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１．はじめに

　これまでの社会科学の領域で，客観主義と主観主義，または構造と人間主義との統合を試み

ようとした論者は数多く存在している。例えば，社会構造と能動的な人間が二重的な関係だと

して「構造化理論」を提唱した Anthony Giddens，また個々人が社会的世界を創造する「外化」

とその社会的世界がそこで生きる人々に対して「客観化」して現れ，そこの人々はまたそれを「内

化」するという弁証法的な過程を提唱した Berger & Luckmann などが代表的な論者と言える。

それらの理論は「批判的実在論（critical realism）」から見れば，概念的には不完全なものとさ

ている（後に詳述する）。

　客観主義と主観主義を統合しようとする試みの背景には，「客観 対 主観」３，並びに「構造 

対 人間」を巡る論争があり，どれも社会科学において長らく議論されてきた。近年，連合王

国４を中心として，客観主義と主観主義を統合した「批判的実在論」というメタ理論が発展し

てきている。本稿では，批判的実在論がどのようにして「社会的世界のリアリティ」を捉え，

いかにして客観主義と主観主義の対立を乗り越えながら新たな社会科学のメタ理論を確立しよ

うとしているのかについて論じる。

　「批判的実在論」とは，インドイギリスハーフの科学哲学者である Roy Bhaskar が70年代半

ばに従来の客観主義と主観主義５を乗り越えようとして提唱した，オルタナティヴとしての科

学哲学のメタ理論である（Bhaskar，1975＝2009，Bhaskar，1998＝2006，Bhaskar & Hartwig，

2010）。簡潔に言えば，批判的実在論は，眼前の直接に観察可能な「経験的現象（empirical 

phenomena）」を，その背後にある見えざる構造，そしてそれらの構造による諸々の「力」や「メ

カニズム」などの相互作用により，因果的に傾向的に引き起こされている，ある種のパターン

化している現象として捉えており，単に経験的現象だけに注目してしまうと，認識上の「誤謬

（fallacy）」に陥ってしまうとするメタ理論（方法論）である。批判的実在論者はそれを念頭に

置きながら，社会的世界の深層にある「実在（real）」の領域に「アブダクション（リトロダク

ション）」を通じて，「超越的」に６，「遡源的」に迫っていくのであり（後述する），それこそ，

――――――――――――――――――――――――
３　メタ理論の論争に関しては，野家（2001）は歴史的な視点から，科学哲学においての実証主義と形而上学
との間の長年にわたる対立を概観し，社会科学が自然科学へ還元する「統一科学」という考え方を批判し，科
学研究上の多元主義を語っている。
４　日本では，「イギリス」という呼び方のほうが馴染んでいるかもしれないが，厳密に言うと，通称の「イギリス」
は，「イングランド」・「ウェールズ」・「スコットランド」・「北アイルランド」という４つの王国から成り立っ
ている国家のため，「連合王国」と称したほうが無難である。
５　Bhaskar（1975＝2009）では「経験論（empiricism）」と「観念論（idealism）」という表現が用いられ，Bhaskar（1998
＝2006）では「実証主義（positivism」と「解釈学（hermeneutics）」という表現が使われている。厳密に言え
ば，それぞれ異なる意味があろうが，「客観－主観」の論戦から見れば，経験主義や実証主義は「客観主義

（objectivism）」に属し，観念論や解釈主義は「主観主義（subjectivism）」に属すると理解して良いであろう。また，
Danermarkら（2002＝2015）や野村（2017）は，「それがそこに客観的に存在する」と主張する客観主義を「基
礎づけ主義（foundationalism）」とし，それに対して主観主義を「反基礎づけ主義（anti-foundationalism）」に分
類している。
６　Bhaskar はカントの超越論的観念論の「超越的」を重要な概念としながら，同時に実在性を把握する「超越
論的実在論（transcendental realism）」を提示した（Bhaskar，1975＝2009，Bhaskar & Lawson，1998）。
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科学研究上７の「発見（discovery）」であり，また社会的世界のリアリティへの「もっともらし

い説明（plausible explanation）」が成し遂げられるとしている（Danermark et al.，2002＝2015，O’ 

Mahoney & Vincent, 2014）。

　批判的実在論は，連合王国を発祥地としてヨーロッパ各地で展開されているが，世界中で

は主流なメタ理論として認知されているわけではない。例えば，アメリカでは批判的実在論

の方法論を用いた研究成果が少しずつ蓄積されてきているが，まだまだ数としては少ないし

（Gorski，2013），東アジアにおいても，そもそも批判的実在論の方法論を用いた研究は少なく，

批判的実在論を取り上げているとしても，科学哲学やメタ理論の方法論の研究としておこなわ

れているのみで，あったとしても社会学の領域で一部なされているに留まっている８。2014年

11月に立命館大学産業社会学部で「批判的実在論と社会科学におけるその可能性 ― 社会科学

の基礎理論におけるオルタナティヴ」というテーマの公開講演が開催されたが，それは日本で

初めて批判的実在論をメインテーマとして開催された公開講演であった（佐藤，2016）。

　本稿は，批判的実在論に焦点を当て，批判的実在論の視点から見る従来の社会科学のメタ理

論（経験主義や客観主義に基づく実証主義，及び観念論や主観主義に基づく解釈主義）とはど

のようなものか，そして批判的実在論はそれらをどのように乗り越えて，新たなメタ理論とし

て確立しようとしているか，批判的実在論から社会科学の研究実践の意義はどこに見いだすこ

とができるか，といった観点を明らかにする。そのために，本稿では，日本で批判的実在論の

メタ理論（方法論）に立脚した近年の研究のレビューを行い，最終的には，社会科学研究にお

ける批判的実在論の位置づけと可能性を議論する。

――――――――――――――――――――――――
７　本稿が特に冒頭で自然科学と社会科学の差異を明らかにしていないのは，Bhaskar によって提唱された批判
的実在論は，自然科学か社会科学かのどちらか一方に寄るのではなく，科学全体における科学哲学の思惟を刷
新するためのものだからである。ただし，自然科学と社会科学では，その研究対象の性質が異なるため，研究
実践上ではそれなりの違いがある。例えば，Sayer（2010＝2019）は「自然科学の対象は，まさに社会的に定
義されてはいるが，しかしなお自然に生み出されているのに対して，社会科学の対象は，社会的に定義されか
つ社会的に生み出されている」と述べている。また，Danermark ら（2002＝2015）によると，自然科学の対象は，
我々人間の研究活動とは無関係に，その対象はそのままあり続けるのである（例えば，我々人間が地球を丸い
球体として認識するか否かに関わりなく，地球は相変わらずそのままにあり続ける）のに対して，社会科学の
対象は，日常的な知識，言語，意味などを内包している社会的な存在であるため，我々はその社会的な存在を
他人の解釈を通じて更に解釈することになるため，そうした社会科学の対象は，批判的実在論では，（主観主
義や相対主義とは異なる）実在性を持つ存在であるとされているのである。批判的実在論では，社会科学の対
象の実在を構成しているのは，社会構造そのものであるとしている。
８　例えば，日本の論文検索サイトの CiNii で「批判的実在論」または「critical realism」をキーワードに検索を
行うと，67の検索結果しか出てこない。「日本の研究.com」の「研究課題探索」を用いて，「批判的実在論」を
フリーワードとして検索すると，15しかヒットしない。台湾の「博碩士論文知識加値系統（台湾全土の博士論
文および修士論文の検索システム）」で「批判實在論」と「批判實存論」（両方とも批判的実在論の繫体中国語
の表記）または「critical realism」をキーワードとして検索すると，３本の修士論文しかヒットせず，また「國
家圖書館臺灣期刊論文索引系統（台湾の国家図書館に所属するジャーナル論文の検索システム）」で同じキー
ワードで検索すると，21の検索結果が出たが，それらのほとんどは哲学や社会学，人文学のものであった。
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２．社会科学におけるメタ理論

2.1.　社会科学研究におけるロジカルシンキング

　「人間社会は，どのような『存在』としてあるか」，「我々はどのように現実社会を『認識』するか」

「現実社会で生きる我々『人間』は，どのような行動を取るか」，「それらに接近するためにど

のような『方法』を取るべきか」，これらの一連の問いは，社会的世界の諸現象やリアリティ

を観察しようとする人にとって無視することができない問いである。例えて言えば，社会的世

界や知識は客観的に実在しているか，それとも諸個人の解釈によってのみ存在するか，我々は

その社会への認識をどのように捉えるか（ヒュームの経験主義から受け継いだ実証主義か，そ

れとも解釈主義か），社会はその中で生きる諸個人とはどのように相互関係をもつか（ウェー

バーの方法論的個人主義かデュルケームの方法論的集団主義か）。我々はこれらの問題に対し

てどのような方法論に基づき（演繹推論か帰納推論かあるいは仮説推論か），どのような方法（定

量的か定性的か，または混合研究法か）を取るべきか，これらの問いは，現実社会を観察する

社会科学の研究者に突き付けられる重要な問いなのである。Bhattacherjee（2012）は社会科学

の研究を行う際には，始まりから終わりまでのすべてのプロセスにおいて「研究者のように考

えなさい（thinking like a researcher）」と述べており９，野村（2017）もそうした「存在－認識

－研究の問い－リサーチ・デザイン－理論－手法」のロジカルに繋ぐ考え方こそが社会科学研

究における「方法論」（メタ理論）であると述べている10。

2.2.　社会科学研究におけるメタ理論の鍵概念―「存在論」，「認識論」，「人間論」，「方法論」

　社会科学の研究を行う際には，研究者は自らのメタ理論（方法論）や研究スタンスを明確に

意識しておかねばならないことは，既に多くの研究者に指摘されてきた（Burrell & Morgan，

1979＝1986，Bhattacherjee，2012，Bryman，2014，野村，2017，須田，2019）。研究者が自ら

のメタ理論や研究スタンスを明確にするための重要な鍵概念が，Burrell & Morgan（1979＝

1986）で提示されている「存在論（ontology）」，「認識論（epistemology）」，「人間論（human 

nature）」，「方法論（methodology）」で，これらの４つの鍵概念を「客観－主観」の軸から纏め

ると，図１のように分類することができる11（図１）。

――――――――――――――――――――――――
９　Bhattacherjee（2012）は，社会に生きている誰しも何らかの方法で何かを調べる（research）が，「科学的な
調査（scientific research）」と言えるのは，「科学全体への貢献（it contributes to a body of science）」と「科学的
方法に従うこと（it follows the scientific method）」という二点が重要であることを指摘している（p.1）。
10　野村（2017）：3。
11　本稿では，「メタ理論」と「方法論」との使い分けを明確に定義したい（本稿の後半に詳述する）。ここで
簡単に述べておくと，「メタ理論」とは，「存在論」，「認識論」，「人間論」，「方法論」の四つで，これらが社会
的世界のリアリティを捉える際の最も基礎となる諸理論の束である。それに対して，単独に使用される「方法
論」は，それらのメタ理論を，研究実践に繋ぎ合わせる際に議論するものである。その際に，実践世界へアプ
ローチする際の方法（methods）や具体的な手法（tools）なども議論の対象となる。そういう意味で「方法論」
という言葉自体が重層的な意味を持つものと理解できる。
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図１　社会科学研究における「客観－主観」

　Burrell & Morgan によると，客観主義では，社会的世界のリアリティや知識などは人々の外

部に客観的に実在しているものだと捉えており，「実在論」の立場をとる。それら実在してい

る何かが実証可能なものであると考えられているため，認識論的には「実証主義」の立場を取

る。客観主義の人間論は人間の行動が外部環境によって決定づけられるという「決定論」であ

り，換言すれば，人間の行動は社会構造によって規定されているという立場である。客観主義

の方法論としては，科学的厳密性の基準に従って規則性や普遍的法則などを実証し導出するた

め，「法則定立的」な立場に立ち，その「法則定立的」な立場に基づいて定量的方法（method）

を取ることとなり，具体的な手法としては，質問票調査や構造化インタビューなどの定量的な

手法（tools）を用いて，出来事の間の相関関係を探し求めるのである。

　一方，主観主義では，社会的世界のリアリティや知識は個々人の創造物である「名辞（names）」

やラベルによって構築されるものであり，「唯名論」の立場をとる。そのため，主観主義者は，

それらの創造物を客観的に実証して何らかの法則や規則性を明らかにするということを忌避

し，その代わりに社会的世界が諸個人の経験や認識に依拠する主観的な解釈を通じてしか理解

しえないとする。そのため，認識論は「反実証主義」の立場をとり，研究実践上では「解釈主

義」とも称されている12。主観主義の人間論では，人々が自立的に自由意志を備えるという「主

――――――――――――――――――――――――
12　金井他（2010）では，「それまで主流であった自然科学に範を取った概念モデルの場合，その究極の目的は，
しばしば社会現象をめぐる因果関係について『説明』し，またその法則性を明らかにすることに置かれる。こ
れに対して，ゲームやドラマあるいはテクストなどのアナロジーを用いた研究の場合には，人々の行為や社会
生活のあり方を丹念に記述し，またその意味について『解釈』していくことに主眼が置かれることになる。」
と具体的に書かれている（p.312）。すなわち，自然科学に依拠する実証主義は，法則性を「説明」する立場で
ある一方，主観主義に依拠する解釈主義は，現場で観察記録したことをできるだけ「解釈」する立場をとる。

（出典：Burrell & Morgan，1979＝1986：3＝6。なお，本稿では「客-主」と
して説明しているため，それにあわせて原文での表記とは異なり「客観主
義者」を左側に，「主観主義者」を右側に表記している）
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意主義」の立場をとり，方法論としては「内側に入る（getting inside）」 13という「個性記述的」

な立場に立って初めて社会的世界のリアリティや知識を理解し，記述することができるように

なると考えている。その「個性記述的」な立場に基づき，定性的方法（method）を取ることと

なり，具体的な手法（tools）としては，オーラル・ヒストリー，非構造化インタビューや参与

観察などが用いられる14。

　坂下（2002）は経営学における組織文化に関しての学術的系譜と方法論を，実証主義と解釈

主義のそれぞれの特徴から詳細に解説している。組織文化は客観的に実証することができると

いう立場に立てば，組織文化を人事や戦略などのように，道具のように機能的にコントロール

することができるものとして捉えることになり，計量的に測ることになる。他方で，組織文化

は主観的な解釈のみに存在するという立場に立てば，研究対象とする企業組織に入り込み，現

場の人々の主観的な（間主観的な）解釈を通じてのみ理解可能となり，現象学的社会学やシン

ボリック相互作用論などの理論的な手掛かりと接合される形で捉えられるのであり，この場合，

組織文化を道具のように操作するのとは異なり，組織文化を組織のメタファーとして捉えるの

である。また，環境問題や環境運動に関する研究領域でも，環境問題がそもそも客観的に実証

することができる課題であるかが，議論されているという（野村，2017）。例えば，熱帯雨林

の過度な伐採は，我々全地球の人間にとっては，無視することができない環境問題なのかもし

れないが，アマゾン周辺に棲息しその森林伐採を生業として営んでいる人々にとって，伐採は

それほどの大問題ではないのかもしれないし，彼ら／彼女らの意識の中に熱帯雨林の森林の伐

採は問題としてさえ認識されていないのかもしれない（無意識的に認識していないか，もしく

は意識的に問題として考えていないかは，環境問題の課題として議論されるべきものではある

が，ここではそのようなこみいったことは議論しない）。

　日本では，客観主義（実証主義）と主観主義（解釈主義）とを方法論の観点から解説してい

たり，方法論として研究していたりする研究者が少なからずいるものの，日本の社会科学研究

においては，実証主義の立場からの研究が長らく主流を占めてきている（坂下，2002，野村，

2017，須田，2019）。しかし，実証主義が主流となる今日の社会科学研究に対して，疑義を呈

する研究もある。三井（2016）は日本の中小企業研究で用いられる研究方法は，実証主義に依

拠する定量的分析が主流であり，そのような厳密性に基づく方法を採ることが「科学」である

とする偏った考え方が蔓延しており，中小企業研究に対しては，そういった偏った考え方はか

――――――――――――――――――――――――
13　文化人類学者として高名な Clifford Geertz（1988＝1996）は，エスノグラフィーの手法として「being 
there」を示唆している。つまり，現場に入り込み，住み込み，最も近い距離で観察し記録し記述することこ
そが最も優れた個性記述のアプローチであるとしている。
14　従来の客観主義に依拠する実証主義の「法則定立」と主観主義に依拠する解釈主義の「個性記述」との相
違について，批判的実在論者の Danermark らも詳細に議論している（Danermark et al.，2002＝2015）。彼らは，
科学の一般化を主張する実証主義の「法則定立」（及びそれに基づく定量的方法，具体的な手法）と，個別性
や独自性を把握する解釈主義「個性記述」（及びそれに基づく定性的方法，具体的な手法）との間にもたらさ
れてきている緊張関係を懸念しながらも，科学研究はやはり一般化を主張すべきだと語っているが，その一般
化の意味は必ずしも同様の意味として共有されているとは限らないとも述べている（邦訳114-117）。科学研究
における一般化に関する認識の違いについては，本稿の批判的実在論の節で詳細に論じていく。
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えって有害であると指摘している。すなわち，複雑性や不確実性が高い社会的存在として捉え

るべき中小企業を，そのように「実験室」で完全に制御して測定するのはほぼ不可能であり，

もし無理矢理にそのように制御してしまうと，かえって現実社会から離れてしまう恐れがある

ことを指摘している。

３．オルタナティヴとしての批判的実在論

3.1.　「記述」に留まる二本柱

　これまで，メタ理論の二つの柱である客観主義（実証主義）と主観主義（解釈主義）の諸概

念を見てきたが，ここからは従来のメタ理論に対する批判とともに提唱されてきた批判的実在

論，およびそれが依拠する方法論的立場について見ていく。批判的実在論は，Bhaskarが1975

年に出版した最初の著作である A Realist Theory of Science15（RTS）で主張した「超越論的実在論」

と，４年後の The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human 

Science16（PON）で提示した「批判的自然主義」とを合わせたメタ理論である。前作は主に従

来のヒューム流の経験論と実証主義への批判（同時にカントの超越論的観念論を更に乗り越え

る）から超越論的実在論を提唱したのに対して，後作は，批判的自然主義に立脚し，実証主義

に対抗して，社会構造の重要性を指摘することで超事実性の立証を試みている17。すなわち，

批判的実在論は科学研究全体に一つの大きな方向性を与えようとしている科学哲学のメタ理論

であり，その後，少しずつ社会科学の領域に浸透してきていると言える。

　社会的世界のリアリティは人々から独立して実在しているという点に関しては，批判的実在

論者は実証主義者とある程度同様の立場を取るが，彼らは実証主義者に対して「経験的観察や

表面的記述にしか留まっていない」と批判している。批判的実在論者は，社会的世界のリアリ

ティを，見えざる構造として捉え，その構造に依拠する多くの見えざる力やメカニズムの相互

作用により因果的でかつ傾向的に生成されており，「創発性（emergence）」で還元不可なもの

として見ている（Bhaskar，1998＝2006，Archer，1995＝2007，紺野・野中，2003，O’ Mahoney 

& Vincent，2014）。眼前の経験的現象が因果的でかつ傾向的に生成されるため，「実験室」の

ように閉鎖的な状況下での測定はほぼ不可能であるとして，批判的実在論者は実証主義者が重

視する法則定率を批判している。Bhaskar（1975＝2009）によると，法則定率的な方法で同定

された「一定不変の随伴現象（constant conjunction）」の実在性は「規則性（regulation）」とい

うよりも，むしろ「不変性（invariance）」にある。そうした立場から，批判的実在論で論じら

れている社会的世界のリアリティは「クローズド・システム（closed system）」ではなく「オー

――――――――――――――――――――――――
15　式部の翻訳により2009年に『超越論的実在論と経験主義批判』というタイトルで出版された。
16　式部の翻訳により2006年に『自然主義の可能性―現代社会科学批判―』というタイトルで出版された。実
際 PON は日本で出版される前の1979年の初版の後に，1989年に第2版が，そして1998年には第３版が再版さ
れている。
17　Bhaskar（1998＝2006）：19＝25。
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プン・システム（open system）」18として捉えられていることがわかる。

　そうしたオープン・システムを基本とするメタ理論の概念を捉えると，以下のことが明らか

になるだろう。すなわち，もし我々が，独立する実在的な「向こう側」に立って振り返ってみ

ることができるのであれば，経験主義や実証主義に依る我々人間の積極的な科学的働きかけは，

「自然必然性（natural necessity）」的な存在を断片的に捉えてしまい，その断片的なものを勝手

に実在性のあるものだと認識してしまうように見えるのである。もっとも，「向こう側」に立

つことがまず不可能であるとして，批判的実在論は「存在論的実在論（ontological realism）」

という存在論的な視点を大前提としていながら（佐藤，2019），それは従来の認識論から出発

する（存在が認識に縮減・還元されてしまう）経験論的な客観主義や実証主義への強い批判で

もある19（図２）。

図２　経験的観察の視点から自然的必然性の視点への転換

――――――――――――――――――――――――
18　式部が RTS で「閉じた系」と「開いた系」と訳しているが，Danermark ら（2002＝2015）を監訳した佐藤らは「閉
鎖システム」と「開放システム」と訳している。本稿は「クローズド・システム」と「オープン・システム」
をそのままカタカナで表記している。
19　Bhaskar（1975＝2009）は，もし実在性が人間の認識に還元し解消してしまったら，人間のいない世界，す
なわち経験のない世界（例えば，一億万年前の世界）では，実在性はなくなるのではないかと強く批判してい
る。人間の経験的観察のない世界であっても，音は広く通るし，物も重力により地面に落ちるのである。すな
わち，実在的な存在は直接的に観察できないが，常に我々の外側に実在しているのである。そうした観点から，
研究者は実在性に関する「もっともらしい説明」を絶えることなく探し求めるただの知識の「労働者（worker）」
以外の何物でもないということがわかる。Bhaskar（1975＝2009）は自然的必然性と語っていると同時に，現
代哲学を支配している経験論的な実在論を「人間中心主義（anthropocentric）」と批判しているのであり，後
に「弁証的な思考様式」を付け加えて議論することによって，社会科学研究における動態的でかつ全体論的な
性格として「弁証法の批判的実在論」を全面的に展開している（Bhaskar，1993＝2015）。そうした社会科学研
究の全体論的な性格はまた人間の自己解放にも繋がっていくのである（Bhaskar，1993＝2015，O’ Mahoney & 
Vincent，2014）。

（出典：筆者作成）
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　鳴門 CR 研究会20の近森も，批判的実在論が前提としている世界への開放系（オープン・シ

ステム）に依拠して，今日の日本の学校教育の閉鎖性を批判し，教育活動全般にわたって家庭

や地域と連携した指導や学習の重要性を語っており，学校外の様々な教育資源との連携を期待

していると語っている（近森・谷村・上野，2017）。もし現存の学校教育が本当にクローズド・

システムだとすれば，打開策としては，後述する「仮説推論（遡源推論）」という，従来の演

繹推論や帰納推論とは異なったより創造的な推論方法，思考方法を教育方法に取り入れる必要

があると考えていることが推察される。ただし，西部（2004）が「実証主義では，一度ある法

則が確立されれば，類似の事例に対してそれを適用することで誰もが同じ分析を行えるという，

道具上の簡便さがあった。（中略）批判的実在論は，マニュアルを理解すれば誰でもただちに

操作できるといった簡便なツールではない。それゆえ，教育書によって学生を教育し，研究者

を大量に育てるような，マスプロ教育・研究向けのものではないことは確かだ。（中略）科学

（science）の技術化と大衆化を推し進めた実証主義は資本制に適合的だ。他方，超越論的実在

論はアブダクションやリトロダクションといった玄人職人的な発見技能や洞察力に依拠するも

のである。」21と述べているように，それは決して簡単な話ではない（後に詳述する）。

　一方，批判的実在論者は，主観主義者（解釈主義者）や社会構築主義者などが主張する社会

的世界の主観的構築及び科学の政治的性質に同意していると同時に，彼らの「全ての知識は人

間の解釈にのみ存在するため，すべての知識は平等だ」という相対主義的な考えをも批判して

いる。それに関しては，彼ら／彼女らは，科学研究を通じて，より優れた科学発見や応用科学

を探ることで，人間社会の進歩を図り，人間をより自由にさせ，「解放（emancipation）」につながっ

ていくと考えている（O’ Mahoney & Vincent，2014）。

　社会構築主義などの人間の内面世界へのまなざしの限界から，批判的実在論への繋がりに関

して，中村（2016）は DV，暴力，サイレンシングなどの社会問題を扱う社会臨床学の学術的

立脚点としての社会構築主義，及びその社会構築主義に依拠するナラティブセラピーの貢献と

臨界点を解説してから，「批判的現在」22の立脚点と，その先にある「批判的実在論」の到達点

について詳細に論じている。中村（2016）は，「『存在論における恣意的な境界設定（ontological 

gerrymandering）』23を考慮しつつ，多元的社会における様々な社会問題の提起を行う」として，

社会構築主義の貢献を高く評価しながらも，社会構築主義が様々な社会問題を把握する際に，

――――――――――――――――――――――――
20　八鳴門教育大学の CR 研究会のことを指す。
21　西部（2004）：107。
22　「批判的現在」という用語について，竹村（2013）は「おそらく社会構築主義は，本質主義とマルクス主義
と脱構築のあわいにたたずむ理論なのではないだろうか。」と語っており，竹内は「社会構築主義を，ときに
この三者との重なり合い，ときに三者と齟齬をきたし，その折衝のなかで，その折衝自体が，批判的現在を紡
ぎだす理論だ」と捉えているのである（pp.4-5）。
23　社会問題を解決するために社会政策は必要であるが，その政策の立案はどのような定義に基づくか，いか
なる課題を優先し，どのように焦点を当てるか，すなわちどこでどのように線引きをするのかに関しては論争
が生じやすいのである。「存在論における恣意的な境界設定（または存在論的囲い込み）」は，選挙する際に選
挙区を勝手に改変するゲリマンダーという言葉から由来し，主に「社会問題の恣意的な定義が存在し，選択的
相対主義の見地から社会問題を問題化する」様相を把握する概念である（中村，2016：194）。
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言説的な編成体24を組成する回路に入ってしまい，やがて自己言及せざるを得なくなり，終わ

りのないラビリンス（迷宮）に陥ってしまう恐れがあるとも語っている。特に構築主義やポス

トモダンに依拠する言説に関する研究や実践は，社会構造の問題へと届かないことや，社会的

現実の変化の理論が見えづらいこと，社会問題の解決への道筋が欠如していること，方法論的

な相対主義へと陥ることなどが懸念されている25。こうしてみれば，主観主義や社会構築主義

は，社会問題の提起と記述には役立つが，その問題の解決にはあまり寄与することができない

と理解できよう。

　批判的実在論は，客観主義（実証主義）と主観主義（解釈主義，社会構築主義）を根本的に

批判しつつ，同時に両者のメリットを折衷的に掴もうとするように見えるかもしれないが，単

にそれらをつまみ食い（折衷論）のように都合よく混合させているのではない。それに関して

は，これから議論する「階層化される存在論（stratified ontology）」，及び「自存的次元（intransitive 

dimension）」と「意存的次元（transitive dimension）」という概念を正しく理解することから見

えてくる。

3.2.　実在の「発見」と「説明」への深化－「経験」，「現実」，「実在」の三つのドメイン

　批判的実在論は，経験的現象に注目して一定不変の随伴関係を同定する古典的な経験論，客

観主義，実証主義，あるいは社会的世界のリアリティが主観的な解釈により構築されるという

立場をとる従来の観念論，主観主義，解釈主義とは異なり，社会的世界のリアリティを「経

験のドメイン（domain of empirical）」，「現実のドメイン（domain of actual）」，「実在のドメイ

ン（domain of real）」と三つのドメインに分け，階層的に捉えており（Bhaskar，1975＝2009，

Bhaskar，1998，紺野・野中，2003，Danermark et al，2002＝2015，Gorski，2013，O’ Mahoney 

& Vincent，2014），「階層化される存在論（stratified ontology）」とも呼ばれている（表１）。

――――――――――――――――――――――――
24　社会構築主義では，社会構造や社会問題は，実在的に存在しているのではなく，言説的に（discursively）存
在していると言われおり，社会問題自体の存在に関する議論から始まるのである。例えば，本稿の2.2.で取り
上げている環境問題の存在の有無に対する認識についても，社会構築主義に関わるものである。
25　中村（2016）は，DVによるサイレンシングの諸現象を援用し，実際に言説外の分析の必要性を語りながら，
セラピストや研究者自らの反省や省察から，「いま，ここ」への批判とする「批判的現在」の重要性を重ねて
解説している。批判的実在論からすれば，ディスコースやサイレンシングなどを形成する社会構造は確かに実
在しているものであり，その実在的な社会構造に基づいて社会臨床におけるクライアントとセラピストとの相
互作用による行動は限られてはいるが，当事者らの反省などによって社会構造もまた書き換えられていくので
ある。ここで中村は批判的実在論の旗手の Archer（1995＝2007）の「創発性の分析的歴史」を援用して解説
している。
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表１　Bhaskar の超越的実在論における三つのドメイン

（出典：Bhaskar，1975＝2009：2＝3，47＝63）

　我々の眼前に現れている直接的に観察可能な社会的諸現象は，単なる経験的現象であって常

に可謬的であるため，それらの経験的現象だけに注目し，その経験的現象の間の何らかの普遍

的な法則を取り出して客観的に実在するものだと同定してしまうと，誤謬に陥ってしまう恐れ

がある。Bhaskar に言わせれば，研究者が科学研究の訓練を受ける理由の一つは，その種の誤

謬を避けるためである。換言すれば，経験の領域で我々が直接的に経験する現象と，現実の領

域に起こる出来事との間に「ズレ（out the phase）」が存在する。一方，実在の向こう側には，

構造によりそれぞれの力を持つ諸々のエンティティが存在し，それらの力や力が持つメカニズ

ムなどはしばしば相互作用（もしくは相互相殺）26しているため，何かが必然的に生起してい
4 4 4 4 4 4 4 4 4

るとは限らない
4 4 4 4 4 4 4

のである。すなわち，実在ドメインと現実ドメインとの間にも「ズレ（out the 

phase）」が存在するということになる27。

　例えば，経営学において従来の企業支配論28を脱却し，批判的実在論に立脚して「構造的

――――――――――――――――――――――――
26　例えば，マッチは擦るという行為により燃え上がるという因果的力を持っており（マッチもそのような構
造のためにそうした力を持っている），火を付けるためには人が擦ることを行う必要があるし，空気中に酸素
が存在している必要があるし，マッチが濡れていない状態でなければならない，という様々な因果的メカニズ
ムによってマッチに火がつくことに作用しているのである（Danermark et al.，2002＝2015：邦訳87-88）。
27　Bhaskar（1975＝2009）は「da＝de のケースは，現象が認識論に意味をもつ記述によって捉えられるととも
に，熟練した知覚作用（したがってまた，五感による識別に長けた熟練者）が必要である」と述べており，更
に「dr＝da のケースは，クローズド・システムが成立していることが前提条件であるが，それには熟達した実
験能力（したがって自然に対する計画的撹乱）が必要である」と述べている（47＝63）。つまり，Bhaskar 自
身も実在領域を探索する際に実験はそれなりに重要であると考えているのである。しかし，Bhaskar の自然的
必然性と存在論的実在論からすれば（本稿の3.1.の図２で論じていることは），何らかの方法（科学実験を含む
科学観察）によってある実在的な存在が立証された時点で，その実在的な存在自身も，その瞬間にオープン・
システムとしての世界に対して，その実在的な存在（の因果法則）への言明によって切り取られてしまうか，
あるいは蓋然的で論証力の低い言明にしかならないだろう。いずれにせよ，存在論的実在論やオープン・シス
テムで捉えるのなら，観察，実験，言明，理論などは常に修正に対して開かれなければならないのである（後
述する）。
28　坂本（2007）によると，「法パラダイム」と「組織パラダイム」という従来の認識パラダイムである。

実在のドメイン
domain of real：dr

現実のドメイン
domain of actual：da

経験的ドメイン
domain of empirical：de

メカニズム（mechanisms） ✓

現象（events） ✓ ✓

経験的現象（experiences） ✓ ✓ ✓
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支配－権力パラダイム」を提唱する坂本（2007）は，「即時収益システム（immediate-return 

system）」29から「遅延収益システム（late-return system）」30に至る生産手段の変化と余剰労働の

蓄積の生成を通じて社会ステムと社会構造を捉えており，「商品関係全面化」の社会構造や，

賃労働者と資本家との生産関係などの側面から，経営諸過程の生成・形態変形は，「該当企業

に置かれている各社会構造としての市場的社会構造が持つ『潜在的な力（possessed power）』と，

該当企業における社会構造としての企業的社会構造が持つ『潜在的な力』とが，人間主体の選

択力・意思決定力が持つ『潜在的な力』と合成することで形態変形した『作用する力（exercised 

power）』なのである」と具体的に捉えている31。すなわち，企業組織の支配などを含む経営上

の諸出来事や諸現象などは，奥深く存在している社会システムや市場的社会構造などにおける

力，そしてそれらの構造に置かれている企業組織の力，能動的に意思決定をする人々が持つ力

の相互作用により，現実化されており（actualized），更に経験されている（experienced）もの

であると理解できるのである。

　このように，批判的実在論では，眼前の諸現象に対して，生起している諸々の力やメカニ

ズム，並びにそれらの間の相互作用による因果的に生起する「傾向（tendencies）」を同定し，

それらへの「もっともらしい説明」を探し求めることが第一義的な課題であるとされてい

る（Bhaskar，1975＝2009，Danermark et al.，2002＝2015，紺野・野中，2003，Sayer，2010＝

2019，O’ Mahoney & Vincent，2014）。それに対して，存在が認識に完全に縮減・還元されてし

まう従来の経験主義や客観主義に依拠する実証主義では，経験的に観察・認識できたことがす

べてであり，それらの経験的現象の中から一定不変の随伴関係を探し求めることにより，規則

性を同定することで，「階層化される存在論」が無視されてしまうし，「存在論的実在論」も無

視されてしまうのであり，完全に「認識論的誤謬（epistemological fallacy）」に陥るのである32。

3.3.　自存的次元と意存的次元

　批判的実在論では，社会的世界のリアリティを上述した「階層化される存在論」という側面

からだけでなく，「自存的次元（intransitive dimension）」と「意存的次元（transitive dimension）」33

――――――――――――――――――――――――
29　「大地に労働を投下して直接的に自然物を獲得し，即時に消費することで経済的循環運動を行うシステム」
のことであり，社会システムが起こりにくい（坂本，2007：28）。
30　「自然に労働を投下した上で獲得した社会的余剰の一部を蓄積し，次期以降に再投下することで経済的循環
運動を行うシステム」のことであり，「過去に投下された余剰労働の蓄積がどのように『管理』，『配置』，『収
益』，『処分』されるか」という課題が生ずるため，社会システムないし固定の権力関係が生まれやすい（坂本，
2007：28-29）。
31　坂本（2007）：39。
32　野村（2016）は，批判的実在論者は社会的世界をA（経験），B（現実），C（実在）の三つに分けてみてい
るのに対し，経験主義者や実証主義者はその ABC のすべてをAとして認識し，背後の見えざる因果メカニズ
ムと生成メカニズムを無視してしまうため，認識上の誤謬に陥る恐れがある，と解説している。Bhaskar はそ
のことを後の著作で「存在論的一価説（ontological monovalence）」と述べ，「それは存在の諸問題がいかなる
条件のもとで起こるかという問題関心を消し去り，存在（そして存在分析）の脱空間化と脱時間化を招いたこ
とである」と更なる批判を展開している（1993＝2015：邦訳24-25）。
33　式部は RTS で「自動的」，「他動的」と訳しているが，Danermark ら（2002＝2015）を監訳した佐藤は「自存的」
と「意存的」と訳している（佐藤，2019）。本稿では佐藤が訳している「自存的」と「意存的」という訳語を
使用することにする。



47曾　國哲・岸　保行：批判的実在論が捉える「科学的発見」と「もっともらしい説明」

という二つの次元を設定して，それらの次元から捉えようとする点にも特徴がある。自存的次

元は，我々の認識に関わらず独立に実在している次元である。批判的実在論では，その自存的

次元へと可能な限り迫っていくことが科学の目的だとしている。一方，意存的次元は，我々の

実在に対する知識や概念を構成する次元であって，必ず既存の知識や概念（いくら未熟だとし

ても）に基づいて更新され，再構築されるのである（Bhaskar，1975＝2009）。すなわち，社会

的世界のリアリティにおける自存的次元は，我々が無限に接近しようとしている次元ではある

が，我々はどうしても「理論負荷的（theory-laden）」または「理論依存的（theory-dependent）」

に意存的次元に立って自存的な存在を理解せざるを得ないのである。その場合，自存的次元に

最も距離の近い知識や概念がその時点で，我々が科学を実在に繋げていく唯一の方法であると

も言える（Danermark et al.，2002＝2015，ダナーマーク・堀，2016）。自存と意存的次元の概

念的な定義を理解すれば，3.1.で論じた批判的実在論が従来のメタ理論を批判する理由がより

明確に理解されるであろう。

　自存的次元の定義からは，実在的な何かが存在していることを指摘してはいるが，実証主義

が経験的側面からだけで法則性を同定しようとする客観的実在性とは異なり，批判的実在論で

はその実在的存在は我々観察者の「向こう側」に自存的に存在し，直接的に触れることができ

ないものであるとする（ただし「知解可能（intelligibly）」ではある）。自然科学で例えていえば，

コペルニクスの地動説は我々の今の自然世界への認識の一部として成り立っているが，コペル

ニクスが地動説を唱える前の時代，つまり天動説が真実として認識されていた時代でも，地球

と太陽との関係は変わることなく我々の認識の「向こう側」に実在しているのである。それに

対して，実証主義が見ているのは，彼らが経験的な観察を通じて認識しているものだけである

ため，誤謬に陥る可能性がある。換言すれば，「実在性＝経験的観察＝実験」という誤謬であり，

創発性どころか，クローズド・システムに立っているだけである。

　一方，意存的次元の定義から，自存的な存在へ迫るための知識や概念は，常に既存の知識や

概念または理論に依拠する社会的な活動（例えば，科学研究や言語的コミュニケーション）を

通じて書き換えられるものであることがわかる。つまり，すべての知識や概念は常に可謬34で

あって修正に対して開かれているのである（Danermark et al.，2002＝2015）。すなわち，実在

へのアプローチは，それらの知識や概念の相互的な積み重ねにより進化しているのであり，

これは「認識論的相対主義（epistemological relativism）」とも呼ばれている（Bhaskar，1975＝

2009，佐藤，2019）。そうした批判的実在論の社会性から見れば，批判的実在論は主観主義や

相対主義にある程度の親和性を持っていると見えるかもしれないが，批判的実在論は「存在論

的実在論」を大前提として捉えているため，存在の相対性を唱える主観主義や相対主義とは根

――――――――――――――――――――――――
34　既に述べたように，経験的現象は可謬であるが，自存的次元で実在しているものに対して我々の認識，つ
まり知識や概念もただの可謬的なものである。よって，我々の知識や概念などは，修正に対して開放的でなけ
ればならないのである（弁証法的展開のことであり，後述する）。さらに言ってしまえば，我々研究者や観察
者は，いくら努力していても，実在のただのいくつかの側面だけを見るのであり，他の側面には盲目になって
いるのである（Danermark et al.，2002＝2015：42）。
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本的に異なるのである（Bhaskar，1975＝2009，佐藤，2019）。先に例として挙げたコペルニク

スの地動説から考えてみれば，コペルニクスが地動説を唱える前の自然世界への認識は天動

説であったが，天動説という知識や概念自体は，修正に対して開かれているため，コペルニ

クスは地動説を唱えられたのである。もちろん，コペルニクスの地動説は，当時の教会など

に反発されたかもしれないが，それは言語学上の「ディスカーシブ・ヘゲモニー（discursive 

hegemony）」や，Thomas Kuhn の科学者集団やパラダイム・シフトの議論へとつながる問題を

孕んでいる。「批判的現在」，及び後述する弁証法的に展開される科学的発見も，この知識や概

念の可謬性と修正可能性と密接な関わりがある。

　このように，批判的実在論は，そうした階層化される存在論で，自存的次元への存在論的実

在論的な大前提をもち，意存的次元を把握しようとする認識論的相対主義に基づき従来の客観

主義（実証主義）と主観主義（解釈主義）を乗り越えようとしており，これまでのメタ理論の

オルタナティヴとして存立している（図３）。

図３　批判的実在論における三つのドメイン，自存，意存的次元

　メタ理論の概念としてだけでなく，現実の出来事から自存と意存を理解することもできる。

例えば，企業支配論の坂本（2007）は，「競争／独占構造という市場的社会構造は，直接的に

それ自体が実在性を表出させるのではなく，社会構造が持つ因果的作用の効果・結果が，人間

主体を通じて表出されることを感知することによってしか，その実在性を表出できない」と市

場的社会構造の実在性と人間主体との相互関係を解説している35。つまり，市場的社会構造な

どは，我々観察者にとって確かに独立的に実在している存在ではあるが，その市場で振る舞っ

――――――――――――――――――――――――
35　坂本（2007）：38。

（出典：筆者作成）
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て競争し合う人々がいなければ，我々はその実在性を同定しえないのである。言い換えれば，

我々はその市場的社会構造で振る舞い合っている人々への観察を通じて，抽象化して何らかの

理論を導出することにより，その社会構造の実在性へと接近できるのである。

3.4.　科学研究の推論方法，及びアブダクション（リトロダクション）

　科学研究を議論する際には，推論の方式についての論理学的な議論を欠くことはできな

い。もっともよく耳にする推論の方式は「演繹」と「帰納」の二種類である。アメリカの理

論学者の Charles Peirce は，数式的展開に拘る「演繹」を「分析的推論（analytic or explicative 

inference）」と定義している。そうした演繹的推論は，「すでに前提に内包されている」ものを

分析的に導出するため，必然的な結論を導き出す考え方であり，妥当性がもっとも高い推論の

方式である。しかしながら，「前提の内容を超えない」推論の方式でもあるとされている36。一方，

Peirce は，経験的に観察した現象の諸性質をまとめて前提のない結論に到達する「帰納」を「拡

張的推論（ampliative inference）」と定義している（米盛，2007）。しかし，経験的に観察して

まとめる作業は永遠に終わらないため，拡張的な演繹推論は必然的な結論にたどり着けず，あ

くまでも「蓋然的」な結論にしかたどり着けないのである37。ただし，単に分析的な推論であ

る演繹，または経験的観察を通じて諸性質をまとめる帰納を用いるだけでは，批判的実在論が

探し求める構造，力，メカニズムを発見することができないとされている（Danermark et al，

2002＝2015）。

　Peirce は，上記の演繹と帰納を土台として，結論から遡源して生成プロセスを発見する「ア

ブダクション（abduction）」もしくは「リトロダクション（retroduction）」38という推論法を第３

の推論法として提唱したが，日本語では「仮説推論」と訳されている（米盛，2007）。以下は，

Peirce の「トルコの港の知事」39の事例から，上述した実在，現実，経験の三つのドメインの具

体的な解説と，論理学上の「仮説推論」を詳しくみていくことにする。

――――――――――――――――――――――――
36　例えば，数式の推論の三段論法からみれば，まず「2x+y-1＝0」という大前提があり，次に「x+2y-5＝0」
という小前提があるとしよう。その場合，「x＝1」と「y＝3」という，すでに大前提と小前提としての数式に
内包されている結論を，それらの前提から必然的かつ分析的に導出することができる（米盛，2007：31-32）。
37　例えば，我々は何千羽の白いスワンを引き続き発見したとしよう。この場合，我々は自然に「全てのスワ
ンは白いのだ」と経験的に結論づけるかもしれない。しかし，世の中のスワンを一羽残らず全部発見し記録し
きれないため，「全てのスワンは白いのだ」という結論は，理論学的にはあくまでも蓋然的な結論としかなら
ない。
38　Peirce はアブダクションをしばしばリトロダクションとも呼んでいるが，アブダクションは日本語では「仮
説推論」と訳されている一方，リトロダクションは「遡及推論」と訳されている（米盛，2007）。Danermark ら（2002
＝2015）は，アブダクションは主に個別現象を解釈し，再文脈化することであり，「特定の概念枠組で解釈さ
れた何かに，どのような意味が与られるか」を中心論点としている。一方，リトロダクションは，主にある現
象をそのようにさせている基本条件を再構築し，「何かを可能にするためには，どのような特性が存在しなけ
ればならないか」を中心論点としている（邦訳124）。また，O’ Mahoney & Vincent（2014）も「多くの研究者
たちは，アブダクションとリトロダクションを簡単に理解しようとするために，同一の概念として扱おうとす
る。（中略）我々はアブダクションが，リトロダクションの一形態であると考えているが，それは同時に逆も
また然りであるため，二つの形態は別のものとしてセットで理解しなければいけないのである。」と述べてい
る（p.19）。
39　米盛（1981）：191-192；（2007）：54-56，60-61。
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　トルコの港湾で下船したある観察者が，ガードマンが付き周囲の人々にちやほやされている

明らかに偉そうな人を見かけたとしよう。単純に一回の観察だけで語れば，「あの人にはガー

ドマンがついていて，周囲の人々にもチヤホヤされていて，偉そうな人である」ということに

なり，その範囲を超えない。その後，数回の観察を行うと「あの人は常に
4 4

ガードマンが付いて

いて，周囲の人々にちやほやされているよね。」という帰納的に拡張した結論に到達するかも

しれない。その際に到達した結論は「経験的一般化」である。

　一方，仮に「なぜその人は偉そうにガードマンが付いていて，周囲の人にちやほやされてい

るのか？」と疑問を持ち始めるとしよう。批判的実在論の問い方からすれば，「その人は偉そ

うにガードマンが付いていて周囲の人々にチヤホヤされているためには，その港湾はどのよう

な形式（人間関係，社会構造，文化・伝統，慣習など）でなければならないのか？」という「超

越的な問い（transcendental question）」となりうる40。それらの仮説を持って真実に迫っていく

ために，様々な情報を収集しながらその仮説を立て直して推論を練っていく。「もっともらし

い説明」のように見える段階に辿り着いた際，その仮説は「あの方はこの港湾の知事だから，

常にガードマンが付いていて周囲の人々にチヤホヤされているのだ！」となるかもしれない。

その際，「あの人は常に
4 4

偉そうに・・・」というただの経験的観察から得た結論が超越され，「あ

の方はこの港湾の知事だ！」という「もっともらしい説明」を抽象化した結論に至ったのであ

る。なぜそうした推論ができたのかと言えば，それは例えば，その知事の周囲とのコミュニケー

ションの様子，そこの人々の服装や装飾，港湾の伝統的な上下関係やその関係を表す言葉遣い

など，その港湾の社会的構造，その構造による諸々の力やメカニズムなどを表出する様々なヒ

ントによって，我々は推論することができたからである。批判的実在論の三つのドメインの概

念を取り入れてみれば，「あの人は常に偉そうに・・・。」という経験的現象と「知事だから，

チヤホヤされているのだ！」という現実的な出来事との間にズレがあり，その現実的な出来事

とそれらを生成する構造，力やメカニズムという実在との間にもまたズレがあることがわかる

のである（図４）。

　アブダクションは，前提のないことを拡張的に推論する方式であるため，Peirceは，アブダ

クションを，帰納推論と同様に「拡張的推論」と定義している。しかし，アブダクションと帰

納推論と大きく異なるのは，経験的一般化を求める帰納推論とは異なり，アブダクションが経

験的結果から再記述，再文脈化していく推論の方式をとっていることにある（図５）。アブダ

クション（ないしリトロダクション）を通じて推論して何かを「発見」し，「もっともらしい

――――――――――――――――――――――――
40　佐藤（2019）によると，批判的実在論でそうした超越的な問いは様々なバリエーションがあるが，典型的
なのは「～が可能であるためには，世界はどのようなでなければならないか」という形式であり，その原点と
しては，Bhaskar（1975＝2009）が示した「科学が可能であるためには，その対象である世界はどのような世
界でなければならないか」という超越的な問い方である。こうした経験的出来事を超越して遡求していく問い
方は，「リトロダクション」の問い方でもある。Danermark ら（2002＝2015）によると，リトロダクションの
典型的な問い方は「Ｘ が存在するためには，そして X がそもそも X であるためには，どのような諸性質が存
在しなければならないか」という問い方である。
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説明」にたどり着いた際に成し遂げられたのは，「理論的一般化」である41。そうしたアブダ

クションの推論方式の影響を受けて研究を実行している近年の社会科学者や人文科学者は，そ

うした社会科学の方法では「再記述（redescription）」，「再文脈化（recontextualization）」，「再明

瞭化（re-articulation）」が含意されているということも強調している（Danermark et al.，2002＝

2015，Contu & Willmott，2005）。

（出典：筆者作成）

（出典：米盛，2007：30に基づいて筆者作成）

図４　社会的世界における三つのドメインと科学的発見法のアブダクション

図５　科学研究における推論方法の分類

――――――――――――――――――――――――
41　Danermark ら（2002＝2015）は，科学研究における一般化の概念を「一般性（化）の経験主義的概念」と「一
般性（化）の実在論的概念」とを分けて論じている。また，伊賀（2012：38）は，実証主義（経験主義）が到
達する「一般化」は，諸現象・出来事の間に恒常的な同時発生・続発が存在することが確かめられ，ある現象・
出来事がそうした規則性・法則の発見したものとして叙述することであるとしているが，批判的実在論が到達
する「一般化」は，その対象の隠された「本質」の一般化であり，基底的で深層にある構造要素，構造，そし
てメカニズムなど，表層的な現象を生み出す一般的な枠組みを抽出し分離することである。



新潟大学　経　済　論　集 第110号　2020－Ⅱ52

　そうした形式的でもなく分析的でもない推論は，正統派の論理学者から見れば，形式的に正

しい推論だとは認められていないかもしれないし42，ただの当てずっぽうのようにも見えるの

かもしれないが43，仮説推論はその「飛躍的」な特徴として「飛躍的な推論（inference leap）」

とも称されており，それこそが科学的発見の重要な担い手であり44，Peirce 自身もアブダクショ

ンを「探求の論理学（the logic of inquiry）」とも称している（米盛，2007）。

　広い意味での理由づけ，思考，論証を通じて，そうした我々の直接的に観察しえない領域ま

で遡源的に迫っていき，我々の眼前にある経験的現象を生成する諸々の力やメカニズムを推論

的に「発見」し，「もっともらしい説明」を図ろうとする機能を保持しているため，アブダクショ

ン（またはリトロダクション）は，批判的実在論で重要な推論方法として大いに利用されてい

るのである45。Danermark ら（2002＝2015）によると，我々はアブダクションの推論形式を，①「経

験的な諸現象と出来事をもち（伝統の論理学における「帰結」の部分）」，そして②「私たちは

それらを規則と関連付け」，さらに③「それ（規則）は，出来事と諸現象についての新しい想

定へと私たちを導くのである」，という三段階の形式にまとめることができる46。

　では，なぜ人々は仮説を生み出して推論を遂行することができるのかに関しては，Peirce か

らすれば，それは観察者である人間に，自分たちまたは自分たちの生活環境に対してもっとも

らしく見える仮説を立てられる本能が進化論的に自然に備わっているからである47。すなわち，

既存の経験的出来事に対して疑問を持って何かを創造的に発見することは，実は誰にでもでき

ることなのである。

――――――――――――――――――――――――
42　論理学領域では，仮説推論は，論理的には帰納法よりも論証力の弱い種類の蓋然的推論であるため，アブ
ダクションを形式的かつ論理的な推論として認めない正統的な論理学者もいる（米盛，2007：4-5）。
43　とても興味深いのは，有名な探偵小説の主人公であるシャーロック・ホームズは，アブダクティブな推論
方法を用いて物事を判断する探偵だと言われている。有名なシーンとしては，ホームズが医者であるワトソン
と出会ったとき，手を交わしただけで，ワトソンがアフガニスタンでの従軍経験があると言い当て，ワトソン
を驚かせた場面である。その推論ができたのは，ワトソンが日焼けした肌，負傷していた姿など経験的観察か
ら，当時イギリスで軍医が負傷するほどの戦地はアフガニスタンしなかいという推論まで仮説を立てたからで
ある。ホームズのその場面がどれほど面白かったとしても，単なる小説でしかないと思う人もいるかもしれな
いが，ホームズを産みだした Arthur Conan Doyle は実は医者であり，医者が患者の病因を診断している際にも，
患者が提供している情報から病気の原因を遡源的に推論していく判断手法をとるとも言われている（野中・紺
野，2003，大林，2019）。
44　Peirce によると，ニュートンの万有引力やコペルニクスの地動説などはまさにアブダクションにより新しく
発見されえた科学的概念である（米盛，2007）。批判的実在論者の言葉を借りて言えば，それらの歴史上の偉
大な科学者は当時の既存の科学知識に対して大いに批判したと言えよう。伊賀（2012）によると，論理的推論
力が必要とする演繹，統計的分析力が必要とする帰納に対して，アブダクションが必要とするのは想像力と連
想力である。そもそも，「abduction」は，「～から離れる」を表す「ab-」+「導く」を表す「ducere」から来た
言葉であり，「中心から遠ざかる動きをもたらす」，または「（何かを）現象の特定の側面から分離して抽象化
する」という意味となる。
45　仮説推論は批判的実在論で思考法，推論方法として利用されてはいるが，批判的実在論の専売物ではない，
とのことを理解しておかねばならない（佐藤，2016）。例えば，伊賀（2012）はラディカル構造主義者が取り
扱うアブダクションについても詳細に解説している。
46　Danermark et al，2002＝2015：邦訳137。
47　米盛（1981）：186；（2007）：77-79。
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3.5.　社会構造と人間エージェンシーの弁証法的な相互作用－社会活動の形態転換モデル

　従来のメタ理論では，社会構造と人間の行動との関係が「人間論」と呼ばれていることは，

2.2.で述べた。客観主義では，人間の行動は社会構造に影響を受け決定される，いわゆる「決

定論」であり，極端に言えば，人間の行動は社会構造に完全に還元してしまうとされる。一方，

主観主義では，社会的世界や社会構造などは，人間の能動的な意思やそれらの意味の間主観的

な相互作用によって構築されるもので，すなわち「主意主義」48として理解されているのであり，

端的にいえば社会構造が人間の行動に還元してしまうと理解されることになる。そうした「社

会が個人に影響するか」，それとも「社会は個人によって構築されるか」といった論争もまた「客

観－主観」の論争に劣らず長きにわたり議論されてきたのである。そうした人間論が，メタ理

論の概念として，批判的実在論においても「社会構造」と「人間エージェンシー」との相互関

係として積極的に取り込まれているのである（Bhaskar，1998＝2006，Archer，1995＝2007，カー

ルソン・加藤，2016）。

　Bhaskar は，従来の方法論的個人主義を「社会学的個人主義（sociological individualism）」，「理

論還元主義（theoretical reductionism）」や「存在論的原子主義（ontological atomism）」などと称

しており，それらは従来の社会科学研究を支配してきたと考えている。Bhaskar（1998＝2006）

によると，「恐らく，社会的行動を個人主義的観点から説明できるかどうかではなく，個人の

行動，特に人間に特有の行動を社会という観点を欠いたまま（すなわち純粋に個人主義的観点

から）説明することがそもそもできるのか，という問題であろう。実際，人間に特有のさまざ

まな特徴や行動をあらわす種々の述語は，一つの例外もなく，何らかの社会的文脈を前提にし

て使われている。」と個人主義の弱点を批判している。例えば，とある部落民を例として言えば，

小切手を現金として使う行為は，銀行制度が何らかの形で前提となり，先行しているに違いな

い49。すなわち，社会制度は諸個人の行動に還元しうるというより，むしろそれらの諸個人の

行為の前提となる，と捉えたほうが正しいのである（Archer，1995＝2007）。

　一方，一見個人主義に相対する「集団主義」（デュルケームの方法論的集団主義）に関しても，

Bhaskar（1998＝2006）は「折角，集団の創発的特性を析出しておきながら，経験論的認識論

の呪縛のせいでその論点を徹底させることができなかった。」として，個人主義の弱点を補お

うとしながらも依然としてヒューム流の経験主義に寄っていることを批判している50。すなわ

ち，社会的文脈を強調すると同時に社会構造自体が生命力を持っていることを主張する集団主

義は，個々人の行動が社会構造に還元できる還元主義であるということである51。Archer（1995

――――――――――――――――――――――――
48　しかしながら，ドイツ観念論の立場に立つ Max Weber は，社会構造が人間の行動に完全に還元する「方
法論的個人主義」として，実証可能な立場に依拠して社会を見ているのである。（Burrell & Morgan，1979＝
1986，Bhaskar，1998＝2006）。
49　Bhaskar，1998＝2006：29-33＝31-34。
50　Bhaskar，1998＝2006：33＝35。
51　経験的観察が我々の認識に完全に還元しうるというのは経験論上の還元主義であり，Bhaskar（1975＝
2009）はそれを「認識論的個人主義（epistemological individualism）」や「人間中心主義」として，オープン・
システムとしての世界を誤って認識してしまうと批判している。Bhaskarにしてみれば，社会的世界は創発性
に満ちているため，個人が社会に完全に還元することもできなければ，社会が個人に還元することもできない。
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＝2007）も「経験主義に依拠していると同時に『社会文脈を重視する』ことに接近する全体論

の亡霊への恐れから生まれてくる中途半端な態度」と面白い言葉で批判している。

　上述した従来のメタ理論における一方が他方に還元してしまう人間論とは異なり，Bhaskar

をはじめ多くの批判的実在論者は，社会構造と人間エージェンシーとが継続的で弁証法的に相

互作用しているモデルを提起しているのである。Bhaskar（1998＝2006）は Berger & Luckmann

の「社会的構成」の概念（以下は構成概念）を援用して，社会構造と人間エージェンシーとの

相互関係を述べている。周知の通り，Berger & Luckmann（1966＝2003）の構成概念とは，諸

個人が社会的世界を作り出す「外化」から，その作り出された社会的世界が諸個人に対して「客

観化」し，次にその客観化した社会的世界を通じて人々が「内化」する弁証法的なプロセスで

ある。Bhaskar からすれば，構成概念の「外化」は，人間エージェンシーが社会制度を作り上

げる段階である一方，「内化」は，社会制度の影響に従って人間エージェンシーが振る舞う段

階である。しかし，Bhaskar は Berger & Luckmann の構成概念を援用しながらも，彼らの構成

概念は弁証法的な部分においては，実は未完成のままだったとも指摘している。Bhaskar（1998

＝2006）によると，人々は先行している社会構造に従って何らかの行動を取るのであるため，

個々人の「外化」の行為は「創造する（create）」で捉えるのではなく「再生産する（reproduce）」

や「作り変える（transform）」で捉えたほうが正確である52。換言すれば，社会構造は諸個人に

対してすでに先行しているため，諸個人はその社会構造に従って振る舞っていると同時に，そ

の社会構造を書き換えたりするのである。要は，社会構造は人間エージェンシーとは独立的に

存在している存在であり，諸個人に対して常に先行しているのである。Archer（1995＝2007）

も Bhaskar の主張を受け継ぎ，そうした相互還元不可的な創発的性質を持つ社会構造と人間

エージェンシーとを対象とする「分析的二元論（analytical dualism）」とそれが依拠する「創発

の歴史性」について述べている。

　そうした先行している社会構造に沿って個々人が行動し（内化に相当する），またその行

動によって社会構造が再生産されていき（外化に相当する），再生産される社会構造はまた

将来の他人の行動の基準となる，というような弁証法的な社会構造と人間エージェンシーの

相互作用を解説するモデルは，「社会活動の形態転換モデル（Transformational Model of Social 

Activity，TMSA）」と呼ばれている（Bhaskar，1998＝2006，Archer，1995＝2007）。

　社会構造と人間エージェンシーとの相関関係を経験に絞らず，超越論的に捉えている具体例

と言えば，Karl Marx が著した『資本論』の中で展開される資本主義の社会構造への捉え方な

のである（Bhaskar，1998＝2006，野中・紺野，2003）。Bhaskar（1998＝2006）は，「意図的行

為が行われるためには何らかの社会形態が予め存在していなければならない。以上では，その

ことを前提として，社会科学的知識がいかにして可能になるかという点を立論してきた。これ

は形式的な超越論的論証の一例である。（中略）実体的な超越論の良い見本と言えるのが，『資

――――――――――――――――――――――――
52　Bhaskar，1998＝2006：36＝38。
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本論』におけるマルクスの分析である。実際，『資本論』の狙いは，資本主義の現象形態をま

とって現れる諸々の経験がいかにして可能なのか，その条件を考究することにあった，という

のが私の見方である。」と評価している53。マルクスの資本主義における生産力と生産関係の

因果とメカニズムについて，野中と紺野（2003）は「人間は自ら生活を社会的に形成する一方

で，その意思にもかかわらず，物質的な生産力に照応する，見えざる「生産関係」に取り込ま

れていく。こうした関係のメカニズムを明らかにすることではじめて社会全体の理解が可能と

なる。」と解説している54。つまり，人間が一方で社会構造を生産するというのでもなければ，

人間の行動が完全に社会構造に還元するというのでもない。資本経済における生産手段の所有

関係をめぐる矛盾と対立が，継続的に孕まれると同時に，解消されて発展していくのであり，

弁証法的な展開となっているのである。

　先に論じた企業支配論の坂本（2007）は，先行する社会構造（ここでは「生産関係＝商品関

係」という商品化市場社会構造）に基づいて，人間主体が具体的な選択・意思決定を行い，相

互に社会現象を生み出すこと（商品化市場社会構造が持つ諸力と人間主体が持つ諸力が重層的

に絡み合って相互作用し，「現実化した力」と化す）として，「この現実化した力は，時間的に

次期の社会構造に作用し，次期の人間主体の選択力・意思決定力を通じて再生産され，次の循

環が起きるのであった。」と Bhasker の TMSA を語っている55。

　また，TMSA に基づいて言語論，民俗学（フォークロア）を経営学に取り入れ，経営学

への新しいまなざしを提起しようとしている学者もいる（水谷，2017，2020，吉村，2018，

2019）。水谷と吉村は，倫理学者の竹内整一が語っている大和言葉の「おのずから」と「みず

から」との「あわい」56を Bhaskar の TMSA に結びつけ，「この世の出来事が努力論による『な

す』（＝人間活動）と運命論の『なる』（＝社会構造）との間の『ゆらぎ』（＝相互作用）でし

か説明できない」と論じている57。彼らが指摘しているのは，現代日本の経営学においては，

海外から伝来してきた横文字の言葉からの影響を受けており，吉村らから見れば，それは「意

図せざる結果」を「意図した結果」にするためのコントロールであり，「みずから」，「自力的

――――――――――――――――――――――――
53　Bhaskar，1998＝2006：邦訳57。
54　野中・紺野，2003：130。
55　坂本（2007）：43-44。
56　竹内（2012）によると，「おのずから」とは，「他から力を加えることなく，それ自身の力で，がもともと
の意味である。（中略）それは我々には，時に必然と捉えられたり，時に偶然と捉えられたりする，そうした，
自然・必然・偶然と感じられるような動きが，まずある。たとえば，今度のような大震災をはじめ，台風や四
季折々の移り行きもそうである。また，生き物として我々には，生・老・病・死という働きも不可避・不可抗
の働きである」とし，一方，「みずから」とは，「自分自身の力を働かす『みずから』という営みがある。『み
ずから』とは，自分自身の意思によって行うということである。（中略）それは，人間という生き物の『自己』
というあり方の，その意思，判断，欲望，気分，願い，祈り，努力，工夫，等々においてなされる営みを表す
言葉である」としている。それらに対して，「あわい」という言葉は，「『向かいあった二つのもの』を前提に，
ということは，むろん相異なった二つのものということであるがその『向かいあった二つのもの』が両方から
出会い，重なり交わる，あるいは背き逆らう，そうした相乗・相克のダイナミックな状態や関係を表わす言葉
だということである。」と述べている（p.1047-1048）。
57　吉村（2018）：39。
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に」58何かを「はかって」59目論見を企てようとしているに他ならない60。それに対して，世の中

には「成長欲求がなく安定志向の従業員」や「ガバナンスのない企業」なども存在しているし，

吉村（2018）はそれらの凡夫，ないし凡庸な企業や組織を研究する「凡夫の経営」ないし「凡

夫の経営学」を提唱し，研究する価値があると提示している。水谷と吉村の論考は，従来の経

営学者から見れば，いささか奇妙なものとなるかもしれないが（特に実証系の研究者は尚更そ

う感じるかもしれないが），既に議論してきた通り，批判的実在論の推論方式では，論理的厳

密性の演繹だけでなく，経験的観察をまとめる帰納だけでもなく，むしろ想像力や創発性を重

視するアブダクションとリトロダクションのほうが大いに求められているのであり，そうした

創造性から生まれるのが，研究者が付与する「もっともらしい説明」である。そうした「もっ

ともらしい説明」がいつか批判される可能性は十分あり得るが，その「批判的現在」に立ち，「発

見」を通じて生み出される「もっともらしい説明」は，我々の社会に更なる科学的発展をもた

らすのである。

４．批判的実在論における弁証法的展開と具体的な方法論

4.1.　批判的実在論における弁証法的展開

　これまで，批判的実在論の存在論（存在論的実在論，階層化される存在論，自存的次元），

認識論（意存的次元，認識論的相対主義），人間論（社会活動の形態転換モデル）を述べてき

た。ここからは，批判的実在論で使われる方法論について論じていくが，その前に Bhaskar が

提唱している弁証法の批判的実在論的展開を先に簡単にまとめておきたい。批判的実在論は，

Bhaskar に提唱されて以来，様々な段階を経てきたが（Danermark et al.，2002＝2015，近森・谷村・

上野，2017），Bhaskar は1993年に Dialectic：The Pules of Freedom61（以下は『弁証法』）を出版し，

――――――――――――――――――――――――
58　仏教用語である「自分だけの力で修行し悟りを得ようとすること」であり，対義語は「他力」である。
59　「はかる」について，竹内（2012）も議論している。竹内（2012）は，「『はかる』」ということは，人があ
る意図や計画をもって生活していくうえでは，必ず求められる基本的な営み」と定義しており，「文明とは，
人間がさまざまに『はかって』きた歴史の蓄積でもあるといえるが，その『はかる』ことが，アンバランスな
までに突出して求められてきた。それゆえ，ある種の変質をもって求められてきたのが，近現代の文明，とり
わけ科学技術的な考え方である」と述べている（p.1048）。換言すれば，人間は常に何かを意図的に「はかって」
実行しているが，世界では意図せざる結果が多発しており（例えば，天災など），人間もそれを見て「はかなさ」
を感じるのである（p.1048-1049）。Bhaskar の TMSA からすれば，「みずから何かをはかる」というのは，人間
が自然世界を探索していき，社会構造を構築していくことであるが，人間も森羅万象の自然世界と壮大な社会
構造を構築する前に，すでに既存の世界や構造にある程度規定づけられているという「おのずから」の部分を
無視することができないのであり，その自然世界と社会構造の前に立って，限界のある自力しか持たない人間
は無力感や無常観を感じてしまうのだろう。その際に「おのずから」や「はかなさ」などを，人間が「みずか
らはかっていく」（つまり自覚的に認識する）ことは重要であり（竹内，2012：1049-1050），批判的実在論的
に言えば，有限の力しか持たない人間（とりわけ知識の労働者である科学研究者）が，「『自存的次元に向けて
意存的・修正可能でかつ社会的な科学研究を通じて探っていく』という作業を途絶えなく行っていく」という
自覚を，持たねばならないと言えるであろう。
60　吉村（2018）によると，そうした意図せざる結果を意図的にコントロールしようとするということを「経
営学もビジネス界も，当たり前の話だが，成功した結果の再現・理論化に執着するのである」ということであ
る（p.41）。
61　式部の翻訳により2015年に『弁証法　自由の脈動』というタイトルで出版された。
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批判的実在論に弁証法的な概念を取り入れて（ヘーゲルの弁証法の不完全性を批判するととも

に，弁証法の概念を継承して進化させ），批判的実在論をメタ理論として確立させようとして

きた。

　批判的実在論における弁証法的な展開について Bhaskar（1993＝2015）は，「現代哲学を支

配している，擬人論的で現実主義的で一価説的で脱全体論の傾向をもった存在論は，社会科学

や社会活動に多くの誤った知識を吹き込んでおり，そのことによって科学の発展や人間解放に

とっての重い足枷となっている。このような状況を転換させるためには弁証法的批判的実在論

― すなわち弁証法的な批判的実在論的展開 ― が必要である。」と語っている62。ここで語って

いる「一価説的」とは，Bhaskar が1975年の RTS で大いに批判している経験主義に依拠する

従来の科学哲学の思惟の中に密かに込められている「人間中心主義」のことであり，つまりは，

人間が経験して実証したことこそが客観的に実在しているのだということへの批判である。そ

れは批判的実在論が大前提としている存在論的実在論とは正反対の概念であり，すでに本稿の

前半部（3.1.）において詳述した。

　Bhaskar の批判的実在論の弁証法的な概念においては，「実在的否定（real negation）」，「転変

的否定（transformative negation）」，「根源的否定（radical negation）」の三つの否定が提示されて

いる（Bhaskar，1993＝2015）。この中で，基本となるのは「実在的否定」であり，これは第一

義的な実在論的な確定的不在，すなわち非存在の意味として最も包括的な概念である。次の「転

変的否定」とは，何らかの事物，特性，状態の転変に関連する概念であり，それらの事例は全

て先在する存在者や状態の停止ないし不在化を伴っているのであり，社会的弁証法への手掛か

りが内包される否定である。社会的弁証法の概念図式は，3.5.で論じた「TMSA」に基づいている。

最後の「根源的否定」は，転変的否定の特殊例として重要な意味を持ち，何らかの存在や条件

の自己転倒，自己転変，自己超克などを伴い，「自己解放（self-emancipation）」をめぐる基軸

概念である63。

　また，「不在（absence）」や「不在の不在化（absenting absence）」も弁証法的批判的実在論に

おいては重要概念として提示されている。ややこしい言い方になるかもしれないが，「不在の

不在化」の「不在」とは，実は上述した「実在的否定」が突き詰められて出てくる概念であり，

わかりやすく言うと「不在のものを不在させること」，ないしは「不在の不在化に対する制約

の不在化」のことであり64，実在の否定を通じて不在とされていたものを顕在化することであ

る。不在の存在論的実在性が認められ，その不在が弁証法的に顕在化されると，より完全な世

界に辿り着くのである65。

――――――――――――――――――――――――
62　Bhaskar（1993＝2015）：邦訳17。
63　Bhaskar（1993＝2015）：邦訳20-27。
64　Bhaskar（1993＝2015）：邦訳604（式部の訳者あとがき）。
65　Bhaskar（1993＝2015）は，「何らかの関連する概念的または経験的な欠落によって生じた一貫性の欠如がよ

り一層の完全さへの移行を促し，『不在→矛盾→更なる完全性』という形態のゲーデル的弁証法が原則とし
て際限なく続いていく展開様式である」と解説している（邦訳75）。
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　以下からは，上述の批判的実在論における弁証法的な概念を念頭に置きながら，批判的実在

論の研究実践における批判的方法論的多元主義を見ていきたい。

4.2.　研究実践における批判的方法論的多元主義

　批判的実在論は Bhaskar によって提起されてから久しく，多くの批判的実在論者に改良さ

れてきたことを述べたが，研究実践に応用するための具体的な方法論も開発されている。

批判的実在論者は「あれかこれか的なアプローチ（either-or-approach）」という「不幸な二元

論」を抜け出そうとして，「あれもこれも的なアプローチ（both-and-approach）」という多元

的な方法を採択し，Danermark ら（2002＝2015）はそれを「批判的方法論的多元主義（critical 

methodological pluralism）」と呼んでいる。すなわち，一方へ偏廃66するのではなく，定量的方

法と定性的方法の概念とを同時に用いるべきであると主張しており（O’ Mahoney & Vincent，

2014），そしてそれら従来の定量と定性という用語の代わりに，インテンシヴなリサーチ・デ

ザイン（intensive research design）とエクステンシヴなリサーチ・デザイン（extensive research 

design）という２つのリサーチ・デザインを提唱し，その二つを混合して実行することの有効

性を主張している（Danermark et al.，2002＝2015，Ackroyd & Karlsson，2014）。ただし，それ

らを無理矢理に折衷的に混合させるのではなく，研究対象，または研究の段階に応じて，リサー

チ・デザインを整え，批判的実在論研究の過程において各段階に即してそれぞれ適切な手法を

選別し，上手に組み合わせる「トライアンギュレーション（triangulation）」を取るのである（野

村，2016）。

　インテンシヴな研究デザインとは，文字通り「集中的な研究デザイン」のことである。批判

的実在論者が見ている社会的世界はしばしば，経験的な現象だけでは「説明」しきれない複雑

でオープン・システムとしての存在である。そのため，研究者はその経験的現象を引き起こす

構造，そしてその構造による力の相互作用，因果メカニズムや生成メカニズムなどを明らかに

する必要があることを考慮し，その際に，単一のケースか，比較的に少数のケースに焦点を当て，

深掘りする必要がある（Danermark et al.，2002＝2015）。ここでは，シンプル・ケース・スタディ，

または比較事例研究などの定性的方法に関連する具体的なリサーチ・デザインとして提唱され

ている（Ackroyd & Karlsson，2014）。上述した弁証法的批判的実在論の概念から考えてみれば，

インテンシヴな研究デザインは，現在の経験的観察ではまだ明確にされておらず，「不在」の

状態となっている実在的な構造や因果メカニズムを，比較的少数のケースを通じて超越的な探

索を通して顕在化することである。

　一方，エクステンシヴな研究デザインとは，文字通り「広範な研究デザイン」のことである。

少数の事例研究によって因果メカニズムを探るインテンシヴな研究デザインとは異なり，エク

――――――――――――――――――――――――
66　偏廃（ヘンパイ）とは，日本国語大辞典では「一方的にものの一面を無視したり捨てたりすること」と定
義されており，学研漢和大字典では「一方だけを捨てる」と定義されている。「あれかこれか的なアプローチ」
という「不幸な二元論」という定義から，従来の方法論は，一方を捨て，一方に集中してきたのである。
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ステンシヴな研究デザインは，「ある現象がどれほど一般的か，特定の母集団に特徴的なもの

は何か」67，「我々が観察するメカニズムが他ではなくそうであるために，世界はどのようなも

のでなければならないのか」68とったことに焦点を当てる際に採用する研究デザインであり，

野村（2016）は「生成メカニズムの正当化」と簡潔に定義しているが，従来の一般的に認識さ

れたことへの批判にもなるため，ここでは「批判的正当化」と呼ぶことにしたい。弁証法的批

判的実在論の概念から見れば，経験的に不思議に思われることに向け，不在していた何かが新

たに発見され（顕在化），何かに向けて新しく確立される「もっともらしい説明」は，従来認

識され説明された現象の大部分を包括的に説明すると同時に，経験的に不思議に思われること

（不在していた何かがまた発見される前の状態）への説明にもなるのであり，理論的には，従

来の理論が新しく発見された理論にとって代わられるのである69。

　批判的実在論研究においては，このようにして研究対象の因果メカニズムや生成メカニズム

に迫っていき，不在を不在化するインテンシヴなリサーチ・デザイン，及びその対象を取り巻

く社会的コンテクストの全体像を把握しようとし，新たな視点を提供しようとするエクステン

シヴなリサーチ・デザインを合わせ，「トライアンギュレーション」を具体的な研究方法とし

て用いるのである（図６）（Danermark et al.，2002＝2015，Ackroyd & Karlsson，2014，野村，

2016）。

――――――――――――――――――――――――
67　Danermark et al.，（2002＝2015）：邦訳246。
68　O’ Mahoney & Vincent（2014）：17。
69　Bhaskar（1993＝2015）：邦訳66-67。

（出典：筆者作成）

図６　インテンシヴとエクステンシヴの弁証的科学的進展
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　O’ Mahoney & Vincent（2014）は「批判的実在論者たちは，そこには社会関係と構造へのもっ

と適切な説明により，人間の状態を改善する可能性があると主張し，・・・」と述べ，「要する

に人間の権力の解放と達成は，しばしば構造変化に依存しており，そういう意味では，以前の

束縛から『自由』になるには，自己認識と何かを決定する際の主観的に必要となる資源および

客観的に必要となる資源を選択できる能力の両方が必要となるのである。」と語っている70。

言い換えれば，批判的実在論は，超越的に不在の構造や因果メカニズムなどを不在化し（発見

し），その新しい発見されたことへの「もっともらしい説明」を正当化することにより，物事

への新しい視点を提供すると同時に，自己解放及び人間解放が可能となり，それは，Bhaskar

が『弁証法』で言っている「更なる全体性」へ徐々に向かっていくことを意味するのである。

５．おわりに

　本稿は，従来の社会科学における客観主義（実証主義）と主観主義（解釈主義）のメタ理論

的諸概念（方法論的諸概念）を概観してから，それらを更に乗り越えようとしている批判的実

在論の諸概念について論じてきた。批判的実在論は，Bhaskar を初め，多くの社会科学者によっ

て70年代から連合王国を本拠地として発展してきている科学哲学のメタ理論であり，端的にま

とめると，世の中の全ての経験的に観察した現象（表象）と現実的に起きている出来事を超越

して，それらを生起させている深いところにある（普段我々が直接的に経験し得ないが，知解

可能な）実在的な領域まで，アブダクション（リトロダクション）の仮説推論を用いて接近し，「不

在」していた何かを「発見」し，その不在だった何かを合わせてリアリティ全体に「もっとも

らしい説明」を付与することで，社会科学の様々なディシプリンに多くの発展的な示唆を与え

得る大きな可能性をもった科学哲学の思惟（メタ理論，方法論）と理解して良い。そうした超

越的，批判的な科学哲学の発展的な展開において，従来のメタ理論や方法論への批判，または

研究実践領域の理論への批判はもちろんなされるが，存在論的実在論の再建も無視してはなら

ない。

　野村（2017）は実証主義と批判的実在論の双方を，基礎づけ主義の立場をとり，メタ理論と

しての認識論の一つであると定義しているが71，そうした定義では十分ではない72。確かに批

判的実在論と実証主義ともに「基礎としての何かがそこにはある（＝実在する）」という存在

論（実在論）としてのメタ理論ではあるが，批判的実在論と実証主義との間には根本的な違い

がある。すなわち，3.1.と3.3.で論じたように，実証主義における実在的な存在は，経験的に観

――――――――――――――――――――――――
70　O’ Mahoney & Vincent（2014）：11-12。
71　野村（2017）は一方で，解釈主義を，反基礎づけ主義（本稿の主観主義）の認識論と定義している。
72　野村（2017）のまとめ方が完全に間違っているということを指摘しているのではない。野村（2017）は社
会科学の方法論と研究手法を上手に分類し，まとめており，優れたテキストとして評価されるべきだと考えら
れる。しかし，従来の実証主義（経験論と客観主義）と批判的実在論との区別は，もっと精緻に区別したほう
がより正確性が高まると考えられる。
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察した物事の間の一定不変の随伴関係にあるのであり73，それだけに注目してしまうと，世界

をクローズド・システムと捉えてしまい，認識論上の誤謬に陥ってしまうのである。それに対

して，批判的実在論における実在的な存在には「存在論的優位性」74があると理解されねばな

らない。また，批判的実在論を基礎づけ主義の認識論としている野村（2017）の定義について

も，正確な理解とは言い難い。なぜなら，批判的実在論は存在論から出発する科学哲学のメタ

理論であるため，「批判的実在論」をメタ理論の中での認識論の一つとして扱うことは，正確

ではないのである。

　また，Burrell & Morgan（1979＝1986）の定義によると，客観と主観との間では相互的に排

他的関係となってはいるが，Bhaskar をはじめてとして多くの批判的実在論者がその排他的関

係（論争）を超えようとしているのである。彼ら／彼女らは，世界（自然と社会の双方）のリ

アリティを実在，現実，経験の三つのドメインに分ける「階層化される存在論」を，そして自

存的次元を大前提とする「存在論的実在論」を存在論として捉える。その実在的な存在に対し

て（その実在的な存在を対象として），知識，理論，概念などを意存的（修正に対して開かれる）

でかつ社会的再生産物とする「認識論的相対主義」を認識論として捉える。また，社会科学の

領域では，社会構造と人間エージェンシーとの弁証法的相互作用を指す「社会行動の形態転換

モデル（TMSA）」を人間論として捉え（自然世界の実在性へと探求し，それらに関する知識

や概念を導き出す活動自体も TMSA の展開だと言える），インテンシヴによる超越的な発見，

及びエクステンシヴによる批判的正当化，並びにそれらの効果的な組み合わせによるトライア

ンギュレーションによる「批判的方法論的多元主義」を方法論として提唱するのであり（図７），

彼ら／彼女らは，それらのメタ理論の諸概念を用いて，世の中のリアリティを「発見」し，「もっ

ともらしい説明」を付与しようとしているのである。自存的な世界の追求においては，知識や

科学的理論などは途絶えなく弁証法的に展開していくのであり，そうした理解のもとで，科学

研究者は，Bhaskar が語っているように，常に自存的世界に向けて知識の再生産の作業を弛ま

なく勤しんでいる知識の労働者のような存在なのである。

――――――――――――――――――――――――
73　繰り返しになるが，認識論に還元してしまう実証主義における実在論は，批判的実在論からすれば「人間
中心主義」的な実在論であり，それは世の中のリアリティの創発性とは真逆な理解である。
74　存在論的優位性について，式部が Bhaskar（1993＝2015）の「訳者あとがき」に，Bhaskar の批判的実在論
の弁証法的な展開は「不在を指示することができる」，「不在は実在する」，「不在には存在論的優位性がある」
などの命題を結実すると評価している。すなわち，「今の経験的に観察していないものには実在性はない」と
いうのではなく，それはただ未だ観察されていない，いわゆる「不在」の状態となっているだけでありながら
も，「存在論的実在性」を持つ存在であるのである。
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　上記の批判的実在論のメタ理論のそれぞれの概念に基づき，研究実践を考えると，下の図８

となる。図８は，従来の客観主義（実証主義）」，及び主観主義（解釈主義）を対比しながら，

批判的実在論をそれぞれの概念との比較の中で位置付けている。

（出典：筆者作成）

（出典：筆者作成）

図７　従来のメタ理論を乗り越えようとしている批判的実在論

図８　メタ理論のそれぞれの概念から研究実践に移行するプロセス
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　簡単に言うと，この構図は，Burrell & Morgan（1979＝1986）のメタ理論に関する諸概念に，

野村（2017）と須田（2019）の方法論における分類を接合させたことにより，メタ理論のそれ

ぞれの概念から研究実践に至るまでのプロセスを図式化しようとしているものである。観察者

が世の中のリアリティを見る際の根本的な大前提をメタ理論とし，それに対して研究を実行す

る際に考慮するのを研究実践とする見方を提示している。もちろん，研究実践に専念して「方

法論」をプロセスの全体として捉えている研究者もいるが（むしろそちらの方が多いが），「方

法論」をメタ理論的な諸概念と研究実践とをつなぎ合わせる役割として捉える見方をした方が，

より整合性が高いと思われる。そういう意味で，方法論は，メタ理論と研究実践とのつなぎ合

わせの機能をもち，研究を具体的に実行する際に顧慮することを提供してくれる機能も持つこ

とで，二重の機能を持ち合わせるのである。

　また，本稿は批判的実在論のメタ理論的な諸概念と方法論を議論しながら，批判的実在論（も

しくは批判的実在論の諸概念）に依拠しながら展開している日本での諸論考を簡単に補足的に

レビューした。それらの研究は，必ずしも本稿のように「客観」と「主観」を意識して研究さ

れているものではないかもしれないが，基本概念としては，階層化される存在論，遡源的な推

論方法，弁証法的展開などの概念を裏づけとして展開されているのであり75，様々なまなざし

や方向性を我々に提供しているのである76。批判的実在論の研究や論考が比較的に少ない日本

においては，それらの論考は，従来のメタ理論（方法論）と異なる立場からの試みとして，社

会的世界のリアリティへの異なる視点を我々に与えてくれているものとして大いに評価される

べきである77。

　批判的実在論者は，経験的に不思議に思われる現象の答えを，超越的に発見し，説明しよ

うとする中で，自らへの「再帰（reflexion）」をも絶えず行っているのであり78，「批判的現在」

――――――――――――――――――――――――
75　本稿の論点からすれば，（科学そのものは意存的で，弁証法的で，ダイナミックに進化していることを前提
とする）社会科学が発展すればするほど，研究実践では，従来の「共約不可」の「客観主義」と「主観主義」
の論争はもはやそれほど重要なものではなくなるのかもしれないが，「批判的実在論が何をどのように批判し
ているか，また何をどうやって超越的に観ていくか」を理解するために，「客－主」のメタ理論的な対立を理
解することは，重要なこととなる。
76　佐藤（2016）は「批判的実在論は，方向消失感ただよう現代の社会科学の学問状況においてきわめて貴重
なものであり，大いに参考となる理論動向と考えることができる。」と批判的実在論を評価している（p.84）。
77　佐藤（2016）は，「また批判的実在論に影響を受けた研究者たちの応用研究は量産されつつあるが，多彩で
あり，その水準もなおさまざまなものがある。」として，批判的実在論の発展途上の現状を賛否両論的に語っ
ているが（p.84），その「多彩」こそが，創造性のあるアブダクションとリトロダクションを核とする批判的
実在論研究において，より重要なポイントとなるのである。しかし，その創造性はあてずっぽうのように出さ
れているわけはないのである。それに関しては，Bhaskar は批判的実在論の基本概念として，「存在論的実在論」，

「認識論的相対主義」の次に「判断的合理主義（judgmental rationalism）」を提示しており，その三つを批判的
実在論の「聖三位一体（holy trinity）」と称している（聖三位一体の対義語としては，「『聖』三位一体（unholy 
trinity）」であり，「存在論的一価説」，「認識論的誤謬」，「原初的圧縮（primal squeeze）」を意味しているのであ
る（Bhaskar，1993＝2015，邦訳620）。「原初的圧縮」に関しては，Bhaskar（1993＝2015）の邦訳136と624を
参考いただきたい）。すなわち，研究実践上では，「たとえ直接的ではなく理論媒介的な物であっても，人間は
実験を含む様々な実践的なテキストを介して，適合性の度合いについては合理的な判断が可能である」という
ことである（参考資料：唯物論研究協会第39回研究大会　第３分科会　佐藤，2016，p.8）。
78　O’ Mahoney & Vincent（2014）：19。Bhaskar（1993＝2015）からすれば，一種の研究者の「根源的否定」と
理解しても良いであろう。
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という概念に基づき，ほかの科学的研究でなされてきた「発見」や「説明」の批判への立脚

点としているのかもしれないが，自らの科学的「発見」または「説明」もいつか批判される

だろうが79，そのように実在に途絶えなく迫っていくことこそが人間の進歩，解放，自由，そ

して更なる完全性への歩みだとされている（O’ Mahoney & Vincent，2014，Bhaskar，1993＝

2015）。式部が Bhaskar の『弁証法』の最後の追記で「バスカーは政治的には最左派（revolutionary）

であった。哲学的探求は必然的に社会変革を含意するというのが彼の研究の一貫した視点であ

る。自由を求める闘いと知識の欲求は最終的に同じだというのである。彼は物事にとらわれる

ことなく自由に発想し，たえず新機軸を追求した。」と悼んでいるのであり80，Bhaskar をはじめ，

批判的実在論者の多くは，実在（自存）へ迫っていくことにより，更なる自由をもたらすこと

を惜しまないのだろう。

　批判的実在論は，一見すると客観主義（実証主義）と主観主義（解釈主義）を混合した折衷

論のように見えるかもしれないが，それは単に無理矢理に両者を合わせこもうとするのではな

い。それは，オープン・システムで創発性が豊な社会的世界のリアリティの自存的世界を，意

存的でありながらも，無限に「発見」し，無限に「もっともらしい説明」を探し求める態度を

強調するメタ理論なのである。

――――――――――――――――――――――――
79　Danermark ら（2002＝2015）も「実在は，差異化され，構造化され，階層化されており，また多くの相異な
る，ときには葛藤しあう諸実践と諸利害を内包しているのだから，並行する様々な概念枠組みと，相異なると
きには競合するような諸解釈が存在することになる。社会生活のひとつの本質的な側面は，誰の概念が妥当で，
結局は誰が実在を定義する権力をもつのかをめぐる抗争と権力争いがまさに存在しているということである。
このことは，ときに『歴史は勝者によって書かれる』というよく知られた警句で表現されている」と，科学研
究における知識の競争性を具体的に解説しており（邦訳48），簡単な例を挙げれば，本稿で取り上げたコペル
ニクスの地動説と天動説との論争である。
80　Bhaskar は2014年の11月に他界した。式部が Bhaskar の1993年の『弁証法　自由の脈動』を訳して出版した
のは2015年であり，式部も訳者のあとがきの最後に Bhaskar の生涯の功績を悼んでいる。
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