をする必要  

がある。もともと、共約不可能性は、科学者  

集団における異なるパラダイム間に共通の基  

準が存在しないことを意味していた11。これ  

に射し、以降の議論では、共約不可能性の適  

用対象を、税極的に、科学者集団だけではな  

く任意の集団問に拡張する。   

この概念拡張自体は、それほど特異なもの  

ではない。Kuhn自身が指摘してきたとおり、  

パラダイムの概念自体が、場合によっては幅  

広いものの見方や世界観といったものと同一  

視されてきたことを考えれば12、科学者集団  

だけではなく、特定の集団を一つのパラダイ  

ムを有する集団と考え、それらの集団間に共  

約不可能件の存在を仮定することは可能であ  

る。   

また、パラダイム論は、マーケテイング論、  

さらには経営学においても導入されてきた経  

緯がある。例えば、石井（1993b）においては、  

3．2．マーケテイング論の核概念としての交換   

さて、前節において、マーケテイング方法  

論論争の起点となるHumt（1976ab）を確認し  

た。そのさい、Huntは、マーケテイングの一  

般理論構築にあたり、交換を核概念としてお  

いた。実は、共約不可能性は、この交換概念  

と強くかかわっている。なぜならば、結論を  

先取りすることになるが、交換を可能にする   
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ために克服されなくてはならない問題が共約  

不可能性だからである。その意味において、  

マーケテイング方法論研究における共約不可  

能性問題は、マーケテイング論の問題として  

認識されることになる。   

交換をマーケテイング論の基礎に据える試  

みは、格段Huntの議論を待って始まったわけ  

ではない。むしろ、交換がマーケテイング論  

の基礎にあるという認識は、常識的であっ  

たといえる。古くは、Alderson（1957）に  

おける交換概念の指摘をみることができる17。  

〟dersonによれば、販売の偶然性に付随して  

交換をいかにして可能にするのかという問題  

が生じ、そのために、品揃えが意味を持つと  

されていた。また、Huntの直前においても、  

Kotler＆k叩（1969）を引き金としたマーケ  

テイング概念拡張論争に関連して、Kotler  

（1972）やBagozzi（1975）で試論されてきた。  

そもそも、マーケテイング概念拡張論争とは、  

マーケテイング論が取り扱う交換の範囲を、  

経済交換のみにとどめるのか、それとも社会  

的交換までを含めるのかという問題にあっ  

た10。   

こうした展開をふまえつつ、Hunt（1983）に  

おいて、より具体的に交換概念を中心とした  

マーケテイング論の可能性が議論されたとい  

える。Hu皿tによれば、交換概念を中心とした  

マーケテイング論の研究対象は、大きく4つ  

の点に集約される。（1）交換を達成しようと  

する買い手の行動、（2）交換を達成しようと  

する売り手の行動、（3）交換を達成し、助成  

する制度的枠組み、（4）買い手の行動、売り  

手の行動、そして交換を達成し、助成する制  

度的枠組みのそれぞれが社会に与える影響、  

である。   

こうした壮大な一般理論は、しかしながら、  

依然として構築されていない。上沼（2003）  

は、その間題点を、Huntが依拠してきた実証  

主我的視点の持つ限界として捉えている1㌔  

確かに、方法論的な問題として、その指摘は  

一理ある。とはいえ、これとは別にもう一つ  

の問題として、そもそもの交換に対しての認  

識が素朴だったことが指摘できよう。上沼  

（2003）においても、マーケテイング概念拡張  

論争に付随して、非営利活動においては、そ  

もそも交換が前提とされない場合があること  

が指摘されている20。非営利であるというこ  

とは営利を求めないということでもあり、そ  

れはすなわち、対価がないということを含意  

するからである。それゆえ、この点において  

も、一般理論構築が困難となることは明らか  

である。Hunt自身の分類でいえば、特に（1）  

と（2）で指摘された交換を達成しようとする  

行動が、いかに困難であるか、あるい は不可  

能であるか、その認識が希薄だった。そして、  

むしろその困難性こそが、マーケテイング活  

動の本質的な問題として取り上げられなくて  

はならなかったのである引。  

3．3．交換は必然のものか   

交換概念に対する批判は、石井（1993b）に  

おいて先鋭的に示されている。石井は、端的  

に「交換は必然のものか」と問い、必然とは  

いえないという帰結を導いている。石井によ  

れば、マーケテイングの交換モデルは、社会  

学や経済学とも共通した核として、交換の必  

然的性格が仮定されている。そこでは、交換  

の対象物にはあらかじめ価値が内在しており、  

一方で、消費者にはそれに対する効用が仮定  

され、両者の一致という形で交換が必然化さ  

れているという22。   

そこで石井の議論は、商品にあらかじめ価  

値は内在するのかという点と、消費者は確た  

る欲望を前提として持つのかという点につい  

て議論が進められる。商品の価値と消費者の  

欲望が事前に確定されないのであれば、交換  
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3．4．交換と贈与   

マーケテイング諭におい て、贈与（ギフト）  

を取り上げることで交換概念をより詳細に検  

討しているのは南（1998）である。南は、  

Baudri11ard（1972）の議論をうけつつ、贈与・  

行動においては使用価値がそれほど意味を持  

たず、場合によっては破壊され、象徴的意味  

のみを持つことを指摘している28。   

贈与行動における使用価値の低下は、モノ  

それ自体に価値が内在するという考え方を否  

定する。というのも、贈与行動において価値  

を持つ象徴的意味は、人々の関係の巾で生成  

し、規定されるものだからである。贈与され  

る物は、交換される文脈と不可分であり、そ  

れ自体として自立しえない。贈り物が価値を  

有するのは、あくまで、贈るという行為ゆえ  

にである27。結果、南の議論もまた、石井  

（1993b）にみたとおり、交換の必然性を否定  

することになる。   

さらに、南は、象徴的消費研究を考察する  

中で、互酬性を考察している。そして、給付  

と反対給付として定義される互酬性について、  

交換行動を起こさせる原理やシステムとして  

捉える立場があることを指摘している28。給  

付と反対給付が必然的に同時に成立するのな  

らば、互酬性も交換も大きな追いはないよう  

にみえる。しかしながら、反対給付がない可  

能性、すなわち、Belk＆Coon（1993）にみら  

れるような、恋愛における見返りを期待しな  

い純粋贈与がありうるのならば、互酬性が交  

換を引き起こすことになる20。このとき、マー  

ケテイングが交換を必然のものとみなすこと  

ができるかどうかは大きな疑問となる。   

こうした問題は、あるいは、先に述べた  

マーケテイング概念拡張論争に近いようにも  

みえる。しかしながら、概念拡張においては、  

いずれにせよ交換概念そのものは所与・とされ  

てきたことには留意すべきである。そこでは、  

は必然ではなくなるからである。このさい、  

議論の手がかりとなるのが、石原（1982）に  

おける「競争的使用価値」概念である。競争  

的使用価値概念では、製品の物的属性は、そ  

れが対応すべき人間の欲望が創出されること  

によって初めて使用価値になるとする2a。こ  

れは、使用価値の存在も、欲望の存在も、前  

提とされないことを意味する。というのも、  

競争的使用価値は、まずもって欲望は創出さ  

れるということ、そして同時に、それによっ  

て使用価値も生まれると主張しているからで  

ある。どちらも確たる前提とはならない。し  

たがって、商品にあらかじめ価値は内托する  

のかという点と、消署者は確たる欲望を前提  

として持つのかという点は、いずれも支持さ  

れない24。   

こうして最終的に、石升は、†】互純に交換が  

必然とはいえないというだけではなく、逆説  

的な堀結を導く。石井によれば、価値が前捏  

とされて交換が行われるのではない。逆に、  

必然性を伴わない交換が行われることで、そ  

こではじめて価値が生まれるのである。つま  

り、交換は必然ではなく、命がけの跳躍の成  

功の誰として後からみいだされる結果的な構  

造にすぎない25。そして、この価値創造こそ  

が、マーケテイング活動の木質とみなされる。   

こうした石井や石原の議論は、いうまでも  

なく、マーケテイング方法論論争と対応して  

いるとみることができる。彼らの帰結は、商  

品の価値も消費者の欲望も、絶対的な椒埋と  

しては機能しないことを主張している。これ  

は、繰り返し述べてきたとおり、マーケテイ  

ング方法論論争における絶対的な基準の放棄  

と同型である。その意味において、彼らの議  

論は、きわめてマーケテイング方法論研究に  

対応していたといえる。そして、その一つの  

帰結として、交換概念が前提としてきた問題  

が明らかにされたのである。  
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マーケテイングの研究対象として、経済交換  

だけではなく社会的交換までを含めるかどう  

かが基本的な問題点であった。これに対し、  

南の議論は、交換が必然とされない契機もま  

た、マーケテイングの対象となることを主張  

しているように思われる。例えば、贈与交換  

においては、結果的にはそれは交換として据  

えられるものの、あくまでその行為自体は、  

反対給付を伴わない純粋贈与を内的に含むと  

考えられる諏。とすれば、マーケテイングが問  

うぺきは、結果としての交換ではなく、むし  

ろ結果的に交換として捉えられることになる  

現象についての考察ということになる。  

さを主張すればするほど、消費者は、何か白  

けてしまう。この間題は、マーケテイング論  

においては、特に広告論を中心とするマーケ  

テイング・コミュニケーション論の範疇とし  

て理解されてきた31。誰も信じない広告、しか  

し、現に広告は存在し、一定の効果すら挙げ  

ているようにみえる。それはいかにして可能  

なのか。おそらく、この問題は交換を所与と  

する談論からは答えを与えることができない。  

なぜならば、問題は、交換が成立しないとい  

う点にこそあるからである。   

こうした問題に対し、柴木（2003）は一つ  

の解答を与えている8㌔柴木は、広告における  

「ユーモア」の存在に注目する。商品の良さを  

消費者に伝える役割を持つ広告にとって、  

「ユーモア」は必ずしも必要な要素ではない。  

あるいは、テレビCMのように極めて限られ  

た時間の巾で、特に必要ではない「ユーモア」  

という要素に時間を割くということは、むし  

ろ非効率的であるとすらいえる幻。しかし、多  

くの広告において、「ユーモア」が収り入れら  

れている。この理由について柴木は、この余  

分なものとしての「ユーモア」が、原理的な  

意思決定の不可能性をうまく隠蔽すると主張  

し、その運動をリフレクティブ・フローとし  

て定式化している糾。   

柴木の議論は、情報の伝達可能性を疑問視  

する。企業側の意図は、多くの場合、消費者  

には届かない。それはすなわち、安易な「交  

換」が成立しないことを意味する。もちろん、  

この場合の「交換」は価値の交換ではなく言  

築の「交換」であるものの、しかし、本質に  

おいては何も変わらない。どちらも、交換さ  

れるものの価値を事前に決定することはでき  

ないと主張するからである。言葉の「交換」に  

おいても、その憤報がいかなる情報であるの  

か、それは消費者側に受容された後でなけれ  

ば稀定しない。それゆえ、傭報を持つ企業側   

4．マーケテイング落と共約不可能憧  

4．1．共約不可能性の位置づけ   

前節における議論に共通しているのは、交  

換を必然のものとして考えた場合、決定的な  

問題を所与として無視してしまうということ  

である。前節の誠論をまとめるならば、交換  

は、簡単には、成立しないといえる。なぜな  

らば、交換が成立するためには、消費者との  

間の共約不可能性が克服されなくてはならな  

いからである。   

もちろん、ここで2つの解決を考えること  

ができる。一つ日は、こうした問題があるに  

せよ、旧来どおり、交換耽念から出発して理  

論を構築しようという選択である。そして、  

もう一つは、交換の囲雉を前提とした上での、  

つまりは共約不可能性の存在を前提とした上  

での理論構築を目指すという選択である。以  

下、本偏では、典約不可能性の存在を前提と  

した議論の方が、マーケテイング論にとって  

意義が大きいことを示すことにする。  

4．2．マーケテイング・コミュ＝サーション   

今日、消費者は企業の言うことをそのまま  

鵜呑みにはしない。企業側が自身の商品の良  
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と、その情報を知らされる消費者側という区  

分は、実は成り立たないお。こうした問題を認  

識した上で、栗木は、しかしこの届かないと  

いう問題が、例えば「ユーモア」を用いたマー  

ケテイング・コミュニケーシ ョンによって絶  

妙な形で克服されると考えている。   

さらに、こうしたコミュニケーションの問  

題についていえば、独我論を独自に解釈する  

柄谷（1992）の議論も参考になる。柄谷は、独  

我論において、対話の可能性を次のように定  

義している。対話とは、同じ規則を有しない  

ものとの聞にのみ成立する卸。このとき、対話  

が安産的な言糞の「交換」を意味していない  

ことは明らかであると同時に、その認識の中  

に、共通の基準が存在しないことを主張する  

共約不可能性をみてとることは可能であろう。  

それゆえ、もし、消費者とのコミュニケー  

ションをマーケテイングの重要な問題である  

と考えるのならば、それはもはや交撫ではな  

く共約不可能性を問題にしていることになる  

のである。  

こうした誠論自体、ひとまず、メーカーと消  

費者の問に存在しうる共約不可能性を考慮す  

ることで有意味となっている。というのも、  

石原も述べるとおり、不確実性を桐した消費  

者に対し、メーカーは商業者を介在させるこ  

とによって、不確実性から生じるリスクを  

ヘッジすることを可能にするからである。そ  

れゆえ、商業が社会性や無差別性を曹負うと  

いう意味は、メーカーと消費者の間に存在し  

うる共約不可能性という問題をどう克服し、  

交換を可能にするのかという問題から尊かれ  

ると考えることができる。交換が所与とされ  

ているのではなく、交換が所与ではないから  

こそ、商業者が登場するのである。   

ただし、こうした一般的な商業論の理解は、  

後づけ的な性格を持っている点には留意する  

必要がある。これは、おそらく、商業論では  

基本的な前提とされる取引総数最小化の機能  

に関連する。確かに、メーカーと消糟者の距  

離が離れ、またそれぞれの数が増えれば、そ  

の個別取引数は増大する。それゆえ、その最  

小化を首指して商業者が登場すると考えるこ  

とは正しい。しかしながら、これまで議論し  

てきたように、仮に両者の間に典約不可能性  

が存在しているのだとすれば、そこでは、今  

現掛lくつの取引が存在するのかを理解する  

ことはできなくなる可能性がある。それゆえ、  

取引数を最小化しているようにみえるのは、  

後からわかることにすぎない。あるいは、石  

原が問題祝するように、現実では、商業者の  

数は決して理想的な値である1にはなってい  

ないし、ならない。   

それゆえ、むしろ、事態はまったくの逆と  

考えた方がよい。すなわち、商業者は収引数  

を最小化するのではなく、商業者こそが新し  

い取引を開拓している。この視点は、先に石  

井（1993b）が交換概念批判の中で導いた逆説  

的伸縮、価値があるから交換されるのではな   

4．3．商業の存立根拠   

われわれの議論にとってさらに興味深いの  

は、商業論を展開する石原（2000）である。石  

腑の議論は、商業の存立根埋を、消曹者（市  

場）との問に横たわる共約不可能件の存在か  

ら考察していると理解することができる。   

よく知られているように、商業の基本的性  

格は、その社会性や無差別性によって規定さ  

れるユ丁。商業は、メーカー（生産）とは切り離  

されることによって、すなわちメーカーから  

独立することで、価値実現のための交換の困  

難性を一手に引き受け、そのことによって社  

会的分糞を達成する。商業による市場形成や  

析増額約、そしてそれに伴う在庫の保有は、  

いずれも、交換の困難性を一手に引き受ける  

ことによって生じる。  
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可能件という問題が格別親側されることなく、  

交換を所与とした理論柄築が可能であるとさ  

れてきたのか。それは、企業と市域の間の共  

約不可能性問題が、例えば、商業が介在する  

ことによって、ごく自然な形で克服されてき  

たからであるように思われる4l。このことは  

すなわち、マーケテイング方法論研腐におけ  

る共約不可能性問題は、マーケテイング論の  

知見を応用することで克服できる可能性があ  

ることを示唆する。マーケテイング方法論論  

争の帰結として、メタレベルの方法論研究と  

オブジェクトレベルのマーケテイング論とい  

うlズ分が不可能になった今、マーケテイング  

論の知見もまた、方法論研究に影響を与えう  

る。   

実際、石原（2000）にみる商業者の＃在は、  

トレーディングゾーンとよばれる、方法論研  

究において共約不可能性問題を解決しようと  

するGalison（1997）によって捷示された概念  

に極めて近いように思われる。トレーディン  

グゾーンとは、非統一的な†云統である実験活  

動、理論研究、装置製作を結びつける社会的・  

物質的・知的漆喰を意味する42。貝体的には、  

異なる文化を持つグループを一時的に結びつ  

けるためのピジン語やクレオール語とよばれ  

る独自の手続き（プロトコル）を指す。これ  

らの言語は 、異なる言語間をつなぐために用  

いられる間に合わせのための言語である。し  

かしながら、間に合わせの．三ぎ．治は、やがて、そ  

れなりに定着して共通言語となっていく48。  

トレーディングゾーンとは、この共通言語の  

勅勘二いたる一連の過鞘が生じる場を指すと  

いう。   

こうした認識は、あるいは岩井（1992）の  

異文化間交換の議論をふまえた石井（1993b）  

において、商人の役割として捉えられている  

ものである隼。共通の基準が存在しないグ  

ループ間、パラダイム側において、その両者   

く、交換されるから価値が生まれるという主  

張とも一致するだろう。商業者の意義は、取  

引数を最小化してtl二会的四川を低下させるこ  

とにあるのではなく、むしろ逆に、取引数を  

増大させて社会的価偶を椚太させることにあ  

る。そして、この誹．論が可能になるためには、  

交換を所与にするのではなく、共約不可能性  

という問題をまず考赦しなくてはならない。  

石原の議論が独創的なのは、商業論を基礎と  

しながらも、槻極的に商業者の価値創造の可  

能性を議論しているという点である。具体的  

には、石原は、その価偵別造の可能性を、取  

引総数最小化の原理を西考しつつ、そこに菜  

種概念を新たに組み込むことによって提示し  

ている謂。そして、この菜種が決して固定的で  

はなく、企業のマーケテイング活動によって  

創造され、維持されるものであると考えると  

き、はからずも1則l数が増大する可能性が見  

出されることになるのである39。  

5．帰結   

以上、本稿では、マーケテイング方法論研  

究における共約不可能櫻岡題が、たんにマー  

ケテイング方法論研究の課題であるというだ  

けではなく、マーケテイング論自体にとって  

も重要な課題であることが考察された。具体  

的にいえば、マーケテイング論の核概念とし  

て捉えられてきた交検収念の前提として、共  

約不可能性が克朋はれなくてはならない可能  

性がある40。   

本稿の帰結は、マーケテイング方法論研究  

とマーケテイング論の兼離を埋めると同時に、  

マーケテイング方法論蘭争以来の課題である  

共約不可能性問題の克川jに向けて、一つの示  

唆を与える。それは、逆説的ではあるものの、  

マーケテイング論において交換厩念が核晩念  

として据えられてきたことに由来する。なぜ、  

これまで、マーケテイング論において共約不  
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を媒介する役割を果たすのが商人であったと  

すれば、Galisonがそれをトレーディング＝交  

易として捉えた理由もよりはっきりとする。   

ただし、Galisonの議論自体は、現象を詳紺  

に記述することを主要な目的としているがゆ  

えに、迎に共約不可能性の存在をみえにくく  

してしまっている。当たり前のことであるが、  

現実には、共約不可能性はなし倒し的に克服  

されているように見えるからである。問題は、  

この克服を原理的に可能にするメカニズムで  

ある。Galisonは、このメカニズムについて、  

共約不可能でないものが、その時々で常にあ  

ると考えているように思われる。しかし、石  

原（2000）の商共著の存在はそうではない。共  

約不可能性が完全ではないから、そこからあ  

る判定が可能になるのではなく、共約不可能  

性が完全だから、新しい判定を可能にする判  

定者が萱均するのである。   

こうして、マーケテイング論のためのマー  

ケテイング方法論研究の意義が確認されたと  

すれば、いよいよ、共約不可能性を考察する  

理由が明らかにされたことになる。そこでは、  

共約不可能性をいかにして克服するのか、こ  

のことが改めて問題となろう。  

ング学」に向けた議論の中で方法論が検討され   

ている。上沼は、レトリックであると留保しつ   

つもパラダイム論をマーケテイング研究に適用   

し（上沼2003、218良）、その当てはまりのよさ   

を認めている。  

3 ただし、本当に共約不可能性をそのまま理解不   

可能性と理解していいのかどうかについては、   

試論の余地がある（例えばBemstein1983、野   

家1998）。Kuhn自身の定義では、共約不可能性   

は、異なるパラダイム問においては共通の基準   

がないということを意味する（mhn1970、邦訳   

167－169頁）。とはいえ、こうした問題は共約不   

可能仲間題の直接の解決にとって重要であるも   

のの、本稿の意図とは異なるので、これ以上言   

及しない。  

4 次節におけるHunt（1992）、Peter（1992）の試   

論が、そのことをよく示している。  

5 共約不可能性問題の直接の克服に向けた試論に   

ついては、別満として水越（2002）を参照のこ  

と。  

6 Huntの試論に関する考察については、塚＝   

（1991）が詳しい。  

71計時に、この8つの領域では、規範的・実証的   

の区分がなされることで、マーケテイングの経   

験科学としての地位が確保されるとしている。  

8 Peter（1992）、P．76。  

9 Hunt（1992）、pp．94・95。  

10実際、科学哲学においても、Kuhn（1970）以降、   

そのメタ理論としての位置づけは失われてき   

た。こうした流れは、SSK（sociologyofscien－   

ti爪cknowledge）研究の台頭の時期と一致し、   

1980年代においては科学論（もはや科学哲学で   

はない）が主導的地位を確立する（金森・中島   

細著、13妄i）。しかしながら、一方で、ことSK   

に関しては、そのあまりに相対主義的、個別事   

例群の分析萌視の傾向ゆえに、やがて自身を弱   

体化させていくことになる。これらの展開の必   

然性は、駒国（2004）においても、マーケテイ   

く注〉  

1マーケテイング方法論論争という用語は、堀越   

（1997ab）に担っている。  

2 ただし、近年、日本においても、マーケテイン   

グ方法論論争の帰結を踏まえた包括的な研究成   

果が、少数ではあるが報告されている。例えば   

堀田（2003）は、今日の曖昧な状況を克服すべ   

く、反証主義を基礎とした方法論の確立を試み   

ている。堀川は、この種の方法論的規則もまた   

決して磐石のものではなく、重要なことは、こ   

の規則を保持し受け人れる決断であるとしなが   

らも、客観性の確保を試みている く堀田2003、   

84頁）。また、上沼（2003）では、「マーケテイ  
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ングにおけるポストモダンアプローチの可能性   

として考察されている。こうした科学哲学の展   

開をふまえれば、本稿におけるマーケテイング   

方法論研究とマーケテイング論の関係の変化   

と、その枯架としての両者の帝離に対する危但   

は妥当なものだといえる。  

11Kuhn（1970）、邦訳167－169頁。  

12Kuhm（2000）。   

13石井（1993b）、116頁。  

14ただし、おそらく、この場合に生じうる共約不   

可能性は、企業内であるがゆえに解決されやす   

い。実際、石井は、コーポレートアイデンティ   

ティ（CI）の存在といったものが、一つの解決   

を与えうると指摘している。これに対して、企   

業と市場の問に存在しうる共約不可能性は、よ   

り本質的な問題である。両者の合意を事前にと   

りつけるCIのようなメタ・ルールは存在しそう  

もない。  

15加護野（1988）、129妄i。   

16ただし、すでに述べてきたとおり、共約不可能   

性概念をめぐっては、方法論研究上においても   

解釈の幅が存在する。それゆえ、企業と市場の   

問に共約不可能性を仮定するということが、そ   

うした解釈の幅の巾でどのような位置づけをと   

るのかということについては、本来議論される   

ぺきであろう。本稿では残念ながらその余裕が   

ないが、共約不可能性概念の整理、精緻化につ   

いては、別の機会に行う用意がある。  

17そもそも、A］dersonは、Alderson＆Cox（1948）  

においてマーケテイングが科学になるぺきこと   

を主張している。上沼（1987）によれば、こう   

した議論は、科学論争のもっとも初期の問題提   

起としで捉えられる。それゆえ、交換概念をめ   

ぐる議論は、マーケテイング論においてはもと  

より、方法論的にも関係がある。  

18いうまでもなく、Kotler＆Levy（1969）や   

Bagozzi（1975）は、社会的交換もまたマーケ   

テイング論の研究対象となることを主張してい   

る。これに対し、例えばhck（1969）やFe汀ell   

＆Sey－Ferrel（1977）は、むしろ経済交換に焦   

点を当てるべきと主張していた。  

19上沼（2003）、249頁。  

20上沼（2003）、225頁。  

21こうした問題は、Bagozzi（1975）の中でも議論   

されている。ただし、Bagozziは、いかにして   

交換は発生するかという問題を、価値を得るた   

めに交換関係に入るとする。これは、論点先取   

りであろう。価値が得られないかもしれない状   

況でのみ、交換の発生原理が問われるからであ   

る。価値が得られるのならば、すでにそこには   

交換関係が成立している。したがって、Bagozzi   

の議論は、交換の困難性に焦点を当てるもので  

はない。  

22石井（1993b）、21も215頁。  

23石原（1982）、58頁、石井（1993b）、223頁。  

24ただし、石原（1982）の試論には、使用価値の   

アプリオリ性が仮定されているようにみえる側   

面もあると石井（1993b）は指摘している。い   

わゆる無根拠性を問うこうした問題は、その   

後、石升・石原絹著（1996）へと引き継がれ、   

栗木（2003）において一応の解決をみていると   

考えることができる。  

25石井（1993b）、242頁。さらに石井は、こうし   

た命がけの跳躍は、一回限りの出来事であり、   

それ以降は安定的な交換が行われるのではない   

かという議論を大きく2つの理由から退けてい   

る。第一に、単純に、安定的にみえる交換にお   

いても、実は不確実性が入り込んでいる。そし   

て第二の理由は、マーケテイングの課題は、→   

固限りの出来事としての命がけの跳瀾にこそあ   

るのではないかという認識である。石井は、日   

米の自動車産業の発展を例に引きながら、異な   

る異文化間、すなわち安定的な交換が前捷とさ   

れない状況においてこそ、もっとも価値が生ま   

れるということを才旨摘している（例えば、岩井   

1992）。とすれば、価値実現を目指すマーケテイ  
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ングにとっては、静的な交換よりも、命がけの   

跳躍のほうが本質的な課題となる。  

26南（1998）、胡頁。  

27南（1998）、43頁。  

28南（1998）、58頁。  

29なお、互酬（互恵）と交換の関係についていえ   

ば、Polanyi（1957）において、両者が異なるシ   

ステムであることが指摘されている。おそら   

く、互酬と交換をどう捉えるのかという点につ   

いては、さらなる議論が必要であろう。とはい   

え、本桐では、あくまで交換の必然性を批判的   

に問うことが目的であるので、これ以上言及は  

しない。  

30交換の起点として贈与を置く考え方は、もとも   

とMauss（1968）にみることができる。Mauss   

は、未開社会を観察する中で、相互柑与によっ   

て社会が維持・形成されていることを発見し   

た。賦与は、送り手と受け手のけl＝こ力の差をつ   

くりだし、その差を埋めるための返礼を螢制す   

る。結果として、贈与は純粋贈与にとどまるこ   

とができず、相互贈与という交換の原形をとる   

ことになる。なお、Maussは、この力をHauと   

いう呪術的なものとして捉えている。このHau   

を2者関係ではなくより多数の関係の中でやり   

とりするようになるとき、一般交換体系が成立   

する。詳しくは浅田（1983）を参照のこと。  

31こうしたマーケテイングにおけるコミュニケー   

ションの問題については石井・石原禍著（1999）   

を参照のこと。例えば、石井・石瞭掲著（1999）   

の中で南（1999）は、交換概念に代わり、コミュ   

ニケーションの概念枠組みによってマーケテイ   

ングを説明することの有効性と限界を講諭して  

いる。  

32栗木（2003）、第6帝。  

33栗木は、この点を、それ自体としてコミュニ   

ケーションを完結させてしまう可能性を持つ反   

伯報として捉えている。つまり、「ユーモア」は、  

その商品についてのコミュニケーションではな   

く、その広告についての面白い・面白くないと   

して完結する可能性を持っている。  

34リフレクティブ・フローとは、原理的に無限後   

退していく根埋付けの不可能性に対し、その直   

線的な思考に再伸惟（リフレクティブ）が組み   

込まれることによって無限後退が遮断される運   

動を意味する。  

35こうした議論は、情報の非対称性を前挺とした   

議論とは明確に一線を画している。個報が非対   

称であるかどうかは、そもそも、両省の傭朝昼   

が一意に決産できること、すなわち、交換の必   

然性が柵捉とされている喝合にのみ判定可能と   

なる。  

36柄谷（1992）、11頁。  

37石瞬（2000）、36頁。  

38右脚（2000）、124頁。  

39また、石原においては、「商菜」と「商業者」が   

異なる概念として導入されているように思われ   

る点も興味深い。この認識もまた、社会全体か   

ら商業を捉えるという視点ではなく、逆に商業   

そのものの運動を捉えようとしているという点   

において、我々の視座に近いといえる。ただし、   

石原の試論が、共約不可能性を前媒とする議論   

であるかどうかは、明示されていない以上、当   

然誠論の余地があるだろう。例えば、石原は、   

市糊が不確実であるがゆえに市場像を刷る商業   

者に意義が生じるとする。これに対して、石井   

（2003）は、「市場像」という帆念は、不可避に   

実体のiti喝を仮定させてしまうとして批判して   

いる。確かに、市場像は市場なくしては成立し   

ない。したがって、市場像という耽念を用いる   

ことは不用意であるようにもみえ、一般的な商   

業晶の講義が残っているようにもみえる。  

40本桐では、典約不可能性がマーケテイング論に   

とって重要な恢念であることについて、交損耗   

念の再検討を通じて考察してきた。しかしなが  

ら、これとは別の理由から、共約不可能性が   

マーケテイング論にとって重要な匪念であると  
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