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第３章第３章第３章第３章    ケンブリッジ学派の経済学ケンブリッジ学派の経済学ケンブリッジ学派の経済学ケンブリッジ学派の経済学    

 

３－１３－１３－１３－１    新古典派経済学とマーシャル新古典派経済学とマーシャル新古典派経済学とマーシャル新古典派経済学とマーシャル    

 ジェヴォンズとケンブリッジ学派の創始者アルフレッド・マーシャル

(1842-1924)は対照的な経済学者である。ジェヴォンズが古典派との断絶を強調し

たのに対して、 マーシャルは古典派との連続性を強調した。マーシャルは「自然

は飛躍せず」を座右の銘としていたが、自然現象や社会現象だけではなく、経済

理論にも飛躍を認めなかったのである。また、ジェヴォンズは弟子を作らず一匹

狼的な存在であった。これに対して大器晩成型のマーシャルは、母校ケンブリッ

ジ大学で教鞭をとりながら多くの弟子を養成しただけではなく、教科書『経済学原理』を執筆することで

新古典派経済学を世界的に普及させるのに貢献した。 

 

マーシャルは新古典派経済学を代表する経済学者であるが、後の新古典派の主流からは一線を画してい

る。マーシャル以後、新古典派は現実からの乖離という代償を払って、数学的に定式化される厳密な論理

を追求する方向に進んでいく。マーシャル自身は数学化を押し進めなかった。その要因として、若いころ

ドイツで学んだドイツ歴史学派の影響を指摘することができる。ドイツ歴史学派は社会を個人の単なる集

合として見るのではなく、個人の総和を越える有機体として把握する傾向があった。生物体は、器官や組

織の分化と同時に、器官や組織の緊密な相互依存にもとづいて全体が構成されている。それと同様に社会

を扱おうとしたのである。ドイツ的な社会観に加えて、進化論からもマーシャルは大きな影響を受けてい

た。1859 年に刊行されたダーウィンの『種の起源』は生物学にとどまらず、社会科学にも多大な影響を与

えていた。ジェヴォンズら新古典派の多くは力学をモデルに経済学の革新を試みたが、マーシャルは力学

にとどまらず、さらに生物学をもモデルにしなければならないとした。産業の生成と発展を、世代を越え

て生命を発展させていく生物と同じように見ようとしたのである。「組織（＝organization 有機体）」はマ

ーシャル経済学のキーワードの一つである。力学モデルの到達点は均衡である。しかし、マーシャルはそ

れにとどまらず、成長・発展を遂げる経済を解明しなければならないと主張した。「動態」はもう一つのキ

ーワードである。均衡の分析は動態を解明するための通過点にすぎないと見ていたのである。 

 

マーシャルの貧困に対する姿勢も新古典派の主流とは一線を画している。マーシャルの活躍した時代の

イギリスは、繁栄と貧困が共存していた。自ら貧民街を訪れ、ヴィクトリア朝の繁栄の裏側にある貧困の

実態を見たことが、経済学の研究に従事するきっかけであったという。マーシャルはケンブリッジ大学の

教授就任演説の中で、経済学を志す者は「冷静な頭脳と温かい心 cool head but warm heart」が必要であ

ると語り、ロンドンのスラム街であるイーストエンドを見聞するように弟子たちに促した。価値判断を免

れた「資源配分の科学」は、マーシャルにとって経済学の進むべき方向ではなかった。貧困の解決や人間

の発展という価値判断を含む問題こそが、経済学の中心におかれるべき課題であった。 

 

イギリスは 19 世紀後半から長期的な物価の下落を経験していた。マーシャルはその原因を「収穫逓増の
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法則」に求めた。その要因として、産業の集積が生み出す輸送費用の逓減などが生産性を上昇させると考

えていた。今日のミクロ経済学の教科書に従えば、完全競争と収穫逓増は共存しない。完全競争が前提す

るように価格が所与であれば、収穫逓増産業は生産を拡大させるほど利潤が増大していく。その結果、寡

占や独占といった不完全競争に到ることになる。しかし、マーシャルは収穫逓増下でも競争が存続し続け

ると考えていた。こうした想定も、標準的な新古典派とマーシャルとの相違点の一つである。 

 

 

３－２３－２３－２３－２    『経済学原理』の構成と部分均衡論『経済学原理』の構成と部分均衡論『経済学原理』の構成と部分均衡論『経済学原理』の構成と部分均衡論    

『経済学原理』を著したのは限界革命からおよそ 20 年後の 1890 年であった。『原理』は方法論から応用

までを含んだ体系的な書物で、長い間、世界中で用いられた標準的な教科書である。マーシャルが開発し

た多くの概念は、現代でも使われている。需要論と供給論をそれぞれ説き、両者を市場均衡として結合さ

せる構成も、現代のミクロ経済学の教科書の原型となっている。しかし、すでに見てきたように、標準的

な新古典派経済学からはみ出る多くの論点も『原理』は含んでいた。むしろ今日のミクロ経済学が省みな

いこうした論点こそ、マーシャル経済学の特徴と言えるかもしれない。 

 

新古典派が想定する人間は、自己の利益を追求する合理的な「経済人 (homo economics)」である。しか

し、マーシャル経済学では、より現実に近い倫理的な人間が出発点におかれる。それだけでなく、人間そ

れ自体が経済学の対象とされた。 

 

「政治経済学または経済学は日常生活の実務における人間の研究であり、人間の個人的、社会的行為

のうちで、福祉 （wellbeing）の物的条件の獲得と利用にもっとも密接に結びついた部分を考察の対

象とする。それゆえ、経済学は一面においては富の研究であると同時に、他面においては人間研究と

いうより重要な側面を持っている。」 (『経済学原理』p.1)  

 

「倫理的な諸力（forces）もまた経済学者の考慮すべき諸力の一部である。これまで『経済人』とい

う名称の下に、いかなる 倫理的な力の影響をも受けることなく、細心に、精力的に、しかし機械的、

利己的に金銭的な利益を追求する人間の行為に関して、抽象的な科学を構想する試みが行われたこと

があるのは事実である。しかし、そのような試みは成功したことがなく、また徹底的に遂行されたこ

ともなかった。なぜならそうした試みも、人間を完全に利己的な存在として扱わなかったからである。

人間は自らの家族のために生活の糧を準備するという非利己的な願望に動かされている場合ほど、苦

役と犠牲によりよく耐えうる。人間の正常な動機の中には家族に対する愛情が含まれていることを暗

黙の前提としてきたからである。...規則的な行為を生み出す動機については、単にそれが利他的で

あるという理由で、その影響を排除する試みを一切していない。」(p.v)  

 

このように『原理』が仮定する人間像は今日のミクロ経済学のものから大きく乖離している。そうした特

徴は篇別構成にもよく表れている。 
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第１篇 方法論 

第２篇 基本概念 

第３篇 需要論 

第４篇 生産論 

第５篇 部分均衡論 

第６篇 国民所得分配論 

 

第３篇から第５篇までは、生産や消費、交換の一般的な状態が不変と想定されており、マーシャル自身が

「仮説的休眠状態」と呼ぶ状態を扱っている。この部分は今日の標準的なミクロ経済学の教科書がカバー

する範囲と合致する。しかし、マーシャルの主たる関心は第６篇の国民所得分配論にあった。第６篇では

有機体としての経済という、より現実的な市場に近づこうとしている。第６篇の最終章は「進歩と生活水

準の上昇」というタイトルが付されており、労働者の生活水準の上昇を伴う、経済成長の可能性が探られ

ている。こうしたテーマは古典派経済学の問題関心を継承したものと見ることができる。 

 

マーシャルが経済学の最終目標としたのは、所得分配の変化、すなわち経済動学である。そこに向かう

過程で使われたのが部分均衡論として知られる静学であった。そこでは「他の事情が等しければ (other 

things being equal)」という条件をつけて、一市場だけを孤立化させて均衡を分析する方法が用いられる。

ただし静学は動学と断絶したものではなく、一定と想定された条件を緩和することで動学へと近づいてい

くものとマーシャルは考えていた。第８版の序文で次のように述べている。 

 

「取り上げるべき諸力がきわめて多数であるから、一時に少数の力を取り上げ、主たる研究のための

補助として役立つ多数の部分的な解答を作り出しておくことが最善である。それゆえ、ある特定の商

品に関して供給、需要および価格の第一次的な関係を分離することから始める。『他の事情が等しけ

れば』という但し書きによって、他の全ての力は作用しないものと仮定される。それらの力が作用し

ないというのではなく、しばらくの間はそれらの活動を無視するのである。...第二の段階でより多

くの諸力が強制された仮眠から解放される。特定のグループの商品に対する需要と供給の状態におけ

る変化が作用し始め、それらの相互の複雑な作用の観察が始まる。動学的な問題の領域は徐々に広が

り、暫定的な静学的な仮定が置かれる領域は狭くなる。そして最後に莫大な数にのぼる各種の生産要

因の間での国民分配分の分配という中心的な重要問題に到達する。」(p.xiv) 

 

均衡の分析自体はおおよそ今日のミクロ経済学の教科書で説かれているものと同じである。しかし、均衡

の分析を一通過点に他ならないとしたマーシャルにとって、主眼は均衡の安定性にではなく、むしろ均衡

量と均衡価格がたえず変動する現実の経済にあった。 

  

「需要と供給が安定均衡状態にある時には、何らかの偶発時によって生産の規模が均衡状態から乖離
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するとしても、均衡状態に戻す傾向を持つ力がただちに作用するであろう。紐に吊り下げられた石が

均衡の状態から移動させられた時には、引力が均衡の位置にただちに戻す傾向があるのと同じであろ

う。...しかしそのような振動は、現実の生活においては、紐に自由に吊り下げられた石のように、

規則的であることはほとんどない。...なぜならば、需要表と供給表は実際には長時間にわたって不

変のままにとどまることはなく、絶えず変化しつつあり、それらの変化につれて均衡量と均衡価格が

変化し、振動の中心となるべき点が新しい位置に変わるからである。」(p.346)  

 

トピック：マーシャルとワルラス 

現実の市場では、数多くの生産物や生産要素の需要と供給が相互に影響しあっている。このような

市場相互の依存関係を理論化したのがワルラスの一般均衡論である。ワルラスのモデルは全ての市

場参加者が一同に会する市場（いちば）のイメージである。ここでは全ての財（生産要素も含む）

のせりが同時に行なわれる。つまり「せり人」が提示する全商品の価格一覧に応じて、市場参加者

が全商品について需要量と供給量を提示する。需要量と供給量が一致しなければ、せり人は超過需

要のあった商品の価格を引き上げ、超過供給のあった商品の価格を引き下げた価格一覧を再度、提

示する。こうした作業を繰り返し、全商品の需給を一致させる価格を見つけて、はじめて取引が行

なわれる。これがワルラスの一般均衡のイメージだ。現代経済学の大御所サミュエルソンは一般均

衡論こそ経済学の完成形態であるとして、マーシャルの部分均衡論を不完全な経済学であると低く

評価した。確かに、市場の相互依存関係を理論化しているという限りでは、一般均衡論は部分均衡

論よりも優れていると言えるだろう。事実、今日の経済理論の根幹に置かれているのは一般均衡論

に他ならない。だが、全市場の需給均衡が成立するまで、取引が一切行なわれないというのは非現

実的である。マーシャルも「明確に定義された限界内では」方程式体系による理論化も可能である

ことを認める。しかし、「重要な多数の考慮が時間と結びついた問題では、容易に数学による表現に

なじまず、完全に無視されるか、刈り込まれ、取り除かれて型にはまった飾り物の鳥や獣に似たも

のにしかならない」として、その無時間的な体系化を批判した（p.850）。こうしてマーシャルは一

般均衡論の方向には進まなかったのである。 

 

 

３－３３－３３－３３－３    均衡の時間区分均衡の時間区分均衡の時間区分均衡の時間区分    

マーシャルは右下がりの個別的需要曲線の導出を詳しく検討していない。まず、個々の商品に対する人

間の欲求には限界があるために、商品の保有量が増大するにつれて効用は逓減していくとする限界効用逓

減の法則を認める。次に、一般的な購買力を有する貨幣については限界効用が不変であると前提する。こ

の前提を置くことで、効用度は直ちに価格として表現することが可能となる。消費者の限界効用の逓減は、

ダイレクトに右下がりの需要曲線として描き出されることになる。ギッフェン財のように需要曲線が右上

がりになるケースが発生することもマーシャルは知っていた。しかし、そのような例外的なケースを分析

する必要を認めなかった。『原理』の中では右下がりの需要曲線は分析の対象ではなく、議論の出発点であ

ると言ってもよい。 
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「われわれの研究の当面の段階で可能な需要の議論は、ほとんど純粋に形式的な種類の入門的な分析

に限定せざるを得ない。消費のより高度な研究は経済分析の本体の後に来るべきであって、その先に

来るべきではない。その出発点は経済学の固有の領域内に存在するけれども、その結末はその領域内

に見出すことはできない。」(p.90)  

 

マーシャルは需要論を軽視していたわけではない。「需要の弾力性」や「消費者余剰」など、今日でも使わ

れている重要な概念をいくつも創造した。しかし、需要を規定する人間の欲求そのものの分析については、

経済学の範囲を越えるものと見なしていたのである。 

 

 ジェヴォンズは限界効用による価値の説明をもって古典派経済学との断絶を強調した。これに対してマ

ーシャルは、生産費を重視した古典派経済学の系譜をも継承しようとする姿勢を打ち出した。それゆえ、

ジェヴォンズの交換論に相当する議論は『原理』の片隅で論じられているにすぎず、あくまでも市場にお

ける現実的なプロセスの分析を重視し、需要曲線と供給曲線との交点として均衡価格を考えようとした。

需要と供給に関する有名な鋏の比喩は、ジェヴォンズ批判を含意したものである。 

 

「価値が生産費によって支配されるか効用によって支配されるかを問うことは、紙を切るのが鋏の上

刃であるか下刃であるのかを問うのと同じ程度の合理性しか持たないといってよいだろう。不注意な

簡略法としてならば、一方の刃を固定しておいて、他方の刃だけを動かして紙を切った時には、紙を

切ったのは動かした方の刃であると言ってよいかもしれない。しかし、そのような言い方は厳密には

正しくない。...一般原則としては、とりあげる期間が短ければ、価値に対する需要側の影響を重視

しなくてはならないし、期間が長ければ、生産費の影響を重く考えなくてはならない、と結論してさ

しつかえないようである。」 (p.348)  

 

マーシャルは一時的、短期、長期、超長期の４種類の時間区分を用いて均衡を分析した(p.379)。超長期を

除く時間区分は需要に対応するために供給側が行う調整の仕方による理論的区分である。変化の要因をど

こまで認めるか、言い方をかえれば、どの条件を不変と想定するかによる時間区分となっている。なお、

超長期については知識や人口の発展や、需要と供給との世代から世代への変化を生み出す期間であるとし

ているが、市場均衡そのものについての説明はないので、以下、超長期を除く３区分のみ見ていく。 

 

（１）一時的：現在では「超短期」とも呼ばれる。供給の調整が一切行なわれずに、水揚げされた量を全

て売り切る魚市場のような市場での均衡である。グラフでは垂直の供給曲線と需要曲線との交点が均衡価

格となる。ここでは生産費は価格に一切、影響を与えておらず、需要曲線だけが価格決定力を持つ。 

 

（２）短期：供給の調整においては、機械や土地などを一定のままにして、原材料や労働時間の調整によ

って生産量を変化させる場合がある。このような調整のもとで成立する均衡が短期均衡である。マーシャ
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ルは費用を、主に原材料費と出来高に応じて支払われる労働の賃金からなる「主要費用(prime cost)」と、

主に耐久的な設備の費用と上級被雇用者の俸給からなる「補足的費用」とに分類する(p.53)。前者は今日

の可変費用、後者は固定費用に相当する。短期の供給で問題になるのは主要費用だけである。短期では一

般に収穫逓減が作用するために、限界費用曲線は右上がりとなる。 

 

短期の調整の仕方にマーシャルが想定する市場の特徴がよく表れている。ワルラスの市場には価格を提

示してくれる「せり人」がいたが、マーシャルの市場には「せり人」がいない。市場に供給された供給量

に応じて、まず一時的均衡として取引が成立すると想定されている。生産者はその価格を参照して、予想

した価格よりも高ければ生産量を増加させ、逆ならば生産量を減少させて、再度、供給が行なわれる。こ

うした調整プロセスによって、「せり人」のいない市場でも均衡価格への調整が行なわれていく。 

 

「需要価格が供給価格よりも大きいような〔供給〕量である時には、売り手はその量を市場にもたら

すのに十分と考えている以上の金額を受け取る。そこで販売のためにもたらされる量を増加させる傾

向が強い力を作用させることになる。」（p.345） 

 

右上がりの供給曲線と右下がりの需

要曲線であれば、均衡価格に向かっ

て調整が進んでいくし、「何らかの偶

発事によって生産の規模が均衡状態

から乖離するとしても、均衡状態に

戻す傾向の力がすぐに作用する」

（p.346）。つまり、均衡は安定して

いる。仮に、供給曲線が右下がりと

なる特殊ケースであったとしても、需要曲線よりも傾きが緩やかであれば均衡は安定する。ちなみに、こ

の特殊ケースが長期では一般的となる。なお、マーシャルの調整を「数量調整」と呼ぶこともあるが、硬

直的な価格のもとでの数量調整の意味と誤解されやすいので注意が必要である。 

 

（３）長期：収穫逓減と収穫逓増の傾向はたえず同時に作用しているとマーシャルは見ている。「生産に

おいて自然の果たす役割は収穫逓減の傾向を示し、同じく人間の果たす役割は収穫逓増の傾向を示すと言

ってよい」(p.318)。この二つの傾向の強さいかんで収穫逓増か否かが決定される。古典派経済学では土地

生産性低下による収穫逓減が重視されていたが、マーシャルは長期では多くの場合、収穫逓増になると考

えていた（したがって長期の供給曲線は右下がりとなる）。さて、今日のミクロ経済学では固定設備を変

化させる時間区分として「長期」を考える。しかし、マーシャルの「長期」は固定設備だけではなく、組

織の変化、さらに外部経済の変化をも伴う期間である。こうした想定は、生産性を上昇させつつある現実

の経済に理論を近づけようとするマーシャルの方法に由来するものである。 
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長期において収穫逓増となる主要な理由をマーシャルは「内部経済」と「外部経済」が作用することに

求めた。内部経済とは個々の企業の経営効率によって決まる経済性のことである。企業の規模が大きくな

るにつれて、適正な分業が実現することで効率が高まる。これが内部経済である。これに対して、マーシ

ャルの外部経済とは、その産業全体の発展によって生ずる経済性のことである（今日の「外部経済」とは

意味がやや異なる）。マーシャルが重視した収穫逓増の要因は外部経済の方であった。例えば、ある産業

が特定地域に集中して立地することで、その産業に必要な熟練労働者の形成を容易にしたり、交通・通信

手段が発展したりする。こうして個々の企業では実現できない生産費の引き下げが、産業全体で実現する。 

 

「生産全体の規模の増大は、個別企業の規模に直接依存することのない経済を当然増大させる。その

うちで最も重要なのは、おそらく同一地方に集中することによって、もしくは蒸気機関による輸送、

電信と印刷機によって提供される現代の通信の便宜を利用することによって、相互に助け合う産業の

関連分野の成長から生ずるものである。」(p.317)  

 

「需要の漸進的な増大があるときには、上述のような代表的企業の規模と効率が徐々に増大すること

を予想し、それが支配できる内部および外部の双方の経済が増大することを予想する。／これらの産

業において、長期の供給価格表を作成するときには、われわれは財の産出量の増大に対して減少する

供給価格を書き込む...。」(p.460)  

 

マーシャルの議論はやや複雑である。収穫逓増といっても、個別企業の費用曲線が最初から右下がりとい

うわけではない。個別企業については、産出量の増大につれて費用を逓減させるほど内部経済は作用しな

いであろうと述べている(p.459)。つまり個別企業だけを取り出すと、費用曲線は右下がりになると想定さ

れているのだ。「需要の漸進的な増大」がある時に、産業の集積によって生じる外部経済が、産業全体での

長期の供給曲線を右下がりする（詳細は下記参照）。 

 

外部経済による費用逓減：今日のミクロ経済学の用語を用いて右下がりの供給曲線を説明しよう。説

明を簡単にするために、各企業の費用関数は全て同一であるとする（マーシャルはこれを「代表的企

業」という概念を用いて説明した）。1)長期の均衡状態が実現していたとしよう。この時、長期平均

費用曲線(LAC1)の極小値の箇所で長期限界費用曲線(LMC1)と短期限界費用曲線(SMC1)がクロスして

おり、その生産量で生産が行われている。2)今、需要(D2)の増大がおきると、短期限界費用曲線にそ

って価格は上昇する。3)それにより発生した利潤に刺激されて、企業の新規参入による集積が外部経

済を生み出したとしよう。その結果、個別企業の費用曲線を下にシフトさせる（各企業の生産量の増

大をともなえば右下へのシフトとなる）。この費用構造のもとで長期均衡が実現したとしよう。つま

り、新たな長期平均費用曲線(LAC2)の極小値となるように生産量が決定されている。市場均衡につい

て見れば、新たな需要曲線(D2)に沿って、低い価格のところで均衡が生じていることになる。最初の

市場均衡点と新しい市場均衡点とを結ぶと、右下がりの曲線となる。これがマーシャルの長期の供給

曲線ということになる。このように均衡点の時間的な移動から導かれた供給曲線は、今日のミクロ経
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済学で標準的に扱われる収穫逓増産業の供給曲線とは異なっている。マーシャルの議論の分かりやす

い解説は、岩田規久男『ゼミナール ミクロ経済学入門』（日本経済新聞社, 1993）第７章にある。 

 

こうした複雑な議論を採用したのは、理論的に独占の成立を回避しようとしたからである。もし、現代

の教科書が想定するように、個別企業の費用曲線が右下がりであるならば、その企業は生産量を増大させ

るほど利潤が増加する。その結果、生産量は増大させつづけてしまい、理論的には独占に行き着くはずで

ある。しかし、マーシャルは収穫逓増と競争的市場との共存が一般的であると見ていた。マーシャルのよ

うに個別企業の費用曲線を右上がりとしておけば、独占の成立を回避できる。しかし、移動する均衡点を

もって供給曲線とするには無理があるし、また外部経済の導入は他の条件一定という部分均衡論の前提か

らも逸脱していた。そこでマーシャルの没後、弟子たちはその難点を指摘し、「ケンブリッジ費用論争」が

展開された。この論争は 1930 年代の寡占理論を準備することになる。 

 

 最後に、収穫逓増・収穫逓減の議論と関連付けられた

課税・補助金政策を見ておこう。収穫逓増産業には補助

金を与え、収穫逓減産業には課税すべきとマーシャルは

主張した。「収穫逓減の法則にしたがうとすれば、課税

は商品の価格を高め、消費を減少させることによって、

課税を除いた商品の生産費を低下させうる。...課税か

らの受け取り総額は結果として生ずる消費者余剰の損

失よりも大であることが起こりえる」(p.468)。例えば、

１単位あたりＡＣの課税によってＳ１からＳ２に供給

曲線が上方へシフトしたとする。このとき均衡点はＧか

らＦへと移る。価格の上昇と需要量の減少によって消費者余剰はＡＢＧＦだけ失われる。課税による収入

の増加はＡＣＤＦである。消費者余剰の損失と課税による収入の増加のいずれが大きいかは、ＢＣＤＥと

三角形ＦＥＧの大きさにより決まる。図のようにＦＥＧの方が小さければ、マーシャルの指摘するケース

となる。 

 

逆に収穫逓増の場合には、補助金を課すと、補助金

総額よりも消費者余剰の増大の方が大きくなるケース

があることが分かるだろう。１単位当たりＢＣの補助

金によるＳ１からＳ２へのシフトによって、消費者余

剰はＡＣＧＦ増大する。このとき補助金はＢＣＧＨ支

払われる。前者が大きい時にマーシャルの議論は成立

する。もっとも、課税・補助金の議論は、「それだけで

政府介入の有効な根拠を与えるものではない」と結ん

でおり、積極的な経済政策の主張というよりも、政策
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を実施する場合に許容できる条件を明示したものと受け取る必要がある(p.475)。 

 

補助金の応用として、保護関税の効果についても論じている。関税により保護される産業が収穫逓増産

業であれば、保護関税により国内生産量が増大することで消費者余剰が増大する可能性がある。しかし、

イギリスのように製造業が発展した国では、保護貿易は他の産業に対する外国市場の喪失の可能性が高い

ことに注意を与えている（p.465）。当時、ドイツやアメリカの工業は急成長を遂げており、イギリスは世

界の工場の座を失いつつあった。1903 年、チェンバレンを旗頭に保護関税を唱える関税改革運動がおきる。

しかし、マーシャルは保護貿易の陣営に与することはなかった。 

 

 

３－４３－４３－４３－４    組織と有機的成長組織と有機的成長組織と有機的成長組織と有機的成長    

マーシャルは経済社会をシステム全体が自律的に、生物のように進化、発展するものと見ていた。これ

を「有機的成長（organic growth）」と呼び、力学ではなく生物学こそが経済学の究極の目標であるとした

（経済生物学）。しかし、この方向に新古典派の主流は進まなかった。 

 

「〔最初は経済学者（マルサス）から生物学者（ダーウィン）が恩恵を受けたが〕今度は経済学者の

方が、一方においては社会組織とくに産業組織と、他方においては高級な動物の身体の組織の間に発

見された、多数の深い類似性によって、多くの恩恵を受けるようになっている。...その統一性とは

社会的有機体であると、自然的有機体であるとを問わず、その発展においては、一方において個々の

部分の間における機能の分割の増大と、他方においては個々の部分の間の緊密な結合が進行するとい

う、一般原則にほかならない。」(p.241) 

  

生物学から受けた影響の一つとして「組織(organization)」の重視を指摘することができる。通常、生産

要素は労働、土地、資本の３種類である。しかし、第３版から、「組織を独自の生産の要素として加えるこ

とが最善であるように思われる」(p.139)として、組織を第４の生産要素に付け加えた。組織のレベルは様々

であり、一企業という組織、同一業種の企業群という組織、多様な業種間の組織、さらには国家までも組

織に含めている(p.115)。ここでは企業レベルでの組織に着目してみよう。今日のミクロ経済学では、利潤

が存在すれば新規参入が継続するために、利潤はやがてゼロになると想定される。しかし、マーシャルは

利子の他に企業者が利潤を得る状態を正常なものと考えていた。この利潤の存在が組織と関係している。 

 

マーシャルは基本的には各生産要素に対する収益が限界生産力と一致するとしている。今日の限界生産

力説に相当するが、それを「代替の法則」と呼んでいる(p.355)。しかし、代替の法則が実際の生産要素に

そのまま妥当するとは考えなかった。マーシャルは企業の組織化を遂行する企業家の役割に光をあてた。

企業家は高度に熟練を積んだ階層であると同時に、他面から見れば、肉体労働者と消費者の間に介在する

仲介人でもある(p.293)。ある企業Ａで働いている企業家Ｘの能力は企業Ａで働いているからこそ発揮され

るのであって、他の企業Ｂに雇われたのでは役に立たない知識が多い。仮に企業Ｂに雇われたとしても現
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在の俸給の半分も得られないであろう。逆にＸが退いた企業ＡはＸに支払っていた俸給の何倍も損失する

かもしれない（p.626）。同様のことは通常の労働者にも当てはまるだろうとマーシャルは述べている。こ

こでは特定の企業において発揮される能力があるために、他の生産要素によって置き換えることで限界生

産物と限界費用を一致させる代替の法則が成り立たないのである。企業家も労働者も特定の企業Ａという

組織を成り立たせている有機的な構成要素なのだ。さて、問題は限界生産力で決まらない所得の決定の仕

方である。マーシャルは、限界生産力を上回る所得は慣習や交渉によって決まるとした。このような分配

分を「合成準地代 (複合的な準地代) composite quasi-rent」と呼んだ(p.626)。これは言わば、組織が

生み出した所得である。しかし、組織自体が所得の受け取り手になれない以上、合成準地代の分配決定は

「交渉を除いてはありえず」、労働者と企業家で分け合う事実上の損益分配制であるとした(p.628)。 

 

マーシャルの議論では、需要と供給によって機械的に賃金が決まるわけではない。実際には合成準地代

のほとんどを企業家が取得してきたが、分配を変えることで労働者の賃金上昇が可能となる。ここに労働

組合の役割があると考えた。賃金上昇は労働者の境遇改善への展望と結びついていた。そこで重要となる

のが「生活水準」という概念である。 

 

「生活水準の上昇という言葉は、ここでは欲望に対して調整される活動の水準を意味するものとする。

したがって、生活水準の上昇には知性と精力と自尊心の増大をも含意している。生活水準の上昇は、

支出における注意力と判断力の向上をもたらし、食欲を満たすだけで、体力を強化することに役立つ

ことのない飲食や、肉体的、道徳的に不健康な生活様式を避けるように導く。」（p.689）  

 

生活水準の向上は物的な消費の増大だけではなく、道徳的な生活のあり方を含んだ消費の質そのものを高

めることを意味していた。そのために、労働時間短縮による余暇の増大もマーシャルにとっては生活水準

を上昇させる重要な要因であった。 

 

「家計の持っている所得と機会を正しく利用する力は、それ自身が最高級の富であり、また全ての階

級において稀な富であるという事実に、経済学者は直面せざるをえない。生活を高貴にすることにも、

真により幸福にすることにもほとんど、あるいは全く役に立たない仕方で消費されている支 出は、

おそらくは労働者階級の場合でさえ年１億ポンドにのぼり、労働者以外のイングランドの人口は４億

ポンドをそのように支出しているであろう。労働時間の短縮は多くの場合に国民分配分を減少させ、

賃金を低下させることは事実であるとしても、最も価値の低い消費をとりやめることによって、所得

の損失が補われるならば、また、余暇をよりよく利用することを学ぶことができるならば、大部分の

人々にとって労働時間の短縮はおそらく良いこととなろう。」（p.720）  

 

注：マーシャルは国民所得から地代と税を控除した部分が、以下のように、利子＋企業者利潤＋賃金

から成ると考えた。利子と地代が限界生産力で決まり、残された企業者利潤＋賃金（これを「稼得」

と呼んだ）の分配が交渉力で決まると考えていたことになる。 
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      利子 

 利潤 

企業者利潤 ＝ 経営の稼得 

                      稼得 

      賃   金 ＝ 労働の稼得 

 

有機的成長についてマーシャルがまとまった説明をしているわけではない。そのためにいくつかの解

釈があるが、ここではライズマンらの解釈に従っておく。Cf.三土修平『経済学史』新世社 

 

マーシャルは当時のイギリスの経済体制をどのように評価していたのであろうか。「国民分配分の現在の

分配は確かに不良であるが、一般に考えられているほどは不良でないことも考慮しなければならない」

（p.713）。このように、おおよそは肯定的な評価を下していたのである。マーシャルが展望していたのは、

労働者階級の生活水準上昇 → 知識の増大 → 労働の質の向上 → 生産性上昇 → 実質賃金上昇 

という好循環であった。ここには企業の利害と労働者の利害との対立はない。この展望の背後には、社会

主義者の主張する産業の国有化を批判するねらいもあった。社会は複雑であるために、意識的な計画化が

困難であるとマーシャルは考えていた。このような考えは、スミスからハイエクへと連なる設計主義批判

と同じ流れにある。社会は累積的な変化の積み重ねによって変化すべきものと見ていた。 

 

「この分配論の研究は主に次のようなことを示唆している。すでに作用しつつある社会的ならびに経

済的諸力は、富の分配を望ましい方向に変えつつあること。そのような諸力は持続的であり、その力

は増大しつつあること。またそれらの影響の大半は累積的であること。社会経済的な有機体は見かけ

以上に、微妙かつ複雑であること。大規模な誤った構想に導かれた変化は重大な災厄をもたらすかも

しれないこと。とりわけ、政府が生産のあらゆる手段を収用し、所有することは、比較的責任感の強

い集産主義者が提案しているように、漸進的に実行に移す場合にも、一見して考えられる以上に、社

会的繁栄の根本を深く切断するかもしれないこと。」(p.712)  

 

 

３－５３－５３－５３－５    マーシャルからピグーへマーシャルからピグーへマーシャルからピグーへマーシャルからピグーへ    

ケンブリッジ学派の一員であるピグー（1877-1959）はマーシャルに経済学

を学び、1908 年に 30 歳の若さでマーシャルからケンブリッジ大学の教授職を

受け継ぐ。ピグーはマーシャル経済学の後継者を自認していた。事実、ピグー

の経済学の多くはマーシャルに由来するものである。マーシャルもピグーも貧

困問題の解決に大きな関心を持っていた。長期的な観点からマーシャルは、国

民所得が増大することで貧困問題は解決されていくと考えていた。しかし、ピ

グーは貧困問題を短期的に解決をはかるべき問題であると考えた。こうした考

え方は、主著『厚生経済学』（1920）で展開され、その後の「厚生経済学」と
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呼ばれる潮流を形成していくことになる。 

 

ピグーが教授職についてまもなく、第一次世界大戦が勃発しイギリス経済は疲弊する。さらに 1929 年

の世界恐慌に襲われる。イギリス経済の停滞は、1900 年に結成された労働党の勢力を増大させ、社会主義

運動を活発化させていた。経済学は実践的な政策を提示することが優先されるようになる。マーシャルが

積極的な政策提言を控えていたのに対して、ピグーの経済学は政策提言を主要な特徴としている。ピグー

は経済理論の発展よりも、その応用に関心があった。学問のための学問ではなく、社会の改善を目標とし

た実用的な知識を追求した。 

 

「経済学者がやり遂げようとしている複雑な分析は単なる鍛練ではない。それは人間生活の改良の道

具である。われわれを取りまく悲惨とけがれ、数百万のヨーロッパの家庭において消えようとする希

望の炎、一部富裕家族の有害な贅沢、多数の家族をおおう恐るべき不安、これらのものはあまりにも

有害で無視するわけにはいかない。われわれの学問が追求する知識によってこれを制御することは可

能である。」(初版序文)  

 

「人間の社会的行動の科学的研究が、必ずしも直接または直ちにではないにしても、いつか何らかの

方法で社会を改善させる実際的な成績をあげるだろうという希望を持って研究されるのでないなら

ば、その研究のために捧げられた時間は浪費されたとみなすべきであろう。...われわれの衝動は知

識のための知識を求める哲学者の衝動ではなく、むしろ知識の助けをもって得られる治療のために知

識を求める生理学者の衝動である。」(p.4)  

 

 

３－６３－６３－６３－６    効用の個人間比較効用の個人間比較効用の個人間比較効用の個人間比較    

人々の幸福（welfare＝厚生）を高めるのに必要な政策、これがピグーの追求したテーマであった。こう

した姿勢がマーシャルを継承するものであることは説明を要しないであろう。功利主義者は「幸福」を功

利とほぼ同じ意味で使用する。ベンサム以来の功利主義の伝統に従い、ピグーも功利を個人の問題として

ではなく社会的厚生として政策提言を根拠づけるために利用しようとした。 

 

ピグーは効用の大きさが個人間で比較可能であることを前提として、所得の再配分の議論を大胆に展開

した。仮に金持ちＡ君と貧乏Ｂ君の所得に対する効用関数が同一であったとしよう。このとき限界効用逓

減法則が成り立っているならば、Ａ君からＢ君に所得を移転することで、 Ａ君が失う効用よりも、Ｂ君の

増大した効用の方が大きい。つまり社会全体での効用は高まることになる。こうして所得の再配分政策が

肯定される。この議論ではＡ君とＢ君の効用の大きさを比較できる、すなわち「効用の個人間比較可能」

という想定がとられている。後にロビンズらは効用の個人間比較を否定していく（この点については後述）。

ピグーも厳密な観点に立てば、こうした批判が成立することを認めている。しかし、集団の代表的な人間

を想定することで、実用上の問題にはならないという立場をとった。  



32 

 

 

「相異なる個人の満足を比較することができないとすれば、この学問の主題の大きな部分が基礎にお

いて崩される。... これを否定することは、厚生経済学を破滅させるばかりではなく、実践的思想の

全装置を滅ぼす。類推、観察、および交際の基礎の上に立って、個人間の比較は適当に行うことがで

きると私は思う。...一定量の物質は、誰かあるひとりと別の誰かとの間では無理としても、集団の

中の代表的な人々の間では、 例えば、バーミンガムの市民とリーズの市民との間では同様の量の満

足をもたらすと想定することができる。厚生経済学という部門を成り立たせるのに必要なのは以上の

ことだけである。」（p.850） 

 

 

３－７３－７３－７３－７    ピグーの３命題ピグーの３命題ピグーの３命題ピグーの３命題    

『厚生経済学』は６部構成となっている。第１部は「ピグーの３命題」として知られている命題が検討

される。３命題をピグー自身の言葉で提示しておく。  

 

「第 1部において、多くの限定の下においてではあるが、 (1)国民分配分の平均量が大きいほど、 (2)

貧者に帰属する国民分配分の平均取得分が大きいほど、 (3)国民分配分の年々の量と貧者に帰属する

取得分の変動が小さいほど、 社会の経済的厚生はおそらくますます大きくなるであろうことを論じ

る。」(初版序文)  

 

第１命題について説明は不要だろう。ただし、国民分配分（＝国民所得）を経済的厚生の代理として扱っ

ていることには注意する必要がある。なぜならば、国民所得はモノやサービスの付加価値総額であって、

必ずしも消費者の主観的な効用とは一致しないからだ。たとえば、同一の財を消費していても、消費者の

嗜好が変化してしまえば経済的厚生も変化する。したがって、この命題は嗜好の変化のような長期にわた

る問題を排除していることになる。第２命題が所得の再分配を根拠づけた有名な命題である。これは限界

効用逓減の法則から導出されている。ピグーの言葉で確認しておこう。  

 

「比較的に豊かな人から比較的に貧しい人へ所得を移転するとすれば、それは相対的に強くない〔富

者の〕欲望を犠牲にして、いっそう強烈な〔貧者の〕欲望を充足させることができるから、欲望充足

の総計を増大させるに違いないことは明らかである。かくして古い限界効用逓減の法則から確実に次

の命題が導かれる。すなわち、貧者の手中にある実質所得の絶対的分配分を増加させるいかなる原因

も、もしそれが国民分配分〔全体〕の規模を縮小させないのであれば、一般に経済的厚生を増大させ

るであろう、という命題がそれである。」(p.89)  

 

所得移転により厚生の総和が大きくなるならば、それが望ましいというのがピグーの結論である。さて、

ピグーは単なる機械的な厚生の総和の増大だけをねらって、所得移転を擁護していたのではない。言い方

をかえれば、物的な豊かさだけを目指したのではない。むしろ、下層階級の欲望の性質を向上させること
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こそがピグーの関心であった。ここにはマーシャルと同様の労働者階級への期待がある。 

  

「一定の生活水準に慣れている人の所得が突然に増加したならば、彼は新たに得た部分の所得を様々

な刺激的な快楽に蕩尽しがちであって、その直接的および間接的効果を計算に入れるならば、満足の

喪失の方が大きくなることさえある。しかし、この議論に対しては十分な反論がある。....所得が突

然にそして急激に増加すれば、通例、それに伴って多くの愚かな支出が行われ、その支出が経済的厚

生をほとんどあるいは全く増加させないことはある。しかし、ある期間にわたって高額の所得が持続

すれば、このような局面は過ぎ去るであろう。そして、所得が徐々に増加していく場合には、愚行の

期間が全く生じないで済む。」（p.91）  

 

労働者階級に所得を移転すべきという主張は、彼らの欲望の変化を前提としたものであった。現代的な言

い方をすれば、効用関数自体の変化を期待していたことになる。 ピグーは無料図書館や劇場への補助金給

付を望ましいものと見ている。それは質の高い嗜好を生み出すことで、質の低い嗜好がなくなると考えて

いたからである。「一つのものに対する嗜好の増大は、一般に同一あるいは類似の目的をみたす他のものに

対する嗜好の減退をもたらす」（p.83）。例えば、居酒屋での 飲酒の習慣が、劇場での観劇の習慣へと変化

すること。こうした質的変化を期待していたのである。  

 

 第３命題は『厚生経済学』第２版では削除され、『産業変動論』（1927）で詳しく論じられた。たとえ収

入の合計が同じでも、変動のある収入よりも、安定した収入の方が効用が高くなるというのが第３命題の

内容である。この命題から景気安定化政策が肯定されることになる。ピグーは 1908 年という早い時期から、

不況期に政府支出により労働需要を増大させ、好況期には政府支出を減らして労働需要を抑制すべきとす

る主張を行っていた。結論としてはケインズの主張と同じであるが、ピグーはその理論的な根拠づけに成

功しなかった。ピグーが景気安定化政策を主張したことは今日ではあまり顧みられることはない。それは

ケインズが自らの独自性を主張しようとして、ピグーの理論的難点を強調したせいでもある。 

 

 

３－８３－８３－８３－８    ピグー税ピグー税ピグー税ピグー税    

マーシャルが詳しく分析した「外部経済」について、ピグーは外部経済の費用（場合によっては便益）

を内部化させる観点からから考察した。例えば、蒸気機関車の時代には、鉄道会社が列車を増発させるこ

とで森林被害が発生することがある。もし、鉄道会社が森林被害を弁償しなければ、社会的な費用を計上

しないまま会社は利益を得ることになる。こうした外部経済の費用を課税によって支払わせようというの

がピグーの考え方である。外部経済はマイナスの費用となることもあれば、発明や改良のようにプラスの

便益となることもある。後者の場合には、補助金の支払いが奨励される。 

  

「全ての中で最も重要なのが、科学的研究の基本問題に同様に資源が投じられ、そこから予想しない

方面で高度に実用的な効用をもった発見がしばしば生まれる場合と、工業生産における発明と改良の



34 

 

完成に資源が投じられる場合である。後者は特許や秘密にできない性質をしばしば持っている。それ

ゆえに、その発明者へもたらされる特別の報酬はすべて、価格引下げの形式をとって本人から一般大

衆へと急速に移っていく。」（p.185）  

 

今日では、ピグーの提唱した外部経済を内部化する

ための課税や補助金を「ピグー税 Pigovian tax」

と総称する。これは環境経済学の出発点となった考

え方である。ピグー税の原理をグラフで説明しよう。

ある産業で製品を作る際に有毒ガスが発生したとす

る。製品１単位あたりに発生するガスの除去費用を 

ｔ だとしよう。このとき製品１単位に付き ｔ の従

量税をかけて、その税収で公害を除去するのが社会

的に望ましい。これがピグー税の考え方である。課

税分だけ供給曲線は上にシフトして、均衡点はＥ0か 

らＥ1へと移動する。そうすると生産量が減少するか

らガスの発生量が減少する。つまり除去費用Ｃ2が不

要となる。均衡点がＥ0からＥ1へシフトすること で、

生産者余剰と消費者余剰の低下というデメリットが

生まれる。余剰の低下はグレーの三角形部分である

が、これがＣ2 よりも少ないことはグラフより明らかであろう。つまり、余剰の減少よりも、除去費用の

減少の方が大きい。ガスの除去費用Ｃ1は、税収Ｔによってまかなえばよい。  

 

 

３－９３－９３－９３－９    新厚新厚新厚新厚生経済学生経済学生経済学生経済学    

ローザンヌ学派のパレート（1848-1923）や、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの経済学者たち、

いわゆるロンドン学派のロビンズ(1898-1984)、ヒックス(1896-1985)、カルドア(1908-1986)たちは、効用

の個人間比較が不可能であるとして、ピグーの厚生経済学を批判した。この主張の背景には、諸個人は異

質な存在であるという人間観が横たわっている。ロビンズは次のようにピグーを批判している。 

  

「Ａの満足とＢの満足を検査する手段は全くない。...内省によって、 ＡはＢの心の中に起こってい

ることを測定できないし、ＢはＡの心の中に起こっていることを測定できない。異なった人の満足を

比較する方法はないのである。...限界効用逓減の法則の拡張〔ピグーの第２命題〕は非論理的なも

のである。したがって、それにもとづいた議論は科学的根拠に欠ける。....それは倫理的な仮定とし

ては興味深いが、純粋理論の実証的な仮定からは全然出て来ないものである。それは単に、イギリス

経済学と功利主義とが歴史的に連合した結果の偶然の沈殿物にすぎない。」(ロビンズ『経済学の本質

と意義』第 6章､1932)  
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こうした批判から、個人間比較を前提としない厚生経済学の再構築が図られていく。この新しい動きを「新

厚生経済学」と呼び、ピグーの厚生経済学（旧厚生経済学）と区別することがある。新厚生経済学は二つ

の潮流に分けることができる。一つは、「パレート最適」を基準にして、分配の問題を考えようとするロン

ドン学派の潮流である。もう一つは、アメリカのバーグソン（1914-2003）やサミュエルソン(1915-2009)

らを中心とした社会的厚生関数を追求した潮流である。 

 

 前者について見てみよう。パレート最適というのは、ある一人の人の効用を増大させるには、他の誰か

の効用を低下させなければならない状態のことである。例えば、何らかの政策によって、ある社会状態Ａ

から社会状態Ｂに移行できるとしよう。もし、この移行によって誰かの効用が増加し、かつ誰一人として

効用を低下させることがなければ、この移行を全員が受け入れるであろう。したがって、この移行は何ら

かの価値判断抜き（別の言い方をすれば、反対する者がいない）で支持される。誰の犠牲もなしで状態Ｂ

への改善の余地を残しているから、状態Ａはパレート最適ではない。パレート最適はこのような改善がい

きついた状態である。パレート最適の状態から別の状態に移行しようとすると、誰かが犠牲になる。価値

判断を含んだ倫理ではなく、科学の世界に踏みとどまろうとする新厚生経済学にとって、パレート最適は

重要な参照基準となった。 

 

 新厚生経済学の重要な成果として、「厚生経済学の第一定理」と呼ばれるものが証明されている。それは、

競争均衡はパレート最適を実現するというものである。大まかには、ミクロ経済学で標準的に前提されて

いる条件を満す市場の均衡は、パレート最適になっていると言い換えることができる。こうした新厚生経

済学の方向が、富者の犠牲によって貧者の効用を高めようとしたピグーのものと大きく異なっているのは

明らかであろう。 

 

ロンドン学派のカルドアやヒックスは競争均衡の肯定にとどまらず、さらに政策的改善の余地を求めて

「カルドア基準」あるいは「ヒックス基準」といったものを考案した。誰かの犠牲が発生した場合でも、

それを政府が補償することで改善の余地が生まれる可能性を探ったのである。しかし、彼らの試みには論

理的に難点があることが証明され、ロンドン学派の潮流は衰退していくことになる。 

 

もう一方の潮流が追求した社会的厚生関数は、社会的状態についての諸個人の順序付けから、厳密な手

続きによって社会的な順序付けを導出しようとするものである。しかし、社会的厚生関数の試みは、きわ

めて困難な問題をはらむことが明らかにされていく。その極めつけが、ケネス・アロー(1921-)が発見した

「不可能性定理」で、民主的な意思決定がはらむパラドクスを証明してしまった。この潮流は社会的選択

論と呼ばれる重要な研究分野を開拓していくことになる。 

 


