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Abstract
The subject of the paper is to examine the significance and limits of the New Institutional
Economics (NIE) that is prevalent in development economics today in the light of the ideas
of Indian economists. The reason why we especially take up the case of Indian economists
lies in the fact that they have formed one of the most influential streams of development
economics since 1950s up to today. And we show the usefulness of a political-economy
approach to development and institutions that importance has been stressed by the Indian
economists.
In Chapter 1 we clarify the shared ideas among Indian economists during the Nehru era.
In Chapter 2 we summarize the characteristics of NIE. In Chapter 3 we point out some
characteristic features of the ideas of Indian economists on institutions. In Chapter 4 we
explore the way of overcoming the limitations of NIE approach.

はじめに

１．ネルー時代インド人エコノミスト

本稿の課題は、独立後インド人エコノミ
ストが展開した発想の光に照らして、現在
支配的な経済学となっている「新制度派経

の基本的スタンス
１-１ 市場に対する不信感
ネルー時代のインド人エコノミストは、

済学」の特徴を描き出し、その意義と限界

開発にとって計画化（プランニング）と政

を検討することである。ことさらインド人

府統制が必要であると主張した１）。マハラノ

エコノミストの議論をとりあげる理由は、

ビスとガドギルが、それぞれ代表的な議論

つとに彼らが開発経済学の主流を形成して

を展開した（絵所 2002）
。

きたためである（絵所 2002）
。

長い間イギリスの植民地下に置かれたイ
ンド人エコノミストの間では、「自由放任」
とは「経済帝国主義の犯罪手口」であると
のナショナリズムに支えられた考えが定着
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していた（Patnaik 1998）。大戦間期に先立

ガドギルが提唱した統制経済システムの

つ数10年間、インドは「自由貿易・自由市

構築は、インド経済の前近代的性格を払拭

場」体制の下にあった。しかしその結果は

し近代化を推進するための手段であったよ

はなはだしい低開発状態であった。こうし

うに思われる。しかし現実にインドが形成

た歴史的経験を考えると、経済領域におけ

した統制経済システムは、ガドギルが夢見

る外国支配のくびきから自由になり、イン

たようには機能しなかった。近代的企業家

ド国民の生活水準を向上させるためには国

もなく近代的市場も十分に発達していない

家の統制と計画化が不可欠であると想定さ

状態での政府の介入は、形を変えた前近代

れたとしても不思議ではなかった。

性としてあらわれざるを得なかった。無数

市場に対する不信感を強烈に語ったのは

に生み出された公企業は、効率の悪い責任

ガドギルである。「今日のインドでは、実際

感のない組織になった。公企業の設立は財

の権力は近代的な組織された企業と商業コ

政赤字問題の解消につながらなかっただけ

ミュニティに握られている。その意図がど

でなく、むしろそのために財政赤字はます

のようなものであれ、すべての経済政策は

ます膨らんだ。ライセンス制度による民間

こうした階級の利益になるように運営され

大企業の統制によっても「こね」はなくな

ている」（Gadgil 1959）。ガドギルによると、

らなかったどころか、政治家と企業家との

「インド企業家の根っこ」は「金融と商業」

「こね」関係はますます高まった。富と所得

にあり、彼等の組織は「家族とコミュニテ

の不平等という問題が解決しなかったこと

ィの絆」によって影響されている。彼らは

は言うまでもない。

「革新的な生産者」ではなく「投機家」であ

「完全な政府」は「完全な市場」同様、実

り、「金融帝国の海賊的建設者」である。そ

現することのないフィクションである。彼

こでは「こね」が支配しており、「カルヴィ

の議論には、どのようにすれば「完全な政

ニストやクエーカーが示した道徳的資質」

府」を造ることが可能になるのかという点

はみじんも見られず、社会的正義が否定さ

に関する考察が欠けていた。

れているという不信感である（Gadgil

マハラノビスはどうか。大著『アジアの

1962a）。彼の考えの中には、近代的な産業

ドラマ』でミュルダール（Myrdal 1968）が

資本家と市場とを育成するために政府の介

開陳した「制度経済学」に対する批判とし

入が必要であるという考えは見られない。

てマハラノビスが用意したのは、「科学技術

市場には独占を生み出す内在的な力が備わ

の発展をベースに据えた工業化がインド社

っており、「独占資本」はひたすら統制され

会の近代化をもたらす」という信念である

るべきであり、その結果公共部門だけが近

（Mahalanobis 1969）
。ミュルダールが提唱し

代的な工業化の担い手になりうるという結

た制度的要因、すなわち社会制度、人々の

論が導きだされた。ガドギルは、「完全な政

態度、文化の重要性を、マハラノビスは無

府」をつくることによって「市場の失敗」

視して顧みなかった。マハラノビスは、こ

と「政府の失敗」を同時に克服できると信

うした制度的諸要因が工業化にとっての阻

じていた。

害要因になるとは考えていなかった。逆に、
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工業化を推進することによって前近代的な

「トリックル・ダウン」説に懐疑的な態度を

制度や態度は自ずから解消すると考えてい

示した。トリックル・ダウン効果が社会の

た。彼にとって、工業化は社会を近代化す

全ての層に及ぶであろうとする仮定は、「空

るための推進力であった。

間的にも社会的にも人々の間に相当程度の

市場に対する不信感はインド人エコノミ

同質性と移動性があること」が前提となる

ストに共通する感覚である。第2次5ヵ年

が、こうした前提はインドでは明らかに妥

計画策定にあたって、マハラノビスの重工

当しないと論じた（Chakravarty 1988）。

業化優先開発戦略に対抗案を提出したボン

いずれの議論もインドでは市場を機能さ

ベイ大学のヴァキル＝ブラマナンダは、「低

せる社会的な前提条件が備わっていないと

開発諸国では近代的経済組織と原始的経済

いう点を強調したものである。

組織が並存しており、また各地域・部門・

ベンガル飢饉を分析したアマルティア・

グループ間でのモビリティが制限されてお

センも、「食料を自ら育成しない人、あるい

り、したがって価格メカニズムは最適資源

は食料を育成するが所有することのない人

配分をもたらすように機能しない。大きな

にとって、市場のきまぐれは彼等の生き延

賃金水準の格差や大きな収益率の格差があ

びる能力に決定的な影響を与えうる」と警

っても、それらは長期的にみても均衡に向

鐘を鳴らした（Sen 1977a）。このステートメ

かう傾向をもたず、未熟練労働を例外とし

ントにも、野放図な市場に対する不信感が

て大半の生産要素はレントを得ることにな

伺われる。何故「市場の気まぐれ」が起こ

る」と論じ、市場に対する不信感をマハラ

るのか。センの議論も、市場を制御する制

ノ ビ ス と 共 有 し て い た （ Vakil & Brah-

度構築の必要性（政府の果たすべき役割）

mananda 1956）。ガドギルも、「なんらかの

を提唱したものである。

集団交渉措置あるいは外部からの規制があ
る場合を除くと、同じようなグループの組

１-２ 新古典派経済学に対する不信感

織に従事している労働者たちに対する賃金

インド人エコノミストの市場に対する不

支払基準に大きな格差があり、このような

信感は、新古典派経済学に対する不信感と

格差が解消するあるいは縮小する傾向がみ

重なっている。

られない」（Gadgil 1940）と論じ、さらに

ヴァキル＝ブラマナンダは「インドの経

「インドの食料穀物市場は、単一の市場を形

済学者にとって、インドの諸問題を取り扱

成していない。インド各地における米、雑

う際に彼らが育てられてきた西欧の概念を

穀、小麦の消費は相互に直接の関係をもっ

忘れることは、容易ではない。まして計画

ていない。米を食する地域では、小麦は代

委員会にアドヴァイスするために招待され

替穀物ではない。つまり両者を足し合わせ

た西欧の経済学者にとって、このことはま

た穀物の総生産量には意味がない」と指摘

すますもって真実である。わずか３−４ヵ

した（Gadgil 1960）
。

月未満という短期間インドに滞在しただけ

インディラ・ガンジー時代のインド経済

では、インド経済状態のスピリットに触れ

運営に力を注いだチャクラヴァルティは、

ることはできないし、適切なアドヴァイス
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も提供できない。彼等のアドヴァイスは西

学分野への新制度派経済学の浸透にあたっ

欧の概念によって色づけされている」（Vakil

て、まぎれもなく大きな影響力を及ぼして

& Brahmananda 1956: p.ix）と述べ、またマ

いるのは世界銀行である。1990年代後半に

ハラノビスは「高度に発達した諸国の経済

なると、世界銀行は新制度派経済学の「普

理論は根本的に静学的性格なものであり、

及 」 に 乗 り 出 し た （ World Bank 1996;

とりわけ資本およびその他諸資源のストッ

World Bank 1997; World Bank 2002）
。

クの最も効率的な分配にかかわっているも

新制度派経済学の考え方は次の2点に集約

のであり、資本蓄積の増加による経済発展

できる。第1は、「経済パフォーマンスを決

問題にはかかわっていない」（Mahalanobis

定するのは制度である」という主張である。

1959）と論じた。

第2は、「制度はミクロ経済学の分析道具に

ガドギルは「自由放任」概念と密接に関

よって分析できる」とする主張である

連した「普遍主義」を槍玉にあげた。新古

（Hodgson 1998）。この２つを同時に主張す

典派経済学者たちは世界の諸条件が一様で

る（制度の内生化）ことによって、第1に

あるという仮定に立って「コスモポリタン

「旧制度派経済学」（ヴェブレン、ミッチェ

的な功利主義的計算」の有効性を主張して

ル、コモンズ等に代表される）との相違を

いるが、実際には先進ヨーロッパ諸国の経

きわだたせることに、第２に「ワルラス型

済に見られる因果関係を一般化しただけで

一般均衡モデル」（あるいは新古典派経済学）

あると批判した（Gadgil 1940）
。

との相違をきわだたせることに成功し、経

デリー大学経済学部創設者にしてインド

済学の「新しいアプローチ」として市民権

国民所得研究の第一人者であるラオ（V. K.

を得ることになった（Harriss, Hunter &

R. V. Rao）も、経済活動の目的に関する新

Lewis eds. 1995）。

古典派経済学者の基準あるいは概念―「最

しかしNIEといっても、その中には多様な

小の手段で与えられた目的を達成する」―

アプローチあるいはテーマ設定がみられる。

に対して、（１）手段の希少性という概念の

マシューズは、それらを次の4つに分類した

基礎をなす含意が非現実的である、（２）無

（Mattews 1986）。

制限の欲望という仮定は疑わしい、（３）経

（１）経済の諸制度を、法によって決定され

済活動の目的を全般的な人間活動の目的と

る所有権の構造によって説明するアプロ

関連させることに失敗している、と批判し

ーチ。「所有権アプローチ」と呼ぶことが

た（Rao 1943）。

できる。
（２）経済行動を決定するさまざまな慣習・

２．新制度派経済学の特徴

規律を制度とみなすアプローチ。「慣習ア

1980年代になると「新制度派経済学（NIE）」

プローチ」と呼ぶことができる。

と呼ばれるアプローチが、おおかたの注目

（３）実施されているさまざまな契約のタイ

を集めるようになった。とりわけ近年、NIE

プ（例えば、雇用契約や保険契約）とし

に大きな魅力を感じているのは、開発経済

て制度を理解するアプローチ。「契約タイ

学（移行経済論を含む）である。開発経済

プ・アプローチ」と呼ぶことができる
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（ 近 年 の 研 究 成 果 と し て 、 Menard ed.

いう概念を導入することによって、「市場で

2000; Brousseau & Glachant eds 2002）。

の取引による調整」と「企業内部での経営

（４）どのような契約が「権威（組織）」の

による調整」の「相対価格」比較というテ

中で実施されているのか、また「権威

ーマを設定した。そして、企業の出現を取

（組織）」の中でどのような契約が誰によ

引費用削減の工夫の結果として説明した。

って決定されるのかを重要視するアプロ

アルチアン＝デムゼッツは、コースが提

ーチ。「権威（組織）アプローチ」と呼ぶ

出した取引費用という概念を使って「所有

２）

権の経済学」を展開した（Alchian & Dem-

ことができる 。
「法（制度・組織）と経済（市場）」の接

setz 1973; Demsetz 1967; Demsetz 1997）。

点を重視するアプローチは、「取引費用の経

彼らは、「社会制度は、希少な資源を使用す

済学」と総称することができる。この分野

る際に生じる葛藤を解決するための技術、

を切り開いたのは、ロナルド・コースであ

規則、慣習に依存する」と論じ、葛藤解決

る（Coase 1937; Coase 1960; Coase 1998）
。

の方法として、「戦争、ストライキ、選挙、

新古典派経済学は、アダム・スミスの言

宗教的権威、法による調停、交換、ギャン

う「見えざる手」の形式化・厳密化に注力

ブル」などがあると指摘した上で、外部性

してきた。すなわち、価格制度による経済

を内部化する制度的メカニズムとして所有

制度の調整メカニズムの分析、すなわち

権（私的所有権）を理解した。そして、私

「どのようにして供給と需要が価格を決定す

的所有権は葛藤を解決し、協調を促し、取

るのか」という問題に焦点を当ててきた。

引費用を削減すると論じた。彼らは、「所有

デムゼッツの言葉によるならば、「完全な分

されるのは、資源それ自体ではなく、所有

権化」（Demsetz 1991）モデルである。

されている資源を使用する権利の束」であ

これに対しコースは、「どのような財・サ

ることを所有権の構造として明らかにし、2

ービスが市場で取引されるのかを決定する

つの論点を提示した。すなわち、（a）どの

諸要素」を重視した。彼は、「スミスは経済

ような所有権が存在しているのか、（b）権

制度の生産性は特化（分業）に依存すると

利の所有者は誰か（国家所有か私的所有か）

説明した。しかし特化は交換がある時にの

という論点である。そして、所有構造の社

み可能となる。そして交換の費用（取引費

会的帰結を見る場合、排他的な権利がある

用）が小さくなればなるほど、より大きな

かないかが重要な論点であるとし、「共有制

特化がもたらされ、より大きな生産性がも

（communal rights）」がはらむ問題点、すな

たらされる。しかし交換の費用は当該国の

わち共有制はフリ−ライダー問題を作り出

諸制度（すなわち法制度、政治制度、社会

すことによって取引費用を高めると論じた。

制度、教育制度、文化、等）に依存してい

また「制度変化の最も重要な影響は、取引

る。すなわち、経済パフォーマンスを支配

費用に対するインパクトが変化することで

するのは諸制度である」（Coase 1998）と論

ある」とし、所有権構造の発展経路を考察

じ、取引費用を決定する要因としての諸制

した。すなわち、共有制が孕む問題を解決

度に着目した。また、コースは取引費用と

する方法として、（a）私的所有権への転換、
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（b）規制による私的所有権の抑制、という

ヴァナンスの制度）」に焦点をあてた研究を

二通りの方法があると論じた（Demsetz

進めているとすれば、「ゲームのルール（制

1973）。

度的環境）」を重視した研究を進めているの

ウイリアムソンは、企業の出現を取引費

は経済史家ノースである。

用削減の工夫の結果として説明するという

ノースもまた、取引費用が制度のありか

コースの見方に、一層磨きをかけた

たを決定するという仮説から出発する。「需

（Williamson 1975; Williamson 1985）。ウイ

要関数・供給関数は市場構造の結果として

リアムソンによると、経済組織の中心課題

もたらされるものである。ひるがえって、

は「時と場所の特定状況の変化への適応」

市場構造は所有権の結果としてもたらされ

形態を明らかにすることである（Williamson

るものである。所有権の基礎となるものは

1994）。すなわち「自発的適応（市場）」と

取引費用である。取引費用と緊密に関係し

「協調的適応（企業）」とを組み合わせる能

ているのは、所有権を特定し、実行する政

力、あるいは「見えざる手」と「見える手」

府の役割である」（North 1984）。ノースの説

を組み合わせる能力の問題である。そして、

明によると、取引費用とは「交換の基礎と

政治体制、裁判制度、契約法、所有権法等

なる契約を特定し、履行する費用である。

は「ゲームのルール（すなわち、制度的環

こうした厳密に経済的な費用の基礎になっ

境）」を分析するものであるのに対し、彼自

ているものは、所有権を特定し履行する費

身は市場、企業、官庁等の利用形態がどう

用であり、その大半は政府の費用である」

なっているのかという「ゲームのプレイ

（North 1984）。

（すなわち、ガヴァナンスの制度）」に焦点

ノースは、経済学者による取引費用アプ

を宛てた研究を推進した。最近、ウイリア

ローチとの相違を強調している。すなわち、

ムソンは、社会分析の４つのレヴェルとし

「経済学者の取引費用アプローチは、生産問

て以下の図1「制度の経済学」を掲げ、自ら

題を効率的組織によって解決するものとし

の研究がどこに位置づけられるのかを説明

て理解している。こうしたアプローチは、
（a）政治的なゲームのルールを所与として、

している（Williamson 2000）。
ウイリアムソンが「ゲームのプレイ（ガ

また（b）生産技術の選択を所与としている」。

図1 制度の経済学
Level
L1 Embeddedness: informal institutions.
customs, traditions, norms, religions
L2 Institutional environment: Formal rule
of the game, esp. property (polity,
judiciary, bureaucracy)
L3 Governance: Play of the game, esp.
aligning governance structures with
transactions
L4 Resource allocation and employment

Frequency (years)
2
3
10 to 10
10 to 10

2

1 to 10

continuous

Purpose
Often noncalculative:
spontaneous
Get the institutional
environment right
Get the governance
structure right

Get the marginal conditions
right
注：L1 social theory; L2 economics of property rights/positive political theory; L3 transaction cost economics; L4
neoclassical economics/agency theory
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これに対し、歴史研究を重視するノースの

（３）契約履行問題を理解するためには、イ

立場は、「効率的な政府をどのように定義す

ンフォーマルな慣習・規律・宗教・文化

るかを知らないので、結果が効率的（パレ

（価値観）を考慮することが必要である。

ート的な意味で）かどうか、わからない」

新古典派経済学は、市場経済における契

というものである。ノースは、交換の費用

約履行にとって、法制度が唯一の適切な

には以下の４つの変数があるとした。すな

制度であると位置づけている。しかし、

わち、

一方では法制度に基づく契約履行には、

（１）計測の費用。

情報の不完全性の問題、あるいは不完備

（２）交換過程の性格（私的交換か非私的交

契約の問題がある。他方、実際には多く
の交換関係は、法制度がない場合でも、

換か）。
（３）契約の履行。すなわち、「機会主義、

インフォーマルな契約履行制度（慣習、

責任回避、詐欺」 問題を避け、 契約を正

道徳＝公平・正義、人的信頼、評判等）

しく履行させるためには、法律、裁判所、

に基づいて行なわれている（Sugden 1989;

強制力をもった第3者（政府）が必要であ

Greif 1996）
。

る。
（４）イデオロギーの役割（すなわち、正義

３．インド人エコノミストの「制度」
に対するアプローチ

感、公正感へのアピール）
。
そして、これら４つの変数が、さまざま

新制度派経済学は、計画経済に対する市

な経済組織の形態を生み出すと論じた

場メカニズムの優位性を前提にした上で、

（North 1984）。すなわち、「政府の役割・イ

市場の失敗を克服する条件あるいは市場を

デオロギーの役割→所有権のありかたと契

十全に機能させる条件を論じている。彼等

約の履行を決定する→取引費用の大きさを

にとって制度とは市場を機能させる、ある

決定する→経済組織のありかたを決定する

いは市場の失敗を克服する、様々な装置や

→経済パフォーマンスを決定する」という

工夫を指す。彼等が制度や組織に着目した

理解である。

理由は、それが成長に大きく影響を与える

以上の簡単なサーベイから、以下の３点

からである。効率という観点から見た制度
への着目である。この点において、彼等の

が示唆される。
（１）市場が十全に機能するための法整備

スタンスと新古典派エコノミストのスタン

（とりわけ私的所有権の確立）が必要であ

スとの間に相違はない。その経済学は、新
古典派経済学同様、「合理的個人」を前提に

る。
（２）政府（政治権力）の性格と能力を分析
する必要がある。効率的な公共部門の形
成、腐敗防止、分権化（World Bank 1997）
、

したものである（ただし「限定された合理
性」に変形されている）（Hodgson 1998）
。
第１章で垣間見たようなインド人エコノ

司法制度改革（World Bank 2002）等が政

ミストが展開した主要な議論は、新制度派

策提言される。いわゆる「グッド・ガヴ

経済学をベースに据えた議論とはまったく

ァナンス」必要論である。

接点がないように見える。両者の決定的な
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相違は、新制度派経済学が新古典派経済学

1988）。コースやノースではなく、ヴェブレ

の理解の枠組みを基本的には踏襲している

ンや後期ヒックスを高く評価したという点

のに対し、大半のインド人エコノミストは

が、注目される。チャクラヴァルティは、

こうした前提を採用していない点にある。

反新古典派経済学に立脚した制度経済学を

制度の重要性を正面から語ってきた代表的

構想していたと言えよう。「経済学のような

なインド人エコノミストは、チャクラヴァ

主題にとって、単純に［分析の］本質的な

ルティとセンである。

単位を『個人』のレヴェルにまで還元して

チャクラヴァルティは、マルクスやシュ

しまう立場は大きな過ちをもたらしうる。

ンペーターと並んで、旧制度派経済学の代

経済行動の重要なパターンは、諸制度を通

表者であるヴェブレンや後期ヒックスの仕

じて連関している組織というより高いレヴ

事を高く評価した。開発経済学は、「財とサ

ェルで生じる。新古典派経済学の分析は、

ービスの社会的前提条件」という課題に取

せいぜいきわめてアドホックにしか制度を

り組む必要があり、この点から見てヴェブ

とりあげることができない。歴史は経済学

レンの仕事に注目した。ヴェブレンは、成

者にとって不可欠である。歴史は、時間を

長の前提条件として「非物質的な装備」あ

またがる制度の発生に関して、重要な洞察

るいは「社会の目にみえない資産」を重視

をもたらすことができるからである」

したエコノミストである。現在の術語で表

（Chakravarty 1992）。新制度派経済学は、

現するならば、社会関係資本（social capital）

歴史なき制度論であるという批判を読み取

である。またチャクラヴァルティは、「経済

ることができる。

の理論化にあたっての歴史の中心性」とい

チャクラヴァルティに最も近いアプロー

う問題に心を砕いた。新古典派経済学が前

チを提唱しているのは、ヴェブレンを含む

提している方法論的個人主義は、経済現象

旧制度派経済学の復権を試みているホジス

を理解するためには「不十分であり間違い

ンである。「習慣」と「制度」（「市場」も制

をもたらすもの」であると確信していた。

度である）の相互累積関係による進化論的

「経済行動は社会行動の一側面」であり、

経済発展論を展開している（Hodgson 1998）。

「経済はいつでも『社会』の中に埋めこまれ

一方若き日のセンは、1950年代からイン

てきた」ことを強調していた。後期ヒック

ドの農業の制度的構造に着目した議論を展

スに強い共感を寄せた理由である

開した（Sen 1959; Sen 1962; Sen 1964; Sen

（Chakravarty 1989）
。

1966））。センは農業部門の内部に賃金労働

さらに彼は、開発プロセスにおいて国家

（資本主義的農業経済）セクターと家族労働

のイニシアチブが決定的な役割を果たしう

（小農経済）セクターという２つのサブ・セ

ることに注意を向けた。市場メカニズムは

クターを持ちこんだ。当時支配的であった

南アジア諸国では十分に機能せず、したが

開発経済学のモデルはルイス・モデルであ

って無節操な経済自由化は所得と富の偏在

る（Lewis 1954）。周知のように、ルイス・

を強化するだけで、成長の成果は貧困層に

モデルは、資本主義的工業部門と非資本主

まで浸透しないと論じた（Chakravarty

義的農業部門から成る二重経済モデルであ
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る。ルイス・モデルを拡張する形で、いち

の下での合理的選択仮説の下で、生産要素

早く農業内部に２つのセクターを設定した

費用の分担制度（cost-sharing）、信用契約と

センの試みは画期的であった。センの問題

労働契約の抱き合わせ制度（labor-tying）な

提起以降、農業経済学の分野でインド人エ

どの分野でも研究が進展した。土地改革は

コノミストが果たした役割には目覚しいも

土地の再分配および土地市場への政府介入

のがある。とりわけミクロ経済分析の手法

という形態だけでは効果的ではなく、小作

を駆使した「複合要素市場」論は、画期的

に対する信用源が地主であるという事実を

な貢献である。貧しい農業経済では、土地、

も考慮すべきであるという主張である。分

労働、信用といった要素市場は相互に緊密

益小作論・インターリンケージ論は、現在

に関連しあい、一個の複合市場を形成して

では新制度派経済学（不完全情報の経済学）

いるとする仮説である。

の一大成果として確固たる位置を占めてい

土地市場と労働市場との相互連関を示す
主要な形態の1つは分益小作制度である。な

る（Bardhan ed. 1989; Hoff, Braverman &
Stiglitz eds. 1993; Bardhan & Udry 1999）。

かでも注目されるのは、バルダン＝ルドラ
の仮説である。彼らは、東インド農村の実
証研究を踏まえて、複合要素市場および分

４．新制度派経済学を超えて
４-１ 自生的秩序論

益小作制度は地主と小作の双方にとって合

チャクラヴァルティが着目したのは「歴

理的な契約形態であると主張した（Bardhan

史」の重要性である。換言すれば、彼は

1980; Bardhan & Rudra 1980）
。生産に大き

「時間が単純なパラメーターとして現れる数

な不確実性があるような農業においては、

学的人口産物ではなく、一方向的な時間の

地主と小作の間で収穫された穀物をシェア

中で機能する経済制度の理論」（Chakravar-

することが双方にとって望ましい契約形態

ty 1989）の構築が必要であると考えていた。

であると論じた。彼らが強調したのは危険

チャクラヴァルティ自身は、このアイデア

分散という観点である。すなわち、危険の

を実現することなく他界したが、ゲーム論

大きい労働市場（不確実な雇用あるいは賃

の隆盛に伴って現在目覚しい発展を見てい

金）、雇用者側にとっての労働監視費用の高

る「進化経済学」には、チャクラヴァルテ

さ、家族労働および役畜サービス市場の不

ィのアイデアと相通じるものがある。

完全性、これらすべての要因が重なって、

サグデンは、人間行動における秩序は

今なお多くの途上国で分益小作制が存続し

「慣行（convention）」―すなわち「自己永続

ていると主張した。さらに十分に発達して

的な行動様式」―という形をとってもたら

いない信用市場がこれらに付け加わる（イ

されると論じた（Sugden 1989）。「市場が機

ンターリンケージ・モデル）。貧しい分益小

能する前提条件である所有に関する諸ルー

作が十分な担保がないために外部の信用市

ルは、慣行という形をとって進化しうる」

場から資金を借入れることが困難である場

というのがサグデンの主張である。サグデ

合、彼の地主は小作契約そのものを担保と

ンは、ヨークシャーの漁村の慣行を取り上

して受け入れることができる。不完全市場

げて、自説を説明した。そこでは、満潮の
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あと海岸に打ち上げられた流木は、それを

かの社会的目的や道徳性をもったものでは

最初に見つけた人のものになるという慣行

なく、その目的あるいは機能は単なる「模

がある。最初に流木を見つけた人は、掻き

写（replication）」であると論じた３）。

集めた流木の山の上に目印として石を２つ

オストロムも進化ゲーム論形式を利用し

置いておくと、その流木はその人の所有物

て、社会規範の発生を説明している

と見なされ、後日収集することができる。

（Ostrom 2000）。オルソン仮説によると、強

ただし次の次の満潮までに、その流木を持

制あるいはその他の工夫がないならば、合

っていかないと、その人の所有権は流れて

理的で利己的な個人は共通の（あるいはグ

しまうという。サグデンはこうした「早い

ループの）利益のために働かず、その結果

もの勝ちルール」の慣行を「自生的秩序」

公共財は形成されない（Olson 1965）。とこ

と呼んだ。慣行は、意識的な人的工夫ある

ろが現実の社会では、必ずしもオルソン仮

いは理性に基いた選択の結果として生まれ

説はあてはまらない。オストロムはオルソ

るわけではない。そうではなく、慣行ある

ンが仮定していた個人から成る社会を「合

いは人間行動を規制するルールは進化する

理的エゴイスト・モデル」と呼び、この仮

ものであり、またそうしたルールは「自己

説があてはまるかどうか検討した。公共財

執行的（self-enforcing）」（すなわち、ルール

ゲームに関する実験経済学の結果を見ると、

の履行を強制する形式的な機構がなくても

かなりの確率で人々が協力することが明ら

ル−ルが遵守される）であることを示した

かにされている。そこでオストロムは、社

議論である。さらにサグデンは、ハイエク

会は「合理的エゴイスト」に加えて、2種類

にならって、市場もまた自生的秩序である

の規範使用プレーヤー、すなわち「条件付

と論じた。所有権が法律によって定義され

協力者（conditional cooperator）」と「積極

国家によって強制されるならば市場はより

的懲罰者（willing punisher）」から成り立つ

スムーズに機能するが、たとえこうした外

と想定した。実験経済学の成果によると、

的な支持がなかったとしても市場は存続し

条件付協力者は社会の４−６割を占める。

うると論じた。「慣行に従うべきであるとい

どのようにして、合理的エゴイストの世

う信念は、慣行と同じように、同一の進化

界において規範使用プレーヤーが発生する

過程の産物である」。慣行は進化するもので

のであろうか。オストロムは、人間の頭脳

あり、ひとたび慣行が進化し始めると、そ

の進化をみると、義務感に関する推論は正

れは自己増強的過程（self-reinforcing

誤に関する推論とは別物で、前者は知性や

process）を辿り、やがて慣行は「規範

教育水準とは関連していないこと、現代の

（norm）」となる。サグデンは、市場が機能

人間は「社会規範を学ぶ性向（a propensity

するための不可欠の前提条件である所有権

to learn social norms）」を継承してきたこと

ルールの発生を、進化の結果（自生的秩序）

を強調した。そして、人間は他者の行為か

として説明した。自生的秩序としての慣

ら学ぶ動物であり、経験と彼等が受け取る

行・規範・市場・所有権制度は必ずしも効

報酬によって行動を変化させるのだと論じ

率を保証するものではない。それらは何ら

た。
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「非政府的」個人によってのみプレイされる
４-２ 法の内生化

場合にだけあてはまる。換言するならば、

サグデンやオストロムの議論はいまだ推

警察官、徴税人、判事等がゲームの外部に

論の域を出ていないが、いずれも慣習や社

いると想定する場合にだけあてはまるモデ

会規範の重要性を指摘したものとして注目

ルである。実際には、政府のために働く

される。本節では、社会規範の役割を論じ

人々も自分たちの動機や夢や努力や狡猾さ

ているカウシク・バスーの議論を見ておこ

を持った経済ゲームのプレイヤーである。

う。バスーは、かつてデリー・スクール・

このように政府を内生化すると、次のこと

オブ・エコノミクスにおいてチャクラヴァ

がわかる。ある特定の法があろうがなかろ

ルティの年少の同僚であり、チャクラヴァ

うが、警察官、徴税人あるいは判事にとっ

ルティからの影響を大きく受けた、現代イ

て利用可能な戦略は変化しない。つまり、

ンドを代表するエコノミストの一人である

法はペイオフ関数を変化させることはでき

（Basu 1991）。バスーの『政治経済学序説』

ない。すべての人がゲームのプレイヤーに

（Basu 2000）は、ゲーム論形式を使って新

含まれるならば、法は紙に書かれたインク

古典派経済学批判を試みたものである。

以上のものではなくなってしまう。法は

まずバスーは、市場取引が成立するため

個々人のペイオフ関数にもゲームにも影響

の前提条件に注意を喚起した。彼は、（a）

を与えることはできない。しかし法はゲー

社会規範は市場での交換を成立させる上で

ムの結果に影響を与えることができる。法

の基礎となるものであるが、従来経済学は

は、「焦点（focal point）」を創りだし、個々

社会規範を所与ものとして処理してきた、

人の心の中に信仰や期待をもたらすことに

（b）しかし実際には、交換に従事する当事
者たちが一定の制度的環境と社会規範を共

よって、ゲームの結果に影響を及ぼすので
ある、とバスーは論じた。

有している時にのみ交換は成立する、（c）当

「焦点」とはシェリングが用いたゲーム論

事者は、交換の代わりに強奪することも、

用語である（Schelling 1960）。バスーによる

盗むことも、略奪することも選択できるが、

と、国家の法を構成する文書は一個の「焦

そうしないのは一定の社会規範あるいは強

点」であって、ヒースロー空港の標識のよ

制力をもった政府の制度があるためである、

うなものである。「焦点」それ自身は真空な

と論じた。

ものであるが、他者がどうするであろうか

そうした上で、バスーは「法（law）」を

ということに関して個々人の心の中に期待

どう捉えるかという興味深い議論を展開し

を生み出す。そうすることによって、結果

ている（Basu 2000, Ch.5）
。

に影響を及ぼしうる。例えば友達と何日の

「従来経済学および関連社会科学におい

何時にヒースロー空港で待ち合わせの約束

て、法は個人に開かれている一連の選択肢

をしたが、ヒースロー空港のどこと場所を

あるいは一定の行為に対して個人が得る報

特定し忘れた。おそらくその場合でも、「待

酬を変化させるものとして理解されてき

ち合わせ場所」という標識のある場所で、

た」。しかしこうした見方は経済ゲームが

友達と会うことができるというのが、
「焦点」
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開発と制度の政治経済学に向けての覚書

というアイデアである。「国家の法はそれ自

るのかという問題を提起したことである。

身若干の定義と信念である。もし法が自己

一方、彼らの弱点は、市場の歪みあるいは

執行的であり、ともかくも法が遵守される

市場の欠落は国家による計画と統制によっ

であろうと人々が信じているならば、行為

て克服し得ると想定したことであり、市場

に移されうる定義と信念である。全般的な

の歪みあるいは市場の欠落が生み出される

無政府状態が支配している国家においては、

社会のあり方を問うことがついになかった

たとえ法が実行可能であったとしても、他

ことである。当時インド人エコノミストの

者が法に従うことがないと人々が期待する

誰一人として、経済開発にとって伝統的制

ために法は実行されないかもしれない」。と

度や社会的慣習が果たしている役割に触れ

なると、法によって実行可能となる人々の

ることはなかった。「伝統的社会」もまた、

行為や行動（したがって成果）は、社会慣

国家主導の工業化の推進によって「近代化」

習によっても実行可能であるということに

しうると想定していたのである。インドの

なる。また、法によって達成されうること

経済的後進性を社会的慣習や伝統的価値観

は、法がなくても達成されうるということ

の観点から説明しようとした西欧人の見方

になる。さらに一定の成果が経済の均衡で

に対する、ナショナリスト的な感情に基い

ないとするならば、いかなる法によっても

た反発であった（Patel 2002, p.５）。

それを実行することはできないということ
になる。わかりやすく言うならば、法がな

４-３ バルダンの「分配をめぐる闘争」論

くても社会の秩序は維持されうるし、逆に

バスーと並んで現代インドを代表するエ

法があっても無政府状態が支配しうるとい

コノミスト、バルダンも近年「制度」に関

うことである。

して興味深い考察を展開している（Bardhan

バスーの議論は、法の本質が社会規範と

2000; Bardhan 2001）。バルダンは、異なっ

同様、他者もまたそれを遵守するであろう

た社会集団間での「戦略的分配闘争（strate-

という期待に基いていることを強調したも

gic distributive conflicts）」と「非対称的な

のである。サグデンやオストロムの議論と

交渉力（asymmetries in bargaining power）
」

も共通するアイデアである。社会規範を無

によって制度が選択されるという仮説を展

視した法は、法として機能しないというこ

開している。
新制度派経済学（NIE）は、低開発をもた

とになる。
バスーの議論は、インド人エコノミスト

らす原因および低開発の存続をもたらす要

がネルー時代に展開した議論の限界を超え

因として「制度の失敗」を指摘してきた。

たものとして意義がある。ネルー時代の議

とりわけ市場取引に不可欠な法的構造、契

論は、「市場か国家か」という二者択一の枠

約構造そして第3者による履行のルールが必

内で行なわれていた。ネルー時代インド人

要 で あ る と 論 じ て き た （ North 1990;

エコノミストの最大の貢献は、市場が十全

Williamson 1985）。発展途上国にはこうした

に機能しない時に、どのようにして、また

制度が欠けている、あるいは弱体であるた

どのような条件があれば、開発は可能にな

めに、低開発状態から抜け出すことができ
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ないとする議論である。ノースやグライフ

推進し、補完することによって「調整の失

たちの経済史研究は、中世や近代のヨーロ

敗（coordination failure）」を解決するため

ッパ社会において市場取引の拡大を可能に

に国家が大きな役割を果たしたことに、バ

した様々な制度（フォーマルな制度および

ルダンは注意を喚起した。

インフォーマルな制度）が発達してきたこ

次にバルダンが目を向けたのは、何故貧

とを明らかにした（North 1984; North 1989;

しい国において、機能不全の制度が長期に

North 1991; North 1994; Greif 1993; Greif,

わたって存続しているのかという問題であ

Milgrom & Weingast 1994; Greif 1997）。

る。ノースが指摘するように貧しい国にお

ところが、バルダンが指摘するように、

いてより有益な制度への変化を阻んでいる

発展途上国あるいは非ヨーロッパ社会にお

のは政治的要因であるが（North 1990）、そ

いても「多角的評判メカニズム（multilater-

れは分配をめぐる闘争と非対称的な交渉力

al reputation mechanism）およびインフォ

に関連しているというのがバルダンの見解

ーマルな行動規範と履行に基礎を置く信頼

である。分配をめぐる闘争の偏奇的結果と

とコミットメントの、土着の商取引制度の

して非効率な制度が存続している古典的な

長い歴史」がある。例えば植民地以前のイ

事例は、発展途上国における地権の歴史的

ンドにはカーストを基礎とした商人組織が

進化にかかわっている。農業生産において

あり、パンチャヤート（地域の裁判所ある

規模の経済はとるに足りないものであり、

いは裁定制度）があった。それらは中世ヨ

しばしば小農が最も効率的な生産単位であ

ーロッパにおける商人ギルドや法商人制度

るにもかかわらず、長期にわたる既得権益

（law merchant system）と同様の機能を果

によってより効率的な地権の再配分は阻止

たしていた。遠隔地貿易には、フンディ

されてきた。さらに地主は、土地改革によ

（為替手形）と呼ばれる信用手段が使用され

って引き起こされる平等効果によって、彼

ていた。企業は信用の置ける商人のリスト

らの社会的・政治的権力が低下すること、

を持っており、彼らの発行するサハジョ

また非土地取引における彼らの統制能力の

グ・フンディ（sahajog hundis）と呼ばれる

低下を恐れているために、土地改革に抵抗

信用状はただちに市場で割引きされた。そ

する。バルダンは、NIEによる制度変化論に

うなると問題は、発展途上国では何故こう

は、制度変化によって政治的レントが絶対

した土着の商取引制度はより複雑な、非人

的にではなく相対的にどう変化するのかと

格的な、開かれた、法的に合理的な制度に

いう観点が欠けていると批判している。

発達しなかったのか、ということになる。

バルダンのアプローチは、制度分析にお

バルダンは、商人経済から工業経済への進

いて政治経済学的アプローチの有効性を示

化を妨げた原因を金融に求めている。カー

す一つの事例である。

ストに基礎を置く、あるいは氏族に基礎を
置く商人企業は長期の工業投資に伴うより
大きなリスクを支持するには不適切である。
工業化の初期段階では、民間企業の調整を
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４-４ センのケイパビリティ論
第1章で垣間見たように、独立後インド・
エコノミストの間では新古典派経済学に対

開発と制度の政治経済学に向けての覚書

する不信感が満ち満ちていた。アマルティ

によっても「ケイパビリティ」によっても

ア・センは、こうした伝統を引き継いで画

なしうるが、後者のほうがよりすぐれてい

期的な仮説を提唱した。「開発の意味」を根

るというのが、センの主張である。

本的に問い返す作業の中から、センは「ケ

ケイパビリティ論は、「効用」に基礎を置

イパビリティ」、すなわち「個々人が生きて

く新古典派厚生経済学を徹底的に批判する

いく上で選択できる生活の幅」という概念

中から生み出されたものである。効用理論

を提唱したのである（Sen 1988）。

に対する彼の批判の要点は、次の表現の中

センが強調したのは、貧困とは個々人の

に凝集されている―「極貧から施しを求め

基礎的なケイパビリティが欠如している状

る境遇に落ちたもの、かろうじて生延びて

態のことであり、開発とは個々人のケイパ

はいるものの身を守るすべのない土地なし

ビリティの拡大を意味するという考えであ

労働者、昼夜暇なく働き詰めで過労の召使

る。新古典派経済学だけでなく、ベーシッ

い、抑圧と隷従に馴れその役割と運命に妥

ク・ニーズ・アプローチをも含め、開発の

協している妻、こういったひとびとはすべ

意味を財とサービスの充足におしとどめて

てそれぞれの苦境を甘受するようになりが

きた財志向アプローチから、「生活の質」あ

ちである。かれらの窮状は平穏無事に生延

るいは「福祉＝良く生きること（well-being）」

びるために必要な忍耐力によって抑制され

の意味を問う人間志向アプローチへと転換

覆い隠されて、（欲望充足と幸福とに反映さ

する試みである。センによると、ベーシッ

れる）効用のものさしには、その姿を現さ

ク・ニーズを「基礎的な財の一定の最低量

ない」（Sen 1985, p.15）。この「苦境を甘受

を満たすこと」と見なすことは、財の「物

する」という心理的な反応は、新古典派厚

神崇拝」につながる（Sen 1990）。ベーシッ

生経済学ではまったく分析することができ

ク・ニーズ・アプローチは、その問題提起

ないではないか、という批判である。

の具体性および緊急性にもかかわらず、効

『財とケイパビリティ』（Sen 1985）は、ケ

用に基礎を置く伝統的な厚生経済学の中で

イパビリティ論の基礎となる「機能（func-

は、まともにとりあげられることはなかっ

tioning）」という概念を体系的に論じたもの

た。開発経済学と新古典派経済学に基礎を

であり、厚生経済学と開発経済学との架橋

置く厚生経済学との間には大きな溝があり、

を試みた研究として着目される。本書のテ

両アプローチはすれちがったままであった。

ーマは、「福祉（well-being）」と「相対的有

何故か。センによると、その原因は、ベー

利（advantage）」という２つの観点から、

シック・ニーズ・アプローチの問題提起は

ある人の「利益（interest）」とその実現とい

表面的なものにとどまり、「効用」概念との

う問題を検討することに置かれた。センに

かかわりを明確にできなかったためである。

よると、 well-being

はある人の「達成

ベーシック・ニーズは「分析の中間段階」

（achievement）」、すなわち「彼あるいは彼

に属する概念であり、より基礎的な哲学

女の『人生（being）』がどのように『いいの

的・倫理学的な概念によって裏づけられな

か』」をあらわす概念である。また「相対的

ければならない。この基礎づけは、「効用」

有利」は、とりわけ他者と比較した時に、
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その人が持っている「実際の機会（opportu-

ことを無理なく期待できるものに対して示

nity）」をあらわす概念である。機会は達成

す心理的な反応は、往々にして厳しい現実

された結果によってのみ判断されるもので

への妥協を含んでいるかもしれない」
（p.15）。

はなく、したがって達成された「人生の善

となると、個人間で効用のランキングを行

さ」の水準のみによって判断されるもので

なおうとする時、とりわけその弱点が明ら

はない。両者は異なるものである。センが

かになってしまう。「福祉＝善き人生」と

本書で試みたことは、「人生の善さ」と「相

「幸福」あるいは「欲望充足」との関係の評

対的有利」という２つのテーマに対して従

価は、人それぞれであるためである。これ

来提出されてきた様々なアプローチを批判

に対し、（２）の「富裕」に基づくアプロー

的に検討し、代替的なアプローチを提示す

チの弱点は、財に対する物神崇拝的な見解

ることであった。

から逃れられていない点にある。この見解

「人生の善さ」と「相対的有利」を判断す

は、「善き人生（well-being）」を「富裕であ

る際に、新古典派厚生経済学が採用してき

る（being well off）
」と混同したものであり、

た伝統的アプローチは、（１）「効用」に基

また「ある人の状態」を「彼あるいは彼女
．．
の所有 の範囲」と混同するものである、と

づくアプローチである。また、（２）「富裕
（opulence）」に基づくアプローチも提出され
てきた。（１）の効用に基づくアプローチは、

批判した（強調原文）。
こうした批判の上に立ってセンが提出し

さらに３つの亜種に分類できる。すなわち

た代替的アプローチは、「機能」と「ケイパ

効用を、（１-a）「幸福」あるいは「喜び」と

ビリティ」を軸に据えたものである４）。「財」

みなす立場、（１-b）「欲望充足」とみなす立

は様々な特性をもっている。しかしある財

場、そして（１-c）「選択の実数値表示」と

の特性がわかったとしても、人がその財を

みなす立場、である。（１-c）はより現代的

所有することによって「何ができるように

な厚生経済学で優勢になった解釈である

なるのか」ということはわからない。した

（すなわち、サムエルソンの提示した「顕示

がって、人の「福祉＝善き人生」を判断す

的選好」論を継承する立場）。センは、これ

るためには、その人の「機能」がわからな

らの立場をいずれも不十分なアプローチと

ければならない、という主張である。
「機能」

して避けた。（１-c）は、選択の順序をもっ

とは、「彼あるいは彼女が行ないうることと、

て福祉の順序とみなす立場であるが、この

なりうること」を意味する。となると、「善

立場は選択の動機を無視したもので、あま

き人生＝福祉」を判断するためには、「財の

りにも物事を単純化した見方であると一蹴

特性」の「機能の達成」への転換を考察す

した。「形式における数学的厳密性と内容に

ることが重要な論点になる。何故、「機能」

おける驚くべき不正確さとが手に手を取っ

は「善き人生＝福祉」を反映するのであろ

て 進 ん だ 」（ p . ２ ） 典 型 的 な 事 例 で あ る 。

うか。「機能」は、「彼あるいは彼女がどの

（１-a）および（１-b）の立場に対する批判
は、先述した通りである。すなわち、「われ
われが実際に獲得するもの、また入手する
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ような人生を生きているのか」にかかわっ
ているからである、と論じた。
後年になってセンは、「ケイパビリティ」

開発と制度の政治経済学に向けての覚書

を「ある人が経済的、社会的、および個人

と欲することを達成すること」を意味する。

の資質の下で達成することのできる、様々

エイジェンシーを追求する結果、人の福祉

な代替的な『であること』と『すること』

や幸福感が増進する場合もあれば、逆に減

を代表する、一連の機能の束」（Drèze &

少する場合もある。つまりエイジェンシー

Sen 1989）と定義し、また「機能を達成する

とは、「こうなってほしいと自ら欲すること

ケイパビリティ」という表現を用いている

を価値づけ、またこうした目的を自分で設

（Sen 1992）。つまり、ケイパビリティは「善

定し実現する能力」である。

き人生を得るための自由（あるいは本当の

一見わずらわしい概念と定義の氾濫と映

機会）を構成するもの」あるいは「価値あ

るセンの議論は、よく見るといずれも開発

る機能を達成する自由を反映したもの」

と貧困（あるいは人間の生と死）にかかわ
る問題の本質に迫ろうとする試みであるこ

（Sen 1992）である。
『財とケイパビリティ』のあと、センは

とが理解されるであろう。センの試みは、

『倫理学と経済学』（Sen 1987）で、（１）経

新制度派経済学に引継がれた新古典派経済

済学は「倫理学」と「工学」という2つの異

学の効用仮説を根本から批判するものであ

なった起源をもつこと、（２）現代経済学は

る。センの問題提起は、自己利益のみを追

工学の線にそって高度な発達を見る一方で

求する合理的経済人モデルの修正を求める、

倫理学の線にそった研究は大きく立ち遅れ

社会規範と価値に関する数多くの研究を生

たこと、（３）現代経済学では自己利益を追

み出しつつある（Ben-Ner & Putterman

求することだけが合理的な経済行動である

eds. 1998）。今後の、制度経済学のありうべ

と解釈されている。しかし、アダム・スミ

き一つの方向を示唆する研究動向である。

スの議論を良くみると自己利益の追求だけ
でなく「共感と自己規律」が重要な人間の

注

行動動機として理解されていたことを明ら

1）ネルーの首相在任期間は1947-1964年であるが、

かにした。その上で、自己利益の追求だけ

第2次5ヵ年計画期に至るまでは、副首相・内相パ

を人間の合理的な行動動機とみなすという

テール（Sardar Vallabhbhai J. Patel）の政治的影

現代厚生経済学の重大な欠陥を補正すべく、

響力が強く、国民会議派内での実権を完全に掌握

センが提出し強調した概念は「エイジェン

できていなかった。本稿で「ネルー時代」という

５）

シー（agency）」である 。人の行動は、こ

場合、第2次5ヵ年計画着手から死亡するまでの時

れまでに展開してきた「善き人生＝福祉」

期（1955年−64年）を指す。

という観点とは別に、「エイジェンシー」と

2）NIEは、ワルラス型新古典派経済学を批判する形

いう観点からも理解することができるとい

で登場した「新しい開発のミクロ経済学」を目指

う議論である。「エイジェンシー」とは、自

すものとして理解することができる。このような

分自身の福祉の増進を直接の目的とするの

問題意識を共有しながらも、バルダンは、「取引費

ではなく、「自分の家族のため、あるいは自

用の経済学」派と「不完全情報（情報の非対称性）

分の属する社会、階級、団体、あるいはそ

の経済学」派とが見られると整理している。コー

の他の目的」のために、「自らが達成したい

ス、アルチアン、デムゼッツ、ウィリアムソン、
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ノース等は前者の立場を代表する議論を展開して

5）「エイジェンシー」という概念が最初に用いられ

おり、一方アカロフ、スティグリッツ等は後者の

たのは、Sen 1982b, である。また「合理的な愚か

立場を代表する議論を展開している。二つのアプ

者」（Sen 1977b）では、自己利益の追求だけを合

ローチは多くの点で共通項を持ちながらも、それ

理的行動とみなす現代経済学に対する対抗案とし

ぞれのアプローチが適用あるいは応用されるテー

て、センは「共感」と「コミットメント」という2

マにはズレがある（Bardhan 1989）。これに対し

つの行動原理を提出した。「共感」とは、「他者に

ナブリ＝ニュジェントは、（１）「取引費用」およ

対する関心が直接に自分の厚生に影響を及ぼす」

び「情報費用」アプローチと、（２）オルソンに代

ケースに対応した概念であり、一方「コミットメ

表される「集合行為」アプローチを含めたものを

ント」は「他者が苦しむことを不正と考えて、そ

新制度派経済学として理解している（Nabli &

れをやめさせるために何かをする用意がある」ケ

Nugent 1989）。本稿では、取引費用の経済学に焦

ースに対応した概念である（「正義感」とでも翻訳

点を当てて、新制度派経済学の基本的な考えかた

できるかもしれない）。「共感」は他者の苦悩を知

を整理する。当事者の一人であるスティグリッツ

ることによって具合が悪くなるように感じるケー

の評価をも参照されたい（Stiglitz 1986）。

ス、
「コミットメント」はそうでないケースである。

3）「第1次世界大戦中、西部戦線では壮絶な戦闘シー
ンが繰り広げられていた。けれども、その激しい
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