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マーシャルの初期心理学研究と経済学における
人間研究の意義
松

Ⅰ

山

はじめに

直

樹

は，ケンブリッジに戻った後，シジウィックの
紹介で他のカレッジの道徳科学を研究する人々

本稿 の目 的は ， アル フレ ッド ・マ ーシ ャル

と交流をもつことができた3）。彼は，1867 年に

（Alfred Marshall, 1842-1924）の研究遍歴を考

グロート・クラブへの加入が認められると，本

察することを通じて，彼の人間研究の意義を評

格的に心理学の研究を開始した。マーシャルに

価することにある。この分析によって，マーシャ

とって，心理学は，人間の能力が発達する可能

ルの主著『経済学原理』
（以下，『原理』と略記）

性 を探 求 する 魅 惑的 な 研究 で あっ た（Keynes

で述べられた「経済学が一面においては富の研

［1933］1972, p.171／訳 230頁）。

究であると同時に，他面において，またより重

ところが，マーシャルの心理学研究はそれほ

要 な 側 面と し て 人 間研 究 の 一 部 であ る 」

ど長く続けられたわけでない。マーシャルは，

（Marshall 1961, 1／訳 [一] 2 頁 ）と いう 言葉

1867 年に 経済学の 研究を 開始して おり（Pigou

の真意を，より明確に理解することができるで

1925, p.358），1872 年頃， 経済学を生涯の学問

あろう。
マーシャルは，ケンブリッジ大学の数学科を

にすることを決心した。マーシャルが経済学者
となる道を選んだという事実は，心理学研究に

セカンド・ラングラーで卒業した後1），10 ヶ月
間，ブリストル郊外のクリフトン・カレッジで
数学の臨時講師を勤めた。そして，カレッジで
同僚となったモズリーの紹介でシジウィックと
相識の間 柄になった2）。 そのため， マーシャル
1）ケンブリッジ大学の学位認定試験はトライポス
（tripos）と呼ばれている。四人の試験官が，一人
あるいは二人一組で試験問題を出題する形式で
ある。 通常は筆記試験である。試験は二部構成
になっており，パートⅠに合格した者がパート
Ⅱの受験資格を得る。そして，パートⅡの合格
者にはラングラー（wrangler）の名称が与えられ，
フェローシップが約束される。マーシャルは数
学のトライポスを二位で合格した。詳しくは Groe newegen
（1995）を参照されたい。
2）マーシャルは，同じ数学教師であったディキン
ズを通じてモズリーと知り合っている。 当時，
モズリーは，シジウィックらとともにグロート・
クラブ
ケンブリッジの討論サークル
に
参加していた。

3）マーシャルはシジウィックが亡くなった後，「私
は名義において彼［シジウィック］の教え子で
はなかったのだけれども，実質的に道徳科学に
おいて彼の生徒であった」
（ Keynes［1933］1972,
p.168／訳 225 頁）と述べている。ところが，マー
シャルとシジウィックは，経済学トライポスを
めぐって対立した。マーシャルがケンブリッジ
大学の教授就任演説のなかで経済学を道徳科学
のトライポスから独立させる必要性を説いた一
方で，シジウィックは経済学と道徳科学が不可
分であると考えたからである。さらに，本稿で
明らかにするように，マーシャルにとって心理
学研究は，経済学理論を支えるものである。こ
のようなことから，マーシャルのシジウィック
への私淑と経済学の専門化に対する態度の矛盾
は， マーシャルの 『原理』の性格
定式化さ
れた経済法則にもとづいて物質的福祉の向上に
ついて論じており，精神的福祉の向上のメカニ
ズムや分析上の基礎となる柔軟な人間本性の考
察を捨象している
と密接に関連していると
思われる。

60（614）

経 済

対する関心を完全に放棄したことを意味するの
であろうか。
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［マーシャル］の原初的思考様式や思想の視点を
見定めていくことは，頑固な旧来のマーシャル

旧来のマーシャル研究において，マーシャル

像を大きく旋回させていくうえで，大きな意義

の心理学研究は，彼の研究上の単なる出発点と

をもっているのは確かである」
（岩下 2008, v 頁）

して位置づけられていたにすぎない。例えば，

と述べた。このように，近年の先行研究によれ

馬場（1961, 4-5 頁）によ れば， マーシャ ルの経

ば， マーシャルの心理学 研究は，「 彼の経済学

済学研究の開始は，心理学の研究を通じて，彼

の出発点」という狭義の解釈から「マーシャル

が人間本性を向上させうる経済的条件の重要性

研究の新たな解釈を促進するもの」として広義

に気づいたことに起因しているという。また，

に解釈される傾向にあるといえる。

マーシャルの心理学研究論文の存在を認識して

また， ケインズの「マ ーシャル伝」 に は，
・・・・・・・・・・・・
晩年のマーシャルが自らの理想が経済学ではな
・・・・・・・・
く心理学にあったと述べたことが記されている

いた Whitaker（1975, vol.１，pp.7-8）でさえ，
心理学研究が彼の経済学と通底していることを
論じていない。

5）

（Keynes ［1933］1972, p.200／訳 266 頁）。 こ

このような解釈は，マーシャルの心理学研究

の記述は決して看過することのできないもので

論文の公刊によって大きく変容することになっ

ある。だが，さらに重要な論点として，彼の理

たといえる。例えば，マーシャルの第三心理学

想とした心理学が具体的にどのような学問的性

研 究 論文

の議 論 を 参考 に し

質であるのかという問題がある。なぜなら，マー

て4）， 西岡（2003）は『原理 』で展開さ れている

Ye Machine

シャルは，経済学には実験的な手法を用いる社

分業構造に関する議論を多元的に進化する脳組

会心理学が必要だと述べているからである。し

織 とし て捉 える こと から ， そし て， Raffaelli

たがって, 本研究は, マーシャル の理想が初期

（2003）は『原理』第四編における人間の思考や

心理学研究にあることを明らかにし, それが彼

運動に関する議論を神経生理学として捉えるこ

の有機的な経済成長理論に不可欠な人間研究と

とから，心理学研究と経済学の関係性を示唆し

して評価できるという視点から議論を展開する。

た 。 松山（2010）は ， Ye Machine

このようにして，先行研究から導かれた広義の

にお ける

性格（character）に関す る分析 が， マーシ ャル
経済学で想 定される人間本性（human nature）
の概念に反映されていることを指摘した。また，
松山（2009a）では，マ ーシャルの心理 学研究で
扱われる共感の概念を詳細に検討することから，
彼の有機的な経済成長理論──人間と社会の相
関的進歩──の根源的なメカニズムが心理学研
究にもとづく共感の概念に拠っていることが明
らかにされた。さらに，岩下（2008）は，マーシャ
ル の心理 学研 究に 取り組 むこ とに よっ て 「彼

4）第三心理学研究論文 Ye Machine は〈脳−身
体モデル〉や〈大脳−小脳−身体モデル〉という
ように，擬人化された機械を想定することによっ
て，人間の精神現象を分析したものである。 詳
細は，西岡（1993; 1997），Raffaelli
（1994; 2003），
松山（2009a; 2010）を参照されたい。

5）本稿で Ke ynes（ [1933] 1972）と記されるものは，
ケインズの『人物評伝』に収められた「マーシャ
ル伝」である。尚，白井（1933）は，ケインズの
「マーシャル伝」が経済学史研究における貴重な
資料であるとともに，文学作品であることを忘
れてはならないと指摘している。さらに， ケイ
ンズとともにブルームズベリー・グループ──
秘密サークル──に属していたリットン・スト
レイチーは，人物評伝という文学の一ジャンル
を形成しており，ケインズのそれもストレイチー
の作品と比較に耐えうるものであるという（白井
1993, 153 頁）。 白井（1993）以外にも，マーシャ
ルの出生に関する記述の修正が Coase（[1984] 1
996）や Groenewegen
（1995）によってなされてお
り， 現状では，西岡（1997）がもっとも正確であ
るという評価がなされている。ところが，「マー
シャル伝」に記されているマーシャルの言葉の
信憑性を再調査する研究は， 現在のところない
ように思われる。
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解釈をより明確なものにする。さらに, 彼の初
期心理学研究とマーシャル経済学で扱われる心
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（１）学問移動の原因１：実際的緊急性
マーシャルは 1867 年から 1868 年にかけて心

理学が，どのような関係にあるのかということ

理学研究に取り組んでいた。そして，グロート・

を明らかにすることもまた本稿の課題である。

クラブにおいて四編の心理学研究論文を報告し

以上のような問題意識のもと，本稿は次のよ

た6）。 彼の心理学研究の 目的は，人 間の能力が

うに展開される。まず第Ⅱ節において，マーシャ

発達する可能性を探求することであった（Keyn-

ルの初期心理学研究から経済学へ学問移行の原

es［1933］1972, p.171／訳 230 頁 ）。特に ，第
二心理学研究論文 Ferrier's Proposition One

因について探求する。第Ⅲ節では，マーシャル
の考える経済学の方向性が有機的な経済成長理

のなかで指摘されているように，マーシャルは，

論にあることを指摘する。さらに，彼の有機的

スコットランド学派の試みることのなかった，

な経 済成長 理論が ，1875 年のアメ リカ研 究旅

自我を客観的に分析する必要性を強く感じてい

行によって経験的事実を提供されていることを

た（Marshall 1867b, pp.110-111）。それゆえ，

明らかにする。つづく第Ⅳ節では，マーシャル

第三心理学研究論文

Ye Machine

では，連

の理想が経済学ではなく心理学にあることを明

合主義心理学の分析手法にもとづいて人間の意

確にする。さらに，マーシャルのいう理想とし

識メカニズムの解明が試みられた。

ての心理学が初期心理学研究と整合的であるか

ところが，マーシャルは，若い頃から労働と

どうかについて論ずる。最後の第Ⅴ節では，全

休息の関係について関心を抱いていたことに加

体のまとめを行い，経済学の制度化に伴うマー

えて7）， 都市部におけ る貧困問題が顕 在化しつ

シャル経済学の実践的な側面について若干の示

つあったことから，心理学が外的環境の変化そ

唆を与える。

のものについて説明できないことを認識した。
彼の心理学研究は，外的環境の変化による受動

Ⅱ

心理学研究から経済学へ

的な影響を考慮して，人間の肉体的・知的・道
徳的な行為を実行させる意識メカニズムを検討

本節では，なぜマーシャルが心理学研究から

するものであった。そのため，心理学研究では，

経済学へ学問移動をする必要があったのかを明

外的環境の変化に内在する法則性やその作用因

らかにすべく，彼の学問移動の原因を，
（1）実際

について分析することができなかった。結果と

的緊急性，
（2）経済学の数学的定式化，という二
つの側面から各々探求する。

6）マーシャルの心理学研究論文は，以下のとおり。
第一論文 The Law of Parcimony（節約の原則），
第二論文 Ferrier's Proposition One（フェリエ
の第一命題），第三論文 Ye Machine（機械論），
第 四 論 文 The Du ty of Log ician or the
System-make r to the Metaphysician and to
the Practical M an of Science（形而上学者や
実践的科学者に対する論理学者ないし学説の作
り手の責務）。第一論文および第二論文は，Loasby
（ 2006）や門脇（2007）に詳しい。第四論文は Raffae lli
（1994），Groeneweg en
（1995）に詳しい。

7）労働と休息について，マーシャルは次のように
述べている。「17 歳頃に，生涯における一転機が
生じた。私はリージェント・ストリートで，ひ
とりの職人がショーウィンドウの前でぽかんと
立っているのを見た。彼は，商店の窓にその店
の商売を簡単に記した案内の文句をスケッチす
る準備をしていたのである。 それはガラスに白
い文字で書き付けられるものであった。仕上げ
を立派にするためには，腕と手を用いるたびに
［それらを］のびのびと一気に運ぶ必要があった。
おそらく激しい緊張が占めていたであろう。彼
は心臓の鼓動がおさまるように，一筆ごとに数
分間そのままじっとしていた。もしも彼がこの
ように失われた十分間を節約したならば， 彼の
雇い主は，かえって一日分の賃金の価値以上の
損害を被ったであろう」
（ Keynes［1933］1972, p.
165／訳 221-222 頁）。

62（616）

経 済

して，マーシャルは，友人からミルの『経済学
原理』を薦められたことも影響して，経済学に
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十分に認識していた。
また， 1859 年 にダーウ ィンの 『種 の起源 』

関心 を寄せ ていく ことに なる（Keynes ［1933］

が出 版さ れた ことを 契機 にして ， 進化 論が，

1972, p.171／訳 229 頁 ）。マーシャ ルは学問移

1860 年代から 70 年代にかけてヨーロッパの社

動時の心情の変化について，ジェームズ・ウォー

会思潮に対して大きな影響を及ぼした。そして，

ド宛 の手 紙（1900 年 11 月 23 日 付け ）のな かで

自然界における生物進化の法則が社会経済現象

次のように述べている。すなわち，

に適応しうると主張したのは，ハーバート・ス
ペンサ−であった（飯田 1996, 363-364 頁）。マー

私は ， 1871 年 頃 まで 自 分 の本 拠 地 が精 神 科

シャルの経済学が，スペンサーの影響を受けて

学（Mental Science）にあると いつも言っ てい

いたことはよく知られているが，実際には，経

ま した。 しかし ながら ，徐々 にでは ありま す

済学研究を開始する以前の心理学研究もまたス

が ， 福祉（well-being）に 対す る手 段と して 経

ペンサーの影響を受けていた。

済 学研究 のます ますの 緊急性 が私の なかに 次

マ ー シ ャ ル は ， 第 一心 理 学 研 究 論 文 The

第 に高じてきま した。1871 年 から 72 年頃に，

Law of Parcimony の なかで ，ス ペンサ ーの

私 は心理 学ない し経済 学のど ちらに 生涯を 捧

共感の概念に対するアプローチが決定的に重要

げ るのか という ことを 決めな ければ ならな い

であると評価した（Marshall 1867a, p.99）。第

時 がやっ てきた のだと 自分自 身に言 い聞か せ

三心理学研究論文

ま した。 私は一 年間も 迷って いまし た。な ぜ

のメカニズムについて議論を行い，自然選択の

Ye Machine

では，共感

な ら， 探求の楽 しみと いう点 で心理 学のほ う

力のなかで共感の原理がもっとも強い力をもつ

を 常に好 んでい たので すが， 経済学 は，富 の

ことを主張した（Marshall 1868a, p.130）。『原

成長
（the growth of wealth）に関してで はな

理』においても，スペンサーの社会有機体説を

く ， む しろ 生 活の 質（the quality of life）に

参考にして，共感の概念を中核とする経済社会

関 して，実際 的な緊急性（practical urgency）

に おける 適者 生存 の法 則に つい て述 べて いる

を ますま す大き くして いました 。そ して， 私

（Marshall 1961, p.243／訳［二］ 161 頁）8）。 こ

は そこ
［経 済学］
に 落ち着きました …。
（Whitaker 1996, vol.2，p.285）

のように，マーシャルが心理学研究以来，一貫
してスペンサーの議論を考慮していたことは明
らかであろう。

1860 年代 のイ ギリス はヴィ クト リア朝 の繁

スペンサー自身はまた，マルサスや J.S.ミル

栄期にあった。そのような中で，都市部におけ

の経済学からの影響を受けて適者生存の法則を

る労働者階級の平均所得が上昇する傾向を示す

展開した
（飯田 1996, 364 頁）。前述したように，

一方で，実際には，貧富の差が拡大していた。

マーシャルも経済学を研究するにあたって，友

そして，イギリスは，1870 年代から 1880 年代

人からミルの『経済学原理』を薦められていた。

にかけて大不況期を経験することになる。この

グローネヴェーゲンは，「
［初期のマーシャルに

よう な事 実を ふまえ て， マ ーシャ ルは 「 この

よる］ミル研究は， マーシャルの経 済学的思考

［貧困 に起因する］弊 害は累積的なもの である」

の発展にとって数十年も続く重要なものであり

（Marshall 1961, p.562／訳［四］ 86 頁）と述べ

続 けた 」
（Groenewegen 1995, p.149）と述 べて

た。貧困問題は実際的な緊急性を有するもので

いる。マーシャルは，スペンサーとミルの両者

あった。上記の手紙に明らかであるように，若
きマーシャルは，人間の質に影響を及ぼす生活
の質に関する問題が深刻になりつつあることを

8）マーシャルの共感の概念に関する議論は， 松山
（2009a）に詳しい。
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から影響を受けたことによって，人間を取り巻

は ， 事実 上， 1867 年 から 1870 年 の期 間に 完

く社会的環境の変化を考慮する端緒を開くこと

成 されま した。 その期 間に， 私はリ カード ウ

ができたと考えられる9）。
したがって，マーシャルの初期心理学研究は，
人間の能力が発達する可能性を探求するもので

や スミス の学説 に関す るミル の見解 を数学 に
翻 訳して いまし た。そ して， ジェヴ ォンズ の
本 が現れ た時， 私は， ただち に，彼 にどの 程

あったが，外的環境の変化を考慮することがで

度 同意し ，ある いはど の程度 同意で きない の

きないという点において，貧困問題を解決する

かを分 かっていました。それからの四年間に，

ための手段を持ち合わせていなかった。それゆ

私 は，数 学的な 独占理 論やミ ルの国 際価値 に

え，外的環境と人間の能力の相互規定的な関係

関 す る問 題（こ の 一部 分は ， 平 易な 方法 が パ

を分析することができると思われた経済学を研

ン タ レオ ーニ によ る Principii di Economia

究する必要があったのである。次に，マーシャ

Pura に印 刷された ）に関する 図表的 扱いに つ

ルの学問移行の原因に関するもうひとつの動機

い て 相 当 に 研 究 し ま し た 。 … 1870 年 か ら

を考察する。

1874 年の間に， 私は，自 らの理論的 見解
（ the
oretical position）の内容を発展させたのです。

（２）学問移動の原因２：経済学の数学的定式化

（Whitaker 1996, vol.3. p.183）

マー シャ ル は 1860 年 代後 半 に， J.S.ミ ルの
『経済 学原理』を 数学に翻訳する作 業に取り組

実際には，1869 年に書かれた「リカードウの

んでいる10）。マーシャルは，経済学の研究を開

供給 と需要 につい て（On Ricardo on Supply

始した頃のことにつ いて，J.B.クラーク宛の手

and Demand）」と いうメ モ書 きが ， マー シャ

紙（1908 年 3 月 24 日付け）のなかで次のように

ルが初めて経済学について書いたものとして残

述べている。すなわち，

されている11）。そして，上記の手紙に示されて
いるように，彼は，ジェヴォンズやミルの価値

価値や分 配の理 論に関す る私の主 な立ち位 置

論に関する議論に注目していたのであり，1872
年 に「ジ ェ ヴォ ン ズ氏 の『 経済 学 の理 論 』
（Mr.

9）さらに， マーシャルの宗教的な信条の側面を考
慮する必要がある。マーシャルは，厳格な福音
派の家庭のなかで育ったのであり，彼の父親は
マーシャルを聖職者にすることを目的にパブリッ
ク・スクールへ通わせていた。
10） ケンブリッジ大学のマーシャル・ライブラリー
のボイド・スプラッドブリー氏およびローラン
ド・トーマス氏によれば，マーシャルが数学的
定式化を試みる際に書き込みをおこなったミル
の『経済学原理』は，ケンブリッジ大学中央図
書館の貴重書コレクションに所蔵されていると
い う 。 this volume ［Marshall's annotated
copy of Mill's Principles of Political E conomy］ is actually held by the central University Library in their rare books collection .
（From Boyd Spradbury, 2009/02/26）電子メー
ルの一部を抜粋。また，グローネヴェーゲンは，
ミルの 『経済学原理』 第四編第三章第四節にお
けるマーシャルの書 き込みの一部を自著 A
Soaring Eagle に 掲載 して いる（Groenewe gen
1995, p.147）。

Jevons' Theory of Political Economy）
」12） を，
1876 年に「ミル氏の価値論（Mr. Mill 's Theory
13）

of Value）」 を発 表し た。 さ らに， 1870 年代
の彼の経済学研究に関するマニュスクリプトに
は，クールノーやチューネン，チュルゴーらの
14）

経済理論について検討したものがある 。この
ように，マーシャルによる数学的な経済分析の

11）Whitaker
（1972, vol.2, p.260）。現在のところ，
筆者は，マーシャルが 1868 年以前に経済学につ
いて書いたものについて確認していない。
12）Pigou（1925, pp.93-100）。
13）Pigou（1925, pp.119-133）。
14）例えば， Annotations of Cournot（Whitake r
1972, vol.2, pp.242-243），O n von Thunen（ibid.,
pp.250-252），O n Turgot （ibid., pp.252-253）な
どがある。
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マーシャルは次のように述べている。

ら 1874 年に かけて，マ ーシャルは古 典派経済
学の数学的な理論を中心に研究していたといえ

わたしは ，その主 題
［数 理経済学（Mathemati

る16）。1870 年代前半のマーシャルは，古典派経

co-economics）］
に関する後年の研究において，

済学の議論を数学的に解釈することに熱心であっ

経 済仮説 を扱っ ている 価値の ある数 学の定 理

たのであり，それゆえ，経済学を数学的に定式

（good mathematical theorem）が優れた 経済

化することに自らの活躍できる場があると認識

学（good economics）で あ る 可 能性 は 極 め て

していたと考えられる。

低 いとい う考え が大き くなっ たこと を認識 し

マーシャルがこのような数学的定式化をおこ
なった背 景には，「経済学に対する 数学のもっ

て います。
（ Whitaker 1996, vol.3, p.130）

とも有用な適用は，少数の記号を短くシンプル
に適用することであり，経済の無限の複雑さを

さらに，ケンブリッジ大学の経済学教授職を

表現することよりも，むしろいくつかの小さな

退いた後のマーシャルは，
「わたし
［マーシャル］

部分に光を投ずることを目的としている」
（Mar-

は， 現在［1909 年現在 ］， 数学的 な言語を 安易

shall 1898, p.39）という認識があった。マーシャ

に 用い ない よう にし てい る 」
（Whitaker 1996,

ルは，単純化された問題の解決を積み重ねてい

vol.3, p.228）と 述べており，経済学への数学の

くことによって，現実の複雑な問題を解決する

直接的な適用を控えていた。このように，マー

ことができると考えていた。

シャルは経済学研究を進めるにしたがって，数

ところが，マーシャルの『原理』では，グラ

学的定式化に経済学としての説明力を見出さな

フや図式を用いて経済の分析がおこなわれてお

くなったと考えられる。図やグラフによって経

り，数学的に定式化されたものは，そのほとん

済理論を論証するというマーシャルの研究姿勢

どが巻末の付録に収められた。積極的に数学的

は，1875 年から 1877 年にかけてほぼ完成して

定式化を行なっていたマーシャルが，経済現象

いた二編 の草稿「外国貿 易の純粋理論」と「国内

を数学ではない言語で論証した背景には，どの

価値の純粋理論」にも表れている17）。

ような認識や意図があったのであろうか。ボー
レイ宛の手紙
（1906 年２月 27 日付け）のなかで，

以上より，マーシャルが心理学研究から経済
学へ移った原因は，
（1）貧困問題などの実際的緊
急性を心理学研究が扱えないこと，
（2）
経済学の

15） 主要なマニュスクリプトは，ホイティカー氏に
よって編纂された The Early Econom ic Writings
of Alfred Marshall 1867-1890 に収録されてい
る。
16）ケインズは，「マーシャルの真剣な経済理論研究
は 1867 年に始まった。彼の独 特な学説は 1875
年までにかなり発展していたのであり，1883 年
には，それらは最終的な形態をとりつつあった」
（Ke ynes [1933] 1972, p.179／訳 240 頁）と伝え
ている。さらに，馬場は，「1875 年のアメリカ研
究旅行に出発するまでは，なお既存の経済学説
を吟味し，そのうちから経済の純粋理論をつか
みだすことに主眼が置かれていた」（馬場 1961,
31 頁）と述べている。このように，マーシャルが
1874 年以前に数学的な経済学に集中的に取り組
んでいたことは，これらの先行研究が示すとお
りである。

数学的定式化の可能性が残されていたこと，と
いう二つがあると考える18）。次節では，後年の
マーシャルが数学的な分析を展開しなかった根
拠を明らかにすべく，彼の経済学の特徴につい
17）マーシャルは夫人との共著である『産業経済学』
のために，これら二編の論文を発表しなかった。
ところが，二編の論文で示されたアイデアの優
先権を奪われることを危惧したシジウィックは，
それらを非公式に印刷し，各国の経済学者に配
布した（Keynes [1933] 1972, p.185／訳 248 頁）。
18）マーシャルの学問移行の原因として，本論で検
討した二つの原因のほかに， 社会主義への情熱
が考えられる。 なぜなら，心理学研究に取り組
んでいた 1860 年代後半に，マーシャルは，マル
クスなどの議論に強い関心を寄せていたからで
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て述べる。

けが変化 していく。『原理』第五編 で展開され
た部分均衡理論
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ひとつの市場において需要

と供給が一致する点を部分均衡とする経済分析
は， い く つ か の制 限（limitations）や 条 件

本節では，マーシャル経済学の特徴を人間研

（conditions）を設けることによって，経済問題

究という観点から明らかにする。そのため，第

を図形的に説明可能にしたものである（ibid., p.

一に，マーシャルの考える経済学の向かうべき

182／訳 243 頁） 。マーシャルは，経済現象を

方向性について考察する。第二に，マーシャル

難解な数学によって証明することに経済学の意

19）

の目指した経済理論の基礎に人間研究が含まれ

義を求めていたのではない。彼は，経済学者な

ていることを指摘する。

どの専門家だけでなく，労働者階級やビジネス
マン20）に対しても経済学の考え方を浸透させる

（１）経済学者のメッカ
マーシャル は『産業経済 学』を「労働 者階級の
読者のた めに，やむ をえず簡単なもの にした」

ことを課題にしていた。
マーシャルはまた，数学的発想が単純な経済
現象を分析する場合には有効ではあるが，複雑

（Keynes ［1933］1972, p.182／訳 243 頁）と述

な経済現象の場合には別の論理が必要であると

べており， こうして，『産業経済学』 以後にお

考えてい た。なぜなら，「断片的な 静態的仮説

けるマーシャル経済学の数学的定式化の位置づ

は， 動態的 な

あ るい はむし ろ生 物学 的な

概念に対する一時的な補助手段として利用
ある。例えば，マーシャルは，「この意味におい
て，現代のすべての経済学者は社会主義者であ
ります。 私自身も経済学について何も知らない
以前から，すでに社会主義者でした。私が 40 年
前［1867 年］に，A.スミスやミル，そしてマルク
スとラッサールを読んだのは，社会改革におい
て国家やそのほかの機関によって実現できるも
のは何かを知りたいと思う願望からでありまし
た」
（Marshall 1907, p.334／訳 143 頁）と述べて
いる。さらに，八木によれば，「彼［マーシャル］
はドイツ語が読めたから，彼は 1867 年に刊行さ
れたばかりの『資本論』第 1 巻をひもといた数
少ないイギリス人の一人であったのかもしれな
い」
（八木 1993, 141 頁）と いう。マーシ ャルは
1867 年に経済学研究を開始して以来，10 年間を
社会主義の研究を熱心に行っていたことを告白
している（Marshall 1923, p.vii／訳［一］8 頁）。
ところが，ツルベリーによれば，「彼［マーシャ
ル］は，その用語［社会主義］のより特定された意
義を， とりわけオーウェン，ラッサールおよび
マルクスの著作と結び付けて理解していたので
あり，彼は彼らの著作を読んで賞賛したのであ
る。しかし，…彼らの著作は，現実から離れて
いたので，彼を魅了するのとほとんど同じくら
い 彼 に 嫌 悪 感 を 抱 か せ た 」（M cWilliamsTu llberg 1975, p.76）と指摘している。1867 年
がマーシャルの心理学研究が開始された年であ
ることを考えれば， 彼の心理学研究と社会主義
の関係について独立した議論が必要であろう。

されている」
（Marshall 1961, p.xv／訳［一］12
頁）にすぎないからである。このように，彼は，
複雑な経済の動きを分析する場合に，数学的発
想にもとづく静態的な分析が適切でないと考え
ていた。そうであるならば，経済学はどのよう
な分析枠組みによって動態的な経済現象を扱う
ことができるのか。マーシャルは次のように述
べる。

19）「マーシャル伝」のこの部分は，「一流経済学者
の 横 顔と 略 伝（portraits and short lives of
leading economis ts）」というドイツの編集物に
マーシャルが寄稿したものから引用している。
この寄稿文の全文は，ケンブリッジ大学のマー
シャル・ライブラリーに所蔵されているという
（Keynes［1933］1972, p.181）。
20）マーシャルは，ビジネスマンを意識して自らの
経済学を展開していたと回想している（Keynes
［1933］1972, p.200／訳 266 頁）。 実際に， ブリ
ストルのユニヴァーシティー・カレッジでの学
長就任講演でも，「このような［政治経済学など
の］科学に関する研究がビジネスマンの教育の一
部を形成しなければならない」
（Marshall 1877,
［36］）というように，ビジネスマンに対する教育
の重要性を強調していた。
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経 済学者のメ ッカは， 経済動力 学よりも， む

その 際， 1870 年代 前半と それ以後 のマー シャ

し ろ経済 生物学 にある 。…そ うであ るから ，

ルの経済学研究の相違への注目は，彼の経済学

わ れわれ は，あ る特定 の財に 関する 供給， 需

体系を理解するうえで非常に重要であると考え

要 ，価 格の一次 的関係 を分離 するこ とから 始

る。それでは，マーシャルは，どのような経緯

め る 。 われ われ は，「他 の 事情 が等 し いな ら

から数学的な経済理論から経済生物学へと分析

ば
（ other things being equal）
」というフレー

の方向性を転換したのであろうか。

ズ によっ て，す べての 他の諸 力を無 活動ま で
減 じるの である 。…第 二の段 階では ，…財 の
あ る特定 の集団 の需要 と供給 の状態 におい て

（２）マーシャルの経済成長理論とアメリカ研
究旅行

変 化が作 用し始 め，そ れらの 複雑な 相互作 用

マーシャルは，生物学的発想にもとづいて経

が 観察さ れ始め る。… そして ，最後 には， 膨

済や社会の漸次的な進歩を説く経済学を，経済

大 な数の 異なる 生産主 体間の 国民分 配に関 す

学者の向かうべき方向性として力説した。そし

る 分 配（the Distribution of the National

て，そのような経済学は，教育による人間本性

Dividend）の重 大な 中心 問 題に 到達 す るの で

の陶冶と経済社会の物質的福祉の向上とが互い

あ る。… このよ うにし て，経 済学の 主要な 関

に影響を及ぼしあう現象を分析するというもの

心 は，善 きにせ よ，悪 しきに せよ， 変化や 進

であった 。ところが ，彼の 1870 年代 前半の主

歩 に駆り 立てら れる人 間存在 にある 。断片 的

な業績は数学的な経済理論が占めていた。この

な静態 的な諸仮説は，動態的な──あるいは，

変化の ひとつの契機 として考えら れるのが

む しろ生 物学的 な── 諸概念 への一 時的な 補

1875 年に行ったアメリカ研究旅行である。マー

助装置 として用いられるにすぎないのである。
（Marshall 1961, pp.xiv-xv／ 訳［ 一 ］ 11-12
頁）

シャルは新興国における保護貿易の現状を観察
するため，アメリカに四ヶ月間滞在した。マー
シャルは，このアメリカ研究旅行を経て，有機
的な経済成長理論に関する経験的事実を獲得し

かくして，静態的な分析は，生物学の発想に

たと考えられる。そうであるならば，アメリカ

もとづく動態的分析をおこなうための基礎とし

研究旅行は，彼の経済学形成の過程に対して決

て位置づけられたにすぎない。前節で指摘した

定的な影響を及ぼしていたといえよう。

ように，マーシャルは，ミルの『経済学原理』を
・・・・・
数学に翻訳することを通じて，経済学の研究を

第一に，マーシャルは，アメリカ研究旅行後
に 報 告し た「 ア メリ カ の 産 業に 関 す る諸 特 徴

開始した 。それにも関 わらず，後の『産業経済

（Some Features of American Industry）」

学』や『原理』などの 著作では，数学 的表現を積

（1875 年）のなか で， アメ リカとイ ギリス の産

極的に用いるのではなく，むしろ教育を起点と

業構造の相違に注目した。そして，アメリカの

する倫理的な洞察が強く主張されている。この

経済発展が人々の「移動性（mobility）」に起因し

ように，彼の研究上の関心は，経済の変化や進

ていると考えた（Marshall 1875, p.357）。アメ

歩をもたらす人間行動だけでなく, 人間本性に

リカでは，ひとつの職業から他の職業への移動

も向けられていたと考えられる。

がイギリスに比べて容易に行われており，人々

マーシャルは経済理論を数学的に検討するこ

がある地域から他の地域へ頻繁に移動すること

とによって経済学の研究を開始した。だが，経

によって，各地に共同体が形成され，産業や社

済学者のメッカとして経済生物学を提唱した。

会の発展が生み出されていた。

経済生物学は，後に詳細に検討するように，人

アメリカに限らず，経済に活力があり，発展

間と社会の相関的な進歩を扱う理論であった。

している場合，当該国の産業状態は常に変動し
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ている。ところが，そのような産業の変動状態

存の取引関係でもって成功の独占を手に入れる

こそが，人々の道徳的資質や知識の発展に直接

ことはできない──を容易に見出すであろう，

的 な 影 響 を 及 ぼ し て い る の で あ る（ibid., p.

とい うこ とを 理解し てい る」
（ibid., p.63）と指

364）。マーシャルは「倫理的進歩が，…あらゆ

摘した。したがって，アメリカ人は，成人する

る時代や国において…産業状態と密接に関係し

までの間に，常に変化する経済状態のなかで生

てい ること は普遍的 に認め られてい る」
（ibid.,

き残るために必要な能力を獲得するのである。

p.374）
という。倫理的な進歩は，最貧階級の人々

そこでマーシャルは，自らの頭で考えることの

の平均的な理解力に制限されているため，国を

重要性を以下のように指摘した。

構成する最小単位の各共同体（コミューン）21）に
22）

おける教育が重要な役割を果たすのである 。
第二に，「アメ リカの経済状 態（The Econo23）

若者は， 学校や 大学にお いて知識 を獲得す る
だ け で なく ， 自分 の 頭（mind）を 使う こ と を

mic Condition of America）
（
」1878 年） では，

学 ばなく てはな らない 。そし て，彼 の精神 的

主としてアメリカ人の気質を形成する要因が分

活 力が刺 激され て，彼 が職に つく場 合には，

析された。マーシャルは，アメリカ人の性格を

抑 制され ないよ うなや り方で 自らの 頭を使 う

性 急 であ る であ る と 指摘 し な がら も ，「活 力

こ とを学ばなけれ ばならない。
（Marshall 1878, p.67）

（energy）や 活 気（activity）で 満た さ れ てい る 」
（Marshall 1878, p.64）と述 べた 。ア メリ カ人
は「キャリアの各段階で，イギリス人に比べて，

このようにして，マーシャルの有機的な経済

自分自身の個人的な判断を，意識的かつ慎重に，

成長理論──人間と経済・社会の相関的な進歩

自 由かつ 大胆 に用 いてい る」
（ibid., p.64）ので

──は，アメリカ研究旅行によって根拠づけら

ある。マーシャルは，このようなアメリカ人の

れていると考えられる。それゆえ，経済・社会

気質が「自分の人生のすべてを一つの仕事に費

の進歩を研究するためには，人間研究が不可欠

やすことは，アメリカの一般的ルールではない」

なのである。

（ibid., p.63）というように， 職業環境にもとづ

さらに，
『原理』
を検討することから，マーシャ

いていると考えた。さらにマーシャルは，職業

ルの描く経済進歩の過程を明確に説明すること

の訓練期間を通じて，「若いアメリカ人たちは，

ができる。すなわち，第一に，人々は家庭内教

貿易や産業が絶え間なく変化するアメリカの様

育と学校教育を通じて人間本性を向上させる。

相のなかに，自分が公平な出発点に立つことの

第二に，これらの教育を通じて，人々の経済活

できる分野──その分野では，一人の人間が既

動が活発になり，経済的進歩が生み出される。
第三に，経済的進歩がもたらす国民分配分の増

21）トクヴィルは，「アメリカでは，共同体は郡より
も前に，郡は州よりも前に，州は連邦よりも前
に組織されたものであるということができる」
（Tocqueville [1835] 1951, p.39／訳[上] 82 頁）
と述べている。
22） トクヴィルは， 各コミューンに学校を設立する
ことと， 親が子供を学校に通わせることが法に
よっ て 定め られ てい るこ とを 指 摘し た
（Tocqueville [1835] 1951, p.40／訳[上]84 頁）。
23） Mars hall
（1878）は，1878 年 1 月 15 日付けのブ
リストル・マーキュリー・アンド・デイリー・
ポストに掲載されたマーシャルの講義に関する
要約記事である。

加は，物質的な福祉を向上させ，貧困を緩和さ
せるのである。このように，マーシャルの経済
進歩は人間本性の向上と密接に関係している。
マーシャルは『産業経済学』において，次のよ
うに述べている。
人口成長が，生まれてきた人々の数ではなく，
成 人に達 する人 々の数 に依存 するこ とを， 覚
え ておか ねばな らない 。…そ して， ぎりぎ り
養 ってい くこと ができ るけれ ども， 人々が 肉
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27）

体 的，道 徳的， 知的 な教育を 授ける ことが で

とが示された 。『産業経済学』
（1881 年）では，

き ないほ ど，十 分な備 えもな く，若 くして 結

人間と経済・社会の相関的な進歩に注意が払わ

婚 し，そ して大 所帯を 持つ場 合には ，一国 の
国 民 の 気 質（ character）が 下 が る だ ろ う と い
う ことを忘れては ならない。
（Marshall and Marshall 1881, pp.31-32／
訳 39 頁）

れており，「経済進歩は家族愛に依存している」
（Marshall and Marshall 1881, p.38／ 訳 47
頁）こと が指摘された。 このようにして ，マー
シャルの有機的な経済成長理論が人間本性の研
究と密接な関係を持っていたことを示すことが
できる。

マーシャルは，家族愛が貯蓄として現れると

しかしながら，マーシャルは経済進歩に関す

考えており，教育によって人々が先を見通す能

る文脈において，人間本性に関する具体的な考

力を獲得することの重要性を指摘している24）。

察を行っていない。ゆえに，彼は，経済進歩を

知的な教育は将来を実感する能力を養い，道徳

生み出している人間の能力に関する研究を初期

的な教育は家族愛を身に付けさせる。それと同

の心理学研究に期待していたのではないだろう

時に，人々は，肉体面における教育によって作

か。そこで次節では，マーシャル経済学におけ

業効率を高めるための技術を獲得しなければな

る心理学の扱いについて考察する。

25）

らない。この三つの教育 によって，人々は，
家族愛にもとづいて，遠い将来の利益を考慮し

Ⅳ

マーシャルの学問的理想と心理学

て貯蓄を行うようになり，結果として，より高
い賃金を獲得することができるようになる。し

本節では，経済学研究者となったマーシャル

たがって ，「すぐれ た教育は，普通 の労働者に

の理想について考察し，マーシャルにとって心

も重大な間接的利益をもたらす。そのような教
育は彼らの知的活動を刺激する。彼らの内部に
賢明な探究心を持ち続ける習慣を育てる」
（Marshall 1961, p.211／訳［二］114 頁）のである26）。
「アメリカ産業の諸特徴」
（1875 年）では，人
間本性と産業状態が互いに影響を与えているこ

24） 『原理』では，「将来を実感する能力」や「人間の
先見性」によって人々が貯蓄に動機付けられてい
ることが指摘されている（M arshall 1961, p.233
／訳[二] 143 頁）。
25） マーシャルの教育論の原型は，彼の第三心理学
研究論文 Ye Machine （1868）のなかに見出す
ことができる。
26）ブラウグは， マーシャルが教育や 訓練を「人的
資本（human capital）」への 投資 の一形 態と し
て考慮するスミスの学説を全面的に賛成してい
ない ことを 指摘し た（Blaug 1996, p.401）。 ス
ミスの議論では，「人々の教育や訓練は，物的資
本に対する投資と類似性を有する将来の稼得範
囲への投資としてみなされうるのである。つま
り，この投資は，仮に経済的に正当化されるな
らば，学生や訓練生の生涯時間を通して償われ
ねばならない。このように，より良い教育や訓

練を受けた人々は，一般的には，それらの欠如
した人々よりも多くの稼得を得るのである」
（ ibid.,
p.46）という。つまり，スミスは人的資本に対す
る投資を期待収益の関数として捉えたのである。
マーシャルもまた，「あらゆる資本のうちでもっ
とも価値の高い資本は，人間に投下された資本
である」
（Marshall 1961, p.564／訳［四］87 頁）と
いうように，人的資本の価値を認めている。だ
が，「生産の人的要因は，機械や他の物的要因と
同じように買われたり売られたりするものでは
ない…。労働者はその労働を売るのであるが，
彼自身はみずからの資産であり続ける。彼を養
育し，教育する費用を負担する人々は，後年の
彼の仕事に対して支払われる価格のうち， きわ
めてわずかな部分を受け取るにすぎない」
（ ibid.,
pp.560-561／訳［四］83 頁）と考えていた。すなわ
ち， マーシャルは， 将来の収益を十分に見込ん
だ投資として人的資本を捉えていない。さらに，
マーシャルは学校教育など以上に，「人間に投下
された資本のうちでもっとも貴重な部分は，母
親の配慮を影響の結果である」
（ ibid., p.564／訳
［四］87 頁）と述べている。
27）マーシャルのアメリカ研究旅行に関する詳細な
検討は，松山（2009b）を参照されたい。
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理学研究がいかに重要であったのかを指摘する。

このような彼の認識は，二つの論点を導き出す

さらに，マーシャル経済学で扱われる心理学と

であろう。ひとつは，マーシャルが経済学研究

彼の初期心理学研究との一貫性の有無について

を進めていくにしたがって，生物学的な発想に

も明らかにする。

もとづいて展開される経済学においても，その
理論的な限界に直面したという論点である。も

（１）「マーシャル 伝」におけるマ ーシャルの
学問的理想
マーシャルは，経済学者の進むべき方向性を

うひとつは，マーシャルが晩年に至るまで経済
学における人間本性研究に注意を向けていたと
いう論点である。どちらの論点も，マーシャル

経済生物学に求めていた。『原理』では，経済生

の経済成長理論について考察する場合には，不

物学は，人間と経済・社会の相関的な進歩を扱

可避的に重要なものであるのだが，ここでは特

う有機的な経済成長理論として扱われており，

に二つ目の論点に注目して考察を進めていきた

その基本的な枠組みが第六編において示されて

い29）。

いる。マーシャルの経済成長理論は，人間研究

二つ目の論点に関する直接的な根拠は，以下

にもとづ くものであった。 彼の経済学は，「国

に示すマーシャルの回想の言葉から導出される。

民のもつ肉体的，知的ならびに道徳的な健康と

すなわち，

強力さを左右する条件を考察しなければならな
い」
（Marshall 1961, p.193／ 訳［二 ］ 85 頁）も
のであった。言い換えれば，マーシャルは，経
済進歩の原動力を，肉体的な教育，知的な教育，
そして道徳的な教育を受けた個々の経済主体に
求めたの である。その 実際的な根拠は，「アメ
リカ産業の諸特徴」
（1875 年）に見出すことがで
きた。それゆえ，マーシャル経済学において，
経済主体の人間本性は，固定的なものではなく，

再 び生涯 を送ら なけれ ばなら ないのな ら， 私
は 生涯を 心理学 に捧げ るだろ う。経 済学は 理
想 とのか かわり があま りにも 乏しい。 もし 理
想 につい て多く を語れ ば，ビ ジネス マンた ち
はわ たしのものを読んで くれないだろう。
（Keynes［1933］1972, p.200／訳 266 頁）

第Ⅱ節で考察したように，貧困問題を含む実
際的な緊急性は，マーシャルが心理学から経済

柔軟なものとして仮定されねばならない。人々

学に移った原因のうちのひとつであった。貧困

は，教育を通じて自らの潜在的な能力を発達さ

問題は，人間の精神的福祉の問題だけでなく，

28）

せるからである 。

経済の物質的福祉という経済的条件の問題とも

ところが，マーシャルは，経済主体の性質そ

密接に関係していた。ゆえに，人間を取り巻く

のものがどのような原理で変化するのかという

経済的条件ないし外的環境の変化を分析する必

点について経済学で検討していない。このこと

要があった。

の理由は，当時の科学的水準では，経済学が人

経済学研究を開始した当初，マーシャルは数

間本性の変化を扱うことができない，というマー

学的な経済理論を探求していた。だが，アメリ

シャルの認識に求めることができるのかもしれ

カ研究旅行を境にして，人間研究を経済分析の

ない（Marshall 1923. p.676／訳［ 一］235 頁 ）。

基礎に位置づけるようになり，そして，『原理』
では，物質的福祉と精神的福祉が相互に作用す

28）マーシャルは，人間と経済・社会の相関的進歩
を経済学において考察する必要があると考えて
いたため，リカードウや彼の追随者たちのよう
に，固定的な人間本性を想定することに対して
否定的な見解を示している（Marshall 1961, p.
762／訳[一]278 頁）。

る累積的な発展過程を描く経済成長理論を展開

29）一つ目の論点は， 本稿の目的に対して本質的な
ものではない。 それゆえ，この点に関する詳述
は別稿に譲る。
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したのである。その分析の基礎は，教育が人間

想と回想した心理学は，初期心理学研究と同じ

本性を向上させるということにあった。マーシャ

性質の学問として一貫性を有していたのかとい

ル 経済学 にお ける 経済主 体は ， 教育 によ って

う疑問がおのずと生じてくる。というのも，マー

「将来を実感する能力」を獲得するものとして考

シャルの経済学がビジネスマン向けの学問とし

えら れて いた 。 さらに ，『原 理』 第 五版（1907

て展開されていたことを考えるならば，彼の経

年）に は，有機的 な経済成長理論に ついて議論

済学のなかで扱われる心理学もまた実際の経済

した「第六篇

生活基準に関する進歩」が追加さ

れた。

活動に対して有用なものとして展開されている
はずだからである。したがって，この論点を考

このように，マーシャルは経済学の研究を進

察することによって，マーシャルの初期心理学

めるにしたがい，人間研究の重要性を再び強く

研究にもとづく人間研究の意義をより明確にす

認識するようになったと考えられる。したがっ

ることができるであろう。

て，マーシャルの初期心理学研究と経済学は断

そこで第一に，マーシャルのフォックスウェ

絶していたわけではない。マーシャルは，心理

ル宛の手紙（1902 年 1 月 29 日付け）に注目した

学研究にもとづく人間本性の検討を前提にして，

い。マーシャルはその手紙のなかで，次のよう

有機的な経済成長理論の展開を試みた。ところ

に述べている。

が，結果として，当時の経済学の水準では，人
間本性の研究を考慮することができなかった。
それゆえ，晩年のマーシャルは，学問的理想と
して，人間本性に関する研究に取り組むことの
重要性を強調したのである。
一方 で， マ ーシ ャル の回 想の 言葉 にお ける
「心理学」は彼の初期心理学研究と同一のものと
推測されるわけであるが，実際に，マーシャル
経済学で扱われる心理学が，初期心理学研究と
同一のものであると断定できるのだろうか。そ

心理学はそ れ自体が重要な研究であるのだが，
経 済学者 にとっ て心理 学は著 しく有 用性を 欠
・・・・
い ている とわた しには 思われ る。… 経済学 は
・・・・・
・・ ・・・
社 会 心 理 学（social psychology）を 必 要 と し
・・・
て いるの である。 例。 大衆の 動機や 区分に 関
する 帰納的観察。
（Whitaker 1996, vol.2, p.348, 強調 は 引 用
者に よる）

マーシャルの初期心理学研究は，人間の意識

こで次に，マーシャルの回想における「心理学」

メカニズムの解明に焦点があてられており，そ

が，人間の能力が発達する可能性を探求した初

の分析手法はヒューム以来の連合主義心理学の

期心理学研究と一貫性を有しており，彼の経済

系譜に沿ったものである。ところが，手紙に記

学で扱われる心理学と異なることを明らかにす

されている例から明白であるように，経済学者

る。

になる道を選んだマーシャルが必要とした心理

（２）マーシャル経済学で扱われる心理学

を有するものであった。

学は，彼の初期心理学研究と異なる学問的性質
マーシャルの初期心理学研究は，人間の能力

マーシャル の二大著作であ る『原理』と『産業

や精神現象を分析対象にしたものであった。彼

と商業』の両者において，「社会心理学 」という

の心理学研究は，なるほどビジネスマンたちの

用語は一度も用いられていない。ただし，フォッ

関心を惹きつける研究ではなく，実際の経済活

クスウェ ル宛の手紙に記 された「大衆 の動機や

動に対して直接的に貢献するものでもない。し

区分に関 する帰納的研究 」という学問 的特徴を

かしながら，マーシャルは，自らの経済学的な

示す言葉に注目するならば，その事例が意味す

著作のなかでも心理学に言及しているのである。

るものと類似した表現を
『産業と商業』
のなかに

このことから，マーシャルが自らの学問的な理

見出すことができる。すなわち，
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ア メリカ では， 大学の 研究者 と専門 的な広 告

の引用文を展開するにあたって，マーシャルは，

機 関が一 体とな って、 現代の 組織的 で進歩 的

ミュンスターバーグの『心理学と産業能力（Psy-

な 分析と 観察， 実験と 記録， および 暫定的 な

chology and Industrial Efficiency）』の「第 20

結 論を連 続的に 循環さ せるや り方を ，商品 の

章

も っとも 有効な 訴え方 の確定 に応用 してい る

the Effect of Advertisement）」を参 照し てい

ことは注目すべきことである。そのためのサー

る
（ibid., p.307n／訳［二］165 頁）
。ミュンスター

ビス に心理学が取り込ま れている。
（Marshall 1923, p.307／訳
［二 ］164 頁）

くわえて，マーシャルは「例えば，広告のあ
るものは一ページ大に，あるものは半ページ大
に，あるものは四半ページ大にして，それぞれ
一団の観察者に示した結果，より大きな広告の
方が大きさの割合以上に強く目を惹くことが判
明した 」
（ibid., p.307n／訳［二 ］165 頁）と述べ
ている30）。このように，マーシャルは，消費者
心理への広告の影響を実験や観察によって分析
することの重要性を指摘した。彼は，広告の影
響に関する経済分析を展開するために心理学的
考察が必要であると考えたのであろう。さらに，
そのような分析が専門の研究機関との共同作業
によって有効な結論を得ることができると主張
した31）。このようなマーシャルの考え方は，経
済学が社会心理学を必要とするフォックスウェ
ル宛の手紙に記されていることと同様のもので
あると思われる。
ただし，マーシャルの考える社会心理学と，
現代の社会心理学とは異なるものである。上記

30）これに対するマーシャル自身の意見は，次のよ
うなものであった。「多数の定期刊行物に小さく
広告するほうが，上述の試験の示唆する少数の
誇張した広告に比べて，よりよい結果を与える
よう に思 われ る」
（Marshall 1923, p.307n／ 訳
[二] 165 頁）。
31） マーシャルはまた，広告の二つの形態について
議論している。ひとつは，建設的広告（Construc
tive advertise ment）であり，もうひとつは， 闘
争的広告（Combative advertisement）で ある。
前者は，人々が購買または販売をおこなう際に，
人々の注意を惹きつけるあらゆる方法のことを
指している。その端的な事例として，マーシャ
ルは「業界新聞の広告， とくに技術およ び科学

広告の効果に関する実験（Experiments on

バーグは，そのなかで経済生活における欲望と
広告の効果を実験心理学にもとづいて分析した
（Münsterberg 1913, p.256）。そ れゆえ， ミュ
ンスターバーグの心理学は，心理学史において
産業心理学に分類される（今田 1962, 249 頁）。
さら に， 社 会心 理学と いう 名称の 心理 学は，
1908 年に出版されたマクドゥガルの『社会心理
学（An Introduction to Social Psychology）』
に始まる ものである（ibid., 392 頁）， マクドゥ
ガルは，人間の意識について考慮しない行動主
義を否定し，人間の行動が本能にもとづく感情
（情熱や愛情など）によって動かされていると主
32）

張し た（ibid., 397 頁） 。 したが って， フ ォッ
クスウ ェル宛の手紙 が 1902 年に出さ れている
ことを含めて考えれば，マーシャルの指摘する
上の論議が大部分を占めているものは，一般に
簡潔 であ って ， 説 明的 で建 設的 であ る」
（Marshall 1923, p.305／訳[二] 161-162 頁）と述
べる。後者について，マーシャルは「そのよう
な[ 闘争的]広告の主要な影響は， 理性（reason）
を通してではなく，習慣の隠された作用を通じ
て用いられる。つまり，一般に人々は，善悪に
関わらず，慣れ親しんでいないものよりも，慣
れ親しんでいるものを選好する傾向がある」
（ ibid.,
p.306／訳[二] 163 頁）と説明する。 さらに，闘
争的広告は，二つの社会的浪費を伴っていると
いう。第一の社会的浪費は，市場から淘汰され
た競争者が総利潤を失うということである。第
二の社会的浪費は，大きな広告を提示すること
のできる大企業の影に小企業の存在が忘れ去ら
れるというものである（ibid., p.307／訳[二] 164
頁）。このように，マーシャルは，実際の企業の
経済活動において広告が大きな影響力を持つこ
とを指摘している。
32）シュンペーターによれば， マクドゥガルは，個
人や集団の特性を分析するにあたって，本能や
情緒といった概念を用いたことから，当時，『社
会心理学』は強い人気を博していたという（Schumpeter 1954, p.799／訳［五］1676-1677 頁）。
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社会心理学は，現在でいうところの社会心理学

ながら，貧困問題は人間の質に影響を及ぼす生

ではなく，実験的手法を用いる産業心理学に近

活の質に関わる問題である。したがって，マー

いものであったと考えられる。

シャルは，人間の意識メカニズムを探求するこ

このように，マーシャルが自らの経済学を展

とだけでなく，常に変化している外的環境との

開するにあたって必要としたのは，人間の精神

相互的影響のもとで人間を捉える必要があると

現象を分析対象とする心理学研究ではなく，実

考え た。 ②は， 1870 年代 のマー シャルの 経済

験や観察を分析手法とする心理学であった。こ

学に関するマニュスクリプトに注目することか

れは，彼の主要な著作が労働者階級やビジネス

ら導 かれる 論点で あった 。1875 年 以降の マー

マンを読者の対象として書かれたためであり，

シャルは経済現象を数学的に定式化して考える

そのなかで扱われる心理学もまた，彼らの理解

ことに重要性を見出さなくなっていくのである

を促進するような性格のものであったからであ

が， 1870 年 代前半の 彼は， 古典 派経済学 を数

ると考えられる。さらに，貧困を解決させるた

学的定式化することによる新たな説明原理に自

めに経済学に学問移動したことを踏まえれば，

らの活路を見出していた。

人間の能力が発達する可能性を探求する初期心

第二に，経済学の道を進むことになったマー

理学研究こそ，マーシャルの晩年の回想に示さ

シャルにとって，経済学の進むべき方向性は，

れた心理学と一貫性を有しているといえよう。

静態の分析では捉えることのできない動きをみ

このようにして，マーシャルのいう社会心理学

る，生物学の発想に基礎づけられた経済生物学

は，彼の理想とする心理学とは異なるものであっ

にあった。マーシャルはこれを「経済学者のメッ

たと 結論する ことがで き，さ らに，
「晩 年まで

カ」 と呼 んだ。 1870 年代前 半にお いて， 彼は

マーシャルが経済学における人間本性研究の扱

数学の経済学への適用可能性を探求していた。

いに注 意を向けていた 」という第二の 論点に関

ところが，『産業経済学』以降，マーシャル経済

する間接的な論拠を示すことができるのである。

学における数学的表現の重要性は，他のものに
取って代わられた。このことは，『原理』におけ

Ⅴ

むすび

る経済学の数学的定式化が，巻末の付録で述べ
られているにすぎないことによっても明らかで

本稿は，マーシャルの研究遍歴を俯瞰するこ

あった。このような彼の研究姿勢の変更に関す

とから，マーシャルが研究に取り組むにあたっ

る原因を，本稿はアメリカ研究旅行に求めた。

て，人間研究をいかに重要なものとして考えて

アメリカ研究旅行を経たことにより，マーシャ

いたのかを明確にすることにあった。それゆえ，

ルはアメリカとイギリスの産業発展の比較分析

マーシャル経済学における人間研究の意義をよ

を行うことができた。そして彼は，アメリカの

り正確に理解するために，マーシャルの思想・

経済発展がアメリカ人の
「移動性」という特質に

心情を探求した。本稿の議論は，以下のように

よって引き起こされていると考えた。マーシャ

まとめることができる。

ルは，アメリカ人の移動性を形成している要因

第一に，マーシャルの心理学研究から経済学

を探求することを通じて，経済発展に人間の道

への学問移動の原因を，①実際的緊急性，②経

徳的な資質が大きく影響していることを見出し

済学の数学的定式化，という二つに求めた。①

た。このような人間と経済・社会の相関的進歩

は，当時，顕在化しつつあった都市部における

に注目する研究姿勢こそが，後のマーシャル経

貧困問題に起因していた。心理学研究は，人間

済学に大きな影響を及ぼすことになったのであ

の能力が発達する可能性を探求するという点で，

る。

若きマーシャルにとって魅力であった。しかし

『原理』において経済生物学は，人間と経済・
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社会の相関的進歩を扱う有機的な経済成長理論

の解決を研究の動機としていたマーシャルの理

として描写されていた。その理論は，人々が教

想は，やはり人間を分析対象とする初期心理学

育を受けることによって，肉体的・知的・道徳

研究にあったといえる。

的に向上するというメカニズムにもとづいてい

このようにして，本稿は，マーシャルが一貫

た。このようにして，活動が欲望を抑制する生

して初期の心理学研究に関心を抱いていたこと

活基準の上昇が経済社会の累積的な発展を導く

を明らかにすることによって，彼の経済学体系

枠組みが展開される。したがって，マーシャル

における人間研究の重要性を指摘した。だが，

の経済成長理論の出発点には，経済主体の人間

この追究の先には，なぜ『原理』のなかに初期心

本性の向上を考慮した人間研究が位置づけられ

理学研究の成果をはっきりと見出すことができ

ていた。

ないのかという問いが存在する。言い換えれば，

第三に，マーシャル経済学における人間研究

どうしてマーシャルは，教科書的な性質を帯び

の重要性は，彼の晩年の回想を考察することを

た書物を書いたのであろうか，あるいは，書か

通じて確認することができた。彼はビジネスマ

ざるをえなかったのであろうか。この点に対す

ンを常に意識していたために，彼自身の理想に

るひとつの解答は，ケンブリッジ大学における

近いかたちで経済学を展開することができなかっ

経済学の制度化について検討することによって

た。それゆえ，自分の理想を実現するためには，

明らかにす ることができるであろう 。 橋本

初期の心理学研究に取り組む必要があったので

（1989, 18 頁）のいうように，ケンブリッジ大学

ある。このようにして，マーシャルの理想が心

における経済学の制度化──あるいは経済学ト

理学にあることを示した。そこで次に，本稿は，

ライポスの設置──は，マーシャルひとりの尽

回想におけるマーシャルのいう心理学がどのよ

力によるものであった。専門的経済学者の養成

うな学問的性質であるのかを明らかにした。

とビジネスマンの教育の双方を目的として，マー

マーシャルは，生涯において二つの心理学を

シャルは経済学トライポスの設置に向けて奔走

展開していた。ひとつは，人間の能力が発達す

した。このことはまた，マーシャルが経済学ト

る可能性を探求する初期の心理学研究であり，

ライポスのテキストとして『原理』を構成し，改

もうひとつは，フォックスウェル宛の手紙にお

訂していたのではないか，という疑問を生じさ

いて明示された社会心理学であった。後者は，

せる。『原理』は， 1890 年に初版が 出版されて

大衆の動機や区分について分析するものと指摘

から，およそ 30 年間に七回改訂された。そし

されていた。ところが，マーシャルの諸著作に

て， 1907 年の『原理』第五版までに， ほとんど

おいて，社会心理学に関する議論は展開されて

の改訂を終えている。実際に，第五版から第八

ない。そこで，『産業と商業』を検討することか

版にかけて大きな構成上の変更は行われていな

ら社会心理学の具体的な学問的性質を指摘した。

い。ケンブリッジ大学の経済学教授として在職

その結果，マーシャルは，社会心理学がサービ

中──つまり，『原理』第五版の出版より前──

スと消費者心理の関係を探求する実験的な心理

に，マーシャルは純粋経済学の静学分析を中心

学として把握していたことが明らかになった。

に『原理』
の改訂を行った。純粋経済学的な分析

さらに，マーシャルのいう社会心理学は，初期

手法は，経済進歩という静態では捉えることの

の心理学研究とは異なるものであり，現在でい

できない経済の動きを理解するための準備ない

うところの産業心理学として解釈することがで

し訓練として位置づけられた。

きた。 手紙にも明示さ れているように，「経済

したがって，どのようにして初期の心理学研

学に有用 な」という意味 で，マーシ ャルは社会

究がマーシャル経済学の表舞台から退いていっ

心理学を経済学に求めたにすぎない。貧困問題

たのかを『原理』の版別移動との関係から明らか
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経済学と心理学研究の関係を考える上で究明す

Keynes, J.M.［1933 ］1972. Essays in Biography. I n

べき重要な論点のひとつであるが，この点に関

The Collected Writings of John Maynard Keynes.

する詳述は別稿に委ねたい。

Vol .X. London an d New York: Macmillan an d
Cambridge University Press. 大 野 忠 男 訳 『 ケ
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