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Ⅰ 序論 

本稿は，L. ロビンズ（Lionel Robbins, 1898-1984）の経済学方法論を再検討し，経済

学 Economics と政治経済学 Political Economy の 2 つの領域からなる，彼の経済学体系の

方法論的な一貫性を論じる。特に，ロビンズの合理性概念を再検討することによって，彼

の経済学体系―経済学 Economics と政治経済学 Political Economy―の位置付けを明らか

にすることを試みる。以後，本稿は，ロビンズの区分による学問領域を示すものとして，

経済学の領域を Economics，政治経済学の領域を Political Economy と表記する。これは

一般的な経済学，あるいは政治経済学との混同を避けるための措置である。 

従来，「新古典派が主流派経済学者におそらく最も影響力を持った時期の，正統派として

の新古典派を特徴づける方法論上の考え方は，1932 年に初めて出版されたライオネル・ロ

ビンズの『経済学の本質と意義』（The Nature and Significance of Economic Science）で

示されている」（Deane 1978, pp. 143-144 / 訳 p. 241）と言われるように，ロビンズは，

主流派経済学の方法論を定式化した経済学者として取り上げられている1)。換言すれば，

『経済学の本質と意義』(Robbins, 1st 1932 / 2nd 1935 / 3rd 1984 / 訳 1957. 以下，『本質

と意義』と表記2))を通して，ロビンズは，経済学の理論体系を構築する際の前提に含まれ

ていた道徳的な価値判断を否定し，価値判断に中立的な純粋経済学を基礎づけた人物とし

て理解されてきた。 

この理解は，『本質と意義』において，ロビンズが実証科学としての Economics と価値

判断に関わる倫理学とを区別する立場を表明した3)ことに起因すると考えられる。倫理学

と実証科学を区別するロビンズの立場は，効用の個人間比較を批判する議論に現れている

4)。彼は，A. C. ピグーらの厚生経済学に見られる物質主義的定義を批判的に取り上げ，ま

た効用の個人間比較の仮定を，科学としての Economics から導かれ得ない仮定として退け

た。つまり，個人間比較は科学的根拠を持たないため，Economics の前提とすることは適

切ではない，とロビンズは主張したのである。このように，異なった個人の効用は客観的

に比較できないものと見なし，またこの比較が本質的に規範的な価値判断に立脚している

と見なす立場から，ロビンズは，効用の個人間比較を，理論的な Economics を構築する際

の前提として認めなかった。こうして，「ロビンズの基本的なねらいは経済学を倫理学から

終局的に切り離し，それを『効率性』に関する科学にすることであった」（松嶋 2005, p. 
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6）と言われるように，彼は，実証科学としての Economics を構成するために，倫理学の

ような倫理的な価値判断を区別し排除した人物として理解されている。結果として，

Economics と倫理学との明確な区分に関する主張を含むために，『本質と意義』における

彼の言説は，L. ワルラスや V. パレートの純粋経済学に連なる，価値判断に中立的な経済

学を主張するものと捉えられている。そして，20 世紀初頭の経済学史の流れの中では，ロ

ビンズは，1930 年代から新古典派理論へ流入していく学問的系譜の出発点5)と見なされて

きたのである。 

しかし，本稿が取り上げる次のような問題提起を考慮すると，上に述べた一般的なロビ

ンズ解釈は，ロビンズのごく一部を表したものに過ぎないものであることが分かる。第 1

に，ロビンズの経済学方法論において，彼が想定した合理性概念は，「選択の無矛盾性」，

あるいは自らの効用を極大化するように行動する経済人―ホモ・エコノミクス―としての

選択行動といった，論理的な一貫性のみを意味するものではない，という問題である。B. J. 

コールドウェルらの研究によって，彼の合理性は，主に「選択の無矛盾性」を意味するも

のと解釈されてきた6)。しかし，『本質と意義』に明らかであるように，ロビンズは，消費

者の需要の充足と，関税等による輸入の阻止とが相互に矛盾し得る例を挙げ，現実の選択

が完全に無矛盾ではないことを認めている。このことは，ロビンズが，選択における矛盾

を含むような人間行動をも Economics の研究対象に含めていることを意味する。その上で

ロビンズは，何かしらの意味で矛盾する選択にも適用され得るような合理性概念である，

「目的のある purposive」行動の枠組みを示唆している。Purposive という意味の合理性

概念は，「選択の無矛盾性」のような論理的一貫性を意味するものではなく，仮にある経済

主体が，不完全知識の世界の下で矛盾がある選択を行うとしても，目的のある行動を行う

限り合理的である，と見なすものである。そして本稿は，この Purposive という意味の合

理性概念が，ロビンズの Economics において所与の想定として含意されていることを明ら

かにする。従来強調されてきた，「選択の無矛盾性」に基づく合理性概念では非合理的と切

り捨てられる行動の領域を含むという意味で，新たに「目的のある purposive」行動の枠

組みを指す広義の合理性概念に着目する事は，彼の経済学方法論に対する解釈を大きく変

えることとなるであろう。そして最終的には，このような整理は，いわゆる新古典派経済

学7)の系譜の一部としてのロビンズ理解とは異なる視点を提供することに結びつき得ると

考えられる。後に述べるように，Economics における経済主体は，利己的行動のみではな

く利他的あるいは禁欲的な価値評価の尺度に従って行動するような個人である。例えば，
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A. センは，近代経済学を支配する利己的な効用極大化の想定を，「合理的な愚か者 

rational fool」と呼び批判した8)。これに対し，本稿の整理では，Economics の対象は，そ

の内容を精査すれば，センの主張するような，コミットメントに基づく他己的な個人を包

摂しうる領域まで拡大すると考えられる9)。 

第 2 に，ロビンズが，経済学者として自らが持つ価値判断を表明している問題である。

『本質と意義』の中で，彼は，「経済主体が何らかの意味で合理的に行動することが望まし

い」ことを意味する，彼自身が持つ「究極的な価値判断」に Economics が依存しているこ

とを指摘している。この「究極的な価値判断」は，ロビンズ自身だけでなく，全ての経済

学者が必然的に持たざるを得ないタイプの価値判断を意味すると考えられる。何故ならば，

一般的に経済学は，何らかの意味での合理性の想定を必要とするからである。後に述べる

ように，これは，ロビンズが倫理的な価値判断を保持していたことを意味するものではな

い。ロビンズが自らの価値判断を表明した意図とは，経済学と倫理学との区別を徹底し，

Economics から価値判断を排除していった上でも，排除することが出来ない不可避の価値

判断の存在を指摘するものであったと考えられる。つまり，『本質と意義』において，ロビ

ンズは，全ての価値判断を Economics から排除することで経済学の自然科学化を押し進め

たのではなく，学問的に不可避の価値判断が Economics に存在せざるを得ない事を明言し

たのである。また，「究極的な価値判断」は，個人の自由な選択を擁護する，ロビンズの思

想の一面を表すものとしても捉えることが出来る10)。 

以上の 2 点を指摘した上で，最終的に本稿は，ロビンズの経済学体系―Economics と

Political Economy―が彼の経済学方法論に基づく一貫性を保持していることを論じ，彼の

経済学体系の「射程の広さ」を指摘する。本稿の検討によれば，ロビンズの Economics

は，極大化原理に基づく経済学のパラダイムの発端であるという限定的な解釈に留まるも

のではない。それは，例えば，一方では現代のいわゆる新古典派の方法論的枠組みを提示

しつつ，他方では例えば新オーストリア学派の方法論に接近するような多面性を持つ。本

来，ロビンズの経済学方法論は，イギリス古典派経済学やオーストリア学派，ローザンヌ

学派など，複数の学派からの影響を受け継いでいると言われる。しかし，第一次近似に用

いられる限定的な合理性概念を方法論的に擁護した点に注目されたことで，ロビンズの経

済学方法論は，主流派経済学の方法論的発端として偏って解釈されてきた，と考えられる。

このような見解に対し，本稿は，ロビンズの合理性概念の諸段階を整理することで，彼の

経済学方法論の枠組みを再検討し，その射程を明らかにする。 
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さらに，ロビンズの経済学体系の視点から言えば，ロビンズが区別した Economics と倫

理学との関連は，彼の政治経済学 Political Economy の領域において実現し得るものであ

る。例えば，「政治的活動の問題における私の姿勢は，暫定的功利主義者と呼べるようなも

のの一つであった」（Robbins 1938, p. 199）とあるように，ロビンズは，自らが Economics

の前提と認めなかった効用の個人間比較を，経済政策を主題とする領域―政治経済学

Political Economy―で用いることを容認している。つまり，ロビンズは確かに，Economics

において科学的根拠を持たない前提を排除したが，政策論議の必要に応じて，非科学的な

価値判断に関する前提を含む Political Economy の領域を定めているのである。このこと

は，ロビンズの経済学体系が，実証科学としての経済学だけではなく，モラル・サイエン

スとしての経済学をも，その射程に含みうることを意味する，と考えられる。 

本稿の構成は以下の通りである。Ⅱ節ではロビンズに関する諸研究を整理した上で，従

来のロビンズ解釈に見られる特徴である，(1)経済学からの価値判断の排除，(2)経済学にお

ける合理性と考えられてきた「選択の無矛盾性」，に関する議論を整理する。Ⅲ節では，ロ

ビンズによる価値判断についての議論を整理することで，ロビンズの経済学 Economics

は，彼の「究極的な価値判断」を前提としている事を論じる。また，ロビンズが，「選択の

無矛盾性」や，より広義の Purposive といった複数の意味の合理性概念に言及しているこ

とを指摘する。Ⅳ節では，経済主体が持つ価値評価 relative valuations の観察不可能性に

関するロビンズの見解や，Purposive という合理性概念の意味を検討する。Ⅴ節では，Ⅳ

節で述べた内容を踏まえて，ロビンズの経済学体系―Economics と Political Economy―

の構造を明らかにする。そして，最後のⅥ節では，次のような本稿の 2 点の結論を確認す

る。第 1 に，ロビンズの経済学 Economics は，不可避の価値判断である「究極的な価値判

断」に立脚していること，第 2 に，Purposive を意味するロビンズの広義の合理性概念は，

彼の Economics の「基本仮設」に前提として含意されていること，である。その上で，こ

の 2 点の結論に基づき，本稿は，ロビンズの経済学方法論における一貫性と経済学体系の

射程を指摘し，議論を終えることにしたい。 

 

Ⅱ 従来のロビンズ理解 ―近代経済学の系譜とロビンズ― 

 

Ⅱ-1 経済学 Economics の「基本仮設」 
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一般的に，「経済学は，諸目的と代替的用途をもつ希尐な諸手段との間の関係としての人

間行動を研究する科学である」(Robbins 1932, p. 15 / 1935, p. 16 / 訳 p. 25)との一文を

指して，ロビンズは希尐性に基づいて経済学を定義した経済学者である，と言われる。『本

質と意義』を参照すると，この経済学の定義に関する簡潔かつ明瞭な文章は，次のような

ロビンズの認識から生み出されていることが分かる。 

 

「経済学者の観点からすれば，人間生存の諸条件は，四つの基本的特徴を示して

いる。目的は多様である。これら多くの目的を達成するための時間と手段とは限

られており，かつ代替的に使用されうるものである。と同時に，これら多くの目

的はおのおの異なった重要性をもっている。11)」(Robbins 1935, p. 12 / 訳 p. 19) 

 

ロビンズに従うと，人間生存の諸条件は次の 4 つに分けることができる。1. 目的の多様

性（複数性），2. 手段の希尐性，3. 手段の代替性，4. 諸目的が異なる重要性を持つこと，

である。いわゆる「経済学の希尐性定義」，という述語と比較すると，希尐性に関する想定

は条件 2. のみであることから，これらの 4 条件を総合して「希尐性定義」と呼ぶことは，

議論の混乱を招く恐れがある。そこで，次節以降の議論に先駆けて，ロビンズが「人間生

存の諸条件」と呼ぶこれら 4 つの基本的特徴―1. 目的の多様性（複数性），2. 手段の希尐

性，3. 手段の代替性，4. 諸目的が異なる重要性をもつ―を，本稿は，ロビンズの経済学

Economics の「基本仮設」と表記する。Economics とする。 

ロビンズが希尐性に基づく定義を主張した原因を確認しておこう。彼は，例えば E. キ

ャナンや A. マーシャルの主張に見られるような，経済学の主題を「物質的厚生の諸要因」

に限定する立場を取らなかった。ロビンズは，非物質的なサービスも経済財としての性質

を持つものであると主張している。そして，非物質的な要因に関する対象を取り扱えない

ことが，「物質主義的定義」に基づく経済学の持つ問題点であった12)。このためにロビンズ

は，経済学の「物質主義的定義」を批判し，新たに「希尐性」に基づく定義を展開した。

希尐性の条件を含む経済学 Economics の「基本仮設」が展開されたことによって，経済学

Economics の対象は，物質的厚生の規定する諸要因のみではなく，非物質的な厚生である

サ―ビスをも含む領域へ拡大していった(Robbins 1932, pp. 4-15 / 1935, pp. 4-16 / 訳pp. 

6-25)。こうした，ロビンズによる「物質主義的定義」から希尐性に基づく定義への移行は，

経済学の対象を「目的―手段関係」を持つ人間の行為一般へと転換させた契機だと考えら
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れる。 

 

Ⅱ-2 経済学 Economics から排除される倫理的な価値判断 

 

これまでロビンズは，価値判断を直接扱う倫理学から独立した，実証科学としての経済

学を主張した人物として理解されてきた。ロビンズが主張する，希尐性に基づく経済学

Economics と倫理学との関係は次のように明らかである。「経済学は，確かめられる事実

を取り扱う。倫理学は，価値判断と義務とを取り扱う。この二つの研究分野は論議の同一

の平面にない。」(Robbins 1932, p. 132 / 1935, p. 148 / 訳 p. 222)。この文から，ロビンズ

による経済学と倫理学の区別は，価値判断の有無によるものと捉えることができる13)。彼

にとって，実証的研究を行う経済学は，倫理学のように，特定の価値判断について直接議

論するような学問領域ではない。このような，経済学から特定の価値判断を切り離すこと

を要請するロビンズの態度は，彼を，ワルラスやパレートが主張したような純粋経済学を

構築した人物として印象付ける要因になったと考えられる14)。 

杉本栄一は，こうしたロビンズの経済学方法論をローザンヌ学派と M. ウェーバーとの

結びつきとして整理している。ピグーの厚生経済学に対する批判に見られるロビンズの主

張は，「厚生
、、

というような実践的な価値判断を必要とする概念を経済学の中に入れてきては，

いつまでたっても経済学は客観的な科学にはなりえない，従ってこのような効用判断は経

済学の外におくべきである」（杉本 1981, p. 198。傍点は原文。）というものであった。杉

本(1981)は，こうしたロビンズの主張にウェーバーの「没価値性」との関連を見る。 

 

「かれ（ロビンズ）は，マックス・ウェーバーのいわゆる『主観的に思われたる

意味』を『理解する』ことに経済学の任務はあると考え，経済学は価値関係的な

学問ではあるが，実践的な価値判断をする科学ではない，客観的な経験的な数量

の間の関係を通じて，このような変化を生ぜしめるにいたった人間行為の動機と

しての価値判断を彷彿せしめることはできるが，これが経済学のなしうる最後の

限界である，もし理論経済学がこの限界以上にでて，実践的な価値判断を理論の

内部に導き入れてくれば，もうそれは客観的な真理の体系たることを断念せざる

をえなくなる，というのです。これがローザンヌ学派流の考え方とマックス・ウ

ェーバー流の価値判断論とが結びついた好例だと思います。」（杉本 1981, pp. 
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198-199。（）内は引用者による補足。） 

 

杉本は，経済主体としての個人が動機として価値判断を持っていることを認識した上で，

研究者が保持する実践的な価値判断の導入を認めない立場をとる学者として，ロビンズを

位置づけている。しかし，ロビンズは，経済学者自身が価値判断に言及することを禁止し

た訳ではない。『本質と意義』において，ロビンズの主眼は，「経済システムが働くか，あ

るいは働き〈うる〉かに関する主張は，それ自身では，それが働くべきだといういかなる

根拠もないことを，明らかにすること」（Robbins 1971, pp. 147-148 / 訳 p. 161）に向け

られていた。つまり，彼の主張は，倫理学の禁止ではなく，経済学と倫理学を「区別」す

ることであった。効用の個人間比較の例を用いれば，ロビンズの主張は，「個人間比較を『避

ける』べきだと忠告していたのではなく，むしろ彼はそのような比較がいかなる科学的根

拠ももたないと信じていたというに過ぎない」（Sen 1997, p. 112 / 訳 p. 127）というもの

である。 

杉本は，経済主体が価値評価を保持する，というロビンズの観点を，M. ウェーバーと

関係させて論じている。 

 

「…ロビンスは申します。価値判断というものはひとによって性質も方向も異る

ものであって，ある個人が価値ありと判断するものも，他の個人は価値なしと判

断するかも知れず，またある個人が価値大なりと判断するものも，他の個人は価

値小なりと判断するかも知れない，したがって異る個人の効用を比較し，これを

合計したり差引いたりすることはできないのである，しかるにピグーの第二命題

は，異る個人の効用判断が客観的な共通な尺度によって比較せられうるかの如く

に仮定している，それは非常な誤りであり，そのような考え方の上に立つかぎり，

経験科学の客観性は失われざるをえない，―とこういうふうにロビンスは，ピグ

ーを批判するのです。すなわちロビンスは，まさにマックス・ウェーバーの価値

判断論に立脚して，ピグーを批判しているのです。」（杉本 1981, p. 201） 

 

更に，杉本は，ロビンズのピグー批判と，パレートによる限界効用説批判との

類似性を指摘する。 
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「ロビンスはまた，従来の経済学を二つの型に分類し，経済学をもって富または

厚生を研究する科学であると定義する型と，諸々の目的と諸々の手段との間の均

衡関係を研究する科学であると定義する型とを区別し，その第一の型は形而上学

にすぎず，その第二の型のみが経験科学として客観的な真理の体系たることを主

張しうるのである，と論じています。かれロビンスの立場は，もとよりこの第二

の型に属するものであって，かれは経済学は何らかの経済的要求を懐くものでは

なく，むしろ経済諸量間の関係において表現されるところの経済秩序を解きあか

す科学である，といっています。この意味においては，ロビンスは，まさにパレ

ート流の選択理論の立場に立つものといってよいでしょう。すなわちこの場合，

ロビンスのピグー批判は，限界効用説にたいするパレート的な批判に応ずるもの

であって，主観的な効用というものは経験的に測定することはできない，経験科

学としての経済学は，客観的に測定しうる経済諸量の間の相互依存関係のみをそ

の立論の出発点とすべきである，とこういう考え方になるでしょう。他面におい

てロビンスのピグー批判は，すでに述べたとおり，価値判断は経験科学の範囲内

では行ってはならないというマックス・ウェーバー的な考え方とも結びついてい

るのです。そして経済的厚生というような価値判断に関することを経済学で取扱

うことは，経験科学としての権限超越になる，とこういうふうな批判を行ってい

ます。」（杉本 1981, pp. 201-202） 

 

上の引用文において，「経済学は客観的に測定しうる経済諸量の間の相互依存関係のみを

その立論の出発点」としている，という理解に注意したい。後述するように，このことは

ロビンズには当てはまらない。ロビンズの経済学 Economics には，杉本が指摘したように，

個人の価値評価が関わっている。このために，経済諸量には，客観的な測定では理解でき

ない心理的な要素が関係するのである。経済諸量の相対性に関する議論は，本稿Ⅳ節で詳

述する。ここでは，ロビンズの経済学の内部に価値判断は存在しない，と述べる杉本のロ

ビンズ解釈を確認しておきたい。 

 

Ⅱ-3 主流派経済学の基礎―近代的パラダイム―としてのロビンズ 

 

ロビンズが論じた経済学方法論を，価値判断を完全に排除した純粋経済学の方法として
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捉える解釈は，松嶋敦茂（1996）による「近代的パラダイム」の概念によって定式化され

たと言える。松嶋は，1870 年代における限界革命を，限界概念の導入の契機だけではなく，

経済学の中心問題が，生産と分配から交換という個人の行為へ移行した契機と見る。この

限界革命から現代の主流派経済学へ向かう学問の潮流は，限界革命以前の「古典的パラダ

イム」と対比して「近代的パラダイム」と呼ばれる15)。この近代的パラダイムの方法論的

特質は，「方法論的個人主義」，「近代的主観主義」，「限界主義」およびそれらを基礎付ける

「希尐性システム」の 4 点であり，これらを特徴として持つ経済学者に，ロビンズの名が

挙げられている（松嶋 1996, p. 42）。そして，近代的パラダイムにおけるロビンズの経済

学観は以下のように表現されている。「ロビンズは…経済学を序数的構造をもつ特定の効用

函数を極大化するように，所与の大きさをもつ『稀尐』で代替可能な諸手段を，諸用途の

うちに合理的に配分する一個人の行為を研究するものとして定義する」（松嶋 1996, p. 

142）。つまり松嶋は，ロビンズの経済学方法論を 1930 年代以降の主流派経済学の方法的

基礎として整理したのである。このように，序数的選択と非倫理性を特徴とするロビンズ

は，モラル・サイエンスとしての経済学ではなく，倫理学を切り離した実証科学としての

純粋経済学の潮流―ワルラス，パレートの延長線上―に位置づけられている（松嶋 2005, 

p. 5）。 

これまでに述べたような，ロビンズは経済学から価値判断を排除した，という論点に対

し，Deane (1978)，木村（2004），比嘉（2011）は，経済学においてロビンズ自身が持つ

価値判断が関係していることを指摘している。それは，「ロビンズは，経済学者の経済学者

としての思考過程には無意味であるとして，すべての価値判断を退けたにもかかわらず，

最後に彼は，経済科学の『本質と意義』についての自分の考え方が，究極的にある価値観

―合理性と知識による選択が望ましいという考え方―に依存していることを認めている」

（Deane 1978, p. 148 / 訳 pp. 246-247）という指摘である。実際にロビンズは，「経済学

は，その存在のためにではなくても尐なくともその意義のために，まさに究極的な価値判
．．．．．．．

断
．

—
．
合理的なこと，および，知識をもって選択しうること，が望
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ましいという断言
．．．．．．．．

—に依

存する。」(Robbins 1932, p. 141 / 1935, p. 157 / 訳 p. 237) と述べ，自身が持つ「究極

的な価値判断 ultimate valuation」の存在を認めている。そこで，木村（2004）は，ロビ

ンズの「究極的な価値判断」が合理的な選択を擁護するものであると論じた（木村 2004, p. 

63）。同様に，比嘉（2011）も，「究極的な価値判断」を「合理的な選択を行う経済人」の

想定を正当化するものとして取り上げる。その上で，「ロビンズの定義における『純粋経済
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学』が成り立つためには，『純粋経済学』の外部において，『合理的な選択を行う経済人』

という価値判断が前提されなければならないのであり，『純粋経済学』は，その性格を規定

するにあたって，自身の内にその根拠をもたないということが明らかになっているという

問題」（比嘉 2011, pp. 520-521）が指摘された。つまり，比嘉（2011）は，「究極的な価

値判断」というある価値判断を前提とするために，価値判断から完全に自由であるはずの

「ロビンズの主張する実証理論としての『純粋経済学』は，理論構造的に自己完結不可能

な理論である」（比嘉 2011, p. 521）と論じ，ロビンズの経済学方法論の自己矛盾を主張し

ているのである。この「究極的な価値判断」の意味内容やこれが及ぼす経済学の性質に関

する議論は後述するが，本稿の議論に先駆けて，ここでは，ロビンズの経済学を「純粋経

済学」と同一視しないことで，彼の経済学方法論は自己矛盾ではなくむしろ一貫した体系

として理解できる，と指摘しておく。 

ロビンズの功績―希尐性と選択の概念による経済学の定義―は，彼自身も述べる通り，

必ずしもロビンズの独創ではない16)。例えば，D. オブライエンは，ロビンズの方法論の

系譜を，イギリス古典経済学，ジェヴォンズとウィックスティード，オーストリア学派，

の 3 つに見出している。彼は，「ロビンズの方法論的な仮定は古典派経済学によるもので

あり，…オーストリア学派の方法論もロビンズのそれと酷似し，ミクロ経済学的な合理化

は，ミーゼスやウィックスティードの影響がある」と述べ，ロビンズの学問的基礎の多様

性を論じた（O’brien 1988a, p. 24）。これに加えて，S. ホーソンは，『経済学の本質と意

義』に見られるロビンズへの影響を年代別に分類し，特に経済学 Economics の「基本仮設」

の基礎について，オーストリア学派よりもウィックスティードの影響が強いことを指摘し

ている（Howson 2004, p. 426）。 

また，ロビンズは，『本質と意義』で論じられた経済学方法論を基礎としながら，経済学

Economics と政治経済学 Political Economy の 2 つからなる経済学体系を構想した，と言

われる。早坂忠 (1971) は，ロビンズにおける経済学 Economics と政治経済学 Political 

Economy の両立性を指摘し，ロビンズが「純粋科学と，社会の究極的目標に密接に依存し

たレヴェルを異にする問題とを区別する習慣を採用し，どちらにも同様の注意を注いでき

た」ことを明らかにした（早坂 1971, p. 51）。以下，本稿では，この早坂の言説に従い，

『本質と意義』に展開された経済学方法論が示す学問領域を「Economics」と表記する。 

木村雄一（2004）は，早坂（1971）と同様に，ロビンズの Economics と Political Economy

の関係を論じ，ロビンズの Political Economy は価値判断を含み，伝統的なイギリス経済
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学に連なる政治経済学であること，また Economics はオーストリア学派やローザンヌ学派

など，大陸の経済学の影響を受けていることを明らかにした。更に木村は，Political 

Economy が Economics を包括する関係にあると述べ，ロビンズの経済学体系の「二重構

造」の存在を主張することにより，Economics と Political Economy の関係を具体化して

いる。その上で，「ミルがベンサムの功利主義を修正したように，ロビンズも ICU（効用

の個人間比較）の科学的不可能性に訴えることで当時のイギリス経済学に修正を加え，人

間性の変化の可能性と自由と多様性を主張した」と結論付けている（木村 2004, p. 70）。

また，小峯敦（2007）は，Economics と Political Economy の区別が，ロビンズの『経済

計画と国際秩序』（Robbins, 1937）において初めて現れ，晩年においても用いられている

こと，Economics で排除された価値判断はその応用段階である Political Economy（応用

経済学）で用いられ得ることを指摘している17)。以上に列挙した諸研究においては，「ロビ

ンズの書物の目的は，経済学からの価値判断の追放であった」（Blaug, 1978, p. 697 / 訳

p. 1054）点で見解が一致していると言える。この見解に対し，本稿は，ロビンズの

Economics に価値判断が存在するということについて，節を改めて議論することにする。 

 

Ⅱ-4 ロビンズの合理性概念―「選択の無矛盾性」，経済人― 

 

続いて，ロビンズの Economics の合理性に関するこれまでの解釈について整理したい。

新古典派経済学を批判する文脈でロビンズを取り上げた I. カーズナーの主張18)は，ロビン

ズに対する一般的な解釈の一例として理解しやすい。カーズナーは，「ロビンズ卿によって

古典的議論がなされて以来，個人の活動の経済的な側面は，達成すべき諸目的間への希尐

な手段の配分という形で示され，理解されてきた」（Kirzner, 1973, p. 32 / 訳 1985, p. 36）

と述べた上で，経済主体の行動が「効率性の確保の問題，あるいは，目的達成より得られ

る満足の『極大化』という言葉で表現される」（Kirzner, 1973, p. 32 / 訳 1985, p. 36）こ

とを確認する。その上で，彼は，「経済化，すなわち極大化を志向する個人によってのみ構

成されているとする市場は，我々が理解しようとしている市場プロセスを形成していない」

（Kirzner, 1973, p. 31 / 訳 1985, p. 35）と主張した。ここでカーズナーは，満足の極大

化を行う個人を「ロビンズ的経済人」（Kirzner, 1973, p. 34 / 訳 1985, p. 38）と呼び，新

古典派経済学の方法論を代表するものとして批判する。彼が指摘する最大の問題とは，「ロ

ビンズ的経済人」の有効性が完全知識の世界に限定されることにあった。カーズナーは，
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現実の市場状態を不完全知識下にあるものと捉えているため19)，完全知識を前提とする「ロ

ビンズ的経済人」を現実的な人間行動モデルとして採用しないのである20)。これらのこと

から，カーズナーの言う「ロビンズ的経済人」とは，完全予見の下で極大化を行うことで

合理的に行動する，いわゆる経済人―ホモ・エコノミクス―のモデルと捉える事が出来る。 

一方，B. J. コールドウェルの議論は，カーズナーのように，ロビンズとホモ・エコノミ

クスを直接結びつけるものではない。コールドウェル（1982 / 訳 1989）は，ロビンズの

方法論的立場を次のようにまとめている。 

 

「…ライオネル・ロビンズの方法論的立場を言い換えるならば，次のようになろ

う：経済学の基本的な一般法則は，実在に対する自明の命題である：目的は多数

あり順序づけることができる。手段と時間には限りがあり，それらは代替的に適

用することができる。また，現在と未来の機会に関する知識は不完全ないし不確

実であるので，期待が重要性を持つ。この最後の困難を扱うために，合理性（選

択における無矛盾性）と完全な予見という説明のための仕組みが，実在への第 1

次近似となるような単純化を行う仮定として，通常援用される。最後に，これら

の基本的な公準は，現実世界の条件を反映する補助公準と結びつけられ，経済理

論の適用を可能にする。」（Caldwell 1982, p. 103 / 訳 p. 140） 

 

コールドウェルは，ロビンズが論じた経済学方法論における基本的仮定に，財の希尐性，

個人的評価尺度，一つ以上の生産要素の存在，の 3 点を挙げた上で，これらの仮定には合

理的行動の仮定が含意されていないことを指摘している。そして，ロビンズの合理的行動

を，心理的快楽主義，貨幣獲得に限定された動機，あるいは倫理的に妥当な行為ではなく，

「選択の無矛盾性」―A が B より選好され，B が C より選好されるならば，A が C より

選好されること―として解釈する(Caldwell, 1982 p. 101 / 訳 p. 138)。だが，コールドウ

ェルはこれを結論とはせずに，現実の選択には矛盾が生じ得るというロビンズの認識を指

摘する。この指摘は，『本質と意義』における以下の文からも理解出来る。 

 

「完全な合理性の仮定がこの種の構造にあらわれるということは全く正しい。し

かしながら，経済学的一般法則は，行動に完全に矛盾がない事態の説明に限られ

る，というのは正しくない。たとえ目的に矛盾があるとしても手段はその目的に
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関して希尐であるかもしれない。交換・生産・変動―すべては，人々が自己のな

しつつあることの意味内容を完全には知っていない世界におこるのである。消費

者の需要を最も完全に充足することと，関税あるいはこの種の障害によって外国

商品の輸入を阻止することを同時に望むことはしばしば矛盾する（すなわちこの

意味において不合理である）。しかもそれはよくなされることである。この場合

経済学はその結果生ずる事態を説明する資格がない，とだれがいうであろうか？」

(Robbins 1935, pp. 92-93 / 訳 pp. 140-141) 

 

結論を言えば，ロビンズの合理的行動の仮定は，完全な予見の仮定や経済人―ホモ・エ

コノミクス―の仮定と同様に，「説明のための仕組み」として論理的に単純化を行う際に用

いる非現実的な仮定―第一次近似としての仮定―である，とコールドウェルは述べている

のである（Caldwell 1982, pp. 101-102 / 訳 p. 138）。上の引用文の通り，ロビンズにおい

て「選択の無矛盾性」は，現実に成立するとは限らない。そこでコールドウェルは，ロビ

ンズが，経験的に自明である行動を合理的行動と定義したのではなく，希尐性などの基本

的な仮定の外部にある非現実的な想定の 1 つとして「選択の無矛盾性」を意味する合理的

行動を仮定した，と説明している。実際に，「選択の無矛盾性」を意味する合理性概念は，

『本質と意義』では以下のように位置付けられている。 

 

「もちろん，事実は，完全に矛盾がないという意味での完全な合理性の仮定は，

たんに，現実に対する接近の種々の段階において経済分析にもちこまれる，心理

学的性質をもった一群の仮定のうちの一つである，ということである。往々仮定

するのが便利な完全な予見というのは，同じような性質の仮定である。これらの

仮定をする目的は，現実の世界が，これらの仮定が現れる構造と一致するという

信念を助長することにあるのではなく，むしろ現実の世界ではただ他の多くの傾

向とともにのみ働いているいくつかの傾向を切り離して研究し，次にこのように

して得られた知識をいっそう複雑な事態の説明に適用するため，比較と対照によ

って引き返すことを可能ならしめるということにあるのである。」(Robbins 1935, 

pp. 93-94 / 訳 pp. 142-143) 

 

また，経済人の仮定も同様に位置づけられている。 
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「もし経済人はたんに説明のための仕組―議論の展開のある段階においてきわめ

て慎重に使用される第一次の近似であり，議論が完全に展開せられたときにはそ

の手順を正当化するためにいかなる形においてもかような仮定は用いられずま

た必要とされない―にすぎないということが一般に理解されているならば，それ

がかような普遍的な妖怪であるということはありそうもないことである。」

(Robbins 1932, p. 90 / 1935, p. 97 / 訳 pp. 147-148) 

 

以上のように，コールドウェルは，ロビンズの合理性概念を「選択の無矛盾性」と捉え，

実在への第 1 次近似として通常援用される非現実的な仮定の 1 つと位置づけたのである。

ロビンズの合理性概念を「選択の無矛盾性」と捉える見解は，他のロビンズ研究にも採用

されている21)。 

ここまでに論じた，コールドウェルによるロビンズ理解は，カーズナーのように，ロビ

ンズの Economics とホモ・エコノミクスを直接結びつける理解と異なるものである。コー

ルドウェルは，合理的行動や完全予見の仮定が，ホモ・エコノミクスの仮定と同様に，「説

明のための仕組み」として機能する第 1 次近似の仮定に過ぎない，非現実的な仮定である

ことを指摘している。ロビンズ自身が，経済人の仮定を「説明のための仕組み」であると

説明している以上，ここではコールドウェルの見解を支持するのが妥当であろう。 

従って，カーズナーの「ロビンズ的経済人」のような，ロビンズの経済学方法論に対す

る形式的な理解は，コールドウェルによって部分的に修正された，と考えられる。コール

ドウェルは，ロビンズの合理性概念を「選択の無矛盾性」と捉えた上で，この合理性の仮

定を，ホモ・エコノミクスの仮定と同様に，非現実的な仮定として位置づけた。つまり，

本稿の論述に従って整理すれば，カーズナーは合理性―ホモ・エコノミクス―の仮定を

Economics の「基本仮設」の内部に見出したのに対し，コールドウェルは合理性―選択の

無矛盾性―の仮定を「基本仮設」の外部に見出しているのである。『本質と意義』における

言説から，前者の理解が，ロビンズのそれと異なることは明らかである。 

ここまでに挙げた諸研究から，本稿で問題とする従来のロビンズ理解の特徴は，以下の

2 点に整理出来る。第 1 に，ロビンズの経済学体系は Economics と Political Economy か

ら構成され，価値判断が Economics から排除されている点―従来のロビンズ理解(1)―で

あり，第 2 に，ロビンズの Economics において，合理的行動は「選択の無矛盾性」を意味
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し，それは理論的に単純化を行う際に用いられる非現実的な仮定だと見なされている点―

従来のロビンズ理解(2)―である。このような理解に対し，本稿は，Economics は不可避の

価値判断に立脚していること，および，Economics の「基本仮設」に合理性概念が含意さ

れていることを検討していく。 

 

Ⅲ ロビンズの経済学方法論の諸特徴 

 

Ⅲ-1 Economics から排除される倫理的・道徳的な価値判断 

本項では，ロビンズが展開した経済学方法論における，倫理的・道徳的な価値判断の位

置づけについて論じる。まずは，効用の個人間比較を批判するロビンズの議論を振り返っ

ておきたい。『本質と意義』第 6 章では，限界効用逓減の法則の拡張から導かれる効用の

個人間比較は，非論理的であり，科学的根拠に欠けるものであることが論じられた22)。ロ

ビンズは次のように述べる。 

 

「A の選好は，重要さの順序において B のそれよりも上位にたつ，と述べること

は，A は m よりも n を選好し B は m と n を異なった順序で選好する，と述べる

こととは全く違う。前者は慣例的な価値判断の分子を含んでいる。したがってそ

れは本質的に規範的である。それは純粋科学の中に全くあり場所をもっていない。」

(Robbins 1932, p. 123 / 1935, p. 139 / 訳 p. 209) 

 

 ロビンズによると，限界効用逓減の法則を用いることで，個人 A と B の選好の個人的尺

度の配列を比較し，財 m と n に関して両者の配列が異なった，と結論付ける事は可能であ

る。しかし，限界効用逓減の法則から，個人 A と B の配列に共通する何らかの客観的な尺

度を導出したり，両者の効用を直接比較したりすることは出来ない。彼によれば，効用の

個人間比較には「同じような境遇において相等しい所得から満足を経験する能力は等しい，

という仮定」が前提とされており，この仮定が「確かめられる事実に基づいているという

ことを証明する方法は全然ない」のである23)。従って，効用の個人間比較は，限界効用逓

減の法則を「全く非論理的であるような領域へ拡張したもの」に依存し，「観察あるいは内

省によって決して証明されえないような仮定」である。このように，効用の個人間比較は，

「必然的にいかなる実証科学の範囲にも属しない比較」だと説明されている24) (Robbins 
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1932, pp. 121-125 / 1935, pp. 137-141 / 訳 pp. 206-212)。 

 彼は更に議論を進める。仮に効用の個人間比較が可能であり，それ故ある社会政策が社

会的な効用を増加させると証明されたとしても，この結論から直接に「これらの政策が実

施されるべきであるという推論を正当化したものだ」と論じることは出来ない。何故なら

ば，この種の推論が，「社会的な効用の増加が，社会的に必要なことであるか否か」という

問題自体を暗黙の内に仮定しているためである。最終的に，ロビンズは，「『べき』を含む

命題は，『である』を含む命題とは全く異なった平面にある」と論じ (Robbins 1932, p. 126 

/ 1935, pp. 142-143 / 訳 p. 214)，効用の個人間比較を本質的に規範的なものと捉え，経

済学の理論的前提とすることを認めなかった。 

 この「べき」を含む命題には，研究者の持つ判断―倫理的・道徳的な価値判断―が含ま

れている。例えば，「ある政策は，社会的効用の増加が望ましい故に実施されるべきである」

という言明は，研究者が持つ価値判断を反映したものである。従って，ロビンズは経済学

から価値判断を排除した，と一般的に述べる際の価値判断とは，個々の研究者自身が持つ

倫理的・道徳的な価値判断を指していると考えられる。このような経済学と価値判断の区

別について，彼は以下のように述べている。 

 

「経済学は，確かめられる事実を取扱う。倫理学は，価値判断と義務とを取扱う。

この二つの研究分野は論議の同一の平面にない。実証的研究の一般法則と規範的

研究の一般法則との間には，いかなる巧妙さをもってしても擬装することのでき

ない，そして空間または時間におけるいかなる並置をもってしても架橋すること

のできない，こゆべからざる論理的障壁があるのである。」(Robbins 1932, p. 132 

/ 1935, p. 148 / 訳 pp. 222-223) 

 

この引用文を見る限りでは，ロビンズによる Economics と倫理学の区別は決定的であ

る。ロビンズによる実証と規範の区別によって，Economics は実証科学の一部門に位置づ

けられた。その反面，価値判断を経済学全体から一掃したことで，彼は，例えば T. ハチ

スンによる大きな批判を浴びた25)。 

 

Ⅲ-2 Economics が依存する不可避の価値判断 ―「究極的な価値判断」― 
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しかし，次の一連の文章から，ロビンズは，研究者自身の持つあらゆる価値判断を

Economics から排除する，という見解を持っていないことが分かる。 

 

「経済学は，追求される諸目的が相互に矛盾しないという意味において行動は必

然的に合理的である，と偽って述べているわけでは決してない。…それは，個々

人はつねに合理的に行動するという仮定に全く依存しない。けれどもそれは，そ

の実践的な存在理由によって，かれらがそうすることが望ましいという
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

仮定にま

さに依存するのである。それは，必要の範囲内において，調和的に達成されうる

ような諸目的を選択することが望ましい，ということをまさに仮定するのである。

／そして以上のようにして，結局，経済学は，その存在のためにではなくても尐

なくともその意義のために，まさに究極的な価値判断
．．．．．．．．

—
．
合理的なこと，および，
．．．．．．．．．．．

知識をもって選択しうること，が望ましいという断言
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

—に依存する。もし非合理
．．．

的なことが，もし時々刻々の，外界の刺激と調整されていない衝動，という盲目
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

的な力に身をゆだねることが，他のすべての善にまして選考されるべき善である
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ならば，経済学の存在理由がなくなるということは真実である
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。」(Robbins 1932, 

pp. 140-141 / 1935, p. 157 / 訳 p. 237。／は改行を示す。傍点は引用者による。) 

 

この引用文によって，木村（2004）や，比嘉文一郎（2011）が指摘するように，ロビ

ンズ自身が持つ価値判断である「究極的な価値判断 ultimate valuation」(Robbins 1932, p. 

141 / 1935, p. 157 / 訳 p. 237)の存在が明らかとなる。加えて，2 人の研究は，ロビンズ

が持つ「究極的な価値判断」を，「合理的な選択を行う経済人」の想定を正当化するもの

と捉えている26)が，ここでは，「何らかの意味での合理的な行動」を正当化するもの，と理

解しておきたい。何故なら，次項で検討するように，ロビンズは経済主体の合理的行動を

必ずしも明確に定義していないためである。 

この「究極的な価値判断」―経済主体は何らかの意味で合理的に行動する事が望ましい，

という価値判断27)―は，研究者自身が持つ倫理的・道徳的な価値判断ではないのだろうか。

もし「究極的な価値判断」が倫理的・道徳的な価値判断であるとすれば，ロビンズによる

Economics と倫理学の区別は，彼自身の主張において成立しないことになる。 

しかし，ロビンズの「究極的な価値判断」は，ハチスンによる価値判断の分類を用いる

ことで，倫理的・道徳的な価値判断と区別する事が出来る。ハチスンは，経済学において
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区別される価値判断を 3 つに区分する。それは，1)経済学だけでなく，いかなる科学にお

いても論理上不可避なもの，2)決して絶対的に避ける事の出来ないものではないが，政策

勧告の論議においては，論理的に仮定されるか主張されるかしなければならないもの，3)

主観および偏倚，の 3 タイプである(Hutchison 1964, p. 116 / 訳 p. 207)。ハチスンの区

分に従うならば，Economics と倫理学の区別においてロビンズが問題とした倫理的・道徳

的な価値判断は，2)の価値判断に分類出来る。これは，小峯（2007）が示したように，倫

理的・道徳的な価値判断がロビンズの Political Economy（応用経済学）の段階において

用いられる価値判断であることから明らかである (小峯 2007, p. 386)。 

一方，ロビンズの「究極的な価値判断」は，1)科学において論理上不可避のタイプに分

類できる価値判断と位置づけ得る。先に述べたように，「究極的な価値判断」が示す「な

んらかの意味での合理的な行動」は，ロビンズによって明確に定義されていない。しかし，

Ⅴ節で論じる整理に先駆けて，仮に「究極的な価値判断」が意味する合理的行動を「目的

のある purposive」行動として最も広義に理解した場合，彼の合理的行動の仮定は，

Economics の論理的な前提の 1 つとして位置づけることができる。何故ならば，諸個人が

目的を持つことが，Economics の「基本仮設」の条件 1. に含意されているからである。

従って，ロビンズの持つ「究極的な価値判断」は，「基本仮設」の条件 1.を意味し，彼の

Economics の定義上，論理的に不可避の前提となるのである。このように，ロビンズが持

つ「究極的な価値判断」は，倫理的・道徳的な価値判断と区別して整理する事が出来る。 

ロビンズによる「究極的な価値判断」への言及は，彼自身が持つ価値判断の表明である

だけではなく，全ての経済学者が必然的に持たざるを得ない価値判断の存在を指摘するも

のであろう。何故ならば，何らかの意味での合理性を考慮しないような経済学はあり得な

いからである。つまり，「究極的な価値判断」は，Economics を構築する上で避けること

のできない価値判断を表したものである。 

本項で議論した内容から，前節で指摘した従来のロビンズ理解の特徴(1)に対して，ロビ

ンズが示す Economics の領域には，彼自身が持つ価値判断である「究極的な価値判断」が

含まれている，と述べる事が出来る。次項では，本項で論じた「究極的な価値判断」の意

味内容にも関係する，ロビンズの合理性概念について，方法論的個人主義の観点から考察

する。 
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Ⅲ-3 経済主体の合理性に関する 3 段階の議論 

本項では，ロビンズの論じる合理性概念を『本質と意義』の内容に従って整理したい。

同書で，彼は，Economicsにおける合理的行動の仮定の意味を 3段階に分けて論じている。 

まず第 1 段階として，ロビンズは，合理的行動が「倫理的に妥当な行動 ethically 

appropriate action」を意味していないことを論じている。 

 

「合理的な行動という概念が，倫理的に妥当な行動という概念を意味するかぎり―

そしてそれは確かに日常の論議において往々この意味に用いられる―われわれはた

だちに，かような仮定は全然経済分析にはいらないといってさしつかえない…」

（Robbins 1935, p. 91 / 訳 p. 138）。 

 

 ロビンズは，「経済学はウェーバーの意味において没価値的である」（Robbins 1935, p. 90 

/ 訳 p. 138）と述べる。経済主体が，「相対的価値判断」を保持していることは，ロビン

ズにおいては「マクス・ウェーバーの意味における「客観性」を放棄することを意味しな

い」（Robbins 1935, p. 91 / 訳 p. 136）。彼は，Economics が経済主体の価値評価を考慮

しながらも「没価値的」でありうる，と論じている28)。しかし，この価値評価がなんらか

の意味で尊重すべきものか，という問題は，経済学者自身の倫理的・道徳的な価値判断の

領域に踏み込むことになり，従って Economics の研究対象にはならない。このようにして，

ロビンズは，Economics における合理的行動を，「倫理的に妥当な行動」という意味で定

義しない。 

 次に，第 2 段階として，ロビンズは，「矛盾が無い consistent」行動という意味での合理

的行動の考察に進んでいる。 

 

「…合理的という言葉がたんに『矛盾がない』ということを意味するものと解釈

されるかぎり，この種の仮定がまさしくある種の分析的構造にはいってくるとい

うことは正しい。均衡状態においては分割可能な諸財の相対的重要さはそれらの

価格〔の比〕に等しい，という有名な一般法則は，もしわたくしが A を B より選

好しかつ B を C より選好するならば，わたくしはまた A を C より選好する，と

いう意味においておのおのの最終の選択の間に相互に矛盾がないという仮定，要

するに完全な均衡においては，さらにそれ以上の「内部的裁定操作」(internal 
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arbitrage operations)によって利益を受ける可能性が全く排除される，という仮

定をまさしく含んでいるのである。」（Robbins 1935, pp. 91-92 / 訳 p. 139。〔 〕

内は訳者による。） 

 

 これは，既にⅡ節で指摘した，コールドウェルの解釈によるロビンズの合理性―選択の

無矛盾性―を指している。この引用文を見る限り，コールドウェルの見解は妥当である。

しかしながら，ロビンズは，続けて以下のようにも述べていることに注意したい。 

 

「完全な合理性の仮定がこの種の構造にあらわれるということは全く正しい。し

かしながら，経済学的一般法則は，行動に完全に矛盾がない事態の説明に限られ

る，というのは正しくない。たとえ目的に矛盾があるとしても手段はその目的に

関して希尐であるかもしれない。交換・生産・変動―すべては，人々が自己のな

しつつあることの意味内容を完全には知っていない世界におこるのである。消費

者の需要を最も完全に充足することと，関税あるいはこの種の障害によって外国

商品の輸入を阻止することを同時に望むことはしばしば矛盾する（すなわちこの

意味において不合理である）。しかもそれはよくなされることである。この場合経

済学はその結果生ずる事態を説明する資格がない，とだれがいうであろうか？」

(Robbins 1935, pp. 92-93 / 訳 pp. 140-141) 

 

 この引用文から明らかなように，ロビンズが Economics における合理的行動を「選択の

無矛盾性」と定義した，と断定することは出来ない。何故なら，需要の充足と関税の関係

が示す具体例の通り，ロビンズは，現実の行動に矛盾があることを認めているからである。

もし仮に，「選択の無矛盾性」という意味の合理的行動を Economics の前提とするならば，

一般的に Economics の主題に分類されている行動を，充分に説明する事が出来ないという

問題が生じてしまう。このように，彼は「選択の無矛盾性」を意味する合理性概念を否定

したように考えられる。しかし，コールドウェルも指摘しているように，ロビンズは，「選

択の無矛盾性」を意味する合理的行動を完全に拒絶せず，これを擁護する。 

 

「もちろん，事実は，完全に矛盾がないという意味における完全な合理性の仮定

は，たんに，現実に対する接近の種々の段階において経済分析にもちこまれる，
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心理学的性質をもった一群の仮定のうちの一つである，ということである。往々

仮定するのが便利な完全な予見というのは，同じような性質の仮定である。これ

らの仮定をする目的は，現実の世界が，これらの仮定があらわれる構造と一致す

るという信念を助長することにあるのではなく，むしろ現実の世界ではただ他の

多くの傾向とともにのみ働いているいくつかの傾向をきりはなして研究し，次に

このようにして得られた知識をいっそう複雑な事態の説明に適用するため，比較

と対照によって引き返すことを可能ならしめるということにあるのである。」

(Robbins 1935, pp. 93-94 / 訳 pp. 142-143) 

 

このことから，「選択の無矛盾性」を意味する合理的行動は，ロビンズの Economics に

含まれる，現実と見なされる所与の前提ではなく，現実の経済現象を単純化して分析する

ための仮定と位置づけることが可能である。つまり，彼は，「完全合理性や完全予見の仮定

を積極的に取り外そうとするのでなく，より複雑な事態を説明するための比較と参照のベ

ンチマークとして，これらの仮定を擁護することに終始している」（塩野谷 2009, p. 291）

と考えられる。このような「選択の無矛盾性」に関するロビンズの擁護は，コールドウェ

ルが指摘する通りである。しかし，コールドウェルは，ロビンズの合理性の仮定が，

Economics の「基本仮設」に内包されるような仮定ではなく，理論的な分析を可能にする

ために援用する，現実を単純化するための非現実的な仮定に過ぎない，と結論づけている。

それでは，「基本仮設」の 4 条件に基づく Economics は，「選択の無矛盾性」という非現実

的な仮定を援用しない段階では，合理的行動を含意していないのだろうか。 

この問いに答えるべく，『本質と意義』における合理的行動に関する第 3 段階の考察に

移りたい。最終的にロビンズは，「目的のある purposive」行動としての合理的行動を指摘

する。 

  

「もちろん，人間の行動が経済的側面をもつ前に尐なくともなにかの合理性が仮

定される，と正当に論じうる意味―すなわち合理的ということが『目的のある』

ということと同義である意味―があり，われわれは合理性という言葉をこの意味

に用いることができる。すでにみたように，もし行動が目的あるものと考えられ

ないならば，経済学の研究する手段―目的の関係という概念は全然意味をもたな

くなる，と論ずることができる。したがって，もし目的のある行動が全然存在し
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ないならば，経済現象は全然存在しない，と論ずることができるであろう。けれ

どもこのようにいうことは，すべての目的のある行動に全く矛盾がないというの

では決してない。実際われわれは，この目的のある行動が自覚的になればなるほ

ど，それは必然的にますます矛盾のないものとなる，と主張してさしつかえない。

けれどもこのことは，それはつね
．．

に矛盾がないということ
．．．．．．．．．．．

，あるいは経済学的一

般法則は，行動のうち，すべての矛盾が解決されてしまった，おそらくはちっぽ

けな部分に限られるということ，を最初から仮定する必要があるというのではな
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

い
．
。」(Robbins 1935, p. 93 / 訳 p. 141。傍点は引用者による。) 

 

ここでロビンズは，まず「目的のある purposive」という意味での合理性概念を提示し，

続いて，矛盾のない行動を常に仮定する必要が無いことを説明している。このうち前者に

ついて，経済主体が目的を持つ条件は，Economics の「基本仮設」である 4 条件―1. 目

的の多様性（複数性），2. 手段の希尐性，3. 手段の代替性，4. 諸目的が異なる重要性を持

つこと―のうち 1.において満たされている。従って，いわゆる希尐性定義の一文に直接「合

理性」という言葉は表れなくとも，「基本仮設」の 4 条件に基づく Economics は，経済主

体の「合理的行動」―目的のある行動―を含意すると考えられる。また後者の内容は，非

現実的な仮定として無矛盾性の仮定を擁護したロビンズの立場と矛盾しない。「基本仮設」

における条件 1.を満たす「目的のある」行動は，選択に矛盾を含み得るが，ロビンズの意

味では合理的行動となる。以下，本稿では，「目的のある」行動を行うという意味の合理性

概念を，Purposive と表記する。 

次節で詳細に検討するが，Economics における，Purposive と「選択の無矛盾性」の 2

つの合理性概念29)の位置付けを明確にしておきたい。前述したように，ロビンズは，

Economics における合理的行動を必ずしも積極的に定義した訳ではない。従って，

Purposive こそがロビンズによる合理的行動の定義である，と述べるのは正確ではないよ

うに思われる。しかし，この 2 つの合理性概念は，Economics の「基本仮設」の内外に位

置するものとして，換言すれば，ロビンズにおいて現実に生じるものと見なされているか

否か，という観点から区別することが出来る。Purposive が意味する「個人に目的がある

こと」は，「人間生存の諸条件」の 4 つの基本的特徴であるところの，Economics の「基

本仮設」の条件 1. 目的の多様性によって満たされる。従って，ロビンズにおいて Purposive

「個人に目的があること」は，現実の人間に認められるような条件である。これに対し「選
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択の無矛盾性」は，本項で述べたように，現実において常に認められるものではない。繰

り返し述べるが，ロビンズは，現実の人間の行動に矛盾が生じていることを認識している

のである。従って，「選択の無矛盾性」は，Economics の「基本仮設」に含意されるもの

ではなく，「心理学的性質を持った」非現実的な仮定の 1 つとして位置づけることができ

る。こうした，「選択の無矛盾性」の仮定を Economics の「基本仮設」の外部に位置づけ

る整理は，「経済学は，追求される諸目的が相互に矛盾しないという意味において行動は必

然的に合理的である，と偽って述べているわけでは決してない」(Robbins 1932, pp. 

140-141 / 1935, p. 157 / 訳 p. 237) というロビンズの主張と一致する。 

 

Ⅳ ロビンズの経済学の文脈 

Ⅳ-1 経済主体のが持つ価値評価 relative valuations 

既に述べたように，Economics の「基本仮設」は，経済主体についての 4 つの条件―1. 

目的の多様性（複数性），2. 手段の希尐性，3. 手段の代替性，4. 諸目的が異なる重要性を

持つこと―から成り立っている。ここでは，4. 諸目的が異なる重要性を持つこと，に着目

したい。個人の目的の重要性が異なる，という状態は，換言すれば，個人が選好順序を持

つことを意味する。従って，Economics における経済主体は選好順序を持つ，という条件

が Economics の「基本仮設」に含意されていることが分かる。それでは，個人はどのよう

にして選好順序を決定するのだろうか。ロビンズは，個人の選好順序に関わる価値評価に

ついて以下のように述べる。 

 

「価値論の基礎が，個人がなしたいと思う種々さまざまのことがらは，かれにと

って異なった重要さをもち，したがってある一定の順序にならべることができ

る，という仮定であることを理解するためには，現代経済分析の多くの知識を

必要としない。この考えは，メンガーおよび初期オーストリア学派の単純な欲

望体系から，ウィックスティードおよびシェンフェルトのいっそう洗練された

相対的価値判断 relative valuations の尺度，パレートおよびヒックスとアレン

両氏の無差別体系にいたるまで，種々さまざまの方法で，かつ種々さまざまの

精確さで表現することができる。しかし，結局それは次のことに帰着する。す

なわち，われわれは，種々さまざまの可能な経験がわれわれにとって同等に重

要であるか，ヨリ重要であるか，あるいはヨリ重要でないか，を判断すること
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ができるということ，これである」(Robbins 1935, p. 75 / 訳 pp. 114-115)。 

 

経済主体が選好順序を持つ，という想定は，ロビンズにおいては「基本的な経験的事実」

(Robbins 1935, p. 75 / 訳 p. 115)である。彼は，「われわれは異なった財は異なった限界に

おいて異なった価値をもつと仮定するけれども，なぜこれらの個々の価値判断が存在する

かを説明することは，われわれの問題の一部と考えないのである。われわれはこれらの価

値判断を所与と考える」(Robbins 1932, p. 87 / 1935, pp. 94-95 / 訳 pp. 143-144) と述

べる。従って，経済主体は，選好順序を構成するために，目的を順序づける尺度である価

値評価を保持すると想定されているのである。ロビンズの表現に従い，以後本稿は，主体

が持つ価値評価を，「相対的価値判断」あるいは relative valuations と表記する。 

なぜロビンズは，個人が持つ価値評価を「相対的」と表現するのだろうか。以下の文章

から「相対的価値判断」relative valuations の意味を検討してみたい。 

 

「…個人が一連の代替物を選好する順序
、、

を示す尺度が作成されうると仮定し，そ

して一つのかような個人的尺度の配列を他のそれと比較することと，かような配

列の背後にそれみずから比較されうる大きさがあると仮定することとは全然別個

のことがらである。後者は，現代の経済分析のいかなるところにでもなされるを

要するような仮定ではない。そしてそれは相対的価値判断の個人的尺度という仮

定とは全く異なった性質の仮定である。交換の理論は，わたくしが
、、、、、

，一塊六ペン

スのパンのわたくし
、、、、

に対する重要さと，市場の機会によって示された他の代替物

に費やされた六ペンスとを比較しうると仮定する。そしてこれは，このようにし

て示されるわたくしの選好の順序が，パン屋の選好の順序と比較されうると仮定

する。けれどもそれは，いかなる点においても，わたくしが
、、、、、

六ペンスをパンに費

やすことによって得る満足を，そのパン屋
、、、、、

がこの六ペンスを受け取ることによっ

て得る満足と比較することが必要であるとは仮定
、、、

しない。この比較は全く異なっ

た性質の比較である。それは，均衡理論において決して必要とされないところの，

そして均衡理論の仮定に決して含まれないところの比較である。それは，必然的

にいかなる実証科学の範囲にも属しない比較である。」(Robbins 1932, pp. 

122-123 / 1935, pp. 138-139 / 訳 pp. 208-209) 
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ロビンズは，選好順序の配列を比較することと，その選好順序の背後に客観的な価値の

尺度を見出すこととを区別した上で，後者を否定している。この理由は，効用の個人間比

較を批判した議論において明らかなように，ロビンズは，価値判断を客観的に測定できる

ものとして捉えていないためである。従って，個人の価値評価は，その個人の主観の範囲

内において，選好を相対的に順序付けるものであることが分かる。このようにロビンズは，

客観的・絶対的な価値評価体系を意味するものではないことを強調するために，「相対的」

という表現を加えたのだと考えられる。 

また，次のように、relative valuations の尺度の内容に関する議論は，Economics にお

ける問題ではない。 

 

「…価値判断の尺度という概念において仮定されることは，異なった財は異なっ

た用途をもつということ，そしてこれらの異なった用途は行動に対して異なった

需要さを持つということ，すなわち，所与の事態において一つの用途が他の用途

よりも選好され，一つの財が他の財よりも選好されるであろう，ということだけ

である。なぜ人間という動物は個々のものにこの意味における個々の価値をつけ

るか，ということはわれわれの論議しない問題である。それはまさに心理学者の

問題であり，あるいはおそらく生理学者の問題ですらあるだろう。われわれが経

済学者として仮定しなければならぬことは，異なった可能性は異なった刺激を示

すということ，そしてこれらの刺激はその強さの順序に並べることができる，と

いうことだけである。」(Robbins 1932, p. 86 / 1935, pp. 85-86/ 訳 p. 130) 

 

ロビンズによれば，relative valuations は特定の心理学に基づくような仮定ではない。

彼は，relative valuations の具体的内容，つまり個人の価値評価の尺度がいかなるもので

あるかという議論を，心理学における問題として切り捨てる。従って，Economics におい

ては，relative valuations の内容は問われない。それは，ただ個人が選好を順序付ける価

値評価の体系として必然的に想定されるにすぎないのである。 

また，ロビンズは，relative valuations の尺度の内容を限定していないことに注意した

い。 

 

「経済分析の根本概念は相対的価値判断という考えである。そしてすでにみたよ
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うに，われわれは異なった財は異なった限界において異なった価値をもつと仮定

するけれども，なぜこれらの個々の価値評価が存在するかを説明することは，わ

れわれの問題の一部と考えないのである。われわれはこれらの価値評価を所与と

考える。われわれに関するかぎり，われわれの経済主体は，純粋の利己主義者・

純粋の利他主義者・純粋の禁欲主義者，純粋の官能主義者，あるいは―はるかに

ありそうなもの―これらすべての衝動のまじりあったかたまりでありうる。」

(Robbins 1932, 87 / 1935, 94-95 / 訳 143-144) 

 

この引用文から，ロビンズは，Economics における経済主体を利己主義者に限定してい

ないことが明らかとなる。上に示した通り，relative valuations の尺度には，利己主義・

利他主義・禁欲主義・官能主義などが混在している。従ってロビンズは，経済主体を，利

己主義者に限定してはおらず，様々な価値評価の尺度に基づいて主観的に選好を順序付け

る個人として捉えている。 

このような個人の価値評価を，ロビンズは「心理的・精神的な性質を持った要素」と位

置づける。 

 

「分析的経済学の諸命題が，なにか特殊の心理学に依存するということは正しく

ないけれども，しかしそれらは，実に最も明白に，心理的―あるいはおそらく精

神的といった方がよいであろう―な性質をもった要素を含んでいるということは，

すでに述べた全てのことから明らかなはずである。実際このことは，それらが往々

知られている名称―主観的ないし心理的価値論―の中に明示的に認められるとこ

ろである。そして，これまでみてきたように，この理論の基礎が精神的な事実た

る個人の価値判断であることは明白なことである」(Robbins 1935, p. 86 / 訳 pp. 

131-132) 

 

このように，Economics が所与の目的を順序づける個人を対象とする以上，人間の「精

神的な事実」である relative valuations は必然的に仮定される条件となる。次節での議論

の通り，実際に relative valuations の仮定は，ロビンズによって，Economics の「基本仮

設」の条件 4. において明確に表現されている。従って，個人が価値評価を持つことは，

Economics を構築するために必要な「基本仮設」の 1 つである。 
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Ⅳ-2 目的と価値評価 relative valuations の関連性 

 

また，個人が価値評価を持つという想定は，ロビンズが持つ 2 つの観点と関連すると考

えられる。 

第 1 に，経済学における個人の行動は，主観的な価値評価から切り離して説明すること

が出来ない，という観点である。 

 

「しかしながら，最近時において，一つは行動主義（Behaviourism30)）の影響の

結果として，一つは分析的説明において最大の厳格さを獲得しようという欲求の

結果として，この主観性のわくが捨てられるべきである，と主張する意見が生じ

た。科学的方法というものは，およそわれわれが直接観察しえないものはすべて

無視すべきであることを要求する，と主張される。われわれが需要を考慮しうる

のは，それが市場において観察可能な行動に現われるからである。けれどもわれ

われはこれ以上にすすんではならぬ。価値判断は主観的な過程である。われわれ

は価値判断を観察することはできない。したがってそれは科学的説明において不

適当である。われわれの理論的建造物は観察可能な与件を仮定しなければならぬ。

たとえばかくのごときがカッセル教授の態度である。そしてパレートの後期の著

作にも同様な解釈を許す章句がある。・・・／一見したところでは，これはきわめ

てもっともらしく聞こえる。われわれは自然科学においてなされないことはなに

ごともしてはならぬ，という議論ははなはだ誘惑的である。けれどもこの議論が

実際に正当化されるか否かは疑わしい。結局，われわれの仕事は行動のある種の

側面を説明することである．そしてこのことがはたして全く精神的な要素を含ま

ないタームでなされうるか否かはすこぶる疑わしい。…経済的なもの，というわ

れわれの考え方にとって根本的に重要な，目的という概念は，たんに外面的な行

動だけのタームでは定義することが出来ない．もしわれわれが，目的の多様性に

関連しての手段の希尐性から生ずる諸関係を説明すべきであるならば，必然的に，

尐なくとも，いわば方程式の半分は精神的性質のものでなければならぬのである．」

(Robbins 1935, pp. 87-88 / 訳 pp. 132-133。／は改行を示す。) 
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ここでロビンズは，個人の価値評価を捨象するタイプの経済分析に対する疑念を表明し

ている。例えば，パレートの純粋経済学では，個人が持つ意思は「嗜好」というブラック・

ボックスの内に収められる。そして個人の論理的行為が仮定されることによって，自然科

学としての純粋経済学は，ブラック・ボックスの内部構造から独立に，経済均衡を決定す

る31)。これに対して，上の引用文は，経済分析の過程で個人の主観的な価値評価を捨象で

きないことを説明している。つまり，ロビンズは，パレートの純粋経済学のような，ブラ

ック・ボックスから独立した経済分析を認めていないと考えられる。 

更に，ロビンズは，自らが展開した「基本仮設」に基づく Economics ではなく，市場価

格など客観的に観察可能な問題のみを対象とするような経済学においても，価値判断から

は逃れられない，と述べる。 

 

「…主観性のわくが捨てられるべきだという意見は，たんに，われわれの定義を

拒否し，それに代うるに『客観的な』観察可能な問題たる市場価格・交換比率等

にのみ関連する定義をもってせんとする議論なのだ，と主張されるかもしれない。

これが明らかに，カッセル教授の手順の意味するところ―有名な価値論の追放
．．．．．．

（Ausschaltung der Wertlehre）―なのである。／しかしながら，たとえわれわれが，

経済学の対象を価格のような観察可能なものの説明に限定するとしても，われわ

れは，主観的ないし心理的な性質を持った要素に訴えるのでなければ，それを説

明することは実際不可能である，ということを見いだすであろう。価格決定の最

も基本的な過程は，なかんずく，人々が，将来の価格におころうとしていると考

えていることに依存せねばならぬ，ということは，ひとたびそれが明確に述べら

れるや否や，確かに明らかなことである。カッセル教授がいかなる主観的な要素

もなしにすましうると考えている需要関数は，たんに，現在の市場でいま行われ

ている価格，ないしは行われているかもしれない価格に関連するものとして考え

られねばならぬのみならず，それはまた，人々が将来において行われると予想す

る価格の全系列に関連するものとして考えられねばならぬ。人々が将来におこる

と予想していることが，純粋に行動主義的な方法によって観察されえないことは

明らかである。…かような予想を選好尺度の一般的体系の一部として示すことは

きわめて容易なことである。しかし，もしわれわれが，かような体系は観察可能

な与件のみを考慮していると考えるならば，われわれは思い違いをしていること
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となる。人が，将来におころうとしていると考えていることを，われわれはいか

にして観察しうるであろうか？」(Robbins 1935, pp. 88-89 / 訳 pp. 133-135。／

は改行を示す。) 

 

ここに述べられた，経済学は観察可能な価格の説明に限定されるとしても主観的な価値

評価からは逃れられない，というロビンズの見解32)は極めて重要である。このことは，次

に述べる「経済『量』の相対性」の観点と深く関係する。 

 

Ⅳ-3 relative valuations と経済「量」の相対性 

 

relative valuations の仮定と関連する第 2 の観点が，「経済『量』の相対性」である。

『本質と意義』第 3 章では，経済学が扱う「量」は，絶対的な量ではなく相対的なもので

あることが説明されている。初めにロビンズは，自ら定義する希尐性が経済財の価値を絶

対的に表す指標では無いことを確認する。 

 

「…財についての希尐性なるものが『絶対的』なものでないことは明らかである。

希尐性とは，たんに，めったに存在しないということを意味するものではない。

それは需要に関連しての有限性を意味している。良い卵が希尐だというのは，そ

れに対する需要の面からみて，それがすべてにゆきわたるだけ存在していないか

らである。これに反し，悪い卵は，存在量においてははるかに尐ない―われわれ

もまたそうあってほしいものだと思うが―のであるけれども，われわれの意味で

は，それは全然希尐であるとはいえない。それはむしろ余分なのである。」

(Robbins 1932, p. 45 / 1935, p. 46 / 訳 p. 70) 

 

このことから，ロビンズが定義する希尐性の概念は，財の絶対的な量のみで決定される

ものではないことが分かる。 

 

「ある特殊なもの，ないしは，ある特殊なサーヴィスが経済財であるか否かは，

まったく，それが価値判断に対していかなる関係に立つかに依存しているのであ

る。」(Robbins 1932, p. 46 / 1935, p. 47 / 訳 p. 71) 
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従って，ロビンズにおいて，経済財（あるいは富33)）という概念は，客観的・物理的な

概念ではなく，本質的に相対的な概念であることが分かる。このことは，財の客観的な量

のみによって稀尐性を把握することができないことを意味する。全く同じ量の財が，ある

社会状況においては需要されるために経済財となり，また別の社会状況では需要されない

ため経済財とは見なされないかもしれないのである(Robbins 1932, p. 46 / 1935, p. 47 / 

訳 pp. 71-72)。 

こうした，需要と相対的に関連する稀尐性の概念は，消費者側の事情のみではなく，生

産者の側においても同様な意味を持つ。 

 

「だから，われわれが経済的意味における生産力についてうんぬんする場合にも，

われわれは，なにか絶対的なもの―なにか物理的に計算できるもの―を意味して

いるのではない。われわれは所与の需要を充足する力を意味している。もし所与

の需要が変化すればこの意味における生産力もまた変化するのである。」

(Robbins 1932, p. 46 / 1935, p. 47 / 訳 p. 73) 

 

ロビンズは，戦争が終結した瞬間の前後における軍需生産の状況を具体例として挙げる。

戦時における軍需製品の客観的な生産力は，戦争終結直後においても変わりは無い。しか

し，ロビンズは，このような状況でも希尐性が変化した，として次のように述べる。 

 

「重要なのは，その朝午前十時五十五分には富であり生産力であったものが十一

時五分には『富でなく』なり，困ったものとなり，社会的浪費の源泉となってし

まった，という一点である。中味が変ったわけではない。鉄砲は同じものであっ

た。いろいろの機械の〔技術的〕可能性は同一であった。技術家の見地からすれ

ば，すべてのものが全く同一であった。しかるに経済学者の見地からすれば，す

べてのものが違っていた。鉄砲・爆薬・旋盤・蒸留器，すべてが甚大な変化をこ

うむった。目的が変ってしまった。諸手段の希尐性が異なるものとなったのであ

る」(Robbins 1932, p. 47 / 1935, p. 48 / 訳 p. 74。〔〕内は訳文による。) 

 

この例は，戦時から平時への転換という状況の変化によって，それまでの軍需製品に対
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する需要が変化し，従って軍需生産という手段の希尐性が変化したこと―軍需生産の「生

産力」が変化したこと―を説明している。従って，ロビンズが説明する「生産力」は，客

観的な量の観察のみで把握することが出来ないのである。彼は，「物質的なもののたんなる

増加と需要の充足との間の区別」(Robbins 1932, p. 47 / 1935, p. 49 / 訳 p. 76)の重要性

を主張し，「需要とは無関係に特殊のものを大量に生産することは，技術的にはいかに効率

的であっても，必ずしもそれが『経済的』であるとはかぎらない」(Robbins 1932, p. 49 / 

1935, p. 50 / 訳 p. 76)と述べている。 

これまでに，ロビンズが持つ「経済『量』の相対性」の考えを述べた。そしてこの考え

は貨幣とも同様に関連する，ということが重要であろう。次に示すように，ロビンズは，

価格を価値評価の量的な表現として見なしていないのである。 

 

「なるほど価格は，所与の商品との交換において与えねばならぬ貨幣の量を表し

ている。しかしながらその意義は，この貨幣量と他の同じような量との間の関係

に存する。しかも価格体系が表している価値判断はおよそ量ではない。それはあ

る一定順序における配列にほかならない。相対価格の尺度が貨幣量以外にいやし

くもなにかの量を測っていると考えることは全く無用のことである。価値は一つ

の関係であって測られた量ではない。」(Robbins 1932, p. 55 / 1935, p. 56 / 訳

p. 86) 

 

またこの引用文には以下の注釈がつけられている。 

 

「価格の中に含まれている価値判断の序数的性質を認識することは根本的に重要

である。その重要性はいかに強調してもしすぎることはない。オッカム（Occam）

のかみそりですぱっと切ったように，それは経済分析から心理学上の快楽主義の

最後の痕跡を永久に追放する。」(Robbins 1932, p. 55 / 1935, p. 56 / 訳 p. 86) 

 

このように，経済「量」の相対性の概念は，貨幣を含むあらゆる財に関連することとな

る。従って，ロビンズは，relative valuations が個人間で異なるものであることと同様に、

貨幣の主観的価値が個人間で同一とは限らない，と認識していることが明らかである。こ

こには、貨幣量の相対性とも言うべきロビンズの特徴的な観点が認められる。以上の内容
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から，「基本仮設」の 4 条件のみで構成される Economics は，無矛盾性などその他の補助

的な仮定を用いない限り，例えば，P. サミュエルソンの顕示選好分析34)のような量的分析

を行えないことが分かる35)。 

ここまでに，財の絶対的な量に関する知見のみでは，経済財に関する分析を成し得ない，

というロビンズの主張36)を整理した。経済「量」の相対性の観点は，個人が目的に対する

価値評価 relative valuations を保持していることによって裏付けられている37)。結局，ロ

ビンズの主張は，「科学としての経済学の課題は，規範的というより実証的である。それら

はとりわけ価値を，個人や社会の事実としての価値を取扱う」（Robbins 1981, p. 3）とい

うことにあったのである。 

 

Ⅳ-4 「基本仮設」に含まれる合理性 Purposive の文脈 

 

本項は，前節に述べたロビンズの合理性概念の 1 つである Purposive の位置付けについ

て議論する。初めに，Purposive の説明に際して，ロビンズが L. v. ミーゼスに言及して

いることに注目したい。 

 

「ミーゼス教授が，すべての行動
．．

（Handeln）は，たんに植物的な反作用と対立

する程度に合理的なものと考えられねばならぬ，と論ずるとき，かれはこの意味

に合理的という言葉を使っているとわたくしは思う。…ミーゼス教授がこの言葉

をこの意味に用いることに非常な力点をおいたのは社会科学のためには行動は倫

理的な基準に従って分たるべきでない，すなわち，それは合理的
．．．

行動と非合理的
．．．．

行動―これらの言葉を規範的な意義をもつものとして使って―とに分たるべきで

ない，という彼の主張から必然的にでてくるのである。…『干渉主義の批判』の

著者が，行動に矛盾がある
．．．．．

という意味において行動は非合理的であるかもしれな

い，ということを注意しなかった，と憶断するのは，確かに理由のないことであ

る。」(Robbins 1935, p. 93 / 訳 p. 142。傍点は訳者による。) 

 

この引用文において，ロビンズが示したミーゼスの典拠は以下の部分である。 

 

「我々の論理的思考の出発点は，経済ではなく，経済的行動，あるいは重複して
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指摘されたものとしての合理的行動である。人間行為は，人間のそばにある意識

的行動である。例え，時として与えられた行動が何かしらのカテゴリーに配置さ

れるかどうかを決定することが容易くないだろうとしても，概念的には，それは

無意識的な活動からはっきりと明確に区別されうる。」(Mises 1933, p.22 / 2003, 

p. 24)  

 

ここに見る限り，ミーゼスは，無意識的な行動から区別した意識的な行動を人間行為と

して捉え，これを合理的行動と同義のものとして見なしている。そこで，より詳細な議論

のために，ミーゼスの「人間行為学」本体における個人行動の類型を整理してみたい。そ

して，ロビンズの個人行動のモデルと比較対照することで，本項は，ロビンズの方法論的

個人主義が，ミーゼスの「人間行為」の類型の大部分を包摂し得ることを検討する。 

ミーゼスは，「行為するとは，目的を追求すること，すなわち目的を選択し，目的達成の

手段に訴えることである」（Mises 1978 / 訳 p. 5）と定義し，「行為」の概念の内に目的的

行動を含意している。この「行為」は，ミーゼスによれば，合理的あるいは非合理的行動

に分割できるようなものではない。 

 

「人間行為は必然的に合理的である。したがって，『合理的行為』という語は冗長

であるから，これを拒否しなければならない。行為の究極的目的に対して合理的

とか非合理的とかいう言葉を付けるのは，不適当であり無意味である。」（Mises 

1940 / 1949, p. 18 / 訳 p. 43.） 

 

つまりミーゼスは，人間行為において，行為者の目的の存在と，行為の合理性をアプリ

オリに定義している。このことは，「行為の反対語は非合理的行動ではない。それは当事者

の意思によって制御できない身体諸器官と本能が，刺激に対して示す反応である」(Mises 

/ 1949, p. 20 / 訳 p. 44)，というミーゼスの主張から明らかである。ミーゼスは，刺激に

対する反射のような無意識的活動と対立する，目的を持つという意味で意識的な活動を合

理的な行動として定義している。これらの内容は，ロビンズが「植物的な反作用と対立す

る程度に合理的なもの」として捉える Purposive な行動の類型と合致すると考えられる。

また，ミーゼスが，「人間行為学」の定義によって初めから非合理的行動を対象としない姿

勢も，ロビンズに見られるものである。前節で述べたとおり，Purposive は行為者におけ
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る目的の保持を意味するが，行為者が目的を持つことは Economics の「基本仮設」によっ

て前提とされている。従って，Purposive に反する―目的を持たない行動，植物的な反射

行動―という意味で「非合理的」な行動は，Economics の研究対象ではない行動である。

このように，ロビンズとミーゼスには，それぞれの学問―Economics と人間行為学―の定

義の内に，人間の合理的行動を対象とする立場を確認することが出来る。 

また，ロビンズとミーゼスは，目的に対する中立性についても同一の見解を持っている。 

 

「人間行為学と経済学の教えは，行為の背後にある動機，原因および目標にはか

かわりなく，あらゆる人間行為に妥当する。究極的価値判断と人間行為の究極的

目的は，どんな科学的探究に対しても所与であって，それ以上の分析はできない。

…／我々が人間行為の一般科学における主観主義を論じるときは，そのような意

味で言っているのである。それは行為者が選んだ究極的目的を与件として受取り，

それについては全く中立で，いかなる価値判断を下すことも差し控える。」(Mises 

1940 / 1949, p. 21 / 訳 p. 45。／は改行を示す。) 

 

両者共に，個人の動機に，観察者の価値判断を関連させることを避けていることが分か

る。更に，個人の行動に矛盾の余地を認めること，そして完全知識を仮定しないことも共

通した観点であると考えられる。 

 

「人間の理性が無謬ではなく，手段を選択・利用する際に，しばしば誤りを犯す

ということは事実である。求める目的に適しない行為は期待外れとなる。それは

目的に反するが合理的である。すなわち（誤ったとはいえ）合理的な思慮の結果

であって，（効果がなかったとはいえ）特定の目標に達するための努力なのである。」

（Mises, 1940 / 1949, p. 20 / 訳 p. 44.） 

 

「人間行為学と経済学は，すべての人が絶対に妥当な理念によって動かされ，科

学技術に関する完全な知識をもっていると仮定したときの人間の意味と行為は扱

わない。というのは，絶対的な妥当性や全知というような概念は，誤りを犯しや

すい人間を対象とする科学の枠組みの中には入る余地がない。人間が目指すもの

はみな目的であり，行為者が手段であると考えるものはすべて手段である。」
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(Mises 1940 / 1949, pp. 92-93 / 邦訳 pp. 115-116) 

 

ここまでに述べたように，ミーゼスは，矛盾する選択を行う際にも適用されるような合

理性を想定している。従って，尐なくとも，目的を持つ行動としての合理性と選択の矛盾

との関係に限定する限りでは，ロビンズとミーゼスは近い立場にいると考えられる38)。 

また，矛盾した行動を行ううるものであり，かつ完全な知識も保持していない個人は，

必然的に将来に対する予測についても不完全となる。 

 

「未来の不確実性は，すでに行為という概念自体の中に含意されている。人間が

行為することと未来が不確実であることとは，決して二つの独立した事柄ではな

い。」(Mises 1940 / 1949, p. 105 / 邦訳 p. 128) 

 

以上の内容から，人間を不完全で誤りのある存在として認識し，これらの不完全さを克

服するような仮定を置かないという意味で，ロビンズとミーゼスの方法は類似している。

この両者がミーゼスの Nationalökonomie Theorie des Handelns und Wirtschaftens, (英

訳(1949), Human action a treatise on economics, 邦訳 (1991)『ヒューマン・アクショ

ン』39))において最も接近するのは，次の部分である。 

 

「個人の二つの行為は決して同時ではなく，時間的前後関係がある。・・・／以下

のような推論によって，不合理的行為という概念に達しようという企図がなされ

てきた。もし a が b よりも選好され，b が c よりも選好されるならば，論理的に

は a が c よりも選好されるはずである。しかし実際には，もし c が a よりも選好

されるならば，このような行為の態様を首尾一貫しているとか，合理的であると

か言えない事態に直面することになる。このような推論は，一個人の二つの行為

が決して同時であり得ないということを無視している。ある行為においては a が

b よりも選好され，別の行為においては b が c よりも選好されるならば，二つの

行為の間隔がどんなに短くても，a が b の上にあり b が c よりも上にあるような

不変の価値順位を構成することは許されない。後のもう一つの行為は，それ以前

の二つの行為と符合すると考えることも許されない。この例が証明しているのは，

価値判断は不変でないこと，したがって一個人の必然的に非同時的な種々の行為
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から抽象された一つの価値順位は，自己矛盾を犯しているかもしれないというこ

とのみである。」(Mises 1940 / 1949, pp. 102-103 / 邦訳 pp. 125-126。／は改行

を示す。) 

 

この引用文において，ロビンズの『本質と意義』及びウィックスティードの The common 

sense of political economy が典拠として挙げられていることに注目したい40)。ここで論じ

られた内容は，個人の選好順序が時間を通して不変でないこと，そして時間の経過を考慮

すると，選好の推移性は必ずしも満たされない，ということである。そして，前項で論じ

た通り，ロビンズにおいても，relative valuation は，異なる瞬間においては異なる内容を

持ちうる。従って，上に述べられたミーゼスの主張は，Economics の「基本仮設」に含意

されうるものである。 

 

「論理学的一貫性という概念（すなわち無矛盾）を人間行為学的一貫性という概

念（すなわち思操堅固ないし同じ原則への固執）と混同してはならない。論理学

的一貫性は思考にのみ存在し，思操堅固は行為にのみ存在する。／思操堅固と合

理性とは全く別次元の概念である。ある人の価値評価が変化したのに，かつて抱

いていた行為原則を思操堅固のためにのみ根気強く守っているならば，そのよう

な行為は合理的ではなくて，頑固にすぎないであろう。行為は，価値の高いもの

を価値の低いものよりも選好するという一点においてのみ不変である。もし価値

が変われば，行為も変わらなければならない。変化した条件の下では，元の計画

に忠実であるのはナンセンスであろう。これに対して論理学的体系は首尾一貫し

ていなければなら（な）いし，矛盾のないものでなければならない。なぜなら，

全部分と全定理の共存を含意しているからである。行為をする場合には，必然的

に時間的順序があるから，このような首尾一貫性はあり得ない。行為は目的に合

致しなければならず，合目的性は変化する条件への適応を必要とする。」(Mises 

1940 / 1949, p. 103 / 邦訳 p. 126。／は改行を示す。（）内は引用者によって意味

が通るよう加えたもの。) 

 

ここに述べられたミーゼスの論説は，ロビンズが「選択の無矛盾性」を「基本仮設」に

含意させていないことと，矛盾せず理解することが出来る。 
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しかし，両者は完全に同一の人間観を保持しているのではない。個人の価値評価の尺度

に対するミーゼスの解釈は非常に単純なものである。彼は，全ての個人を利己主義者とし

て位置づける。 

 

「人の行為は，常に彼自身の満足状態の改善を目指している。この意味では（ま

たこの意味でのみ）我々は利己心という用語を用い，行為は必然的に常に利己的

であることを強調してよい。直接，他の人々の状況の改善を目指す行為でさえ利

己的である。その行為者は，自分自身が食べるよりも，他の人々に食べさせる方

がもっと満足であると考えている。」(Mises 1940 / 1949, p. 243 / 邦訳 p. 269) 

 

「個人による価値判断は，彼を満足させる度合いが多いものと尐ないものとを識

別する。他人の満足について価値判断を下しても，それは他人の満足について何

も言っておらず，価値判断を下した人にとって他人のどのような状態がもっと満

足なものかを主張しているにすぎない。」(Mises 1940 / 1949, p. 244 / 邦訳 p. 

270) 

 

一見して，個人を利己心のみによって捉えるミーゼスと，利己主義・利他主義・禁欲主

義といった様々な価値基準を保持するような個人を捉えるロビンズとの間には，明確な相

違があると言えるだろう。しかし，両者が対象とする個人の心理状態そのものが相違して

いるのではない，と考えられる。ミーゼスは，個人が保持する全ての価値基準を包括して

「利己心」と呼ぶのであり，もしその「利己心」の内容を１つずつ区別していくならば，

そこには利己主義・利他主義・禁欲主義といった様々な価値基準が浮かび上がってくるで

あろう。両者の相違は，個人の価値基準を利己心と一括りに呼称するか，あるいは利己・

利他などが混在した心理として呼称するか，という点にあるだろう。 

 

Ⅳ-5 Purposive と「選択の無矛盾性」 

 

以上のように，ロビンズの Purposive とミーゼスの言説との関連を指摘した。続いて，

ロビンズの内部における Purposive と「選択の無矛盾性」との相違について検討したい。

Purposive の想定と，「選択の無矛盾性」の仮定は，その現実性に基づく位置付けが異なる，
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と述べることが出来る。ロビンズは，選択の無矛盾性を現実に常に成立する条件と見なし

ていない。彼は，むしろ現実に矛盾した選択を Economics で説明するべきだ，と主張する。 

 

「しかし我々は同時に，経済学の方法と問題は，自然科学と呼ばれるもののそれ

と大いに異なっている，ということを理解しなければならない。これは，経済学

の主題は人間行動の様相であり，目的を含むものとして捉えられなければならな

い，という基本的状況から生じる。すなわち，我々の説明は，ある程度，目的論

的(teleological)でなければならない。ミーゼスや彼の追従者たちによる人間行為

論について議論するものではないが，純粋に植物的でない―個人あるいは個人の

集まりによって利用可能な技術的知識の範囲内で与えられた信頼という意味にお

いて常に合理的であるような―行動は無矛盾なものでなければならず，我々は人

間行動をこのように理解しなければならない，という主張がなされうる。私は，

このような主張を理解することをしてこなかった。私は，経済学の主な実務的機

能の一つは，我々に対し，例えば，信用の増大がもたらす低い金利とインフレー

ションの減尐に対し同時に生じる需要などの，計画上の矛盾を見つけることを可

能にすることである，と考えるべきであった。しかし，この観念はさておき，経

済学的関係の説明は，目的の観点を明白にしろ暗黙にしろ含まなければならない

ということに議論の余地はない，と私は考えてきた。」（Robbins 1981, p. 2） 

 

また，次の引用文では，より積極的に，「選択の無矛盾性」を Economics における合理

性として捉えない，ということが述べられている。 

 

「…もし，『合理的な行動』が，―もしある人が A を B より好み B を C より好む

とき，A を C より好むことは無矛盾であり，逆ならば矛盾するという意味で―無

矛盾な行動を意味するならば，植物的でない全ての行動は，―個人や個人の集合

において互いに矛盾する嗜好や政策が除外される―という意味で合理的と見なさ

れなければならない，という考えを私は持たない。…／純粋分析の若干―例えば

ワルラス的な均衡分析―において，無矛盾性という意味での合理性を仮定するこ

とは便利であるという事実は，我々を義務づけるものではなく，尐なくとも我々

の主題の見解では，希尐性を含みながら無矛盾性の仮定に従わない全ての状況を
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排除してしまう。」（Robbins 1979, p. 998。／は改行を示す。） 

 

このようにロビンズは，一方で「選択の無矛盾性」の仮定を否定的に扱いながら，他方

でワルラス的均衡分析のような純粋経済学において，無矛盾性の仮定の有効性を認めてい

る。しかし，このことは，ロビンズが Economics の「基本仮設」において「選択の無矛盾

性」を仮定した，ということを意味しない。何故ならば，Economics は，「基本仮設」の 4

条件に何らかの無矛盾性を意味する条件は無く，また「基本仮設」に従う行動であれば，

矛盾する行動ですらも，経済学の研究対象と見なすからである。従って，「選択の無矛盾性」

の仮定は，Economics の「基本仮設」の外部から与えられるものである。 

このようにして，ロビンズの 2 つの合理性概念は，それぞれ Economics の「基本仮設」

の内外に位置づけて整理することが出来る。Purposive は「基本仮設」の条件 1. 目的の多

様性に含意されている。ここで，仮に，条件 2. ～4. が想定されず，条件 1. のみを満たし

た経済主体を考えてみたい。彼の行動は，特に手段の希尐性が考慮されていないため，

Economics の対象としての行動ではない。しかし，条件 1.で目的を持つ条件を満たしてい

るために，彼は，Purposive の意味で合理的な個人としての性質を獲得していると言える。

従って，ロビンズは，「人間の行動が経済的側面をもつ前に尐なくともなにかの合理性が仮

定される，と正当に論じ得る意味」(Robbins 1935, p. 93 / 訳 p. 141)として，Purposive

の概念を提示したのだと考えられる41)。 

他方，これまでの論述から明らかなように，無矛盾性の仮定は，「基本仮設」には含意さ

れていない。何故ならば，ロビンズは，「基本仮設」が示す 4 条件に従いながら「矛盾」

する人間行動の具体例を提示し，そのような矛盾する行動を Economics の研究対象から排

除しないことを明言しているからである。つまり，無矛盾性を含む「完全な合理性」の仮

定は，Economics の前提である「基本仮設」に含まれる仮定ではなく，複雑な現実のある

側面を切り離して分析する際―ロビンズの例では，ワルラス的な均衡分析―に持ち込まれ

る「心理学的性質をもった一群の仮定」の１つとして位置づけられる。ここには，無矛盾

性を現実に常に成立する条件とは見なしていないが，無矛盾性を仮定する分析そのものを

擁護するロビンズの主張を読み取ることが出来る。 

本項で論じてきた内容は，本稿Ⅱ節で述べたコールドウェルの見解とは異なるものであ

る。既に論じたように，コールドウェルは，ロビンズの合理性概念を「選択の無矛盾性」

と捉え，これを，完全な予見の仮定と同様に，実在への第 1 次近似としての非現実的な仮
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定として整理していた。しかし，コールドウェルは，ロビンズの合理性について，「選択の

無矛盾性」のみに着目し，Purposive という意味での合理性には言及していない。このよ

うなコールドウェルの見解に加えて，本稿は，Purposive という意味での合理性の枠組み

の存在，そして，Purposive という意味の合理性が，非現実的な仮定ではなく，Economics

の「基本仮設」に含意される合理性の前提であること，の 2 点を新たに指摘する。 

 

Ⅴ ロビンズ全体像の再構築 

Ⅴ-1 Economics の「基本仮設」の検討 

本項は，これまでに述べたような経済主体の性質が，Economics の原理としての「基本

仮設」に含意される内容であることを論じる。「基本仮設」の内容を再掲しておこう。

Economics における経済主体は，次の 4 つの行動様式に従って行動する。1. 目的の多様

性（複数性），2. 手段の希尐性，3. 手段の代替性，4. 諸目的が異なる重要性を持つこと。

以下，この 4 条件の意味を 1 つずつ検討していきたい。 

条件 1 によって，主体が複数の目的を持つことが想定される。この時点で，Economics

における経済主体は，「目的を持つ―Purposive―」状態であるが故に，合理的な行動を行

う個人としての性質を獲得する。従って，Economics の「基本仮設」によって想定される

個人は，全て合理的行動を行う個人である，と述べることが出来る。このような個人は，

決して論理的な一貫性―選択の無矛盾性―を保持して行動するとは限らない。前節で論じ

たように，ロビンズは，Economics の「基本仮設」において，「選択の無矛盾性」を想定

していないのである。繰り返し述べるが，ロビンズの見解では，現実の人間行動は常に無

矛盾な行動ではない。Economics の対象としての経済主体は，選択における矛盾を抱えな

がら，衝動や無意識的反応ではなく意識的な―目的のある―行動を行う，合理的な個人で

ある。 

また条件 1 において，目的が単数であってはならないことに注意したい。経済主体は二

つ以上の目的を持つものと想定するロビンズの観点は，次のような経済と技術の区分に明

確に表れている。「…技術の問題は一つの目的と多数の手段があるときに生じ，経済の問題

は目的・手段ともに多数あるときに生ずるのである」(Robbins 1932, p. 35 / 1935, p. 35 / 

訳 p. 55)。 

彼は，孤立人の例を挙げて，単一の目的を達成するような行動を「純粋に技術的なもの」

と説明する。孤立人は，量が限られた木材を消費するものとする。このとき，もし孤立人
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が一定量の火を起こすためだけに木材を消費するとき，彼の活動は，火を起こすことに関

して彼が持つ所与の技術的条件によってのみ決定される。このような活動を，ロビンズは

純粋に技術的な行動と説明する。これに対し，孤立人が複数の目的を持つ場合―火を起こ

すことだけでなく，土地を囲いその囲いを維持するために木材を必要とするとき―，彼の

活動は純粋に技術的な条件のみでは決定されない。彼は，どれだけの木材を火や囲いにそ

れぞれ配分するかという問題に直面する。この問題では，彼が持つ技術的条件のみではな

く，火や囲いといった孤立人の諸目的と彼の相対的価値評価との連関が問われることとな

る。つまり，「かれのとる行動は，所与の物質的（木材）ならびに技術的（孤立人の持つ技

術）な可能性という環境内で働くところの，相争う心理的な吸引（火，囲いに対する孤立

人の価値評価）の結果」(Robbins 1932, p. 35 / 1935, p. 35 / 訳 p. 55。括弧内は引用者に

よる。) となる。目的が複数あることによって，精神的要素である諸目的に対する価値評

価 relative valuations が関係するため，個人の行動は純粋に技術的な分析によって理解さ

れるものではなくなるのである。ロビンズは，この「経済」と「技術」の区分に関する考

えを後年に至るまで保持している。 

 

「すなわち，多くの様々な活動や関係を経済分析に適したものにする根本的な事

実は，目的の物質性ではなく，それらに関する手段の希尐性だということが分か

ってきたのである。・・・／この考え方は，経済的な目的のようなものがあるとい

う観念を退け，ただ目的を達成する経済的な方法だけを扱った。すなわち『最終』

目的の領域ではなく，希尐な諸手段に関する普遍的な制御の領域に適切に属する

経済的要因，あるいは経済的動機という考え方である。それは，「経済的」に対し

て「技術的」という明瞭な概念を提供した。技術的なるものは，一つの目的の達

成と関連するが，経済的なるものは多くの目的をもつ。そして，経済『量』に関

するさまざまな概念に光をあて，いかにして量というものが，本質的に絶対的な

大きさではなく，関係なのかを示した。何事も経済財なのではなく，思考がそれ

らを作り出すのである。」（Robbins 1971, p. 146-147 / 訳 pp. 159-160。／は改

行を示す。） 

 

条件 2 は，手段の希尐性の仮定を意味する。 
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「目的の多様性ということは，ただそれだけでは
、、、、、、、、

経済学者にとってなんら必然的

な興味の対象となるものではない。かりに，わたくしが二つのことをしたいと思

っており，そしてそれらをなすための十分な時間と十分な資源をもっており，し

かも他のいかなることのためにもその時間と資源とを使うことを欲していないな

らば，そのときにはわたくしの行動は，経済学の主題たる諸方式のいずれにも従

うことはあるまい。…わたくしの行動は，たんにすべての
、、、、

要求を完全に満足させ

るだけのことである。」(Robbins 1932, p. 35 / 1935, p. 35 / 訳 p. 20) 

 

もし手段が無限に存在していれば，多様な目的は全て達成されるため，そこには何の問

題も生じない。しかし，現実には手段は有限であり，そこに稀尐性が発生する，というこ

とがロビンズの論点である。ここで，例えば空気が自由財と見なされるように，「諸目的を

達成するためのすべての手段が限られているわけではない」。また，「『目的』がきわめて限

られているためにすべての財が『自由』財であるような」個人も想定し得るであろう。ロ

ビンズはこれに答えて，「われわれの自由に処分できる時間は限られている」と述べる。人

間は，1 日に 24 時間しか持たないのであり，この時間の限定性が，手段の希尐性をもたら

し得るのである(Robbins 1932, p. 14 / 1935, pp. 14-15 / 訳 pp. 23-24)。また時間の希尐性

について，ロビンズは以下のように補足する。 

 

「希尐であるのは『時間』そのものではなく，むしろ手段として考えられたわれ

われ自身の可能性である，という点は十分明らかにされねばならぬ。時間の希尐

性についてうんぬんするのは，たんに，このどちらかといえば抽象的な概念をよ

びおこすための比喩的な方法たるにすぎないのである。」(Robbins 1935, p. 14 / 

訳 p. 23) 42) 

 

このことから最終的に，手段の希尐性は，手段を用いる上での時間的制約によって説明

されると考えられる。仮に，量的に限られていないような手段を用いるとしても，人間は，

1 日 24 時間という時間の範囲内で活動しなければならない。このような観点から，ロビン

ズは，人間行動における手段の希尐性を，Economics の「基本仮設」の 1 つとして定めて

いるのである。 

条件 3 は，手段の代替的使用の想定である。ロビンズは，条件 2. 手段が希尐であるこ
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とのみでは経済学の対象としての行動を表現していないとして，以下のように述べる。 

 

「手段が限られているということもまた，ただそれだけでは
、、、、、、、、

経済現象を生ぜしめ

るのに十分ではない。もし欲望充足の諸手段がなんらの代替的用途ももたないな

らば，それらは確かに希尐ではあるかもしれないが，しかしわれわれはそれらを

経済的に用いることはできないのである。天から降ってきたマナは希尐であった

かもしれないが，しかしもしそれを他のなにものかと交換したり，あるいはその

費消を延期したりすることができないものであったとすれば，それは，経済的側

面をもついかなる活動の対象ともなるものではなかったのである。」

(Robbins1932, p. 13 / 1935, p. 13 / 訳 pp. 20-21。傍点は訳文，下線は引用者によ

る。) 

 

また，上の引用文の下線部には以下のような脚注が記されている。 

 

「この条件を加えたことの意義は，おそらく強調するに値しよう。技術的に相似

た諸手段を異なった時において質的に相似た諸目的達成のために使用することは，

とりも直さずこれら諸手段の代替的使用を意味するものである。このことがハッ

キリ理解されていないと，経済行為の最も重要な型の一つが看過されることにな

る。」(Robbins 1935, p. 13 / 訳 p. 21) 

 

この脚注から，手段の代替的使用とは，交換の可能性のみを指すものではないことが分

かる。何故ならば，Economics は交換経済を前提としているわけではないからである。ロ

ビンズは，経済学者が主に交換経済の分析に集中していることを認めた上で以下のように

述べる。 

 

「…経済分析が交換経済において最大の興味と効用
、、、、、、、、

とをもつ，と主張することと，

その主題が本来かような現象のみに限定
、、

される，と主張することとは別個のこと

がらである。…交換経済外の行動も，交換経済内の行動と同様に，目的に比して

手段が限られているということによって制約されており，したがって同一の基本

的範疇の下に包摂されうることは明らかである。価値論についての一般法則は，
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交換経済における人間行動に適用されうるのと同様に，孤立人ないしは共産主義

社会の執行当局の行動にも適用されうるものである…交換関係が存在するという

ことは技術的な
、、、、

付随事項にすぎない。実際，それは，ほとんどすべての興味ある

複雑さをもたらすものではあるが，しかしそれにもかかわらず希尐性という主要

な事実に対しては，なお依然として副次的たるを失わない技術的付随事項なので

ある。」(Robbins 1932, p. 19 / 1935, pp. 19-20 / 訳 pp. 30-31。傍点は訳文によ

る。) 

 

このように，ロビンズは，Economics における社会状態を交換経済に限定することなく

43)，様々な社会状態を考慮に入れている。交換関係が存在するか否かに関わらず存在する

手段の代替性を説明するために，彼は，異なる時間に同じ手段を用いることを代替性と捉

えている。またこの意味で，手段の代替性は，手段の多様性（多数性）を含意するものと

考えられる。実際には，ロビンズは，技術と経済の区別を用いて目的の多様性を強調した

が，手段の多様性については言及しないまま，諸手段 means という表現を用いている。

ここで手段の代替性の意味に着目してみたい。仮に，単一の手段しか存在せず，またそれ

をある瞬間と異なる瞬間において同様に用いることが出来る（代替性）ならば，目的―手

段関係の意味の上では手段が複数あることを含意しうるであろう44)。手段の代替性を満た

す際には必然的に手段の多様性を含意するため，ロビンズは，暗黙の内に諸手段 means

と表現しているのだと考えられる。 

最後に，条件 4. 目的は異なった重要性を持つことが想定される。 

 

「希尐な諸手段が代替的に使用されうるということもまた，われわれの分析しつ

つある種類の現象が存在するための完全な条件を意味するものではない。もし経

済主体が二つの目的とそれらを充足するための一つの手段をもち，かつ，この二

つの目的が同等の重要性をもっているとすれば，かれの立場は，二つの同じよう

に魅惑的な乾草の束の中間で麻ひしてしまった，ぐう話にでてくるろばの立場と

よく似たものであるといえよう。」(Robbins 1935, pp. 13-14 / 訳 p. 21) 

 

この文章は『本質と意義』第 2 版に初めて追加されたものである。またロビンズは，同

文章に脚注を加え，次のように補足している。 
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「このことは不必要な細かい区別立てのように思われるかもしれない。現に本

書の第一版では，わたくしはこの理由によってこれを省略した。けれどもいくつ

かの目的には階層的序列が存在するという条件は，価値論においてきわめて需要

であるから，この段階においてすらそれを明示的に述べておく方がよいように思

われるのである。第四章第二節をみよ。」(Robbins 1935, p. 14 / 訳 pp. 21-22) 

 

上の引用文において指示された『本質と意義』第 4 章 2 節には，本稿で論じた通り，目

的を順序づける価値評価の想定であるところの relative valuationsを説明する章句が収め

られている。従って，Economics の「基本仮設」の条件 4. 目的が異なった重要性を持つ

ことは，個人の価値評価 relative valuationsの仮定を意味するものと考えることができる。

このことは，「…主たる基本的仮定はさまざまの経済主体の価値判断体系についての仮定で

ある。けれどもこれは，すでにわれわれのみたように，実際，いやしくも経済活動がある

ためには必ず存在しなければならぬ諸条件の一つを仮定したものにほかならない」

(Robbins 1935, p. 76 / 訳 pp. 116)という文言からも理解できるだろう。 

以上のように，Economics の「基本仮設」を整理してきた。ロビンズの Economics は，

ここまでに整理した 4 条件全てが満たされることで構成されている。つまり，「時間及び

目的達成の諸手段が限られており（条件 2.），かつ代替的使用が可能であり（条件 3.），し

かもそのいくつかの目的（条件 1.）に重要性の順位がつけられうる（条件 4.）というので

あれば，行動は必然的に選択という形式をとることになる。一つの目的を達成するために

時間と希尐なる手段とを投入する一切の行為は，他の目的達成のためにそれらを使用する

ことを断念することを意味する。それは経済的側面をもっている」(Robbins 1935, p. 14 / 

訳 p. 22。（）内は引用者による補足。)。また，文面には表れていないが，条件 1.に Purposive

という意味の合理性が，条件 4.に個人の主観的な価値評価の想定が含意されている。以上

に論じたことは全て，ロビンズの希尐性定義としてたびたび引用される，「経済学は，諸目

的と代替的用途をもつ希尐な諸手段との間の関係としての人間行動を研究する科学である」

(Robbins 1932, p. 15 / 1935, p. 16 / 訳 p. 25)，との一文に含意されている。 

ここまでに整理した「基本仮設」によって，希尐性に基づく Economics の枠組みは成立

する。他方で，この別の段階として，非現実的な仮定―無矛盾性，完全与件，経済人の仮

定―が用いられうる。これらの仮定は，ロビンズにおいては非現実的な内容であるため，
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人間の生存の諸条件である「基本仮設」とは異なって位置付けられるものである。これら

の非現実的な仮定は，「現実の世界が，これらの仮定が現れる構造と一致するという信念を

助長することにあるのではなく，むしろ現実の世界ではただ他の多くの傾向とともにのみ

働いているいくつかの傾向を切り離して研究し，次にこのようにして得られた知識をいっ

そう複雑な事態の説明に適用するため，比較と対照によって引き返すことを可能ならしめ

る」(Robbins 1935, pp. 93-94 / 訳 pp. 142-143)ために用いられるのである。ロビンズの

認識では，人間は矛盾した行動を行いうる存在である。このような人間を研究対象とする

経済学を構築するために，彼は，非現実的な仮定を Economics の「基本仮設」に含めなか

ったのだと考えられる。 

 

Ⅴ-2 社会科学としての Economics と「究極的な価値判断」 

 

前項に論じた Economics は，ロビンズによれば，自然科学ではなく社会科学としての学

問である。ロビンズは，次のように，Economics が自然科学と異なる学問であることを説

明する。 

 

「しかし我々は同時に，経済学の方法と問題は，自然科学と呼ばれるもののそれ

と大いに異なっている，ということを理解しなければならない。これは，経済学

の主題は人間行動の様相であり，目的を含むものとして捉えられなければならな

い，という基本的状況から生じる。すなわち，我々の説明は，ある程度，目的論

的(teleological)でなければならない。」（Robbins 1981, p. 2。（）内は原文におい

て斜体。） 

 

ロビンズが考える自然科学と経済学の相違は，Economics の研究対象である人間に目的

が存在していることだと考えられる。このような区分は『本質と意義』にも認められる。 

 

「もしわれわれが経済学の主題のあらゆる定義が必然的に包摂する問題を十分に

説明すべきものであるとすれば，われわれは心理的な要素を含まざるをえないこ

ととなるのである。…およそいかなる社会科学にせよ，その最も完全に発達した

部分の一つの，この最も重要な問題を吟味しつつ，われわれは実に，社会科学と
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自然科学の本質的な相違の一つに逢着したかのようである。こういったいっそう

深遠な方法論的諸問題を探究することは本書の仕事ではない。しかし，もしこの

例にしていやしくも象徴的なものだとすれば…なんらかの意味において目的のあ

る行動を取り扱う社会科学の手順は，自然科学の手順と決して完全には一様にさ

れえないものである，という意見がもちだされうるのである。」(Robbins 1935, p. 

86 / 訳 p. 136) 

 

従って，Economics が自然科学と異なる学問であることは，ロビンズにおいて，

Economics を構築する初めの段階から自明のことであったと述べることができる45)。人間

生存の諸条件である「基本仮設」において目的の存在を示したことは，ロビンズが当初か

ら Economics を自然科学とは異なる学問として構築しようとしたことを裏付けている。 

そして，以上のことを踏まえた上で，Economics の「基本仮設」の背後にある，ロビン

ズ自身の価値判断に言及することが出来る。経済学は，希尐性に限らず，物質主義的定義

など様々な方法で定義されている。このような状況の中で，ロビンズが希尐性に基づく定

義を採用した理由は何であろうか。Economics において人間が目的を持つと想定すること

を，ロビンズはどのように正当化するのだろうか。 

それでは，「究極的な価値判断」の意味内容の検討に移りたい。本稿Ⅲ節で指摘したよう

に，『本質と意義』における「究極的な価値判断」の表明は次のようなものであった。 

 

「経済学は，追求される諸目的が相互に矛盾しないという意味において行動は必

然的に合理的である，と偽って述べているわけでは決してない。…それは，個々

人はつねに合理的に行動するという仮定に全く依存しない。けれどもそれは，そ

の実践的な存在理由によって，かれらがそうすることが望ましい
、、、、、、、、、、、、、、、

という仮定にま

さに依存するのである。それは，必要の範囲内において，調和的に達成されうる
、、、、、、、、、、

ような諸目的を選択することが望ましい
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，ということをまさに仮定するのである。

／そして以上のようにして，結局，経済学は，その存在のためにではなくても尐

なくともその意義のために，まさに究極的な価値判断
、、、、、、、、

—
、
合理的なこと，および，
、、、、、、、、、、、

知識をもって選択しうること，が望ましい
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

という断言—に依存する。」(Robbins 

1932, pp. 140-141 / 1935, p. 157 / 訳 p. 237。／は改行を示す。傍点は引用者

による。) 
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これまでに本稿は，Economics の「基本仮設」に含意される Purposive と，非現実的な

仮定である「選択の無矛盾性」の，2 種類の合理性概念を指摘してきた。これを考慮して，

「究極的な価値判断」が含意する合理性を，「合理的なこと―Purposive―」と「知識をも

って選択しうること―『選択の無矛盾性』―」の 2 つの意味を持つものとして整理したい。

その上で，「究極的な価値判断」の文言において，ロビンズが，この 2 つの合理性概念を

「望ましい」と述べた意図を検討する。 

まずは，Purposive―目的のあること―という意味での合理性を正当化するものとして

「究極的な価値判断」を解釈してみたい。本稿の一連の論述から明らかなように，「究極的

な価値判断」が Purposive を意味するならば，それは，Economics の「基本仮設」の条件

1. 目的の多様性（複数性）に，合理的行動の仮定を含意させる役割を持つ。本来，人間の

あらゆる活動の中で，目的のある行動に着目し，これを合理性と呼ぶべき必然的な理由は

ない。事実，経済学一般には，合理性概念に関する様々な定義が存在している。そういっ

た状況の中で，ロビンズは，「人間の行動が経済的側面をもつ前に尐なくともなにかの合理

性が仮定される，と正当に論じうる意味」を持つものとして，「植物的な反作用に対立する

程度」の合理性―Purposive―を想定した。そして，Purposive を含意する「基本仮設」の

条件 1.は，確かにロビンズによって，「人間生存の諸条件」の 1 つだと見なされている。

しかし，人間の全ての活動から「目的のある Purposive」行動に着目し「人間生存の諸条

件」と見なすこと自体に，彼自身の価値判断が関わっていると考えられる。この価値判断

こそ，ロビンズ自身が持つ「究極的な価値判断」である。つまり，「究極的な価値判断」は，

ロビンズが Economics を構築する上で必要とした合理的行動―Purposive―の想定を正当

化するものとして理解することができる。 

同様に，「究極的な価値判断」が含意する合理性を，「知識をもって選択しうること―『選

択の無矛盾性』―」を意味するものとして解釈してみよう。既に論じた通り，「選択の無矛

盾性」は，Economics の「基本仮設」の外部に位置する，非現実的な仮定の 1 つであった。

従って，この場合の「究極的な価値判断」は，現実に確認されるとは限らない仮定―「選

択の無矛盾性」―を正当化するものとして捉えることができる。このことは，既に引用し

た次の文言を検討することで裏付けることができるだろう。 

 

「実際われわれは，この目的のある行動が自覚的になればなるほど，それは必然的にま
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すます矛盾のないものとなる，と主張してさしつかえない。」(Robbins 1935, p. 93 / 訳 p. 

141) 

 

ロビンズは，Purposive の概念を説明する上で，確かに現実の行動は全て無矛盾ではな

いことを明言していた。しかし，他方で，上の引用文のように，無矛盾な行動を達成する

ことは不可能ではないとも述べている。このことをどのように解釈すべきだろうか。この

問いに対する回答は，Economics の「基本仮設」にも明示的に述べられていない，ロビン

ズが持つもう 1 つの人間観にある。晩年の論文に述べられた，次のような主張に注目した

い。 

 

「われわれの研究が主題とする，希尐な財やサービスに関係する行動を行う人間

は，学習する能力を持っている。そして学習は，行動に対して様々な影響を与え

る。」(Robbins 1981, p. 3) 

 

人間は学習していく，というロビンズの見解は，安井琢磨との対談においても確認でき

る。 

 

「人はまず理屈を見つけてから現実に目を向け，その理屈が実際に現実に合致す

るか，現実のある面が，その理屈が間違っていることを示すかを見ようとします。

このことは社会科学の問題が，完全に自然科学の問題と同じ立場にあるというこ

とを私が個人的に考えていることを意味するものではありません。私にとっては

重大な相違があるようにみえる，いろいろの細かい点がそこにあります。そのも

っとも重要な相違は，社会科学の研究が，考えることによって学び進歩していく
、、、、、、、、、、、、、、、、、

世界を取り扱っている
、、、、、、、、、、

ことだと思います。」（安井 1980, p. 231。傍点は引用者に

よる。） 

 

これらの言説から，人間を「学習し進歩していく存在」と見なすロビンズの人間観を指

摘することができる。これは，Economics の「基本仮設」に表現されているものではない。

しかし，この人間観を考慮することで，「究極的な価値判断」に Purposive と「選択の無

矛盾性」の両面が含意されていることを，そして「究極的な価値判断」に込められた「望
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ましい」という表現の意図を，明確に理解することができる。 

確かにロビンズは，Economics の「基本仮設」において，経済主体は Purposive という

意味で合理的に行動することを想定した。しかし，彼の人間観―学習していく人間―を考

慮すれば，経済主体は，学習することによって，Purposive という意味の合理性を超え，

「選択の無矛盾性」の達成に近づいていくものと考えられる。このことについて，『本質と

意義』における次の文言が示唆的である。 

 

「しかしながら，それでは，経済学の意義はなんであろうか？…それはまさに次

の点にある。すなわち，われわれが究極的なものの間の選択に直面したとき，わ

れわれは，経済学によって，自分の選択しつつあるもののいろいろの意味内容を

完全に知って選択することができるということ，これである。…完全に合理的で

あるためには，われわれは自分の選好するものがなんであるかを知っていなけれ

ばならぬ。われわれはその代替物の意味内容を知っていなければならぬ。という

のは，選択において合理的であるということは，まさしく，捨てられる代替物を

完全に知っていて選択するということにほかならないからである。そしてまさに

この点において経済学はその実践的意義を獲得するのである。それは，われわれ

が選択することあるべき種々の目的の意味内容をわれわれに明らかにしてくれる。

それは，われわれが，自分の決意しつつあるものがなんであるかを知って決意す

ることを可能ならしめる。それは，われわれが相互に矛盾のない目的の体系を選

択することを可能ならしめる46)。」(Robbins 1932, pp. 135-136 / 1935, pp. 

151-152 / 訳 p. 230) 

 

Economics の「基本仮設」が条件づける人間の行動規範は，極めて弱いものである。「基

本仮設」の内部では，人間は，矛盾した行動を行いかねないような存在として扱われる。

しかし，ロビンズの人間観によれば，学習することによって，人間は，「捨てられる代替物

を完全に知っていて選択する」ようになり，無矛盾な行動に近づく可能性を持つ。この学

習を補助することが Economics の機能であり，また学習を補助して人間を無矛盾な行動に

近づけていくことに，Economics の意義がある。このような，人間の学習を導いていく

Economics の機能と意義に関する展望こそ，ロビンズの「究極的な価値判断」の「望まし

さ」が意味するものではないだろうか。 
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このように整理すると，Economics の「基本仮設」や非現実的な仮定が意味する内容は，

ロビンズが対象とする現実と，必ずしも 1 対 1 で対応していないと考えられる。人間のあ

らゆる活動において，Purposive に反する「植物的な反作用」と同じ程度の行動が存在し

ないわけではない。「選択の無矛盾性」に反する行動については，矛盾する行動が実際にあ

ることが，『本質と意義』でも明確に述べられている。このようなことから，Economics

と現実との乖離を認識した上で，彼は，「究極的な価値判断」を説明する際，合理的な行動

を「仮定するものである」と断言するのではなく，合理的な行動が「望ましい」とあえて

表現したのであろう。ロビンズによる，「である」と「べき」とを区別する表現 (Robbins 

1932, p. 126 / 1935, pp. 142-143 / 訳 p. 214)を用いれば，「『である』と『望ましい』は区

別される」と言える。つまり，ロビンズは，Economics の「基本仮設」を構成する際に，

経験的に自明な事実を「望ましい」と考えているのであり，経験的に自明ではない想定―

例えば経済人―を「仮定する」と断言してはいないのである。従って，「基本仮設」や学習

する「人間観」などの点において，ロビンズは，イギリス伝統の経験主義に立脚している

と考えられる。そして，この「望ましさ」は，現実の状態を Economics の「基本仮設」と

して救い上げ，更に学習を通して「選択の無矛盾性」の段階へ到達させるような展望を意

味している。 

こうした，学問領域を設定する際における不可避の価値判断の存在を，ロビンズは自覚

しており，それを「究極的な価値判断」として明言したのである。ここに，「究極的な価値

判断」と Economics の「基本仮設」を巡る，ロビンズの経済学方法論の一貫性を見ること

が出来る。 

また，このように，自らの価値判断を自覚するロビンズの態度は，ウェーバーの価値自

由の概念と関連すると考えられる。大塚久雄は，ウェーバーの価値自由を次のように説明

する。 

 

「ふつう没価値性などと訳されるヴェルトフライハイト（価値自由）は，もちろ

ん価値判断を不当にまじえたりしないでことがら
、、、、

の真実を冷静にみきわめていく

ということですが，しかし，それは，そもそも
、、、、

ことがらを見究めるための視野を
、、、

設定
、、

するのに必要な価値観点さえ含めないということでは決してないのです。む

しろ，そうした問題ないし視野を設定するのに必要な価値観点を主体的に選びと

る，その自由こそが，ヴェルトフライハイト（価値自由）のなかに入っているわ
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けです。…誤解を恐れずにいえば，対象化された形ならば価値判断はむしろ研究
、、

過程
、、

で積極的に取りいれられていなければならない。」（大塚 1966, p. 37。傍点

は原文，下線は引用者による。） 

 

上の下線部における「対象化された形での価値判断」は，金子（1978）によって次のよ

うに言い換えられている。「対象化された価値判断とは，端的にいえば，研究者が自らの価

値判断を自覚するということである」（金子 1978, p. 75）。『本質と意義』におけるロビン

ズの「究極的な価値判断」の表明は，まさにこの「自らの価値判断の自覚」に他ならない。

ロビンズは，Economics を構築する上で，「諸個人の合理的な行動が望ましい」という価

値判断に立脚していることを認めている。したがって，ロビンズは，学問に不可避の価値

判断を持ち，それを自ら認めているという点で，でウェーバーと同じ方法を採用している

ことが分かる。同様に，杉本（1981）は，（ロビンズを含む）ローザンヌ学派を批判する

文脈で次のように述べる。「ちょうどマックス・ウェーバーの没価値論の背後にやはり隠れ

た価値判断があったと同じように，ローザンヌ学派の経済学は価値論を放逐しながらなお

背後に暗黙の価値論を潜めている，こういえると思うのです。われわれは，そういう価値

判断をも正確に追求し検討する必要があると思うのです」（杉本 1981 p. 212）。これまで

述べたことから，杉本（1981）によるこの指摘は，その論旨に反して，ロビンズそのもの

を表現していると考えられる。 

更には，「そういう価値判断をも正確に追求し検討する必要がある」という杉本（1981）

の主張もまた，ロビンズの経済学体系が意図するものとして捉えられる。ロビンズは

Economics と倫理学を区別したが，それは，「経済学者が種々の価値判断を仮設として仮

定し，次にこれらの価値判断が有効であるという仮定に基づいて，行動のための個々の申

し出に対していかなる判断が下さるべきか，をたずねてはならないというのではない」

(Robbins 1935, p. 149 / 訳 p. 225) し，「経済学者は倫理上の諸問題に関して意見を述べて

はならない，ということを意味するものでは全くない」(Robbins 1932, p. 133 / 1935, p. 

149 / 訳 p. 225) のである。このように，経済学者が持つ価値判断をより積極的に用いる

領域が，次項において検討する Political Economy である。 

 

Ⅴ-3 政治経済学 Political Economy 
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「…経済科学から区別される政治経済学において，彼は経済理論だけでなく，経済政策

にも同様の注意を払っていた。」(Howson 2011, p. 1) と言われるように，ロビンズは，常

に経済政策に対する関心を抱いていた。このことは，『本質と意義』において，倫理的な価

値判断を含む「応用経済学 Applied Economics」という分野が示唆されていることからも

明らかである47)。本項は，ロビンズの経済学体系Economics とPolitical Economyのうち，

後者について検討する。 

小峯（2007）が指摘している通り，ロビンズによる Economics と Political Economy

の明確な区別は，1937 年の著書 Economic Planning and International Order において

初めて現れた（小峯 2007, p. 386）。その内容は次の通りである。 

 

「本書は，言葉の厳密な意味において経済学 Economics と区別される，政治経

済学 Political Economy と呼ぶものに関する論考である。それは，分析的経済学

の技術的装置に依存している。しかし，政治経済学は，経済学の外側で形成され

る諸目的実現のための諸案を吟味することに，この装置を応用して用いる。政治

的実践の可能性に訴えかけることを―もしその訴えが適切なようであれば―躊躇

しないのが政治経済学である。」（Robbins 1937, pp. vii-viii） 

 

ここでは，Political Economy は，まさに Economics の「応用」という地位にあるもの

として位置付けられている。またこの見解は，ロビンズの晩年に至るまで一貫しているも

のである。 

 

「本質的に価値判断を含む我々の関心の範囲を覆うものとして政治経済学

Political Economy を用いる，ということが私の提案である。このように考えら

れる政治経済学は，政策に関する仮定や，それらがもたらす結果と明らかに関わ

っている。」(Robbins 1981, pp. 7-8) 

 

このようにして，Political Economy は「様々な価値判断を含む政策科学」（木村 2004, 

p. 68）だと述べることが出来る。Economics と Political Economy における価値判断の位

置付けの相違は，以下の文に明らかである。 
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「経済学 Economic Science の主題について，私は，希尐性に条件づけられた行

動のタームで説明することを支持してきた。私は選択と学習の能力を備えた意識

と関連する点に経済学特有の本質があることを強調してきたが，科学としての論

理的要求に影響を受けうることを否定する理由はない。私には，なぜ我々は経済

学分析がイデオロギー的偏向 ideological biasを必然的に含むという思考に陥って

しまうのか，が理解できない。しかし，経済学から政治の問題へ移行するとき，

我々は本質的に科学的証明ができないような価値に関する仮定を導入することを

受け入れなければならない，と私は要請する。このために，何らかの意味での価

値を否定するものではないが，厚生経済学は科学的である，という主張は非常に

疑わしいものであり，また，その諸仮定から導き出されうる推論のいくつかは現

実性を欠いている，ということを私は主張してきた。その代わりに，私は，私が

政治経済学 Political Economy と呼ぶもの―それは，それぞれの関連点において，

あらゆる非科学的な仮定と関係することを示す―を提言する。また，私は，この

知的活動の部門の基礎にあるべき主要な基準と推量の領域に関するいくつかの指

摘を提示する。」(Robbins 1981, p. 9) 

 

ここでは，経済学 Economics は特定の価値判断を含まないが，政治経済学 Political 

Economy は「科学的証明ができないような価値に関する仮定」や，「非科学的な仮定」と

関連することが論じられている。更に，『本質と意義』における応用経済学に対する論述を

見ることで，これらの相違は一層明らかとなる。 

 

「応用経済学は『もしあなたがこのことをしたいと思うならば，あなたはあの

ことをせねばならぬ』・『もししかじかのことが究極的な善であると考えらるべき

だとすれば，このことは明らかにそれと矛盾する』という形式の諸命題からなっ

ている」(Robbins 1935, p. 149 / 訳 p. 225)。 

 

ここには，ロビンズが Economics から区別した，「べき」をふくむ倫理的言明が述べら

れている。従って，Political Economy は，Economics において排除された倫理的・規範

的な価値判断を含みうる領域であることが分かる。 

Political Economy に基づくロビンズの経済政策を，Kimura（2010）は，「レッセフェ
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ール哲学」の体現として位置づけている。彼の経済政策における自由主義的側面は，

Howson(2011)によって明確にされている。 

 

「彼には古い自由主義が残っている。彼はリバタリアンでは決してなく，戦時経

済の指示においてハイエクに追従することもしなかった。・・・彼は，福祉国家は

イギリスにおいて効果的であり，ハイエクの『隷属への道』における必然性論に

納得していなかった。功利主義についても見解が違う。彼は，政治哲学において

常に功利主義者であったし，もし個人に任せるやり方でうまくいかないときは政

府の介入を躊躇しなかった。」(Howson 2011, p. 1087) 

 

Howson(2011)は，ロビンズの自由主義を古典的な自由主義として説明する。これに対

し，小峯（2007）は，ロビンズの自由主義を「新しい自由主義」と位置づける。 

 

「ロビンズは自由主義を標榜するが，それは全世紀までの個人的自由主義ではな

く，権力統治機構の経済的介入を認めた『新しい自由主義』である。ただしケイ

ンズのように国内均衡優先主義なのではなく，国際的・世界的な視野から人為的

制御（法則や秩序という枠組み）が必要とされた。」（小峯 2007, p. 380-381） 

 

こうした自由主義についての見解の相違は，古典的自由主義に関するロビンズの認識に

よって解決すると考えられる。ロビンズは，『古典経済学の経済政策理論』（1952 / 訳 1964）

において，古典派経済学者が保持した経済自由に関する観点を次のように整理している。 

 

「したがって，経済自由の体制とは，事物をただ自由にそのおもむくままにして

おく場合に，必ず生まれてくるというようなものではけっしてなく，事物をその

自然のなりゆきにまかしておかず，その正しい作用の発揮に必要な程度に人工的

環境を設けるような意識的努力を払って，はじめて生まれてくるものである。は

じめの意図にはなかったような目的を促進するように人びとをみちびく見えない

手は，人間の努力にかかわりのない神とか自然力の手ではなくて立法者の手であ

る。すなわち利己的追求の世界から公共の福祉と調和しないような諸可能性を取

り去る手である。市場があらゆるものを供与できるなどとは，絶対に示唆してい
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ない。」（Robbins 1952, p. 34 / 訳 1964, p. 48） 

 

ここでロビンズは，経済自由を達成するために限定的に政府が介入することを認めてい

る。そして Howson(2011)もまた，ロビンズの同様の観点を指摘している。 

 

「しかし，彼（ロビンズ）は，自由市場経済学者ではなかった。自由な消費者選

択の操作は社会の目的の適切な実現を保証するとか，純粋なレッセフェールシス

テムは重大な欠陥を持っている，ということに関する視野は多角的である。例え

ば，消費者選択を自由にすると，家を建てることで意図せず望まれない都市の衰

退を引き起こし得る。政府の経済政策は，彼らのメリットに基づいて考えられね

ばならない。つまり，全ての彼らの可能な結果について分析することである。こ

こに経済学の効用がある。」(Howson 2011, p. 1080) 

 

上の引用文に述べられた，都市計画に関する具体例は，ロビンズと安井琢磨との対談にお

いて明確に展開されている。 

 

「公共財といった問題は国家の基本的な職能だと思います。個人個人の希望が一

度に集まってみると，反対に誰もが希望していなかった結果を招いてしまう可能

性があるという非常に明白な例を示しましょう。／これは最も簡単な例です。こ

こに素晴らしい景色があるとします。そして，一人の個人がそこに小区画の土地

を買い，家を建てるチャンスを与えられれば，彼は自分の家族といっしょにそこ

に住んで，景色を十分に楽しむことができるでしょう。しかし，もしも，数人の

人がこの機会を提供され，彼らがすべてそれを利用したとすれば，彼ら全部の家

が一団として建設されることになり，眺望をもはや楽しめないほどにその景色を

かえてしまうでしょう。それゆえ，そこには計画のある要素―物理的計画―を確

かに必要とするはずであります。しかし，私は過去の経験によりそのような計画

も程度問題だと思います。私は一般の住居の建築のこまごましたところまで，政

府が干渉することが，非能率と不必要な画一化をもたらしてしまうと思います。

／街の設計において重要なことは，たとえば，建物の細部―これが変化に富んで

いればいるほど，楽しい効果を上げるものだが―よりも，むしろ公共広場とか道
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路網，それに建築物の高さなどの計画だと思います。これらは，市の公共建築，

宗教関係の建物，議事堂など，中央当局によってきわめて詳細に確実に計画され

なければならない。しかし建物の集中する都市の中心地には，必ずしも適用され

るものではありません。この問題は，要はセンスの問題であって，くわしい万能

の処方箋を作れるような問題ではありません。」（安井 1980, pp. 236-237。／は

改行を示す。） 

 

従って，Political Economy におけるロビンズの自由主義は次のように整理することが

出来る。彼の自由主義は「権力統治機構の経済的介入」を認めるように展開されている。

このように自由主義と政府の介入を両立させることは，ロビンズにおいては古典的な自由

主義を意味するものである。このようにして，ロビンズの Political Economy は「イギリ

ス古典派経済学の伝統を受けた政治経済学」（木村 2004, p. 68）として説明できるので

ある。 

このような国家の介入を認めるロビンズの態度は，何らかの社会主義的制度を要求する

ものではない。安井琢磨は，ロビンズに対し，成長と公害という相反する社会的目的が存

在することについて以下のように問う。 

 

「しかし，日本や他の国の経済学者の一部では，公害や環境破壊は資本主義制度

を廃止することなしには，換言すれば，資本主義制度を社会主義制度に交替させ

ることなしには，根本的に治療できないと主張している。これはマルクシストや

左翼経済学者の主な主張であります。」（安井 1980, p. 235） 

 

この問いに対し，ロビンズは次のように答えている。 

 

「私達はいま経済学以外の話をしているのですよ。私達は政治経済や政治哲学の

話をしているのです。私は個人的には，集産主義が人類の問題を解決してくれる

とは思いません。私はまた，純粋の個人主義にも信頼を置いていません。／私は

国家には本質的に，積極的な機能と同様に消極的な機能があると思います。私は

ある意味で，工業の違った段階や，政治組織の違った種類，人々の違った風習な

どに応じて変化する混じり合った内容を持った混合体制を信頼しています。あら
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ゆる時代，あらゆる場所に応用し得る気のきいた一般論をつくることは，不可能

だと思います。私は人類の歴史上，完全な集産主義が自由社会よりもすぐれてい

るということが立証されてきたとは考えていません。そして，私は完全な集産主

義がもたらす思想と行動の自由に対する精神的危険性を，非常に恐れています。」

（安井 1980, pp. 235-236。／は改行を示す。） 

 

国家の介入を限定的に認め，社会主義制度を明確に拒絶するロビンズの態度は，自由主

義者として一貫している。そしてロビンズは，こうした介入に限界があることを述べる。

彼は，安井琢磨から国家の機能の限界を問われ，以下のように返答している。 

 

「この問題については，アダム・スミスとケインズが非常に要領よく簡潔に述べ

ている言葉があります。…すなわち『国家の義務は，個人がお互いを害すること

なく行えることについては口を出さず，個人個人一人でやっても自分たちの利益

にはならないが，全体的にやる必要のあるプロジェクトを行うべきである』とい

うのです。これこそ一般的な指針です。／しかし，この一般的な指針の適用も，

時代時代によって当然にちがってきます…／社会に対するこのような考え方は集

産主義的でもなければ，無政府主義的でもなく，また，個人主義的でもないと私

には思われます。」（安井 1980, p. 237。／は改行を示す。） 

 

ここまでに Political Economy とロビンズの自由主義との関わりを整理した。それでは，

「応用経済学」とも表現される Political Economy は，Economics をどのように応用して

いるのだろうか。この点については，次のようなロビンズの発言が示唆的であろう。 

 

「増大する富は，それに付随する不幸を克服するために欠かせません。技術の進

歩などない方がよいとか，世界はストップすべきだとかという考え方は，貧困と

公害と環境破壊を取り除こうとする人類の最も大きな願望を否定するものにほか

なりません。私達は成長とより一層の環境保護とを同時に必要とするのです。こ

れら二つの事柄は必ずしも調和しないものではありません。この二つの目的が調

和を保ち，現存する不調和を取り除く方法を提示することこそ，政治家や経済学

者の義務です。」（安井 1980, p. 234） 
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この「成長と環境保護の不調和を取り除く方法を提示すること」に，Economics の方法

は意義を持ちうると考えられる。既に論じたように，ロビンズの Economics は，矛盾する

人間行動を研究対象としている。純粋経済学のように，ロビンズが行動の無矛盾性を仮定

しなかった理由は，このような矛盾した状況を説明するためであったと考えられる。何故

ならば，もし Economics が無矛盾な行動を仮定していたなら，Economics は無矛盾な行

動に関する説明に終始することになり，現実に存在する矛盾した行動の解決は見込まれな

いからである。従って，ここに，Economics と Political Economy の方法的一貫性を見る

ことが出来る。ロビンズは，Political Economy に対し，Economics の方法そのものを応

用しているのである。 

 

Ⅵ 結論 

本稿は，ロビンズの Economics は，彼自身の価値判断である「究極的な価値判断」を前

提していること，そして Economics の「基本仮設」の内に Purposive という意味での合理

的行動が含意されていることを論じてきた。本稿で指摘したこの 2 点は，Economics にお

ける方法論的な一貫性を示すと考えられる。Purposive に着目する際，経済主体は合理的

に行動する事が望ましいという意味の「究極的な価値判断」は，「基本仮設」の条件の 1

つに含意されることによって，彼の経済学方法論の本質的な前提となる。このように，経

済学者としてのロビンズ自身が持つ価値判断は，彼が示した学問領域である Economics

の「基本仮設」と密接に関連している。従って，Economics において，ロビンズの経済学

方法論の一貫性は，「究極的な価値判断」と「基本仮設」を巡って保持されていると言える。 

また，『本質と意義』に明記されているにも関わらず，Purposive ではなく「選択の無矛

盾性」という合理性概念に注視してきたこれまでのロビンズ理解は，ロビンズに対してあ

る種の誤解であった，と言えるのではないだろうか。この誤解の一因として，本稿は，ロ

ビンズの経済学方法論に見られる「曖昧さ」と「射程の広さ」を指摘したい。『本質と意義』

において彼は，価値判断や合理性等の述語や，非現実的な仮定の位置づけ等に関する概念

を，必ずしも明確に定義しないまま議論を行っている。実際，本来は Economics において

根本的な概念であるはずの Purposive と「基本仮設」との関係に関して，ロビンズ自身は，

厳密に定義することなく論述を行っているように見える。この意味で，ロビンズの経済学

方法論には「曖昧さ」が見られるのである。 
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他方，本稿の内容に従えば，ロビンズの Economics は，その「基本仮設」の段階と，非

現実的な仮定―無矛盾性，完全予見，ホモ・エコノミクスの仮定―を援用する段階とで，

大きく様相を変える。このことは，次のような例を挙げて説明することが出来る。松嶋

（1996）は，限界革命に端を発する新古典派経済学と新オーストリア学派との歴史的な相

違を次のように整理している。 

 

「関連する諸財に対する需求には，明確で確定的な順序付け（ranking）が可能

であると想定－いわゆる『完全知識』の想定－するジェヴォンズ，ワルラスと，

経済主体の意思決定において『不確実性』が果たす役割の重要性に次第に気づい

てゆくメンガーとの間には，経済主体の合理性の理解について対照的ともいうべ

き相違があるということができよう。そしてこの相違はやがてジェヴォンズやワ

ルラスの流れをくむ『新古典派経済学』とメンガーの後を継ぐ『新オーストリー

学派』の間の重要な相違となっていく」（松嶋 1996, p. 20） 

 

この整理に従えば，本稿が論じた Economics は，新古典派と新オーストリア学派とに同

時に関係し得る，と述べる事が出来る。Economics の「基本仮設」の段階では，経済主体

は情報の不完全さや選択の矛盾などの不確実性の世界下にあるため，Economics は，松嶋

（1996）の整理における新オーストリア学派としての側面を保持しているだろう。他方，

「基本仮設」の 4 条件に加えて，ロビンズが擁護した非現実的な仮定―完全知識，選択の

無矛盾性―を援用した段階では，ロビンズの Economics は，新オーストリア学派の方法で

はなく，新古典派経済学，あるいはその潮流である「近代的パラダイム」の方法に接近す

る。このような例から，ロビンズの Economics は，非現実的な仮定の援用次第で，異なる

学派の方法に近似し得るような「射程の広さ48)」を持っていると言える。このような「曖

昧さ」と「射程の広さ」のために，ロビンズを「主流派経済学の傀儡とみなす偏った解釈」

（塩野谷 2009, p. 291）がこれまでに広がっていたのではないだろうか。 

これに関連して，「基本仮設」に基づく全ての行動を Economics の研究対象とするなら

ば，これまで純粋経済学の研究対象ではなかった人間行動が Economics の内に取り込まれ

てしまう，という問題が指摘されうる49)。しかし，このような Economics の対象の拡大は，

ロビンズ自身の意図するものである。それは，「いかなる程度であれ希尐性の影響を受ける

すべての行動が，経済的側面を持つということを示すことが，まさに私の意図だったから
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である」(Robbins 1971, p. 147 / 訳 p. 161)という彼の主張から明らかである。 

さらに視野を広げて，ロビンズの経済学体系 Economics と Political Economy において

も「射程の広さ」を認めることが出来る。このことは，ロビンズを，実証的な社会科学で

ある Economics と，倫理的な価値判断を明示的に扱いうるモラル・サイエンスとしての

Political Economy の，2 つの領域を区別しつつ両立させる経済学者として理解することで

説明できる。例えば，経済学にモラル・サイエンスとしての性質を要求した A. センは，

ロビンズの方法と政治的実践を踏まえて，以下のように述べる。 

 

「…実際，異なる人々の効用を比較するのが困難だというロビンズの指摘は，非
．

効用
．．

情報に基づく不平等の比較に対して，1 つの重大な根拠を与えている。非効

用情報へ移行すべきだという私の議論は，ロビンズ自身が強調した効用比較の認

識論的な恣意性とは対照的に，効用基底的アプローチがもつ規範的な意味の不十

分さに基づくものであった…しかしながら，ロビンズの初期の功利主義批判と私

の提案―効用空間を離れて機能や潜在能力（基本的な潜在能力の平等を評価する

ことを含む）を表す非効用空間へ移行するという提案―との間には，実質的な補
．

完性
．．

がある。事実，教育機会の不平等を削減せよという主張に対してロビンズが

与えた強力な弁護は，『基本的潜在能力の平等』の一般的擁護に十分適合的である

…この考え方は，イギリスの高等教育に関する重要かつ革新的な『ロビンズ報告』

の根底を流れる哲学に堅固に組み込まれていた。」（Sen 1997, p. 113/ 訳 p. 127。

傍点は訳文による。） 

 

ここでセンは，効用の個人間比較の科学性を否定したロビンズの方法や，イギリス高等

教育の改革を実行した彼の政策実務が，潜在能力アプローチを初めとする自らの主張と矛

盾するものではないことを指摘している。センは，「非効用空間へ移行するという提案」と，

ロビンズが展開した功利主義批判とが，補完的な関係にあると述べている。また，ロビン

ズが行った教育機会の不平等の是正は，センが主張した「基本的潜在能力の平等」の論旨

に沿うものだ，とも主張している。これらのことから，ロビンズに，モラル・サイエンス

としての経済学を保持する側面を認めることができる。 

ここに，ロビンズの経済学体系における「射程の広さ」を認めることが出来る。経済学

体系全体の観点からロビンズを理解すれば，彼の経済学体系は，実証科学としての
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Economics と，モラル・サイエンスとしての Political Economy との，原理的に相反しう

るような経済学の 2 つの大きな枠組みを同時に射程に収めていると言える。 

最後に，ロビンズが明示した「究極的な価値判断」は，彼の経済学方法論において 2 つ

の役割を持つと言える。1 つは，経済学の領域の設定に関わる役割である。Economics に

不可避の「究極的な価値判断」が存在することを指摘したロビンズの意図は，次のような

ものであろう。つまり，ロビンズは，経済学から倫理的・規範的な価値判断を排除する事

で経済学の自然科学化を押し進めようとしたのではなく，むしろこの自然科学化には限界

があることを「究極的な価値判断」によって明示したのである。それ故に，彼は，社会科

学として目的のある行動を取り扱う Economics の領域を提示し，経済学と自然科学との相

違を明らかにしたのだと考えられる。このことから，ロビンズは，経済学の自然科学を追

求した人物としてではなく，社会科学の領域内において，価値判断を含む精密科学として

の Economics を構築した人物として捉える事が出来る。 

このような，経済学の領域を設定する働きに加えて，ロビンズの「究極的な価値判断」

は，もう 1 つの役割を持つ。それは，木村（2004）が指摘するような，社会主義体制に対

する批判を含めた，ある種の自由主義思想50)の表明である。「究極的な価値判断」は，「社

会主義や国家主義，計画経済といったイデオロギーによって左右されない個人の自由な選

択を前提としたもの」（木村 2004, p. 63）と理解する事が出来る51)。このようなロビンズ

の自由主義思想は，社会主義運動に傾倒・幻滅した彼の青年期の経験52))と，生涯を通して

自由貿易・自由主義を貫き通した父親の影響(Robbins 1971, pp. 2-3  / 訳 p. 3 )に由来す

るものであろう。 

しかし，ロビンズの社会改革を求める意識は，彼の自由主義を媒介として生涯を通して

保持されていたと考えられる。彼は，「今日の混沌の責任は，自由な制度ではなく，そのよ

うな制度が欠如していることにある」（Robbins 1937, p. 232）と述べた上で，「世界が必

要とするのは，社会主義革命 the socialist revolution ではなく，…枠組みを作る自由主義

的改革 the liberal reforms である」（Robbins 1937, p. 327）と主張する。そしてこの主張

を体現させるかのように，1940 年代以降，ロビンズは，研究の中心を政治経済学へ移し，

政治的実務においては自由貿易を一貫して主張し，晩年には高等教育の平等化を推進する

役目に携わった。ロビンズは，彼が求めた自由な社会を，彼自身の経済理論によってでは

なく，政治的実務や教育改革によって実現しようとしたのではないだろうか。この意味で，

ロビンズを，体系的な純粋理論の構築を目指した経済学者と理解するよりも，経済学体系
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とその方法論的一貫性を軸に持つ，自由主義的改革者としての立場を保持し続けた人物，

と位置づける方がふさわしいのではないかと考えられる。 

 

 

 

脚注

 
1) 例えば，次のようなロビンズ理解が生じた。「現代経済学が単なる技術的経済学へと偏

していった方法論的責任者は，ライオネル・ロビンスであったといっていいだろう。ロ

ビンスは『経済学の本質と意義』と題する論文において，『経済学とは，人間の行動を，

諸目的と選択可能な幾つかの利用の仕方がある希尐な諸手段との間における関係，とし

て研究する科学である』と定義した。しかも，彼はこれに加えて，『経済学は諸目的〔間

の問題〕に対しては完全に中立である』とか，『経済学は諸目的自体に対しては関与しな

い』とか宣言している。すなわち，目的，いいかえれば価値（観），さらにいいかえれば

理念は，経済学にとっては『所与』のものでしかなく，経済学はこれらの問題にまった

く感知しなくていい，というのである。」（西山 1976, p. 33） 
2) 第 3 版の本文は第 2 版と同一であるため，引用は第 1 版，第 2 版及び邦訳のみ記す。ま

た，該当する文章が第 1 版に無い場合，引用は第 2 版及び邦訳のみを記す。 
3) 「経済学は，確かめられる事実を取り扱う。倫理学は，価値判断と義務を取り扱う。こ

の二つの研究分野は論議の同一の平面にない。」(Robbins 1932, p. 132 / 1935, p. 148 / 

訳 p. 222) 
4) 清水（1972），杉本（1981），木村（2004），比嘉（2011）などによる研究を参照。 
5) 松嶋（1996）は，1870 年代の限界革命から新古典派経済学へ通じる経済学のパラダイ

ム概念として「近代的パラダイム」を提唱し，その方法論的特徴を体現する経済学者と

してロビンズを挙げている（松嶋 1996, p. 29）。 
6) ここでは，『本質と意義』において実際にロビンズが検討を加えている概念である「選

択の無矛盾性」に着目した。実際には，諸研究においてロビンズの合理性概念の解釈は

様々である。Nishimura(2002)，Hands (2009)，は，ロビンズの合理性を無矛盾性と解

釈するのに対し，例えば，木村（2004），比嘉（2011）は，彼の合理性を「合理的な経

済人」と捉えている。 
7) 例えば，松嶋（1996）は，「ワルラスの一般均衡理論と，マーシャルやエッジワースの

具体的市場均衡分析が，現在『新古典派経済学』とよばれているものの母体を形づくっ

た」と整理している（松嶋 1996, p. 127）。 
8) 「確かに，そのようにして人間は，その選択行動において矛盾を顕示しないという限定

された意味で『合理的』と呼ばれるかもしれない。しかしもしその人が〔選好，選択，

利益，厚生といった〕まったく異なった諸概念の区別を問題にしないのであれば，その

人はいささか愚かであるに違いない。純粋な
、、、

経済人は事実，社会的には愚者に近い。し

かしこれまで経済理論は，そのような単一の
、、、

万能の選好順序の後光を背負った合理的な

愚か者（rational fool）に占領され続けてきたのである。」（Sen 1982, p. 99 / 訳 p. 146） 
9) コミットメントを容認することは，合理性からの逸脱を意味するものではない（Sen 

1982, p. 104 / 訳 p. 155）。ここでは，ロビンズが「選択の無矛盾性」という基準で人間

行動を取扱っていない，という論旨を補強するために，センに言及したにすぎない。 
10) 木村（2004 p. 63）を参照。 
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11) 『本質と意義』第 1 版では，4 点目の「これら多くの目的はおのおの異なった重要性を

もっている」という点に触れられておらず，それ以外の「3 つの基本的特徴」のみにつ

いて述べられている(Robbins 1932, pp. 12-13)。本稿Ⅴ節で述べるように，目的が価値

評価によって順序づけられるという想定に関する具体的な論述は，第 2 版において初め

て現われる。しかし，第 1 版においても，個人の価値評価を所与とする点については論

じられていること(Robbins 1932, p. 87)，また，ロビンズ自身がこの説明を省略してい

たこと(Robbins 1935, p. 14 / 訳 pp. 21-22)を踏まえ，本稿は，第 2 版における整理であ

る「4 つの基本的特徴」を採用する。また，第 2 版では，これに関連して，目的の階層

的重要性を規定する相対的価値判断 relative valuations や，合理性概念の意味に関する

論述が大幅に加えられている。 
12) この問題意識は，Autobiography of an Economist (Robbins 1971, pp. 145-147 / 訳 pp. 

159-160) にも述べられている。 
13) 「ロビンズにしてみれば，経済学の客観性を守ることだけが問題であり，そのために，

価値判断を経済学の外部へ追い払わねばならなかった。追われて行く価値判断に向って，

倫理学という彼岸の土地を指示したのは，せめてもの親切であった。」（清水 1969, p. 51） 
14) 「…その間に関係ありとして価値判断抜きの経済学を打ち立てようとする学者に，ロン

ドン学派のロビンスがあり，このロビンスの考え方が極めてローザンヌ学派的な考え方

の特徴を表している…」（杉本 1981, p. 198） 
15) 松嶋は，科学の常態を複数の競合的パラダイムの共存状態として捉える「修正されたク

ーンモデル」を採用している（松嶋 1996, p. 9）。 
16) ロビンズ自身も「私の提出した見解に対して，私は自分の独創性を主張するものではな

い。わたくしの望みうるところは，1 つか 2 つの場合において，必ずしも明白に述べら

れていない若干の原理に対して，私が説明を与えることに成功したのではないか，とい

うことだけである。」と述べている(Robbins 1932, p. ⅷ / 1935, p. xv / 訳 p. xxiii)。 
17)小峯は，イギリス伝統の功利主義に連なる価値判断が，経済学 Economics ではなく政治

経済学 Political Economy（応用経済学）の領域に含まれる事を強調する（小峯 2007, pp. 

263-266, 385-387）。 
18)ここでは，カーズナーのロビンズ解釈に絞って議論するものであり，「企業家」の概念を

はじめとするカーズナーの本来の論説は取り扱わない。 
19)「もちろん人間は，完全な知識の世界で機能しているわけではない。」（Kirzner 1973, p. 

35 / 訳 1985, p. 42） 
20)「完全知識の均衡世界から，不完全知識の不均衡世界へと，注意を移行させた場合には，

もはやロビンズ的な経済化の分析を通じて研究を行うことは不可能である。」（Kirzner 

1973, p. 35 / 訳 1985, pp. 42-43） 
21) Nishimura (2002) は，ロビンズの合理性を「無矛盾性」として捉えた上で，L. v. ミー

ゼスの合理性概念との相違を論じている。近年においてもロビンズの合理性は「無矛盾

性」として捉えられているようである。「ロビンズは，経済学を『所与の諸目的を達成す

るために諸手段が希尐であるということから生ずる行為の側面を取り扱う』学問である

と定義し，目的と手段との関連において『単に『矛盾がない』』ことを意味する合理性の

概念を，経済分析にとって有効な仮定として提示する。」（若森 2011, pp. 180-181） 
22)木村（2004）は効用の個人間比較(ICU)の妥当性について論じ，効用の個人間比較は政

治経済学 Political Economy において用いられうることを指摘した（木村 2004 p. 53）。 
23) 「もちろん，日常において，我々は異なった個人の間の比較を行う，ということを私は

否定しない。家長が七面鳥を切り分けるとき，彼は異なった割り当てに対する異なった

家族の満足を判断し考慮するだろう。さらに，家族の外部にある社会的関係の重要な判

断において，我々は，配分の問題を議論するときは常に，異なった個人や人々の集団に
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よって求められる満足や耐えられる不幸についての判断を持つだろう。／しかしそれは

我々の判断である。そこには，客観的な測量は存在しない。」（Robbins 1981, p. 5。／は

改行を示す。） 
24) 晩年にも同様の説明を行っている。「…基本的な物々交換を想定しよう。A は一瓶のウ

ィスキーを持っており，『フィデリオ』のクラシックレコードを持つ B と交換する機会

にある。交換を行う前に，それぞれの所有物に対する相対的な価値評価を明らかにする

ことは容易い。A は彼にとってウィスキーよりもレコードに価値があると説明する。B

はその反対である。ここには，絶対的な満足の個人間比較を含む点が全くない。しかし，

ここで A は B に対し個別の喜びについて話し始めると想定する。A は B に『私は，音

楽によってあなたよりも多くの満足を得る』と述べ，B は逆のことを明快に述べる。言

うまでもなく，部外者としての我々は我々自身の判断を形成することが出来る。しかし，

これらは本質的に主観的なものであり，客観的に確かめられる事実ではない。音楽に由

来する A や B の満足について計測したり比較できるような方法は無い。・・・ジェヴォ

ンズが『それぞれの精神は他の精神にとって計り知れないものであり，可能だと思われ

るような心理の共通点は無い。』と述べるように，我々は，個人間比較の根本的な困難さ

を理解している。ジェヴォンズの強調は尐々極端かもしれない。よく知られているよう

に，意見というものは異なった文化が基礎づけるものや異なった人々において異なるも

のであるが，我々は，確かに他の人々が感じるものについて考える。しかし，ここで科

学的証明や測定が問題になっていることに疑いの余地はない。」（Robbins 1981, p. 5） 
25)ロビンズに対するハチスンの批判については，Hutchison (1964 / 訳 1965)，松嶋 (2005, 

pp. 112-119 )，Caldwell (1982 / 訳 1989)を参照。 
26)木村 (2004, p. 56, p. 63) ，比嘉（2011, pp. 505-506）を参照。 
27) Fraser (1932) は，ロビンズがこのように合理的行動を想定していることを指摘し，「彼

(ロビンズ)は中立的ではありえない」(Fraser 1932, p.557。（）内は引用者による補足。)

と述べている。 
28)ロビンズは，ウェーバーの「没価値性」を次のように解釈している。「行動を『客観的』

〔すなわち，マックス・ウェーバーのいい方をすれば没価値的（Wertfrei）〕に説明する，

ということの意味するところは，たんに物質的な性質のものでないある種の与件，すな

わち個人の価値評価等を考慮する，ということだけである。」（Robbins 1935, p. 91 / 訳

pp. 136-137。〔 〕は訳者による）。本稿Ⅱ節で述べたように，これは，杉本（1981）の

指摘するとおりである。 
29) 2 つの合理性概念は，意味内容が異なることに注意したい。例えば，選択された目的に

矛盾のある行動は，「選択の無矛盾性」の基準からは非合理的行動と見なされるが，

Purposive の基準からは，目的を持っているため合理的行動と見なされる。この意味で，

Purposive は，「選択の無矛盾性」を包括するような，より広義の合理性概念だと言える。 
30)Behaviorism ではなく，原文，訳文ともに Behaviourism と表記されている。 
31) 「パレート自身も言うごとく，人間の経済行為はその『意思の所産』なのである。じじ

つ『社会学』においてパレートは，このような『意思』―『目的』をば『社会システム』

を構成する一変数として明示的に分析している。／しかし，これは経済学の範囲を越え

るものであった。そこでパレートは，この『意思』―『目的』をば所与の与件として『嗜

好』という名のブラック・ボックスの中に封じこめる。さらに彼は，経済学は人間が『反

復的』に行なう『平均的』経済行為のみを取り扱うものとすることによって，人間の経

済行為の『論理性』―目的適合的手段の自覚的採用―を仮定することによって，人間の

『意思』という『ブラック・ボックス』の内部構造とはいわば独立に，合理的に，経済

均衡を決定することができたのである。」（松嶋 1985, p. 190。／は改行を示す。傍点は

原文。）ここでの「社会学」は，純粋経済学から区別されるパレート自身の区分である。

 



66 

 

 

松嶋（1985）を参照。 
32) この観点は，ロビンズの晩年に至るまで一貫している。「…おそらく，心理学における

行動主義の影響で，経済学において，外部の観察者によって理解されるものとして記録

されることができ，それによって説明のデータと原因を表す関係を明らかにするという

意味において直接に観察可能でないものに頼る仮説を排除しなければならない，と主張

する人々がいる。／私には，この自己批判的な慣習の必要性や望ましさが見当たらない。

単純な市場分析において，観察者は，個人が関係している行動において個人の選好の表

れとして理解されうるものによって作られる。そしてこのようにして，多かれ尐なかれ

一定の解決がありそうな結果として達成される。しかし，私は，このような見解は，観

察される処分の裏の理由を説明することで過去に主観理論が基礎としていた需要の心理

学的な理解へ至る観点より何かしらの点で優れている，とは信じられない。そして，も

しより複雑な状況を考えるならば，他の星から来た訪問者に対し，証券取引の上下を，

誤解や流行の気まぐれな変動はともかく，予想の心理学的要素を引き合いに出すこと無

しに説明することは考えられない。私の物理科学に対する不十分な知識から，その説明

は直接観察可能な要素に制限されるかは疑わしい。仮説における要素が間接的にテスト

されうる限り，それらは科学的に受け入れられる。このようにして，何故経済学者とし

ての我々はこれに勝る厳格さを我々に強いるべきなのだろうか，と私は問う。」（Robbins 

1981, pp. 2-3。／は改行を示す。） 
33) ロビンズは「富」という言葉を用いることを避けている。「富という言葉は，ここでは

経済財の流れと同義のものとして用いられている。けれどもこの言葉をこのような意味

に用いることには，明らかに大きな不利益があるとわたくしは考えている。もし『経済

財』が増加することによって『自由財』となるならば，その結果富は減尐するだろう，

と主張せねばならぬとすれば，それははなはだ逆説的であろう。しかも右の使用法の意

味内容に対しては，このようなことが主張されるかもしれないのである。だから，およ

そ経済学の厳格な範囲決定を行わんとする場合には，富という言葉は避けた方がよいの

である。」(Robbins 1932, p. 46 / 1935, p. 47 / 訳 pp. 72-73) 
34) 「『顕示選好』の理論は，狭義では，有限組の観察可能な価格＝数量の競争的需要デー

タの範囲内にそれ自体を限定して，問題の個人は無矛盾であるとする仮説の完全な経験

的含意を発見しようと試みるものである。」（Samuelson 1966, p. 106 / 訳 p. 112）。こ

こでサミュエルソンは，観察可能な価格のデータに限定した範囲内から消費理論の基本

定理を導こうと試みている。しかし，観察可能な価格のみに着目したとしても，価格が

示す貨幣量に対して個人の価値評価が常に関係する，ということがロビンズの主張であ

った。従って，サミュエルソンが必要とした，「諸価格一定のもとでは，問題の 1 財の

量は貨幣所得が下落する場合にのみ減尐しうること」（Samuelson 1966, p. 107 / 訳 p. 

114）という条件が，Economics の「仮設」の範囲内では満たされないことになる。何

故ならば，仮に価格が一定であり，貨幣所得が下落したとしても，価格および所得が表

す貨幣量や，需要する財そのものに対する相対的な価値評価 relative valuations の内容

次第では，問題の 1 財の量は不変または増大することも考えられるからである。 
35) ロビンズは，絶対的な量を取り扱う経済分析に対して懐疑的である。「人間（彼の希尐

な財とサービスに関わる行動を我々の研究の主題とする）は学習する能力を持つ。そし

て学習は様々な道筋で行動に影響を及ぼす。様々な文脈における物質の反応を考慮する

このような知識の変化は，物質そのものには影響を及ぼさない。しかし，これらの知識

は技術的可能性や人間行動そのものに影響を及ぼし得るのである。したがって，このよ

うな行動の結果を考慮する知識は，将来の行動に影響を及ぼし得る。・・・／このような

理由によって，経済学における量的な予測は，天気の予測と比較してもより有害であり

得る。」（Robbins 1981, p. 3） 
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36) ロビンズの自伝によれば，経済『量』の相対性を説明することは『本質と意義』執筆の

意図の 1 つであった。「…多くの様々な活動や関係を経済分析に適したものにする根本

的な事実は，目的の物質性ではなく，それらに関する手段の希尐性だということが分か

ってきたのである…／一度この考え方が抱かれると，それは他のおおくの 問題に光を

投げかけた。…そして，経済『量』に関するさまざまな概念に光をあて，いかにして量

というものが，本質的に絶対的な大きさではなく，関係なのかを示した。何物も経済財

なのではなく，思考がそれを作り出すのである。」（Robbins 1971, pp. 146-147 訳 / p. 

160。／は改行を示す。） 
37) 価値評価に関係する経済「量」の相対性は，経済学が自然科学ではない，というロビン

ズの観点と密接に関わっている。「しかしながら，経済学の主題の本質と，全てではない

にしろほとんどの自然科学との間には，非常に重要な違いがある…／自然科学において，

原因となる結合が生じたならば，その量的な関係性が，その他のものは等しいと主張さ

れるように思われる。特定の説明や予測において，常に原子量表を計算する必要はない。

悲しいかな，経済学においてはそうではない。特定の商品に対する需要の状態を立証す

るために，巨大な創造力が向けられるだろう。そしてこれらの工夫は将来に対する推測

を立てる助けになるかもしれない。しかし，嗜好は変化する。もし，例えば煙草に対す

る需要の税金を見積もる際，大蔵大臣は十年前の計算を当てにするはずであったなら，

彼は賢明ではないだろう。彼は，現在の流行と知識によって最新の見解を持つ必要があ

る。改革の影響は，重力に何の変化をもたらさない。しかし，それは金曜日における魚

の需要を変化させていなければならない。」（Robbins 1981, p. 3。／は改行を示す。） 
38)ロビンズとミーゼスが全く同一の主張をしている，と述べるのは正しくない。ミーゼス

は，無矛盾性，完全予見の仮定を明確に拒絶しており（Mises 1940 / 1949, pp. 92-93, 

102-103 / 訳 pp. 115-116, 125-126），ロビンズのような擁護の立場を取っていない。 
39) 議論には，1949 年の英訳版および 1991 年の邦訳版を用いる。 
40) (Mises 1940 / 1949, p. 103 / 訳 p. 126, 903)を参照。 
41) ここでの議論は，「仮設」に Purposive という合理性が想定されている，ということを

強調するためのものであり，「仮設」の 4 条件を個別に仮定する議論がロビンズに見ら

れたわけではない。 
42) この引用文は，第 1 版には存在せず，第 2 版に追加されたものである。 
43) 晩年にも，交換形態は経済学の前提では無いことが述べられている。「私は，市場の無

い状況であったとしても，希尐な手段と時間を考慮する経済学の様相は，ある状況とそ

の他の状況の交換として見なされうる，ということに同意する。そしてこの取り組みは，

より深い洞察をもたらすと私は思う。しかし，現実的にしろ暗黙にしろ，この考えが交

換形態を導く十分なものとは思わない。」（Robbins 1981, pp. 1-2） 
44) 手段の代替性と手段の多様性（複数性）を同義に捉えるのは正しくない。手段が多様で

あっても代替性が満たされるとは限らないからである。 
45) ロビンズは安井琢磨との対談において，自然科学と社会科学の相違を以下のようにも表

現している。「ポッパーの方法論を社会科学に適用することに関して，私は，社会科学と

いうものは最終的には自然科学と同様の審判を受けるものだという説に賛成します。／

人はまず理屈を見つけてから現実に目を向け，その理屈が実際に現実に合致するか，現

実のある面が，その理屈が間違っていることを示すかを見ようとします。このことは社

会科学の問題が，完全に自然科学の問題と同じ立場にあるということを私が個人的に考

えていることを意味するものではありません。私にとっては重大な相違があるようにみ

える，いろいろの細かい点がそこにあります。そのもっとも重要な相違は，社会科学の

研究が，考えることによって学び進歩していく世界を取り扱っていることだと思います。

／さて，もし人が落下する物体の加速度に関連した法則を発見し，そして，それを一冊
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の本に書き，その本がたくさんの人々によって読まれたとしても，その物体は依然とし

て同じ割合の加速度で落下し続けることでしょう。しかし，もし私達がニューヨークの

確定利子付き証券の動きの秘密をとらえた定理を発見したとすれば，重要なのは，その

定理を本に書かないということです。一度，本に書いてしまえば，利付き証券は決して

その定理通りには，動いてくれなくなってしまうでしょうから。／いったん，人々が定

理を知ってしまえば，それはその人々の頭の中に根をおろしてしまうので，彼らのその

後の行動は，全く別のものになってしまうでしょう。／これは全く基本的なことですが，

経済学や社会学や政治学の問題というのは，思考によって進んで行くものです。しかし，

だからといって，私達の考え出す通則―それは疑いもなく，非常に限られたものですが

―も自然科学と同じような論理の審判を受けないということにはなりません。私達の通

則も確かに同じ審判を受けるのですが，自然科学の場合とその主題の本質が違っている

のです。」（安井 1980, pp. 231-232。／は改行を示す。） 
46) ここに次のような脚注が加えられている。「ここで可能ならしめる無矛盾性が，目的の

無矛盾性ではなく達成の無矛盾性であるということを強調するのはおそらく望ましいこ

とであろう。一つの目的の達成は，いま一つの目的の達成と価値判断の平面において矛

盾するか，あるいは客観的可能性の平面において矛盾するか，そのいずれかであると考

えることができる。このようにして，同時に二人の主人に仕えることは倫理的に矛盾し

ていると考えることができる。同一時刻に違った場所でその各々といっしょにいること

をとりきめるのは客観的に矛盾している。科学的経済学によってとりのぞきうるはずの

ものは，社会政策の領域における後者のたぐいの矛盾である。」(Robbins 1932, p. 136 / 

1935, p. 152 / 訳 p. 230)。倫理的な矛盾を経済学が取り除くことが出来ない理由は，目

的が含意する個人の価値評価に踏み入ってしまうからだと考えられる。「経済学は目的そ

れ自体を取扱うものではない」(Robbins 1932, p. 23 / 1935, p. 24 / 訳 p. 38)ため，この

倫理的な矛盾は排除することができない。 
47) 小峯（2007, p. 386）を参照。 
48) あるいは，ロビンズを特定の学派に位置づける上での「解釈の幅」とも言える。 
49) 高橋（1985, p.16）を参照。 
50) 小峯（2007）は，ロビンズの連邦主義の概念を取り上げ，彼の自由主義が，個人主義

的自由主義ではなく，政府の積極的関与を認めるような「新（社会的）自由主義」であ

ると指摘し，F. A. ハイエクとの相違を強調する（小峯 2007, pp. 376-392）。 
51) 比嘉（2011, pp. 506-507）も同様の指摘をしている。 
52)ロビンズは，社会改革を求めてギルド社会主義運動に携わるが，運動家の経済問題に対

する無知に気づいたことで，社会主義運動から離れ，LSE で経済学を学びながら自由主

義に転換していく(Robbins 1971, pp. 54-71 / 訳 pp. 51-70)。 
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