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研究成果の概要（和文）： 人間社会における「市場」の果たす役割を、歴史的・方法論的な方

向、統計学的な方向、といった多方面からの視野を補いつつ、「純粋経済学理論的観点」を中心

とした「社会理論」の中に位置づけることを試みた。国民国家といった近代の枠組を超えるも

のとして、「市場」を定位させるための筋道を与え、その基礎理論を固めた。当該研究はまた「経

済学と倫理」という主題と深い関連を保つ形で取り扱われた。 

 
研究成果の概要（英文）：In this research program, we construct a basic general theory of 
the market as a part of social theory that may or may not depend on the modern framework 
or concepts like nation states,  price adjustment mechanism, and/or homogeneous labor, 
under pure theoretic (mathematical-economics) viewpoints together with historical, 
methodological, and statistical perspectives.  It is also possible to classify our 
results in topics for the important recent arguments about  ``economics and ethics.''   
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１． 研究開始当初の背景 
 
一般均衡理論をその骨格に据える今日の経
済学理論において、「市場」という言葉はす
でに非常に厳密かつ固定された意味を与え
られてしまっている。今日、経済のグローバ
ル化といった文脈で、そして市場原理といっ

た言葉で語られる場合もまたそうである。今
日の経済学（スミス以降）は近代における「社
会」という概念とともに、そしてその社会に
おけるメカニズムとしての「市場」という概
念とともに、「近代社会」の学として成立し
てきた。けれども、本来「市場」というもの
は、近代的「社会」の成立以前から我々が時
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を経て創り上げて来たものに他ならず、それ
はまさしく洋の東西を問わない、人間の自由
な活動の中に位置付けられるべきもののは
ずである。F.A.ハイエクがかつて「市場」を
指して「自生的秩序」といった表現を用いた
ことは、そのような市場の意義をとらえての
ことであったに違いない。「人間」のあるべ
き姿、「自然」な要求、「自由」なる活動、と
して、広く市場とは何かを位置づける。それ
は必然「経済学と倫理」という問題の中枢と
して、この「市場」と「社会」の成り立ちを
捉えるということであり、「制度（市場）」と
「規範（倫理)」の相互的関係に着目すると
いうことであるとも言える。近年、経済のグ
ローバル化、貧困飢餓といった問題とともに、
「経済学と倫理」はますます必要な課題テー
マとなりつつある。この主題に向けた近年の
重要な議論としてはアマルティア・セン On 
Ethics and Economics (1987) のプログラム
があり、それは技術的な側面 engineering 
approach としての従来の経済学的議論を生
かしながら倫理的問題に踏み込んで行くべ
きという提唱である。しかしながらそこで主
として語られることは「倫理学的側面に注目
して従来の経済学理論を用いる」というレベ
ルの話に他ならず、それは「倫理学と経済学」
のいわば「足し算」の域を出ない。「倫理と
経済」の間に「相互の働きかけ」を見出すと
か、従来の経済学理論の立ち位置を変えて倫
理に踏み込む、という（本研究の目的）想定
には残念ながら全く達していない。 
 

 
２． 研究の目的 
 
本研究の目的は、経済学が倫理といかに向き
合わねばならないかということについての
純粋理論を構築するということであり、その
鍵として「社会」を成立させるものと「市場」
との関係を捉えるということである。本研究
の目的のためには、方法論的視点（哲学的視
点）、歴史的視点、統計的視点、そして純粋
理論的視点（数学・論理学を含む）を統合し
て、これに当たらなければならない。これは
「経済学と倫理」という、新しい分野の基礎
を構築するということでもある。 
 
 
３． 研究の方法 
 
本研究の中心は純粋理論的研究にある。一般
均衡理論的に公理化された「市場」概念から
その近代特有の要素を剥ぎ取り、その本質に
のみ基づく部分を、あくまで人類の歴史の遠
い流れの中に見出すことにより、ハイエク的
な自生的秩序（おそらくその合理性概念や個
人の概念においてより一層の洗練化が必要

となるであろうが）と言うべき「市場」の何
たるかという問題に帰着させるのである。よ
り具体的には、代表者の研究（合理性および
社会認識と一般均衡理論）に対して、分担者
のアダム・スミス、ヒューム研究（情緒・倫
理の問題と経済学）、歴史的かつ統計的な問
題意識と手法を起点とし、加味しながら、市
場の概念、歴史、意義を再構築し、ひいては
「経済学と倫理」という分野の基礎を構築す
るのである。 
 
 
４． 研究成果 
 
哲学・思想的観点から、個人の合理性ならび
に社会における価値の問題が、今日的な分析
哲学あるいは倫理の哲学、哲学的人間学（H.
パトナムや E.レヴィナス、A.ゲーレン）など
を中心にまとめられ、本研究の骨格をなすよ
うな形に、モデルの基礎として、また将来的
な経済学理論の基礎を形成する考え方とし
て、位置づけられた。そういった考え方と並
行して、プラグマティズム、西田哲学、量子
力学的世界観なども（全と個、社会と個人、
主観と客観といった二元論の克服という意
味観点から）適宜、重要な位置づけを持つも
のとして本研究の基礎に位置づけられた。
（研究代表者の２０１０年著書 Fixed 
Points and Economic Equilibria 第 9 章お
よび第 10 章における合理性の定義をめぐる
不可能性の定理ならびに社会的価値の定義
をめぐる不可能性の定理は、純粋数学公理的
な本研究の立脚点であり、それに続く議論は
その後の哲学的・思想的展開を示唆し、促す
ところのものである。研究代表者の２０１０
年のエッセイは、研究分担者堂目卓生の前年
における学会報告「経済学の基礎としての人
間研究」の内容や、同じく研究分担者竹内惠
行の著作「現代統計学が２０世紀に与えた影
響」を受けて、上述した本研究の哲学的・方
法論的基礎について、まとめたものである。
「経済学と倫理」として我々が基礎を置いた
哲学・思想については、やはり２０１２年の
研究代表者浦井憲と連携研究者の吉町昭彦
による著書『ミクロ経済学-静学的一般均衡
理論からの出発』においても、序章、1 章、
ならびに最終章とつながる一連の議論の中
で解説されている。） 
 また、上述した基礎から、今日的な動学的
一般均衡理論およびモデルのあり方に再検
討が加えられ、動学モデルの背景にある個々
人の思考とそういった思考がもたらす普遍
性としての制度（信用・貨幣）ならびにその
ダイナミクスを与える毎期結託形成型の一
般均衡モデルが構築された。（研究代表者の
２０１２年著書においては、動学的一般均衡
問題に向けて静学的理論からの越えること



 

 

の困難な壁ともいえる問題点が詳細に取り
扱われている。またそうした問題と貨幣（信
用）という問題の深いつながりも、同書にお
ける中心的テーマの一つである。また同書に
おいては、上述の基礎においてはまだ触れら
れていなかった重要な視点「社会と社会外」
についても触れられている。「社会外」の概
念を除き、こういった貨幣（信用）の動学問
題を「一般均衡モデルと安定的な結託との複
層均衡」としてとらえるモデルが、研究代表
者浦井および連携研究者吉町によって構築
され、２０１１年１０月慶應義塾大学にて報
告されている）。 
 本研究の哲学的基礎となった「個々主体の
認識論（合理性）、全体における存在論（価
値）、そしてそれらを統合しつつ発展させる
思考としての方法論（倫理）」という哲学的
立場は、今後に向けて研究代表者、分担者、
そして連携研究者等の間で共有されており、
具体的には数理経済学の学会における方法
論部会の設立といった活動方向に向け進展
中である。 
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