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わかみず会 2019．4．24　（小島俊雄）

保城広志：　歴史から理論を創造する方法 社会科学と歴史学を統合する、勁草書房、2015

わかみず会で紹介する動機： 小説や映画などエンターテイメントで歴史に関りを持っていることは

日々経験しています。高校の世界史の時間、そして、英語、国語、数学、物理など他の科目でも、

それぞれの分野の歴史について学んできている。マスコミ報道で、その背景や基盤にある社会科

学や人文科学についての知識を基礎にして学んで、新しい知識を得ていると思う。しかしながら、

人文科学や社会科学を体系的に理解する明確な意識は殆どなかった。専門用語の解釈や本の

構成等にも工夫があり、方法論を具体的にトライするための使ってみる入門としても良書と考え

た。

はじめに

　表記の本の「はじめに」では、内容を、第一のレベル：社会科学や歴史学の方法論初学者向け、

第二のレベル：社会科学の定性的研究の手法、方法論的考察、第三のレベル：社会科学方法論

に対する新たな学術的貢献の 3 点に分類して、それぞれを偏りなく盛り込むことを意識したと述

べている。

本文の構成

　今回は、序章と第 3 章を取り上げた。

序章　歴史と理論：　古くて新しい緊張関係

　本書の目的は、歴史学と社会科学を統合することを可能にする方法論を提示することで、この

メリットは何かというと、歴史学と社会科学を統合することとしている。序章はその導入部である。

　一般に、社会科学者の側には、現実を理論に無理矢理押し込んでしまったり、自分に都合の悪

い歴史解釈は切り捨てたりする傾向にあり、他方、歴史学者の側には、自らの研究対象に埋没し

てしまい、広い見知からそれらを捉えることのメリットを軽視してしまう傾向のあることが指摘され

ているとのべている。このような両者がはらむ欠陥を解消するための方法論を提供することが本

書の具体的な内容である。

　一つの例として、明確な理論的枠組みをもって歴史分析を行った、J．M． ラムザイヤー 、 F． 

ローゼンブルース著： 日本政治と合理的選択―政権政党の合理的選択（ 河野勝監訳、勁草書

房、2006、原著は 1995〉取り上げている。（下図参照）

　この本は、戦前期日本の政治支配を論じる際の通説とされてき 3 つの仮説、

① 19 世紀終盤に政府の支配的地位にあった寡頭指導者が、無私の精神で国家利益の向上に

奉仕していたという主張。

②当時日本の官僚と判事が、自律した存在として行動していたとする見解。

③公共精神に満ちていた寡頭指導者と官僚が、経済成長を効果的に促進する政策を採用した、

に対して、通説に反論を行っている。

①に関しては、伊藤博文、山県有朋、大隈重信といった明治期の寡頭指導者は、在職期間の最

大化という自己の私的利益の獲得に専心し、つねにほかの仲間より権力的な優越を求めて争っ

ていた。政府の支配権を自分たちの集団だけで独占することに関心があったにもかかわらず、人

心収撹能力に長けた一部の寡頭指導者は大衆の支持を得るという裏切り行為を続出させた結果、
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寡頭政治のカルテルは崩れがちになり、その裏切り行為を大衆が支持したために、寡頭政治家

たちは選挙の実施と民選議会の開設、憲法の制定などを行わざるをえなくなった。寡頭政治は最

終的には、崩壊し、軍部の台頭を招いた。②に関しては、官僚や判事といった代理人（エイジェン

ト）は決して自律した存在ではなく、本人（プリンシパル）たる政治家の再選を確実にするために、

忠実に働いているに過ぎなかった。経営資本主義において独立した存在のように見える経営者

が、影響力がないように見える投資家の利益を最大化させるために行動するように、近代日本の

官僚もまた、政治家のために行動した。　ラムザイヤーとローゼンブルースは、人事データなどを

通じて、寡頭政治家や政党と、官僚・判事との結び付きを検証した。その結果、政治家は任命権

をてことして、官僚と判事を自らの支配下に置いていた、と結論づけている。③については、

金融・鉄道・綿業といった経済に関わる政策は、決して通説のように経済成長にとって効率的なも

のではなく、政友会（中小銀行の保謹や地方の鉄道支線建設に積極的）と民政党（都市部や大

銀行の支持、金解禁電線の改善など）（憲政会）との党派対立によって決定されていて、それぞ

れが在職期間の最大化を目指す党利党略によって規定されていた、というものである。

この研究書は、アメリカの政治学界において高い評価を受けるているが、日本の政治史研究者

からは、厳しい批判があった。伊藤之雄の書評で、主要点は次の通りである。①ラムザイヤーら

が、日本人の研究者が、寡頭政治や政党などを研究する際に、常識となっている基本資料すら

使用していないため原文書などをじっくりと読み込めばありうる、独創的な見解を出していないと

ている。②ラムザイヤーとローゼンブルースが日本の最新の研究論文を全く読んでいないため、

モデル形成の土台となる事実の理解で種々の誤りを引き起こしている。③著者たちの日本語読

解能力にも疑問符を差し挟んでいる。

　伊藤が最も問題にしたのは、｢著者が史料を前後の脈絡の中で理解しようとせず、史料のごく一

部分のみを読み、自らの枠組みに都合良く解釈しようとしていること」である。著者の保城らは、

伊藤との共通点がある。まず、著者の研究目的は、歴史的な事例を検証することによって、自ら

の理論の構築や既存の理論の新解釈を施したりすることにあったという点である。次に、研究目

的のために、主に歴史学者が蓄積してきた業績を二次的に利用したことである。ラムザイヤーと

通説③
公共の精神に満ちていた
寡頭指導者や官僚が，経
済成長を効果的に促進す
る政策を採用
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ローゼンブルースの研究はいくつかの原資料にあたっているものの、前述の伊藤によれば、その

調査は必ずしも網羅的ではない。それに関連して第三に、もっぱら二次資料に依拠するというそ

の研究手法が歴史研究者の批判を招いていた。とくに、自らの理論に都合のよい研究や資料を

断片的に取捨選択して利用したことが厳しい批判になった。

　社会科学者が歴史研究を利用するという問題について、「歴史社会学の観点からすれば、一次

資料を掘り起こした純粋な歴史研究をすべての事例で実施することは、基本的に無理である。し

たがって、歴史家によって蓄積された研究を使うことは理にかなっている」としている。「種々雑多

で根拠が疑わしい資料群をふるいにかけ、慎重で専門的な評価の結果を他人に伝えること」が

歴史家の仕事であるとしている。

　社会科学者は歴史学者ではなく、手法も異なったものになるし、歴史学者による優れた研究を

利用することは前者にとって当然の権利であるとしている。歴史研究を利用する社会科学者は、

適切な方法をとる限り、伊藤が提起した問題を回避できるとする者もいる。たとえば、事実として

の歴史が存在して、多様な歴史的解釈・歴史記述がある。これらの区別を確認したうえで、社会

科学者が歴史学者の結果を利用することは当然であるという。

　歴史と理論の断絶をはらむ問題として、個別の事例に焦点を当てて自らの分析事例の特殊性

や一般性を強調する歴史研究に対して、社会科学者がもつ違和感は、幅広い比較分析をいえる

ことである。歴史学者の研究を社会科学者が利用することはあっても、逆に歴史学者が社会科学

者の理論的成果を明示的に参照することはあまりない、という非対称性がある。一次資料を広範

に渉猟して新事実を提出する歴史研究者、それを利用して理論構築を行う社会科学者という構

図は、あらかじめ与えられたこととされてきた。

　下図に即して言えば、歴史学者 y と歴史学者 z の業績が歴史学者 x によって反駁されたとすれ

ば、社会科学者 a と社会科学者 b の研究もまた、誤った歴史研究を利用していたという理由で

（つまり彼らの責任外のところで、崩されてしまうだろう。社会科学者というものはつまり、つねに

脆い砂上の楼閣に立っているとも言える｡

　　本書は、社会科学と歴史学の溝を取り払うことによって、この乖離問題を解決することを目的

としている｡本書は、両者を統合する方法は、歴史学者と社会科学者の役割を、同一の研究で行

えばよいとしている。二通りのやり方が考えられ、すでに存在する理論的知見をもって、質の高い

歴史分析を行うこと、歴史的実証分析を行い、他方で自ら築き上げたその実証結果でさらに理論

を構築する、というやり方である。ただしそのためには、いくつかの限定された条件と明示的な方

法論が必要となる。歴史学と社会科学を統合するという目的のために歴史分析を理論化するた

めの方法論を示すのが本書であるという。

　一回限りの現象に対し　て綴密な分析を行う「個性記述的」な歴史研究、と一般に言われてきた

区別が絶対的なものかどうかについて、本書の目的に沿って両者を統合することができるならば、

どのような理由づけや条件が必要となってくるかを考察する。次に、本書では、推論の方法であ

る帰納法と演緯法をそれぞれ取り上げ、歴史的分析から理論構築を行うには、どのようなアプ

ローチが適当かを考えている。理論研究は演繹法を、歴史研究は帰納法を使用していると一般

的に考えられている。本書では、このような見解は社会を扱う学問には当てはまらないことを指摘

し、よりふさわしい推論の方法（アブダクション）を提示する。続いて、すなわち理論を形成するた

めにどのような事例を分析すればよいのか、という問題を扱い、従来になかった新しい事例選択

法を提案している。最後に過程構築から理論化へで、綴密な事例分析を行う方法と、そこから抽

出された要因を類型化して最終的に理論へとつなげていく方法を紹介している。
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　　　　　　　　　　　　図 0－8 歴史研究と理論研究との位置関係

第 1 章　中範囲の理論：イシュー・時間・空間の限定

　理論の定義：

　　　繰り返して現れる個々の現象を統一的に、単純化・抽象化されたかたちで説明でき、

　　　十分に検証もされている体系的知識

を述べ、個性記述的な歴史研究者の立場からは、 

　　歴史は一過性で、長い期間を同じ枠組みで論じることは不可能

　　社会科学者の考える法則定立的な考えとの間には断絶

というまとめをしている。そして、

　自然主義：自然科学の方法を社会科学に適用し、法則の発見と理論構築を行う立場

という考えがあることを述べている。

　予言の自己否定性（予言が社会法則として発見され、社会全体に広がると、その時の社会自体

がが変化してしまう）のパラドックスが成立する可能性がある。

　予言の自己実現性はその対極にあり、

　　理論の現象消失性：　社会現象の原因が突き止められ、同じことが繰り返されなくなることが

あり、現実問題として、理論化が成立する範囲を限定する「中範囲の理論」について、具体的に

は、イシュー・時間・空間を限定することを提案している。

第２章　「説明」とは何か？
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説明とは、大きく分けると、因果関係の解明、理論の統合、中範囲の具体的な記述の 3 種類にな

るとし、ケプラーの惑星運動やガレリオの落体の法則がニュートン力学で統合されて説明された

との解釈が説明としての統合になる。

　記述としての説明は、状態や性質を記述・描写するという意味でつかわれる。社会科学では記

述説が近い。

　本書では、因果説と記述説を相互補完的に用いるという意味で「統合」という立場であるとして

いる。

第３章　帰納／演繹　アブダクション　

第 3 章第 1 節 　帰納法とその問題点

　帰納法からは理論形成の方法になり得ないという疑問に関連して、帰納的飛躍と理論負荷性

について論じている。帰納法は、単称言明を普遍言明にすることになるが、未知の事例を含めて、

正しい数多くの事例が必要になる点で、帰納的飛躍という困難がある。実際の適用に際しては、

課題を限定して、構造的な問いと事例全枚挙という条件を与えている。帰納法の適用にあたって

は場面を限定することが必要となるとしている。

　20 世紀初頭にあった反証可能性という観点からは、理論は観察データの集積から生まれなけ

ればならないとするベーコン流帰納法への懐疑があったという。前提をアブ・リオリに立てると一

定の結論が論理的に導き出される演緯法によってしか、理論というものはつくられないという主張

である。

　歴史研究では、過去についての手掛かりを教えてくれる広範な資料を発掘・渉猟し、それらを組

み立てて何らかの知見を提出することが歴史家の仕事であろうという。事実観察の集積によって

結論を導き出すという、帰納法的な手法を歴史研究者は採用すると考えられている。そうである

なら、歴史を演繹的に分析するということは、非現実的ということになるだろうとしている。

　演繹と帰納をめぐって浮上した諸論点を検討し、歴史から理論をつくりあげるためにはどのよう

な推論の方法を採用するべきかという問いに対するひとつの解答として、アメリカの論理学者・科

学哲学者であった C．S．パースが「アブダクション」と呼んだ方法が、歴史分析を理論化するため

に最もふさわしいツールであると提唱している。

　帰納法の三つ目の問題である「理論負荷性」は、本書では、「科学における仮説や理論は、観

察された事実から導かれるのではなく、観察された事実を説明するために発明されるのである」と

する見方もあるとしている。そこから、推論の方法として仮説演繹法が浮上してくることになる。仮

説演繹法に関しては、本書が薦める推論の方法である「アブダクション」と関係して、後に述べて

いる。

　以上のような「理論負荷性」問題を、歴史文書の例で考えてみて、主観を廃した純粋な帰納法

があるとすれば、同じ資料を利用している歴史研究者のあいだに意見の不一致が認められるこ

とはないはずである。しかしながらそのような不一致がしばしば観察される事実は、歴史研究者も

何らかの理論や仮説を立てて研究を行っていることを示している。

　理論負荷性が存在するという指摘は有力な思想である。すべての歴史は、過去の思考を歴史

家自身の心中で追体験することである」と述べた歴史思想家（コリングウッド）もいる。また、 「事

実は決して与えられているものではなく、通常、歴史家によって創造されるもの、いいかえれば仮

説と推論の助けを借り、細心の注意を要するそして興味津々たる作業を通じて作り上げられるも

の」（フェｰヴル）という意見もある。
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　帰納に関して、「実験の不可能性」｢帰納的飛躍」「理論負荷性」の 3 点を論じている。最後の

「理論負荷性」については、一般に考えられているほど問題は深刻ではないとしている。ただし、

「実験の不可能性」と「帰納的飛躍」という問題は、帰納法を推論の方法として使用するにはどう

しても突き当たってしまう障害であるようである。それでは、演繹法のほうが優れており、 したがっ

てわれわれの推論の方法としてそれを採用すべきだろうかというと、そうではない、 というのが本

書の立場である。実際のところ演繹法もまたいくつかの問題点を抱えており、その盲目的な使用

は本書の目的達成にとってマイナスとなるとしている。

第 3 章第 2 節　 社会科学における演繹法の陥穽

　演繹法の問題点については、社会科学における演繹法は、すでに与えられている言明から別

の言明を導出することに関わる分析的な推論の方法で、論証の前提が真であれば、結論もまた

真であるこという。前提が真であることを証明するのは困難であるという問題点がある。

第 3 章第 3 節 アブダクション

　純粋な帰納法も演繹法も、われわれが社会を分析する際にそのまま適用することはできないこ

とは明らかで、本書が採用するのは、 アメリカの論理学者・科学哲学者であった C．S．パースの

発案した推論の方法、 「アブダクション」である。それら研究群によればアブダクションとは、説明

仮説を形成するものであり、帰納や演鐸ではできない新しい諸観念を導入する一－科学的発見

の－－方法である。その推論の形式は、次のような三つのステップをとる。

(1)われわれの信念や習慣から逸れるような、変則的な事実が観察される。

(2)しかし仮にある「仮説」が正しければ、その事実が生じるのは当然のことだろう。

(3)したがって、その「仮説」が真であると考えるべき理由がある。

　「仮の説」である以上、新たなデータ観察、理論やロジック次第で、絶えず自己修正していくこと

も可能である。仮説を選択する基準、あるいは条件としてパースは、 もっともらしさ、検証可能性、

単純性、経済性の 4 点を挙げている｡

　　　　　　　　　　表 3-2 パースによる仮説を選択する四つの基準／条件

基準条件 内容

もっともらしさ 検討中の課題に対して、最も理にかなったせつめいを与えているか

検証可能性 経験的事実と照合することによって、その真否を判断することができ

るか

単純性 同じ程度の説明能力のある複数の仮説が存在する場合、より単純

な仮説が選ばれているか

経済性 仮説を検証する際に、できるだけ最小の経費・時間・思考・エネル

ギーで実行できる仮説を優先させているか

　アブダクションは真理を保全してくれる演鐸とは異なり、可謬性（誤っている可能性）の高い推論

ではあるが、帰納と同じく拡張的機能に優れており、知識の増大を助ける。また、観測データをそ

のまま一般化する帰納と異なり、観察データを説明するために推論を働かせて、因果関係や理

論を発案する「発見的機能」をも持つのである。



7

　さて、純粋な演繹が社会科学の分析には適していないという理由で、多くの実証主義者たちは

仮説演繹法を推論の方法として使用していると述べている。仮説演繹法では、次の四つのプロセ

スを経る｡

(1)仮説を設定する。

(2)設定した仮説から、実験／観察可能な命題を演繹的に導き出す。

(3)その命題を実験あるいは観察することによって検証する。

(4)検証の結果が満足のいくものであれば、 （1）で設定した仮説を受け入れる。

　結果が不満足なものであれば、当該仮説は破棄、あるいは修正される。

　　　　　　　　　　　　　仮説演繹法とアブダクションの違い

仮説演繹法 アブダクション

推論の目的 仮説の検証 仮説の発見

方向づけ (独立）変数から 事例から

事例の数 多数 少数

解明すべき条件 十分条件 必要条件

　このような仮説演繹法の手続きは一見すると、 アブダクションと同じであるような印象を受ける。

しかしながら両者にはいくつかの相違点が存在する。上の表は、 「仮説演繹法」と「アブダクショ

ン」という二つの推論方法の特徴の違いを示したものである。

　第一に挙げられる両者の最も大きな違いは、前者が仮説を形成する過程には関わらないのに

対し、後者はまさに仮説を発見する方法である、 という点である。つまり仮説演繹法においては、

仮説はすでに所与のものとしてあり、その検証を行うことが主目的となる。それに対してアブダク

ションは先述した通り、どのような仮説をどのように設定し採用すればよいのか、という仮説の形

成から関わってくる推論の方法である。

次に解説する事例選択の方法－－独立変数から選ぶのか、あるいは従属変数から選ぶのか－

－という問題と密接に関係してくる｡

　最後に挙げられる両者の違いは、仮説演繹法が十分条件を解明する傾向があるのに対して、

アブダクションは必要条件の探求をまず行う点にある。十分条件と必要条件は、論理学における

定義だけ読んでもしばしば混乱するしている。

　仮に原因が X、結果が Y である因果関係を想定すると、二つの条件は次のようになる。

(十分条件）

X が存在すれば必ず Y も結果として生じるのならば、X は Y の十分条件である。

(必要条件）

　Y が生じるためには X の存在が不可欠であれば、X は Y の必要条件である。

　換言すると、X が存在しなければ Y は決して生じないのなら X は Y の必要条件である。

　たとえば、女性の幹部昇進機会が増大している－－この原因を X とする－－企業は、必ず業

績が伸びる－－この結果を Y とする－－とすれば、X は Y の十分条件である。ただし女性の幹部
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昇進機会の増大に関係なく、業績が成長している企業はもちろん多く存在する。この点について

は、十分条件は何も語ってくれない。

　それに対して、女性の幹部昇進機会の増大がなければ(（否定記号*）X)、企業業績は伸びない

(（否定記号*Y)ならば、X は Y の必要条件と言うことができる(X と Y の前に着いている記号“否定

*”は、否定を意味している)。ただしこの際、X が存在していたとしても、 Y が必ず生じるという保

証はない。必要条件はその場合については何も語ってはくれない。さらに必要条件に関して注意

すべきは、それが「重要な」ものなのかどうかである。

　仮説演繹法が十分条件の解明を目指す傾向があり、アブダクションは必要条件の追求に注力

しがちであるというのは、次の理由による。仮説演繹法は、仮説から導き出された独立変数・原因

(X)が存在するという前提のもと、その原因が果たして結果(Y)をもたらすのかどうかを検証する方

法である。したがって、まずは X の存在が調査されることになる。先の例で言えば、女性の幹部

昇進機会が増大した企業が分析対象として取り上げられ、 この要因が企業業績の向上に影響し

ているという仮説が正しいのかどうかが検証される。X が存在しなくても Y が生じている事例、つ

まり高成長を続けているにもかかわらず、女性の幹部昇進機会が広がっていないような企業は、

この分析法の対象外となる。これは、十分条件の検証にほかならない。

　それに対してアブダクションは、 まず Y が生じていることに注目する。ほかの企業ではそれほど

業績が伸びていないのに、なぜある特定の企業だけがめざましい成長を遂げているのか。このよ

うな問いがその背景にある。そこで当該企業を丹念に調べ上げ、その成功の原因のひとつが、女

性幹部社員の増加、彼女らの女性ならではの心遣いと活躍であることを発見したとする（説得的

な因果メカニズム！）。この要因がなければ企業の高成長はありえなかったと確信できるのなら

ば、当該要因はその企業における成功の必要条件と言えるだろう。ただし、 この要因 X が存在し

たとしても、結果 Y が生じない企業は多数あるかもしれない。そのような事例は、分析を始める

きっかけとしては、 アブダクションの対象からは外れることになる。

　もちろん、両者の推論法一仮説演緯法とアブダクションを同一の研究で採用することは可能で

あるし、分析の幅を広げるためには望ましいとしている。

　記述説を満足させるような歴史分析を行うためには、アブダクションの使用を必要条件としなけ

ればならない、 というのが本書の主張である。説明仮説を形成していくアブダクションという推論

方法を採用しなければ、そもそも質の高い歴史分析はできないことになり、 さらにその理論化は

困難となるからである。

 　ちなみに、帰納法を科学的推論の方法だとは認めなかった K．R．ポパーは、アブダクションの

ような新たな観察による発見の文脈を、 「ある論理を考案あるいは発明するという最初の段階は、

論理的分析を必要としないし、論理分析ができるものでもない」と述べた。

　アブダクションを意識的／無意識的に推論の方法として用いる研究者は多い。人類学者の川喜

田二郎は、 自分の発想法－－KJ 法－－がアブダクションとほぼ同じであるとしている。

　明治期における民衆の思想を掘り起こしたことで知られる歴史家の色川は、

　　ある最初に仮説 A というのを出す。そして実証してみる。不充分。次に仮説 B を出す。実証、

不充分。仮説 C を出す、 まだ不充分。仮説 D を出す。この「仮説→実証→仮説→実証」を繰り返

しながら、次第に当時の歴史の真実に接近していくというのが、歴史学における仮説を提起する

意味である、としている。　これらは、アブダクションとの類似性がある。



9

　本書の提案する説明とは、因果説と記述説の統合、つまり「what 疑問」と「why 疑問」双方に答

えることである。したがって、結果に対する新事実の発見であれば、ある政策の結果あるいは組

織の状態などが｢何であるか」を、先行研究の見解とは異なったかたちで、新しく発見した資料や

データなどでまず明らかにする。その結果、明らかにした事実が従来の直観や通説と異なってい

れば－明らかにしたのが新事実である限り、その可能性は高いはずである－それがなぜ生じた

のか／それまでなぜ生じなかったのかと問い、因果関係を解き明かすことが、次の作業となる｡あ

るいは、原因に対する新事実の発見であれば、結果や状態は通説的理解に同意していたとして

も、その原因に対する先行研究の説明に納得がいかない場合、より説得的な新しい説明を自ら

求めることになる。それら原因を明らかにするためにさまざまな作業仮説を設け、それらの裏付け

をとるためにインタビューや公文書館などでの資料収集が再び開始されるだろう。当初の仮説は

その過程で捨てても構わないし、新たな作業仮説を加えていってもよい。換言すれば、結果に対

する新事実の発見であろうが、原因に対するそれであろうが、従属変数自体をまず明らかにした

後に、独立変数・介在変数（介在変数とは独立変数と従属変数の因果関係に影響を与える変数）

を柔軟に改変可能にしておく 14。そのような作業を可能にするのがアブダクションなのである。

　帰納とは、観察から得られた単称言明から普遍言明へと一般化する推論の方法である。そして

演繹とは、論証の前提が真であれば、結論もまた真であることを導き出す分析的な推論の方法

である。

　歴史研究者は前者を、社会科学者は後者の方法を使用すると考えられがちであるが、純粋な

帰納、純粋な演繹という;ものは、社会科学における推論の方法としては実用的なものではないこ

とが明らかになった。

アブダクションについては、

　柳生孝昭：設計から見たアブダクション，技術知の本質 ，東京大学出版会，135/158，,1997

これをベースにした理解を目標にしている。

以上


