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マーケティング的間接経営戦略への試論 
－意図せざる結果の捉え方について－ 

 
首都大学東京 
水越康介 

『組織科学』第 39 巻第 3 号・83-92 頁・2006 年（投稿前 終原稿につき、引用などに際して

は掲載原稿を確認のこと） 
 
要旨 
 本稿では、沼上（2000）において提起された間接経営戦略の可能性が考察され、その精

緻化が試みられる。その結果、間接経営戦略は、意図せざる結果を意図的に取り込む戦略

としてではなく、意図せざる結果を利用することによって可能になる戦略として捉えなお

される。この認識は、消費者を企業にとっての決定的な他者として捉えるマーケティング

の視点を強調し、またその意義をふまえることで導かれる。 
 
キーワード 
 間接経営戦略、意図せざる結果、リフレクティブ・フロー、共約不可能性 
 indirect management strategy 、 unanticipated consequences 、 reflective flow 、

incommensurability 
 
1．解題 
 本稿の目的は、沼上（2000）において提起された間接経営戦略の可能性を考察し、その

精緻化を試みることにある。沼上はもとより、例えば石井（2003）においても指摘されて

いるとおり、近年、経営戦略における「意図せざる結果」の影響力は実務的、理論的、と

もに大きくなりつつあるようにみえ、この意図せざる結果をいかに排除するのか、あるい

は、うまく取り込むのかという問題が重要になっている。この問題に対し、沼上（2000）
では、一つの解決策として、意図せざる結果を意図的に取り込んだ戦略として間接経営戦

略が提示されている。このことから、間接経営戦略を起点として議論を展開することは、

意図せざる結果を問うにあたって有効な起点になるといえる。 
本稿では、特に、間接経営戦略の分析にあたって、マーケティング（市場戦略）論の立

場を強調して議論を展開する。この試みは、結論を先取りするのならば、マーケティング

の基本視座とでもいうべき消費者（市場）の存在こそが、経営学における意図せざる結果

の理解にあたって鍵になるということ、ひいては、間接経営戦略を有効にする上で重要な

鍵となることを示すことになる。 
 構成は次のとおりである。まず次節では、我々は、沼上（2000）における「行為の経営

学」の全体的な展開を素描する。その上で、第 3 節では、間接経営戦略に焦点を当て、意
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図せざる結果を取り込むことによって生じるであろう意図せざる結果、という問題につい

て考察する。第 4 節では、こうした問題をふまえつつ、栗木（2003）を中心とした意図せ

ざる結果のマーケティング的な理解を紹介し、間接経営戦略と比較する。第 5 節では、間

接経営戦略をマーケティング的に理解しなおし、より効果的な戦略としてマーケティング

的間接経営戦略を提示する。 後に、第 6 節では、ここまでの議論をまとめた上で、共約

不可能性概念を提示し、方法論研究をふまえて本稿の帰結とする。 
 
2．行為の経営学 
 さて、沼上（2000）によって議論される「行為の経営学」の全体像を捉えることからは

じめよう。まず、沼上において、もっとも根底にある問題意識は「経営学における対話不

可能状態」である1。具体的にいえば、それは、法則定立的研究（実証主義的研究）と解釈

学的研究、あるいは構造機能主義的研究と解釈社会学的研究といった、大きく 2 つの研究

枠組間における対話不可能性として示される2。そして、沼上は、この対話不可能状態を克

服し、両者の対話可能性を確保することを目的として議論を展開する。 
 両者の対話可能性を確保する上で鍵とされるのが、「意図せざる結果」である。意図せざ

る結果とは、古くは R.Merton（1957）を中心にした社会学研究の中にもみることができる

概念であり、文字通り、ある行為の結果として、意図していた結果とは異なって生じた結

果を意味する3。そして、沼上によれば、この意図せざる結果を探求しようとする場合、法

則定立的な研究の知見と解釈学的な研究様式が必要とされることになり、結果、両者の対

話可能性を導く土俵が提供されることになるとされる4。したがって、ここから、意図せざ

る結果が経営学において重要な問題であるということを示す必要が生じる。 
 沼上によれば、意図せざる結果は、コンティンジェンシー理論の台頭以前には行為のシ

ステムの分析対象として重要視されていたものの5、その後、変数のシステムを重視する法

則定立的な研究が支配的になるにつれて研究の枠組から排除されていったという。その上

で、沼上は、しかしながら今日においては、法則定立的な研究が前提としてきた法則の普

遍性が成り立たなくなりつつあるとし、その困難を埋める上でも、意図せざる結果に焦点

を当てる必要が生じているとする6。こうして、沼上は、意図せざる結果を経営学における

重要な問題として位置づける。 
 ここまでの議論が完成された上で、沼上は、今度は意図せざる結果を分析するための枠

組「解釈・合成」を事例分析を通じて提示する。そして、 終的に、この枠組が実務的な

インプリケーションを含むとして、間接経営戦略を提示するにいたる。間接経営戦略とは、

意図せざる結果を間接性の源泉として捉え、この意図せざる結果を意図的に取り込んだ戦

略として定義される7。 
以上が、沼上（2000）の極めてラフではあるものの全体像といえる。その意義は、以降

の議論に関連して、大きく 2 点にまとめることができる。第一に、対話不可能状態を前提

として、それに対して積極的な解決策「解釈・合成」を提示している。特に、その際に評
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価されるべきは、意図せざる結果という概念に注目している点であろう。第二に、意図せ

ざる結果の探求を通して、新しい経営戦略の形として間接経営戦略なる手法を提示してい

る。それは、これまでの対話不可能状態においてはみいだすことのできなかったであろう、

新しい形の経営戦略である。 
以降、本稿では、この新しい形の経営戦略として提示された間接経営戦略に焦点を当て、

その精緻化を試みる。というのも、沼上によって提示された間接経営戦略は、これまでの

経営戦略とは異なる優れた有用性があると考えられるからである。それは、もちろん、沼

上が議論してきたとおり、意図せざる結果までを射程に収めようとする戦略であるという

ことによる。具体的に確認していこう。 
 
3．間接経営戦略の可能性 
 間接経営戦略とは、先にも述べたとおり、意図せざる結果を間接性の源泉として捉え、

この意図せざる結果を意図的に取り込んだ戦略である。その具体的なイメージは、沼上自

身の提示によれば、例えば、ミシュランの３ツ星システムや、ジョンソン&ジョンソンの歯

ブラシ「リーチ」の競争戦略、カシオ計算機の電卓競争に端的であるとされる。ここでは、

一番単純なミシュランについてとりあげておこう89。 
 ミシュランはタイヤ・メーカーである。当然、ミシュランにとっては、タイヤの売上を

増大させることが基本的な目的ということになる。そのために、例えば、他のタイヤ・メ

ーカーとの差別化を図ることもありうるし、また、消費者に効果的にアプローチするため

にマーケティングミックスを組むこともあるだろう。しかし、これらは、いずれも直接経

営戦略に属する。よく知られているように、ここでミシュランがとった戦略は、フランス

全土の優良なレストランをランク付けして紹介するというガイド地図の製作であった。一

見するとタイヤの売上とは特に関係ないようにみえるこの戦略は、しかし、そのガイド地

図を購入した消費者がガイド地図に従って外出することを促す。そして、多くの場合、消

費者は自動車で移動して目的地に到達する。その結果、自動車の走行距離が増え、タイヤ

の磨耗量が増え、ミシュランの売上に貢献したとされる。 
 なるほど、こうした事例は、沼上も指摘するとおり「うまい戦略」であり、「洗練された

戦略」と評価されるものであろう。この戦略を純粋にとりあげ、それを間接経営戦略とよ

ぶのであれば、それは一つの意義を持つだろう。実際、こうした戦略は多く行われてきた

からである10。しかし一方で、若干の問題も残る。その問題とは、この間接経営戦略が、意

図せざる結果を意図的に取り込んだ戦略として成立するかどうかという点である。 
 

（図 1） 
 
 この点については、まさに、石井（2003）が間接経営戦略の問題点として指摘している。

石井は、戦略の拠り所となる審級（根拠）を求める議論において、環境決定論と独我論を
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批判しつつ、沼上の間接経営戦略を評価している11。石井によれば、間接経営戦略が優れて

いるのは、自身の戦略の中に自身が生み出すであろう環境が先取りして取り込まれている

点にある12。すなわち、戦略によって生み出される意図せざる結果が、すでに戦略の中に先

取りして取り込まれ、戦略決定の重要な審級となると考えられているという点が優れてい

るというわけである。 
 その上で、石井は、間接経営戦略が生み出す無限の循環を指摘する。それは、意図せざ

る結果を戦略に取り込むことによって無限に生じつづける、意図せざる結果の可能性であ

る13。意図せざる結果とは、原理的に意図した行為の結果の外部として生じる以上、どんな

に意図せざる結果を先取りして戦略に取り込もうとも、その度に、新しい意図せざる結果

が生じてしまうのである。それゆえ、このままでは、意図せざる結果をうまく取り込むと

いう間接経営戦略は成立しなくなってしまう。 
 沼上は、この問題に対して、反省的実践家という概念を導入することによって問題の収

拾を試みている14。反省的実践家とは、意図せざる結果の無限的な性格を収斂させる極限と

して想定される。具体的には、それは、意図せざる結果を時間的に、その都度、戦略の内

に回収し続ける存在である。石井は、この反省的実践家をマジック・ワードであると指摘

し、その精緻化こそが次の課題であるとしている15。 
 さて、以上から、間接経営戦略の可能性はこの課題次第であることがみえてくる。繰り

返し述べてきたとおり、それは、意図せざる結果を本当に戦略内部に取り込めるのかとい

う問題として発生する。石井が指摘するとおり、あるいは沼上が反省的実践家を想定した

ことからも明らかなとおり、意図せざる結果を戦略内部に取り込むことは困難である。そ

れゆえ、間接経営戦略は、そのままではうまく成り立たない可能性が残る。 
 とはいえ、しかし一方で、沼上が提示した間接経営戦略の事例は、「洗練された戦略」で

あることには違いない。とすれば、問題は、間接経営戦略が成り立たないということでは

なく、その成立のためには別の要件が必要なのではないかということである。もちろん、

その要件とは、反省的実践家のように外部から与えられるものではなく、間接経営戦略の

内部にすでに組み込まれていなくてはならない。 
 
4．マーケティングにおける消費者の解釈の恣意性 
 ここで、いささか飛躍になるものの、同じ問題を取り扱う別の研究に目を向けよう。と

いうのも、結論を先取りすることになるが、間接経営戦略をより効果的に理解するために

は、マーケティング論の知見が必要になるからである。具体的に別の研究とは、マーケテ

ィング・コミュニケーションにおいて展開される栗木（2003）の議論である。栗木は、消

費者が企業の意図を独自に解釈する可能性を前提としつつ、その上で、企業の意図が時に

伝達されていくようにみえるコミュニケーションのメカニズムを考察している。 
 栗木の議論においては、意図せざる結果は、特にコミュニケーション過程において発生

する16。それは、例えば、消費者の解釈の恣意性という問題として理解できる。消費者が企
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業の意図を独自に解釈できると考える場合、すなわち、当初の企業の意図とは別の形で情

報内容が消費者に受容されうると考える場合、それは企業にとって意図せざる結果となる

と考えられるわけである17。 
 もう少し具体例を挙げておこう。栗木の議論に端的な例は、テレビ CM に代表される広

告である18。当然のことながら、多くの場合、企業側は消費者に対して、特定の商品に対す

る購買を喚起できるようにテレビ CM を流す。しかしながら、一方で当然のことながら、

今日ではそのようなストレートなテレビ CM は少ない。今日の多くのテレビ CM は、一見

すると購買からは程遠く無意味にみえるような、例えば「ユーモア」広告などが含まれて

いる。そして、やはり多くの場合、こうしたテレビ CM の方が、購買を喚起する可能性が

高いようにみえることも事実である。そこで、栗木は、こうしたユーモア広告がなぜうま

くいくようにみえるのかという点を考察する。 
 ここで議論されるユーモア広告は、単純に考えれば、沼上がいうところの間接経営戦略

の一パターンということができるであろう。直接に商品をアピールするのではなく、間接

的に、しかも多くの場合大きく間接的に、テレビ CM 自体の面白さをアピールしているか

らである。それゆえ、沼上の議論と栗木の議論は、同じ問題を取り扱い、同じように間接

的にアプローチすることの意義を提示しているようにみえる。 
 しかしながら、内実を比較すると、若干の違いが存在することがわかる。前者における

間接経営戦略の場合、意図せざる結果が生じることを前提として、それを前もって戦略の

中に取り込む必要が生じる。そして、前節で指摘したとおり、この場合、間接経営戦略に

よって新たに生じてしまう意図せざる結果を、次のフェイズで反省的実践家が改めて回収

すると考えなくてはならなくなる。これに対し、後者のユーモア広告の場合、意図せざる

結果が生じることを前提として、しかし、その意図せざる結果の存在こそがユーモア広告

を成立させると考える19。そこでは、意図せざる結果は前もって戦略の中に取り込まれてい

る必要がない。 
 意図せざる結果の存在が戦略を可能にするとはどういうことか。それは、消費者の意思

決定メカニズムの特殊な構造に由来している。まさに栗木が指摘するとおり、企業側だけ

ではなく消費者もまた、意図せざる結果に巻き込まれるのである20。通常、我々は、意思決

定のメカニズムを手段-目的からなるハイアラーキーとして捉える21。ピラミッドの頂点に

は究極の目的が存在し、この目的を達成するためにいくつかの手段を有するというわけで

ある。しかし、このイメージは、栗木も指摘するとおり、おそらく正しくない22。というの

も、我々は、目的に対して、さらにその目的を無限に問いうるからである。あるいは、ハ

イアラーキー自体は存在するとしても、それは決して一つではなく、多くの統合不可能な

目的を有するという可能性も存在する。とすれば、我々の意思決定は、目的から手段に直

線的に流れる機械のごときものではなく、もう少し複雑な形になっていると考えることが

できる。そうでなければ、目的を永遠に問いつづけなくてはならなくなってしまうからで

ある。 
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 栗木は、この複雑な形を、直線的ではなく反射的・再帰的なものとして捉え、リフレク

ティブ・フローとして定式化している。すなわち、消費者の意思決定は、目的から手段に

流れるだけではなく、手段から目的がみいだされるという流れや、別の目的が流入し無限

後退を遮断することによって「意図せざるして」成立する23。ユーモア広告を例にとれば、

それは商品の良さについての伝達と広告の面白さ（ユーモア）についての伝達という 2 つ

の情報の交錯として捉えられる。もし、広告が商品の良さだけを伝達しようとすれば、そ

こには双方にとって意図せざる結果が生じ、目的を達成できなくなる。同様に、ユーモア

だけを伝達しようとすれば、やはりそこには意図せざる結果が生じるだろう。しかし、こ

の 2 つが伝達されたとすればどうであろうか。それぞれはそれぞれに意図せざる結果を生

み出すものの、しかし、それによって、消費者の意思決定の不可能性が克服される可能性

が生じる。 
 こうして、栗木においては、次の戦略指針が導かれる。それは、反情報の利用である24。

先のユーモア広告であれば、ユーモアという本来必要でないはずの情報が反情報として捉

えられる。栗木は、通常は排除されるべき対象である反情報について、その積極的な意義

を提起することによって、情報と反情報を組み合わせる戦略の重要性を指摘している。こ

こまで述べてきたとおり、反情報という本来必要のない情報が存在しなければ、意外にも、

消費者は意思決定自体できない可能性があるからである。 
 

（図 2） 
 
5．マーケティング的間接経営戦略 
 ここまでの議論から、間接経営戦略は、意図せざる結果を前もって取り込むという戦略

としてではなく、むしろ、意図せざる結果が発生することを利用した戦略として捉えた方

が有効であるといえるのではないだろうか。実際、この認識は沼上においてもところどこ

ろで主張されているようにみえる。例えば、沼上は、間接経営戦略について、それは意図

せざる結果を巧みに利用する戦略であり、コストが安くつく可能性が高いともしている25。

ここには、もはや、意図せざる結果を前もって取り込む必要があるという論理ではなく、

意図せざる結果が利用できるという論理が入り込んでいる。そこでは、意図せざる結果を

絶えず回収し続けなくてはならない反省的実践家は必要ない。沼上自身、この後では、本

当の戦略的経営とは、深い思考と楽な実行によって特徴付けられるとし26、当初想定されて

いたような無限のステップを踏み続けなければならない実践家のイメージが緩和している

ように思われる。 
 そこで、ここで問題となるのは、なぜ、沼上のいう間接経営戦略においては、意図せざ

る結果の取り扱いに関して 2 つの側面が現れてしまっているのかという点である。一方で

は、間接経営戦略は意図せざる結果を前もって取り込む戦略であるとし、一方では、間接

経営戦略は意図せざる結果を利用する戦略であるとする。この両者は、似ているようにみ
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えて、しかしその背景にあるものは違う。前者においては、意図せざる結果は、究極的に

意図した戦略の中に回収可能であると考えられている。一方、後者においては、意図せざ

る結果は、原理的に戦略の外で発生するものだと考えられている。 
 その理由を考察するにあたって、やはり鍵となるのは栗木の議論である。なぜ、栗木に

おいては、意図せざる結果は原理的に戦略の外部にあるものとして徹底されていたのだろ

うか。それは、意図せざる結果を引き起こす存在として、消費者という企業にとっての決

定的な他者が用意されていたからである。逆に、沼上においては、意図せざる結果は、消

費者からはもとより、企業組織の内部においても発生するものとして想定されていた。こ

の認識は、一方で意図せざる結果の分類を容易にし、それぞれに対する戦略性を考慮する

上で有用だったものの、意図せざる結果のレベルの違いを覆い隠してしまっていた可能性

がある。 
 この図において、縦軸を一つの軸として捉える場合、すなわち、組織外と組織内を並列

に分類する場合、意図せざる結果の取り扱いについて問題が生じる。特に、組織外の意図

せざる結果が組織内の意図せざる結果と同等レベルにまで「引き下げられる」とき、意図

せざる結果を取り込もうという困難な間接経営戦略が導かれることになる。逆に、組織外

の意図せざる結果を徹底し、その意味での意図せざる結果に注力するのならば、意図せざ

る結果を取り込むことはもはや不可能であり、それゆえ、むしろ逆に利用するという間接

経営戦略が見出される。この認識が自明になるためには、消費者を、組織にとって決定的

な他者として仮定できるかどうかという点が重要である。もはやいうまでもなく、マーケ

ティング論においては、このことは基本的な前提とされてきた27。その意味において、意図

せざる結果を利用した間接経営戦略は、特にマーケティング的間接経営戦略とよぶことが

できるだろう。ここまでの議論をまとめていえば、マーケティング的間接経営戦略とは、

リフレクティブ・フローの存在を前提として成立する、間接経営戦略のあり方である。そ

して、おそらく、それは意図せざる結果を取り込もうとする間接経営戦略よりも有効性が

高い28。 
 

（図 3） 
 
 さて、ではマーケティング的間接経営戦略の場合、具体的にどのような説明が可能にな

るのか、先のミシュランの事例を用いて考察しておこう。このとき重要になるのは、ミシ

ュランのガイド地図の製作が、すでに消費者に知られているという点である。 
ミシュランは、先の場合と同様、タイヤの売上を増大するために、直接に「タイヤを買

い換えましょう」という広告を行うこともできる。しかしながら、この方法は、直接的す

ぎるという意味においてではなく、消費者の決定不可能性という意味で原理的な問題を抱

えている。というのも、「タイヤを買い換えましょう」という広告は、本当にその必要があ

るのかという目的について無限後退の様相を呈しているし、また、そうした目的の相対化
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の可能性は、他のタイヤ・メーカーのタイヤを買う可能性や、そもそも車をやめて徒歩に

切り替える可能性にも開かれているからである。 
それゆえ、ミシュランの目的が達成されるためには、こうした消費者の決定不可能性が

何らかの形で解決される必要がある。ここで、有効な方法だったのがガイド地図である。

タイヤを買い換えるかどうかという一点に関してみれば、それは決定不可能になってしま

う（つまり、意図せざる結果を招く）。しかしながら、タイヤの買い換えに際して、あるい

は別の状況下でも、ガイド地図の存在が頭をよぎるとき、この決定不可能性が解決されう

る。そのパターンには多くの選択肢が存在しうるが、典型的にありそうなのは次のパター

ンである。すなわち、タイヤを買い換えることを消費者が考慮したとき、消費者は、その

直接の是非ではなく、ガイド地図を連想してしまう。そして、ガイド地図の連想からミシ

ュランが導かれ、消費者は、ミシュランのタイヤを購入することが可能になる。ここでは、

ガイド地図からミシュランの連想は十分にありうることだが、ここからミシュランのタイ

ヤを選択することの間にはギャップがあることに注意する必要がある。しかし、あくまで

それは致命的なギャップではない。むしろ、このギャップがあるからこそ、タイヤの買い

換えという問題の決定不可能性が一時的に、解決というよりは解消される。両者は、決し

て同じ手段-目的の中にはないからである。ガイド地図が生み出す意図せざる結果は、ミシ

ュランのタイヤ購入に際して、その購入に関して生じる無限後退に関連した意図せざる結

果を封じ込め、遮断する役割を担っている。 
 

（図 4） 
 
6．共約不可能性概念の取り込み 
 以上、本稿においては、間接経営戦略の可能性について考察してきた。ここまでの意図

せざる結果をめぐる議論をまとめつつ、 後に、マーケティング的間接経営戦略を徹底さ

せる上でも、一つの新しい概念を提示しておこう。それは、共約不可能性

（Incommensurability）とよばれる概念である。共約不可能性とは、経営学においてもよ

く知られるパラダイム論において登場する概念であり29、そのパラダイムの特徴的な性質で

ある。具体的にいえば、共約不可能性とは、異なるパラダイム間においては、その優劣を

判定するための共通の基準が存在しないことを意味する30。パラダイム論でしばしば引き合

いに出される例でいえば、ニュートン理論のパラダイムと、アインシュタイン理論のパラ

ダイムは、どちらが優れているのかを判定することはできない。なぜならば、両者の間に

は共通の基準が存在していないからである。 
この共約不可能性は極めてラディカルな概念であり、それゆえ、多くの批判の対象とな

ってきた31。一般的な理解からいっても、ニュートン理論とアインシュタイン理論の間には、

十分な連続性があるようにみえるだろう32。特に、アカデミックな世界においては、知識の

漸進的な進歩こそが重要なのであり、その漸進性を否定しかねない共約不可能性は、批判
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というよりも否定の対象だったといえる。しかし、それでもなお、今日に至るまで共約不

可能性は否定されていない。理由は簡単である。共約不可能性は、論理的には否定するこ

とのできない特殊な概念だからである。どうやって、我々人間が、共通の基準の存在につ

いて判定を下すことができるのだろう。共通の基準の存在の有無は、我々の能力を超えた

超越的な問題なのである。 
 それゆえ、共約不可能性はあくまで概念であり、一つの仮定にすぎない。しかしながら、

この共約不可能性を仮定することによって、見通しのよくなる研究領域も多く存在する。

例えば、それはマーケティングである33。企業と消費者の間に共約不可能性を仮定するのな

らば、消費者が決定的な他者であることが徹底されることになるだろう34。このとき、両者

の間には共通の基準がないということになるのだから、、消費者が企業の意図を超えて結果

を引き起こす可能性は当然のことになる。そこで消費者が引き起こす結果は、もはや企業

側に回収しうる問題ではない。それゆえ、そこでの問題は、意図せざる結果を回収するの

ではなく、意図せざる結果が引き起こされることを前提として、その意図せざる結果が引

き起こされることによって逆に可能になるような戦略を用意することになる。もともと、

マーケティングは、こうした問題を取り扱ってきたわけである。そして、そのことについ

て、もっとも詳細にメカニズムまで明らかにしてみせているのが、ここまで取り上げてき

た栗木によるリフレクティブ・フローである。 
 本稿では、こうした消費者を決定的に他者として捉える視点を強調することによって、

意図せざる結果を前もって取り込もうとする間接経営戦略ではなく、意図せざる結果を利

用しようとするマーケティング的間接経営戦略を提示してきた。このマーケティング的間

接経営戦略が有効になるためには、共約不可能性を徹底しておくことが有用であろう。あ

るいは逆に、しかし少し誇大に、こういえるかもしれない。間接経営戦略が 大限に有効

性を持つのは、共約不可能性が存在しているときである、と。これが、マーケティング的

間接経営戦略である。 
 なお、この共約不可能性概念の提示は、さらに沼上（2000）の当初の問題意識、法則定

立的な研究と解釈学的な研究の対話不可能性を克服する一つの視座ともなる。というのも、

両者の間の対話不可能性とは、両者の間に共約不可能性の存在を仮定し、その共約不可能

性という問題を解くことによっても克服されうるからである。元来、共約不可能性は、方

法論研究において議論されてきたテーマであり、その克服方法は少なからず提示されてい

る。それは、共約不可能性のパラドクスとして捉えることができる35。パラダイム間におい

て共約不可能性が存在するとき、すなわち、共通の基準が存在しないとき、我々は、もは

やパラダイム間の優劣判定ができないと判定すること自体ができない。優劣判定ができな

いという判定を行うための共通の基準もまた、存在しないということになるからである36。

それゆえ、共約不可能性の存在は、逆に、優劣判定への可能性を開いている。すなわち、

共通の基準の不在は、単に優劣判定を不可能にするのではなく、それ自体の不可能性を招

き、二重否定的な帰結をもたらす。そして、その可能性こそが、新しい知識が生まれてい
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く可能性、あるいは、新しい価値が創造される可能性の起点ともなる。消費者との対話が

大事、インタラクションが大事だということの意味は、つまりこういうことではないのだ

ろうか。これ以上の詳細をここで説明する余裕はないが、その意味においても、共約不可

能性概念を取り込んでおくことには十分な意義があるといえよう。

                                                  
注 
1 沼上（2000）、1-20 頁。 
2 沼上（2000）、19 頁。沼上が指摘するとおり、こうした状況は、他の論者によっても考察されている。

例えば、Pfeffer（1993）は、組織科学の知識発展のためには一致したコンセンサスが必要になるとし、

「パラダイム発展」という枠組を用いて議論を進めている。これに対して、Cannella&Paetzold（1994）
は、Pfeffer の「パラダイム」理解を批判しつつ、一致したコンセンサスが得られてしまうと、むしろ逆

に知識発展が阻害されることになると主張している。これらは、組織科学のアイデンティティを問うて

いるといえるが、同様に「理論の不在」を問う研究も存在している（DiMaggio1995、Sutton&Staw1995、
Weick1995）。とはいえ、沼上によれば、これらの議論は衆目を集めているわけではないという。これに

対し、同様の議論が、マーケティング論においてはマーケティング方法論研究として蓄積されてきた

（ex.Hunt1992、Peter1992、堀田編著 1991、上沼 2003）。背景としてこのことを理解しておくことは、

後述の議論とも関連して有用であろう。 
3 Merton（1957）によれば、意図せざる結果は、予期しない結果、意図されない結果として示され、厳密

には、機能分析の中で定義される。１．特定の体系にとって機能的なもの、これらは潜在的機能をなす。

２．特定の体系にとって逆機能的なもの、これらは潜在的逆機能をなす。３．この体系に無関係であっ

て、機能的にも逆機能的にも影響のないもの、すなわち実際上は重要でない没機能的効果がこれである

（Merton1957、邦訳 46 頁）。 
4 沼上（2000）、21 頁。 
5 コンティンジェンシー理論に関しては、坂下（2000）や加護野（1988）に詳しい。 
6 法則定立的研究や記述中心の研究の詳細に関しては、坂下（2004）を参考のこと。 
7 沼上（2000）、195 頁。 
8 ジョンソン＆ジョンソンについては、ライオンが技術的には容易に模倣できるはずの J&J 歯ブラシを同

質化できなかった背景についての分析が取り上げられている。また、カシオについては、電卓競争の中

で、いつのまにか新しい事業のための経営資源が蓄えられていたという事例が取り上げられている。 
9 なお、オリジナルとなる Kotler（1991）においては、ミシュランの戦略はマーケット・リーダーによる

市場拡大戦略として捉えられている。 
10 特に、 近であれば、企業が自身の利益だけを追求するのではなく、社会性を求めることや、例えば環

境に配慮した行動を起こすということも、総じて間接経営戦略ということになろう。 
11 この論理は、沼上が当初に示した法則定立的研究（実証主義的研究）と解釈学的研究といった図式にお

おむね対応する。石井自身は、前者として取引費用論や情報処理理論を取り上げ、後者として加護野

（1988）や石原（2000）を議論している。ただし、特に後者の議論については、それら自体は決して単

純な独我論ではなく、ただそう解釈される可能性が存在している点を強調している。沼上も、後者の例

として加護野（1988）や石井（1993）を提示しつつも、しかしそれはそう解釈される可能性があるとい

う点を強調しており、両者のスタンスは一致しているといえる。 
12 石井（2003）、22 頁。 
13 石井（2003）、23 頁。 
14 石井（2003）、23-24 頁。 
15 石井（2003）、24 頁。 
16 栗木（2003）、195 頁。 
17 もちろん、厳密にいえば、意図せざる結果は機能的な問題として定義される以上、消費者の解釈が機能

として分析可能かどうかについては議論の余地がある。この点には留意する必要がある。 
18 栗木（2003）、第 6 章。 
19 栗木（2003）、196 頁。 
20 栗木（2003）、195-196 頁。 
21 このモデルに端的なものは、消費者情報処理モデルである。 
22 栗木は、この限界をラダリング法の前提となる手段-目的連鎖から導いている（栗木 2003、72-75 頁）。 
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23 この具体的なイメージは、AI 研究の中で「心」についても研究するにいたった Minsky（1986）、邦訳

30-31 頁が参考になる。 
24 栗木（2003）、212-214 頁。 
25 沼上（2000）、215 頁。 
26 沼上（2000）、215 頁。 
27 例えば、石井他（2004）、2 頁。 
28 このことは、ひとまず、沼上における意図せざる結果の範囲を、我々はより広く拡張したということを

意味するだろう。とはいえ、沼上においても、意図せざる結果の範囲について広くとれる議論はされて

おり、必ずしもこの認識は確定的ではない。さらにいえば、結局のところ、意図せざる結果をいかなる

形で捉えるべきのか、逆にいえば、そもそも意図した結果とはいかなる形でありえるのかという問題は、

その決定の事後的性格とも相まって極めて難しい問題だといえる。この点をどこまで明確にできるのか

については、そもそも明確化することによって行為のシステムという議論そのものが危うくなる可能性

までを含めて、これから検討されなくてはならない。 
29 伊丹・加護野（1989）、加護野（1988）を参考のこと。 
30 Kuhn（1970）、邦訳 167-169 頁。 
31 共約不可能性をめぐる議論については、例えば、Bernstein（1983）が参考になる。 
32 例えば、ニュートン理論は、アインシュタイン理論に内包される部分的な理論だと考えられる。 
33 その可能性と意義についての詳細は、水越（2005）を参考のこと。 
34 もちろん、現実的に考えるのならば、企業と消費者が完全に共約不可能な状況にあることは少ないだろ

う。その意味では、この仮定は極端すぎるといえるかもしれない。しかしながら、あえてこうした仮定

を置くことには、大きく 2 つの意味がある。一つは、原理的な問題として、いずれにせよ共約不可能性

な状況にある場合を排除しきることはできないということ。そしてもう一つは、より現実的、実践的な

問題として、この仮定は、何が売れるかは究極的には消費者を調べればわかるといった消費者至上主義

に対して一定の距離をとることを可能にするということである。いうまでもなく、消費者自身何が欲し

いのかがわからなくなりつつある今日において、消費者至上主義的なスタンスは検討されなくてはなら

ない。共約不可能性の存在を仮定することは、この再検討を可能にする。 
35 この点については、詳しくは水越（2002）を参考のこと。 
36 この帰結は、厳密には、共通の基準の地位を徹底化するという論理が必要となる。詳しくは、Davidson

（1984）における翻訳の不確定性テーゼ批判を参考のこと。 
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図 1．ミシュランの 3 つ星システムにみられる間接性 
Kotler（1991）、邦訳 361 頁、沼上（2000）、192 頁。 

図 2．無限後退するコミュニケーションモデルとリフレクティブ・フロー 
栗木（2003）、210 頁。 
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図 3．意図せざる結果の生成先 

沼上（2000）、208 頁。 
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図 4．ミシュランにみるマーケティング的間接経営戦略  
沼上（2000）、栗木（2003）を元に著者作成。 
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