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１　はじめに

　経済学は，経済現象を対象として，その現象を抽象化した理論モデルとして構築する。さらに，その理論
モデルを数値データによって計量経済学などの手法で検証し，そのモデルを用いて経済政策や経済予測など
に応用している。こうした一連の手続きや手法は，社会科学のなかでももっとも自然科学に近いように思わ
れるかもしれない。
　しかしながら，経済予測の精度や信頼度については自然科学と比較すると著しく劣るといわざるえない状
況である。このことは，2008年に起こった，いわゆるリーマン・ショックと呼ばれる金融危機を予測でき
なかったことに象徴される。 
　このような経済学の無力さに対して，イギリスのエリザベス女王は，女王自身もこの事態で損失を被った
せいもあるかもしれないが，金融危機の直後の2008年11月に，イギリスのロンドン・スクール・オブ・エ
コノミクスを訪れた際，経済学者を前に，「なぜ，クレジット・クランチ（信用収縮）という危機的なこと
が生じることに誰も気がつかなかったの？」と率直に質問をしたという。1

　もちろん，この金融危機を予測し，警鐘を鳴らした経済学者もいたが，それが主流派に受け入れられるこ
とはなかった。金融危機と経済理論との関連については，各国で共通に使用されていたDSGEモデルにもと
もとクレジット・クランチを扱う余地が無かったなどの問題点はすでにさまざまなところで指摘されている
ので，経済モデルそのものよりも，モデルを構築するための基礎的な方法についての問題をここでは扱う。
　経済学が自然科学と比較した際に，なぜ自然科学ほどの予測力がないのかという観点から検討することに
したい。通常は科学的方法論としては，ポパーの反証主義やクーンのパラダイム論の議論が有名であるが，
ここではもっとも基本となる原理という点に絞って，自然科学との対比において検討することにしたい。

２　経済学の方法

　まず，はじめに経済学における方法はいかなるものであるか見ておきたい。
　経済学者の岩田規久男氏は，経済学における方法について，次のように述べられている。

「経済学が採用する演繹法は，自然科学の「仮定，演繹，命題，命題の実験や観察による検証」という思考
法と同じである。
　経済学では，人々や企業や政府の意思決定主体の行動に関していくつかの仮定を設定して，それらの行動
がどのような結果をもたらすかを，数学的に演繹する。演繹の結果得られた結論が命題である。数学的演繹
を間違えない限り，仮定が真であれば，命題も必ず真である。
　次に，得られた命題が現実に妥当するかどうかを現実のデータを使って検証する。この検証により，当該
の命題が統計的に支持されると判定されれば，その命題はとりあえず現実性が高いと判断される。しかし，
統計的に支持されなければ，検証方法か仮定に問題があることになる。
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　そこで，まず，検証方法を変えてみる。それでも，当該命題が現実的な妥当性を持っていることが検証で
きなければ，仮定に問題があると考えて，仮定を変更してみる。仮定を変えれば，得られる命題も変わるの
で，新たに得られた命題を現実のデータで検証してみる。
　経済学は以上のような「仮定，演繹，命題，検証」を繰り返しながら，よりよく現実の経済を説明でき，かつ，
経済政策や制度などの変更によってどのように経済が変化するかをよりよく予測できる経済理論を追求する
科学である。」2

　ここでは「仮定，演繹，命題，検証」の手順にもとづいて現実のデータと一致するよう，検証方法や仮定
を変更して命題を作り直してゆく過程が述べられているが，この一連の過程は，自然科学と同じであると，
岩田氏は述べられている。

３　フリードマンの主張

　経済学の方法が自然科学のそれと，仮に同じだとしても，研究対象の性質という点で，自然科学とは異な
るのではないかという指摘がある。
　自然現象は，現在と過去における時間に対して基本的には不変で，実験により同様に再現できる。それに
対して，社会現象は，人間が媒介していることと，歴史的に遡ることができないので，全く同じ現象を再現
することはできない。たしかに，ニュートンが見たかもしれないりんごの落下は現在でも再現できるが，ケ
インズが体験した1929年の大恐慌は，2008年のリーマン・ショックとは同じではない。そう考えると，そ
もそも経済学が自然科学と同様に理論を構築できると考える方が無理であるという意見が出るのも不思議で
はない。こうした意見に対して，フリードマンは，ノーベル賞受賞記念講演において真っ向から反論してい
る。物理学や生物学とは本質的に異なる研究方法を必要とするのではないかという見解に対して，次のよう
にいう。

「私自身はこのような見解に組したことはない。この見解は，社会科学の特性と可能性に対する誤解という
よりもむしろ自然科学の特性と可能性についての誤解を反映するものであると信じる。いずれの科学にあっ
ても，「確実な」本質的知識などは存在しない。あるのは，絶対に「証明」されえないが否定されえもしな
い仮説的命題であり，それら自体の複雑さに比して，また他の代替的な仮説に比して，それらの命題が経て
きた経験の幅やありうるその否定を回避した回数といった事柄に応じ て，われわれが多少とも確信をもつ
に至っている仮説にすぎない。 社会科学と自然科学のいずれにおいても，実証的知識の主要部分は，ある
仮説的命題によって説明できると主張される諸現象をその仮説が予言することに失敗することによって成長
する。すなわち，だれかがそのやっかいな現象をいっそう精緻にあるいはいっそう簡単に証明する新しい仮
説を案出するまで，永久に，そのもとの仮説をつぎあてし統けることによって， である。社会科学と自然科
学のいずれにおいても，実験は，時には可能であり，時には不可能である（たとえば，気象学である。）い
ずれの場合にも，すべての実験は完全には制御されていないが，そのような実験がしばしば制御された実験
と同等の証拠を提供する。いずれの場合にも，独立自足的な完結的体系をもつ道はなく，観察者と観察対象
との間の相互作用を回避する方法はない。数学におけるゲーデル定理，物理学のハイゼンペルグの不確実性
原理，社会科学における自己逹成または自己挫折の予言など，すべてこれらの限界を例示している。」3

　
　このようにフリードマンは，社会科学が自然科学と方法論的に同様だけでなく，実験における困難さがあ
ることも同等であるとさえ述べているのである。
　フリードマンは，実験ができない例として，気象学を取り上げているが，一度しか来ない彗星や全く同じ
ではない山崩れのような場合でも，それが発生する条件を抽出して分析すれば，それは自然科学の対象にな
りうると，中谷宇吉郎は述べている。4

　一度しか発生しない現象も扱えるとするとして，予測の精度も経済学が自然科学と同等であるとするフ
リードマンの主張には無理があるといわざるをえない。そうなると，その差はなぜ生じるのかということを
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問題にした場合に，やはり方法論にたちかえる必要がある。経済学の方法のところで，出発点となる「仮定」
について，フリードマンは，別の著書で，ひとつの主張をしている。
　フリードマンは，命題を導出する仮定は，必ずしも現実的でなくてもよいと次のように述べている。

「一般にその理論が有意義であればあるほど（この意味で）仮定はいっそう非現実的である。その理由は簡
単である。仮説がわずかの仮定によって多くを“説明する”つまり，説明されるべき現象をとりまく多くの
複雑で詳細な情況から共通した決定的な要素を抽出し，それらの要素のみに基づいて妥当な予測が可能とな
る場合には，その仮設は重要である。したがって，仮説が重要であるためには，その仮定は記述的に偽でな
ければならない。」5

　さらに，仮定が非現実的でも良いとする例を紹介しているので，すこし長いが引用したい。

「さて，もう一つの例，こんどは社会科学における多くの仮説の相似物となるように意図的に構成された例，
に移ることにしよう。一本の木に繁るの葉の繁茂の密度を考えてみよう。わたしは次のような仮説を提示す
る。すなわち，葉はあたかもさまざまな位置で受け取る陽光量を決定する物理法則を知っており，ある位置
から他の望ましい，空いている位置に急速にまたは瞬間的に移ることができるかのように，葉はあたかもそ
れぞれの葉が，その隣の葉の位置を所与として，受け取る陽光量を慎重に最大化することを追求するかのよ
うな位置をとっている，という仮説である。ところで，この仮説の一段と明白な含意のなかで若干のものは
明らかに経験と一致している。たとえば，一般に，葉は木の北側より南側の方がよく繁茂しているが，仮説
が含意しているとおり，丘の北側斜面とか木の南側が他のなんらかの理由でかげっているばあいには，それ
ほど繁っていないか，まったく繁っていない。われわれが知る限り，葉は“慎重”でもないし，または意識
的に“追求”しているわけでもなく，学校に行ってこの問題に適切な関連をもつ科学の法則や“最適”な位置
の計算に必要な数学を学んだこともなく，ある位置から他の位置へと移動することもできないという理由か
ら，その仮説が受け入れられないとか妥当性を持たないといってもよいであろうか。明らかに，仮設のこれ
らの否認はいずれも，決定的に重要な関連をもちあわせていない。問題の現象は“仮説が説明しようとする
現象のあつまり”のなかには属していない。仮説は葉がそれらのことを行なうと主張しているのではなくて，
葉の繁茂の密度は葉があたかもそれらのことを行なっているばあいと同じであると主張しているにすぎない
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4

である。仮説の“仮定”は外見上は偽であるにもかかわらず，その含意と観察結果とが一致しているから，
仮説はきわめてもっともらしくなるのである。われわれは，陽光が葉の生長に役立ち，したがって葉は日光
がよくあたる場所ではいっそう繁茂したり，あるいはより多くの葉が生き残ると推定され，そのために外部
の環境に純粋に変動的に適応してえられる結果が，それらの環境に慎重に適合してえられるのであろう結果
と同じになっているという理由から，仮説の妥当性を“説明”したいと思う。この“代替仮説”の方が構成さ
れた仮説よりいっそう魅力的なのは，その“諸仮説”のほうがいっそう“現実的”だからではなくて，むしろ
それが木に繁る葉の位置をその特殊なばあいとして含む，より広範な種々の現象に適合する，いっそう一般
的な理論の一部であり，否認されるような含意を，より多く持っており，しかも，より広範な種々の条件の
もとで否認されることがなかった，という理由からである。このようにして，葉の生長に対する直接的な証
拠は，もっと一般的な理論が適合する他の現象からえられる間接的な証拠によって強化されるのである。」6

　ここでいう仮定は，「葉はあたかもさまざまな位置で受け取る陽光量を決定する物理法則を知っている」
ということである。仮説は，「受け取る陽光量を慎重に最大化することを追求するかのような位置をとって
いる」ことであり，そこから導出された含意は，「葉は木の北側より南側の方がよく繁茂している」である。
フリードマンは，「葉はあたかもさまざまな位置で受け取る陽光量を決定する物理法則を知っている」とい
う仮定が現実的でないとしても，それをもとにした仮説から導出された含意が，「葉は北側より南側の方が
よく繁茂している」という経験と一致していれば，仮説は妥当とみなされるというものである。

　この「仮定」についての経済学者のフリードマンが行った議論が，今日まで続く経済学の，特に主流派で
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ある新古典派経済学における方法論に決定的な影響を及ぼし，今日まで至っているという意味では非常に重
要である。
　この議論により，現実の経験と全く一致しない仮定に基づくどんな種類のモデルも許されるようになった
ので，経済学者を苦しみから開放したとすら経済学者のダニ・ロドリックは述べている。7

　しかし，自然科学においても，仮定や仮説はかならずしも現実的でなくてもよいとしているのであろうか。
フリードマンは，同じ著書のなかで，物理学の落下の法則においては，現実とは異なる「真空」という仮定
が置かれていることを挙げている。確かに，空気抵抗が存在する現実の世界では，たとえば，空気抵抗のあ
るなかで，鳥の羽根と鉄の球によって落下の実験を行ったとしても，落下の法則を確認することはできない。
だからといって，真空という仮定は，この法則にとって不可欠といえるだろうか。
　落下の法則を発見したのはガリレオである。ガリレオ以前は，重いものほど早く落下するというアリスト
テレス以来の通説が存在していた。ガリレオは，この通説に対して，もし，重い物が早く，軽い物が遅く落
下するとしたら，それらを連結したらどうなるか，このとき通説では矛盾が生じるのではないかと疑問をもっ
たという。そして，重い球と軽い球による落体実験を行い，両者にほとんど差がなかったことから，この通
説が誤りであると結論付けた。
　さらに斜面を鉄球が転がり落ちる実験を行い，走行距離が時間の二乗に比例することを発見した。ガリレ
オは空気抵抗の影響は考慮にいれていたであろうが，真空という現実ではない仮定を置くことによって発見
したのではなく，現実の実験によって，落体の法則を発見したのである。8

　ここであらためて自然科学における研究の方法についてみてみよう。

４　自然科学の方法

　物理学者の湯川秀樹氏は，自然科学における理論の形成・発展の経路について以下のように述べている。

　「理論体系が発展していく有様を，もう少し詳しく，具体的に述べてみよう。われわれは既に多くの経験
的事実を知っている。それらの経験のいくつかの間に何か共通性があることに気がついたとする。そこでそ
れらの事実をもっと詳しく調べ，かつそれらと関連のありそうな事実をもっと深くさがして見ることによっ
て，予想された共通性を正確にあらわす関係，即ち法則を見出だし得たとする。この第一段階は主として観
察及び実験と帰納論理との結合によって行われるであろう。次にわれわれは他の一群の経験からもある一定
の関係ないし法則を見つけたとする。そんな風にして経験的法則がx1・ x2・・・と増加してゆくに従って，
それらの経験的法則の間の関連がまた問題になって来る。この第二段階なると帰納論理だけではどうにもな
らないのが通例であって，前にいった仮説が登場してくる。そしてある一つの仮説を前提として演繹論理
によって種々の結論を導き出す。それは既知の経験的法則x1・x2・・・等の中のあるものとは合致するが，
あるものとは合致しないことがわかれば，この仮説は捨てられ，他の仮説が採用される。そんな風にして幾
つかの仮説が現れたり消えたり，同時に存在して互いに優劣を争ったりしているうちに，やがてその中のあ
る一つの仮説aから出てくる結論が，問題となっている経験的法則x1・x2・・等の全てと一致することがわ
かったとすると，この仮説aは単なる仮説の域を脱して一つの根本法則，あるいは「原理」といわれている
ものに昇格する。そしてそのａを核心として演繹的に発展する一つの理論体系Aが出来上がるのである。」9

　以上の湯川氏の叙述から，出発点は，「経験的事実」であり，そこに共通性を見つけ，共通性を表す関係＝「経
験的法則」を見出す。経験的法則が増加すると，その関係が問題となり，「仮説」を立てそこから演繹的な
結論が経験的法則とすべて合致すると「原理」となり，それを核として演繹的に発展すると「理論」体系が
形成するというものである。
　湯川氏の場合，経験的事実→経験的法則→仮説→演繹→検証→原理→理論という系列になるが，岩田氏の
場合，仮定→演繹→命題→検証→理論となる。湯川氏の場合，法則と原理が登場し，岩田氏の場合，仮定が
登場する。ここで，この３つの概念の関連性について整理が必要であろう。
　物理学者の池内了氏が，原理の定義について，述べられている。
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「物理学の理論を構成する基礎は，単純で普遍的な「原理」である。原理は，誰にとっても正しいと思われ
る言明だが，直接証明することができない。(これを仮説ということもあるが，一般に仮説は個々の現象に
対し研究を進めていく上で置く仮定のことで，原理に比べて適用範囲が狭い )。その言明を基礎にして理論
が組み立てられる。例，光速不変の原理，等価原理。」10

　池内氏によれば，理論を組み立てる前提として，原理はおかれるものであり，それは，仮説や仮定と同様
とみなすことができるというものである。また，「原理と法則は不可分の関係にあり，同一視してもかまわ
ない場合も多い」とも述べられている。11そうであれば，仮定や仮説，そしてまた原理や法則は，理論を組
みたてるうえの前提とされる概念とみなすことがとりあえずできるであろう。

池内氏は，原理と理論との関係性については，具体的な事例を挙げられている。

「例示してみよう。光速不変の原理がある。いかなる惰性系から見ても光の速さは同じという原理であり，
この原理は実験によってその正しさが確かめられているが，コレコレの理由でそれが正しいということは証
明できない。あくまで実験事実を基礎にしている。しかし，この原理を受け入れることで特殊相対性理論が
組み立てられ，法則性 (この場合は変換則で，二つの異なった等速運動する惰性系を結ぶ関係のこと )が予
言される。この関係はあらゆる実験事実を過不足なく説明することに成功しており，それによって光速不変
の原理そのものの正しさが認められているのである。」12

　相対性理論は，光速不変の原理を前提に組み立てられている。そして，その原理は，証明はできないが，
実験によって正しさが確かめられているという。アインシュタインは相対性理論の前提として，マイケルソ
ン＝モーリーの実験により，光速不変の原理をおいている。以上のことから，理論を組み立てるために，前
提とする原理は，実験等により確かめられていなければならず，法則・仮説・仮定も同様ということになる。
　したがって，フリードマンのいう仮定における条件は，少なくとも自然科学のそれとは異なるといえるで
あろう。

５　経済学の十大原理

　それでは，経済学において，理論の前提となる原理が，どれほどその現実性が確かめられているのか，経
済学の原理において，個別にみてゆくことにしたい。
　グレゴリー・マンキューは，自身の著書『入門経済学』のなかで，経済学の原理として，「経済学の十大原理」
をあげている。13

十大原理とは以下のものである。
第1原理：人々はトレードオフ (相反する関係 )に直面している。
第2原理：あるものの費用は，それを得るために放棄したものの価値である。
第3原理：合理的な人々は限界原理に基づいて考える。
第4原理：人々はさまざまなインセンティブ (誘因 )に反応する。
第5原理：交易 (取引 )は全ての人々をより豊かにする。
第6原理：通常，市場は経済活動を組織する良策である。
第7原理：政府は市場のもたらす成果を改善できることもある。
第8原理：一国の生活水準は，財・サービスの生産能力に依存している。
第9原理：政府が紙幣を印刷しすぎると，物価が上昇する。
第10原理：社会は，インフレと失業率の短期的トレードオフに直面している。

　これらの原理が，物理学の原理のように，実験によって実証されているとまではいかなくとも，経済の現
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実性をどれほど反映しているのかをみてゆくことにしたい。
　第1原理は，「人々はトレードオフ (相反する関係 )に直面している」である。ひとが，意思決定を行う場合，
複数の選択肢のなかから，何かを選択した場合，他の選択肢をあきらめるという意味であれば，日常経験し
ていることである。ただし，マンキューは，効率性と公平性との間にもトレードオフが存在しているという
指摘があり，これについて常にそうであるかどうかは留保が必要であろう。
　第2原理は，「あるものの費用は，それを得るために放棄したものの価値である」である。これは，機会
費用と呼ばれるものであり，経済学特有の概念である。具体的に，大学進学の例が記載されているように，
大学進学にかかる費用だけでなく，就職した場合の賃金などのように，選択肢のなかで，選択しなかったも
のも考慮するというものである。
　第3原理は，「合理的な人々は限界原理に基づいて考える」である。
　限界原理とは，19世紀のメンガーやジェボンズ等によって考案された，財の追加的な変化を問題にする
考え方である。それ以前は，財一般が問題にされた。たとえば，アダム・スミスは，『国富論』のなかで，
商品の価値を説明するために，水とダイヤモンドの例をあげているが，そこでは水一般とダイヤモンド一般
を問題にしている。これに対して，メンガーたちは，商品一般ではなく，商品の１単位の変化，すなわち限
界という概念を導入した。水とダイヤモンドの比較は，コップ一杯の水と，１個のダイヤモンドに対する効
用の変化を問題にし，商品の価値を説明した。
　意思決定する場合に，限界的な便益と限界的な費用を比較するというものである。こうした行動は，日常
的にわれわれが行っていることである。ひとつの商品を購入するかどうかは，商品に対する主観的な価値が，
商品の価格を上回っているかどうかで判断している。前者が限界的な便益で，後者が限界的な費用とするこ
とができる。
　第４の原理は，「人々はさまざまなインセンティブ（誘因）に反応する」である。このインセンティブとは，
行動を促す要因である。事例としては，りんごの値段が上がった場合，消費者は消費を減らし，農家は収穫
を増やすというインセンティブが生じることが挙げられている。経済現象を扱うので，インセンティブとし
ては経済的要因が想定されている。その他の，たとえば倫理的・文化的・制度的な要因が人々の経済的行動
にどのような影響を及ぼすのかについては言及されていない。
　第５の原理は，「交易 (取引 )は全ての人々をより豊かにする」である。互いに無いものを交換することに
より，より満足度が増加することは日常的にも経験することである。また，歴史的にみても，自給自足する
ことよりも，他の地域との生産物の交換を行うことが，生活が豊かになることは明らかである。こうしたこ
とは，国レベルの交易においても同様である。
　第６の原理は，「通常，市場は経済活動を組織する良策である」というものである。マンキューは，ここ
では計画経済との対比を行っている。計画経済では，国全体の経済厚生を向上させるために，中央政府が生
産や配分を決定した。しかし，こうした中央集権的計画経済システムは，ほとんどの場合，市場経済システ
ムに代わっているという歴史的事実を指摘している。市場経済においては，だれも社会全体の厚生を監視し
ていないにもかかわらず，達成されているのは，価格の変動によって売り手と買い手の行動が調整されるか
らで，社会主義はそれを中央政府が行おうとしたため失敗したのであると述べている。
　第７の原理は「政府は市場のもたらす成果を改善できることもある」である。まず，市場が成立するため
には，財産権が確立して，保護される必要がある。そのために必要な制度を維持・管理するために，政府が
必要であるとしている。
　また，公害などの負の外部性やカルテルなどの市場支配力による弊害などのいわゆる市場の失敗が生じる
ことがあることや，市場による不平等の是正には，政府の介入が求められるとしている。
　第８の原理は，「一国の生活水準は，財・サービスの生産能力に依存している」である。
　生活水準の歴史的な変化や世界全体における生活水準の格差は，生産性の相違によって説明できるとして
いる。生産性とは，一人の労働者が一時間あたりに生産する財・サービスの量である。そして，一国の生産
性の成長率は，平均所得の成長率を決定するとしている。マンキューは，この原理のなかでは，生産性につ
いてのみ述べているが，この生産性は生産能力に依存していると云いたいのであろう。しかし，世界各国に
おける生活水準の変化や格差の水準の説明要因として生産能力が大きな要因であることは間違いないが，そ
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れだけですべて説明できるとはいえないであろう。
　第９原理は「政府が紙幣を印刷しすぎると，物価が上昇する」である。これは1920年代のドイツで起こっ
た凄まじいインフレーションを歴史的事実として指摘している。第一次大戦で敗北したドイツは，ベルサイ
ユ条約で膨大な賠償金を課せられることになり，その支払いのため多額の政府紙幣を発行したことが，原因
とされている。しかし，この事実を一般化できるかどうかは議論が分かれるところである。とくに，物価が
貨幣供給量に比例するとする貨幣数量説として，一般的な説として常に成立するかどうは疑問である。
　第10原理は，「社会は，インフレと失業率の短期的トレードオフに直面している」である。
　いわゆるフィリップス曲線の存在である。経済学者のフィリップスは、失業率が下がるとインフレ率が上
がるという関係を見つけた。この関係を縦軸にインフレ率、横軸に失業率をとってグラフにすると右下がり
の曲線が描け，インフレーションと失業率とのトレードオフ関係になる。マンキューも，フリードマンらの
批判を念頭においているのか，懐疑的な経済学者も存在しているとしながらも，少なくとも短期的にはこの
関係について大方の経済学者が受け入れていると述べている。
　これまでみてきたように，マンキューの経済学の十大原理は，日常的にもまた歴史的にも観察されること
であり，気になるところがないわけではないが，基本的には理論の前提としての原理とすることに異論がな
いであろう。それでは，この経済学の十大原理から演繹すると，現在の主流派の理論モデルが導出されてい
るかといえば，それは無理であろう。この十大原理に加えて，あらたな原理や前提がどうしても必要である。

６　極大化原理

　たとえば，マンキューはこの第３の原理のなかで，次のようにも述べている。

「経済学を学習していくと，企業が利潤を最大にするために，どれだけの労働者を雇い，どれだけの製品を
生産し，販売するかを決めていることを，みることになる。また個々人も自分たちの満足度を最高にするよ
うに，何時間働き，稼いだ所得でどれだけの財やサービスを購入するかを決めていることも，みることにな
るだろう。」14

　マンキューがここで述べていることは，第３の原理である限界原理だけでは説明ができない。限界原理と
は別の原理が必要である。ここで述べていることは，企業が利潤極大化行動を取り，消費者は効用極大化行
動を取ることを意味している。これらの行動は，限界原理だけからは導けない。極大化原理ないしは最大化
原理が必要である。
　ここで，企業における極大化を考えてみる。企業は利潤を追求している。利潤とは，収入から費用を引い
たものである。この利潤をすこしでも多くしたいと思ってはいるだろうが，利潤を極大化するように，行動
しているかどうかは別である。もし仮に極大化しているとしたら，どうなるか。
　価格をp,数量をq，費用をc，利潤をπと定義すれば，収入Rは，

R=p・q

　となり，利潤πは

π＝p・q－ c

　となる。利潤極大化の条件をおくと，

∂π――
∂q

 ＝ 
∂( p・q)
――――
∂q

 － 
∂c
――
∂q

 = 0

　となる。完全競争市場が前提で，価格が所与であるとすると
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p
- = 

∂c
――
∂q

 

　となり，価格＝限界費用となる。完全競争市場を前提としないのであれば，

∂( p・q)
――――
∂q

 ＝ 
∂c
――
∂q

 

　となり，限界収入＝限界費用となる。
　それでは，実際に，企業は利潤極大化するように行動しているのであろうか。企業が実際にはどのような
方式で，価格や数量を決定しているのか，この問題について1930年代にイギリスの企業を対象にオックス
フォード大学が調査した。いわゆるオックスフォード経済調査である。この調査は，イギリスの企業者にイ
ンタビューを行うかたちで行われた。その結果，利潤極大化の条件である，限界収入と限界費用とを一致さ
せるように価格や数量を決定するのでなく，1単位あたりの主要費用に対して，共通費用をカバーし，利潤
のための一定の比率を加えて価格を算定するという方式を取っていることが明らかになった。この方式を，
フル・コスト原則と呼んでいる。15　この後，この問題について，学会誌上で論争が行われたが，利潤極大
化原理が実証されることはなかった。結局，先に述べたフリードマンの主張によって，論争は終わっている
状況である。
　もうひとつの問題は，利潤極大化の原理が成立するためには，その前提として，限界費用が逓増していな
ければならないということである。価格が所与となる完全競争市場を考えてみよう。完全競争市場の場合，
価格は市場で決定されると考えるので企業によって価格は所与とされ一定となる。したがって価格 (p)と販
売数量（q）の積となる収入曲線（R）は，直線となる。利潤極大化の条件は，価格 (p)＝限界費用（mc）と
なる。限界費用は，１単位あたりの追加的費用なので，費用曲線（c）の接線として表せる。その接線の傾
きが収入線の傾きとが平行になるところが利潤極大点となる。こうしたことが可能となるのは，図１のよう
に，費用曲線が右上がりの曲線であり，それによって限界費用が増大していくことになることが前提となっ
ているからである。

 
 
 
 
図１ 利潤極⼤化の条件 
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図１　利潤極大化の条件

　しかし，なぜ生産量の増大とともに，限界費用が逓増するのであろうか。そしてまた現実の企業において
限界費用は逓増しているのであろうか。ほとんどの経済学の教科書において，この非常に重要な事柄につい
て，説得的な説明やエビデンスについての記述がないのが不思議である。そうしたなかで，限界費用逓増に
ついてのエビデンスとして，東北電力の例を紹介されているのが，神取通宏氏である。16 
　東北電力の所有する発電所ごとの発電にかかる可変費用と発電能力から限界費用を算出されている。発電
方式ごとに，原子力発電と水力発電は可変費用がないと考えて限界費用はゼロ，その他，石炭火力発電が，1.6
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から1.8，LHG火力発電が5.1から6.9，石油等火力発電が7.1から8.3となっている。さらに，利用率は電子
力と水力は記載がないが，石炭火力が81.4％から69.5％，LNG火力発電が63.3％から34.5%，石油等火力が
19.3%から10.9％である。限界費用が小さい発電所ほど利用率が高く，限界費用が大きくなるに従って，発
電所の利用率が少なくなっている。このことは，あたかも発電量の増大とともに，限界費用が逓増している
かのようにみえる。このこと自体は，事実であろう。しかし，この事実をもって，生産量の増大にともなっ
て限界費用は逓増していることのエビデンスになりうるのであろうか。

表１　東北電力の費用構造（2001年度）

　東北電力は，ほぼ1社で東北地方の電力供給をまかなう企業である。いわゆる自然独占の企業である。季
節や時間帯また気温などによって変動するであろう電力需要に応じて停電を生じさせることのないように機
敏に電力供給を行うという，いわば社会的インフラとしての役割と責務を担っている。そのためには，電力
供給においてかなりの余裕をもった体制を取っているはずである。
　しかし，一般の民間企業にこのような責務はない。1企業でまかなえなければ，他の企業が供給するであ
ろうし，市場への新規参入が生じたり，輸入が増加するなどにより供給されるであろう。したがって，生産
設備を過剰に保有する必要はないし，低い利用率の設備を温存する必要もない。通常80％ほどの稼働率が
想定されているなかで，東北電力の事例のように10.9％の利用率の設備を温存することなど通常の企業では
考えられないだろう。限界費用が高く，利用率の低い設備は整理して，効率の良い設備だけを残し，利用率
を高めるだろう。その意味では，東北電力がきわめて特殊な事例であり，これをもって限界費用の逓増の一
般的な事例とするには無理があると言わざるを得ない。17

　それでは一般的な企業ではどうであろうか。有名なものとしては，シルバーストン曲線がある。（図２）
　イギリスの経済学者である，マクシーとシルバーストンは，イギリスの自動車産業を対象とした調査を行
い，自動車生産台数と平均費用との間には一つの顕著な関係が存在することを指摘した。生産台数が増加す
るにつれて平均費用は低下するが，そのような傾向は10万台の水準まで明白に存在し，それ以上生産が増
加しても平均費用はほぼ一定という関係である。平均費用が一定であれば，限界費用も一定となる。その後
も実証的な研究が続くが，それらが示す調査結果は，限界費用一定であるという事実である。
　限界費用が一定ということになれば，価格や生産量を決定するために，利潤極大化原理を使うことはでき
なくなる。
　しかし，この曲線は，技術的最適規模の調査であり，設備投資をともなう生産量の変更を前提とした長期
のケースである。東北電力の例は，設備投資を伴わない短期のケースである。そこで問われているのは，生
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産設備を所与として，操業度が変化した場合である。このケースについても，マクシーとシルバーストンは，
調査している。標準的な稼働率80％のときの自動車生産の総原価に占める各費用項目の構成比率と，さら
に稼働率が変化した場合の総原価の変化を調べている。表２は，彼らが調査したある企業の操業度の変化し
たときの１台あたりの総原価の変化率の対応関係を示している。それによれば，稼働率117.7％のときには，
-1.4％であり，65.4％のときには+3.0％であった。そのうえで，彼らは，「短期的な生産量の変動が原価に及
ぼす影響はほとんど無視してよいであろう。」と結論付けている。18 

表２　Ａ社の原価と生産量

標準⽣産量を１００とした場合の⽣産量 実際の1代当り原価における増減の％
117. 7 -1. 4
106. 0 -0. 3
104. 1 -0.15
104.０ -0.25
102. 9 -0.05
95. 8 +0. 4
93. 7 +0. 6
91. 5 +0. 7
84. 3 +1. 3
78. 3 +2. 5
77. 8 +2. 1
65. 4 +3. 0

マクシー・シルバースタイン（1965),10表,68⾴より

　　　　　　　　　　　図２　シルバーストン曲線

　　　　　　　　　　　（マクシー・シルバーストン (1956)『自動車工業論』102頁より）
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７　人間の介在の問題

　社会科学が自然科学と異なるとされるもうひとつの理由は，社会現象は人間が介在するという点である。
人間の行動の結果として，社会現象が発生しているならば，人間の行動が変化すれば，社会現象も異なるの
ではないかという考え方である。したがって，同じように経済政策を行ったとして，過去の経験を元に，想
定とは異なる行動が生じれば，経済政策の効果は想定どおりにはいかなくなる可能性が出てくる。したがっ
て，社会科学の場合には，人間の行動の変化を組み込んだモデルが必要になる。こうした観点から，ケイン
ズ経済学を批判したのが，いわゆる「ルーカス批判」である。ケインズのモデルには，経済主体の行動の変
化が欠落している，つまりミクロ的基礎が欠如していると。
　このルーカス批判に応えるように，マクロなモデルにミクロ的基礎として，企業や家計の行動が組み込ま
れることになるのであるが，過去のデータによるパラメータではなく，将来の予想（フォーワード・ルッキ
ング）をもとに現在において合理的な決定を行う（ディープ・パラメータの設定），いわゆる合理的期待に
もとづいているところが特徴である。しかし，この改良は現実を反映しているのであろうか。代表的な企業
や個人が想定され，その行動は将来まで予測して，現在においてもっとも合理的な行動をとるという想定は，
結局のところ，消費者は効用最大化行動をし，生産者は利潤最大化行動をすることにかわらない。こうした
改良は，ルーカス批判に応えることになるかもしれないが，現実の経済に応えることになるとはいえないの
ではないだろうか。19 

８　おわりに

　かつて，ハーバード大学の教授であったシュンペーターが経済の現実と理論との関係について，次のよ
うに語っていたことを , 当時留学していた経済学者の都留重人が紹介している。

「数理経済学のいちばん熱心なパトロンであったにもかかわらず，経済学よりも数学にたけた一部の学者が，
しばしば現実の経済を見失うのを評して，「おもちゃの鉄砲をもって実戦のざん壕にはいるべきではない」
と語ったものである。」 20

　何十年も前に，シュンペーターが語った事柄は，残念ながら，現在においても当てはまる。リーマン・ショッ
クを予想できなかったことは，まさに，おもちゃの鉄砲をもってざん壕に入ってしまった結果であったとい
えるかもしれない。
　いま必要なことは，おもちゃの鉄砲の改良ではなく，実戦でほんとうに使える武器をもつことである。そ
のためには，現実の経済によって裏打ちをされた原理にもとづいて，理論を構築することではないだろうか。
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