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現代 の経済学 における支配的経済理論が,各主体の最適化行動か ら導かれた需要関数 と供給関数 をもと
にすべ ての生産物市場 と生産要素市場 における均衡の連続 として経済現象 を把握 しようとす る新古典派理
論であることは,それに賛成す るか反対す るかは別 として,ほ とん ど異論のない ところであろう｡ この理
論の起源 は1
9世紀のいわゆる限界革命 に まで遡 るが,第二次大戦以前 には, この理論 もまだその圧倒 的地
位 を確立 していなか った｡本論文 は, この理論体系が,1
95
0年前後 に, どの ようにその現代化 を果 た して
その優位 を確立す るにいたったか を,その理論構造のイ ンプ リケーシ ョンを解明す ることによって論 じた
ものである｡
第 1章 ｢
<最適化仮説>の成立｣で本論文が まず と りあげるのは,一般均衡理論の両輪である企業の利
潤最大化仮説 と消費者の効用最大化仮説 の双方 において, この仮説 を非実体化す ることによって,現実か
らの遊離 とい う批判 に免疫 を与 える論文が,1
95
0年 に時 をおな じくして出現 したことである｡その一つ は,
現実の企業の多 くが利潤最大化行動 をとっていない として も,長期的に見れば競争的な淘汰過程が存在す
るが ゆえに,存続 しうる正常 な企業 はその ような行動 をとっている とみなすのが適 当であ るとい う A.ア
ルチ ャンの論文であ り, これは仮説の非現実性 を当然 とす る M.フ リー ドマ ンの見解 と結 びついて利潤最
大化仮説 に村す る現実主義的批判 を沈黙 させ た｡他方では,消費者需要 の理論か ら ｢
主観主義的要素｣ を
追放す るパ レー ト‑ヒ ックス的 プログラムが,実際 に市場 で観察 され るデ ー タの もとでの消費者選択 の
｢
一貫性｣ を要求す るだけの ｢
顕示選好｣理論 として,サ ムエル ソンお よびハ ウ タッカーに よって完成 さ
せ られた｡
しか し,<均衡>概念 を取 り上 げた第 2章では,一般均衡理論の創始者で あ る L.ワル ラスに とってそ
の理論が彼 な りの ｢
科学的社会主義｣ を表明 した規範的な理論であ ったことと,変動 のある過程の もとで
の<均衡>の科学 的分析 の先駆者であった R.フ リッシュにおいて は景気変動 の実証的分析 が課題 とされ

｡<均衡>概念 は,その起源 においては, けっ して非実体的な形式主義的概念で

ていた ことが指摘 される
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はなかった｡
経済分析 の基礎』における ｢
静学｣ と ｢
動学｣の経済分析‑の導
第 3章では, とくにサムエルソンの 『
数理生物学原理』にヒン トを得 た ものである とい うことが指摘 され る｡ 本論文 によ
入が,A,ロ トカの 『
れば, ロ トカの生物学 は,｢
力学｣ に由来す る数理的 ｢
形式｣ に経済学的意味 を与 えるさいに,その模範
を提供 したのであった｡本章ではさらに, フリッシュ型の景気循環モデルにおける実体的な均衡概念が現
在の リアル ･ビジネス ･サイクル理論に も貫いていると論 じられている｡
第 4章 と第 5章 は,現代経済学 にとっての古典力学のアナロジカルな意義 とい う, しば しば暖味に語 ら
れ る両者 の親縁 関係 を,両者 の数理構造 を対比 して厳密 に論 じた ものであ る｡ 前者 における価格 の場
(
pr
i
c
ef
iel
d)における消費者行動 と生産者行動の理論が,保存的力学場 (
c
ons
e
r
vat
i
veme
chani
c
al丘el
d)
におけるハ ミル トン原理 に対応す ることが指摘 される｡ いいかえれば,｢
経路独立的｣でない ｢
不可逆的｣
な ｢
消散系｣ として経済 を把握することは,現代経済学 に とって もノン ･ス タンダー ドの立場 にたつ こと
を意味す るのである｡
第 6章では,経済学 と生物学の奇妙な関係 を,生物学 においてダーウィンの進化論が もた らした転換 を
完全適応｣が行 なわれた調和的な生物世界の像が
軸 に して考察す る｡ ダーウィンによって,それ以前の ｢
崩壊 し,生物的な他者か らなる有機的環境 に対す る ｢
相対適応｣ と ｢
突然変異｣ による種の ｢
分化｣のプ
ロセスがあらわれたが, ダーウィンの着想の基礎 にあったのは,ス ミスの ｢
分業｣ の理論 とマルサスの人
口論‑生存競争論であった｡ この章では, ダーウィン流の進化論 に対応する経済学内部での理論化 として
独 占的競争論があげ られているが,それは生物学 におけるダーウィニズム と異 なって,経済学内部では勝
利 をお さめることがで きなかった｡
第 7章では,や は り1
9
5
0
年代 に成立 したアロー=ドブ リュ‑の凸集合 と位相空間理論 を用 いた一般均衡
モデルの登場が,数学 ･物理学 における古典主義の没落後の形式主義の登場 と相即 していることが論 じら
れる｡ そ こでは,｢
限界主義｣ の概念の もつ局所性が しりぞけ られ,pr
i
mi
t
i
veな概念のみ に もとづ いて一
般均衡の存在証明が追求 された｡ この形式主義的手法が許容す る一般性 は, しば しば均衡達成‑の障害 と
みなされる不確実性 をも商品の属性の拡張 (
条件付商品) として包括 しうるほ どの ものである｡
第 8章 と第 9章 は本論文のフィナー レであ り,現代的な一般均衡理論の構築の背後のモチーフが分権的
な資本主義経済 とい う経済秩序の理論的正当化 としての意味 をもっていたことを論 じている｡ 完全競争経
済の もとで (強い意味での)凸の選好関係 をもつ消費者 は,価格情報 さえ与 えられれば, 自分だけで最適
な意思決定 をお こなうことがで きるとい う独我論的世界観がそこに表明 されていると論 じられる｡ しか し,
本論文の筆者 は, こうした一般均衡理論構築者の政治的モチーフが必ず しも成功 した とはみていない｡な
ぜ なら, こうした理論 と現実の経済過程 との関連 を考 えるな らば,ハイエ ク的な分権的市場経済の擁護 は
この理論 とは異質 な もの といわざるをえない し, まだ ｢
完全競争｣ とい う条件 は, ｢
非加算無限｣ の濃度
をもつ主体か ら構成 される経済 を前提 とす るか らである｡ この条件がみたされない状態での一般均衡の達
成 は,企業に価格受容者 に留 まることを強制 し,均衡価格 の裁定者 としてのせ り人の存在 に依存す る｡ そ
れはむ しろ,社会主義経済計算論争 において ランゲ=ラーナ一によって提示 された社会主義で しかないの
である｡ このような皮肉な確認 をおこなった うえで,本論文 は経済社会の理解 ‑理論化のあ りかたについ
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て も理論 ‑意識 と存在 ‑経済機構 の相互規定関係があることを示唆 して閉 じられる｡
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
経済理論の学史的研究は,近年いち じる しい前進 を遂げているとはいえ,ケインズ経済学 をのぞけば,
1
95
0年代以降の現代経済学の基本理論 にまでは及ばなかった｡一般均衡理論 について も, これ まであった
研究は,1
870年代の限界革命か ら世紀転換期 にいたるワルラス,パ レー ト, ヴイクセル,シュンペーター
らの個人に即 した研究 にとどまっていた｡学位請求者 も修士論文においてワルラスの一般均衡理論 をとり
あげて,その規範的な性格 について論 じたことがある｡本論文では,その着想 をも生か しなが ら,1
95
0年
代 に精微化 された一般均衡理論に挑み,その理論構造 とともにそれが支配的経済理論 となったことの意味
をときあか した｡ アメ リカに Ph.ミロウスキーなどの先例があるとはいえ,経済学史的研究 として きわめ
て野心的な論文である｡
本論文の基本的な主張は,1
95
0年代 における経済理論の形式化 は,古典的な実体主義的な理論の否定 と
い う表面の背後 に,現実 との関係 におけるある ｢
意味｣ をもっていた とい うことである｡高度の一般化 を
可能 にす る形式主義 は,主観的な効用や限界代替率 といった実体的,あるいは局所的な概念 に制約 されな
いか ら,問題 となる現実 との関係 における意味は現実主義的な ものではあ りえない｡それはむ しろ,規範
的な意味における現実 との関係,つ ま り,政治的なモチーフだ とい うのが学位請求者の見解である｡
本論文 は,利潤最大化仮説の現実適合性 に対する疑問を進化論的解釈 によって封 じたアルメン ･アルチ
ャンの論文か らは じま り,一般均衡理論の形式主義化の最高の理論的達成であるアロー‑ドブリュ‑モデ
ルまで論 じ及ぶ｡その間を貫いているのは,国家的な介入 を原則的に拒否 し,分権的な資本主義経済 を正
当 とす るモチーフである｡ 学位請求者 は,現代 における経済理論の展開やその受容可能性が陰に陽にこの
モチーフによってガイ ドされているといいたいのであろう｡ 学位請求者が このモチーフによる企画 を成功
した企て と見ていないことは,アロー‑ドブ リュ‑モデルに現実的な姿 を与 えるとすれば,中央計画局 を
せ り人 として もつ市場社会主義 にならざるをえない と皮肉をまじえなが ら論 じていることか らも明 らかで
ある｡ この ように,現代的理論の精髄 を的確 に把握 しなが ら,なおかつ距離 を保 ったス タンスによって
1
95
0年代の理論動向を整理 してい く手腕 は見事であ り,開拓的な仕事 として も十分な成功 を収めている｡
しか し,問題の政治的モチーフの存在 とその意義については,その ような側面が一部 にあること,あるい
はそ うした解釈 も可能であるとい うことと,現実の (
多数の)理論家に即 して実証がおこなわれることは
同 じことではない｡後者の意で政治的モチーフが作用 した と主張す るのであれば,断片的な伝聞や推測に
とどまらない根拠付 けがなお必要 とされるであろう

｡

本論文のいま一つの貢献 は,今世紀の数学 ･物理学 (
力学)･生物学 などの 自然科学の転 回 との相互作
用の もとに1
95
0年代 における経済理論の現代 を措 ききったことである｡ 経済学 における最適化行動が物理
学 (
力学)における保存的力学場 におけるハ ミル トン原理 と対応す ることが論 じられるだけでな く,アロ
ー=ドブ リュ一による位相空間理論 を用 いた高度 に形式主義的 (
抽象的)な一般均衡モデルが,古典力学
･数学系 を没落 させた自然科学 における公理主義的転回に照応 した ものであることが論 じられている｡ さ
らに印象的なのは,経済学 と生物学 との相互交渉である｡｢
経済学者 のめ ざすべ きメ ッカは経済生物学で
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ある｣ とい うマーシ ャルの有名なことばに もかかわ らず,経済理論 は概 して生物学の理論か らは疎遠であ

A.ロ トカの 『数理生物学原理』)は力学 に由来
った とい うのが一般 の通念であ るが,本論文で は生物学 (
す る均衡記述 の数理的形式 に社会的事象 に適用可能 な ｢
意味｣ を与 える模範 として大 きな役割 を果 た した
ことが論 じられている｡ 他方で は, ダーウィン進化論がそれ以前の完全適応型の生物世界像 か ら相対適応
と突然変異の生物世界像 をもた らしたことが,完全競争論 にかわる独 占的競争論の登場 と対比 させ られる｡
しか も, この ダーウィンの転換 は,マルサスの宿命論的生存競争論のみな らず,ス ミスの分業論 に示唆 を
受 けた ものであ った と論 じられる｡ しか し,独 占的競争理論が経済学 において支配的地位 を確立す ること
に失敗す る一方で,進化論的議論が最大化仮説の形式主義的擁護 に用 い られた｡ こうした経緯 を理論構造
に即 して提示 した本論文 は,現在,｢
進化経済学｣ の名の もとに関心 が高 まっている経済学 の生物学 的モ
デル とい う議論 を考 えるうえで も,多大 な示唆 を含 んでいる｡本論文 は,今世紀の現代経済学の理論化が
学際的な交渉 をうちに含 むイ ンテ レクチ ュアル ･ヒス トリイをな していることを如実 に示 した もの として
も評価で きよう｡
すでに述べ た ように,本論文 は経済理論の学史的研究の射程 を現代 の経済理論家たちがベ ース としてい
る1
950年代の理論的刷新 の段階 にまで前進 させ た開拓 的な業績である｡ もちろん, この課題 は本論文の よ
うな単独論文 だけで果 た され る課題で はないが,本論文で学位請求者 はその基礎 を提供 した とい って よい
だろう｡ 学位請求者 自身が積極的に評価す る理論的立場 については行論のなかか ら間接 に読み取 らねばな
らない とい うもどか しさもあるが, これは現代的な均衡理論が支配的 となったのは, どの ような革新 と,
どの ような了解 によってであ ったのか を解明す る とい う批評的ス タイルが採用 されていることによる もの
であ り,本論文の価値 を低 める ものではない｡
よって,本論文 は博士 (
経済学)の学位論文 として価値 ある もの と認 める｡
なお,平成 9年 1月22日論文内容 と,それに関連 した試問 を行 なった結果合格 と認 めた｡
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