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1 はじめに

大変有り難うございます。身に余るご紹介に感謝いたします。
、，宇ム

」」ハ

l 本稿は、 2010年 10月 17 日に神戸大学六甲台講堂で行われた Oliver E. 

Williamson教授（カリフォルニア大学ノ守一クレー校教授）による神戸大学

の学生に向けた講演を、許可を得て翻訳したものである。目次は、当日

にWilliamson教授が用いたPowerPointのスライドを参考にして、読者のた

めに訳者が付したものである。
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甲台キャンパスに再び来ることができたことをうれしく思います。今日

も太陽が輝いていることに気づきました。私がこの前訪れた時にも太陽

が輝いていました。皆さんが私のためにいつもそうしてくれているので

しょう。それはさておいて、ここで、私の研究や私の研究がどのように

進化したかについて、とくに迷路から抜け出して良い選択をしようとし

ている若い人々のために話ができるのはとてもうれしいことです。

私がまず思うのは、研究や教育に唯一最善の方法など存在しないとい

うことです。しかし、ある人々は幸運にも一直線のルートを与えられ、

素早く行きたいところと得たいものを知り、すべてがうまく行きます。

私の場合、自分が活きる場所を見つけるために、何度か方向転換を余儀

なくされました。しかし私には、それらすべてが有益であり、物事が展

開する経緯において幸せ者でありました。

それでは私が、どのようにして取引費用経済学に本格的に取り組むよ

う方向付けられたのかについての身の上話からはじめたいと思います。

それはほとんど避けられない運命だという人もいますが、もちろん真実

ではありません。しかし、物事がそのように展開していった点からはそ

のようにも思えます。そうした話の後に、法・経済・組織の根本的な考

え方や、そうした考え方が実際に何を期待されており、取引費用経済学

の洞察によって様々な方法による貢献が求められていたこと、そして法・

経済・組織を一貫した理論によってまとめる方法を見つけるための挑戦に

入って行きます。それから、ビジネスに対する公共政策について少し話

をしたいと思います。

2 取引費用経済学への道程

それでは私の生い立ちについて話したいと思います。私は人口約3000

人のウィスコンシン州北部の小さなコミュニテイで育ちました。そこで
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の経験は極めて民主主義的なものでした0・その町には、社会的階層のよ

うな目に見える階層はほとんどありませんでした。人々は、自分達が提

供すべきものによって、成功したり失敗したりしました。そうした傾向

は必ずしも自分の関係者や政治を支持するといった偏向からもたらされ

るのではありませんでした。それは実績に基づいたものであり、健全な

状況であったと思います。

私はMITの学部生であった時に、工学の教育を受けました。それは理

論物理学とは対照的なものでした。その時は気づ、かなかったのですが、

私は実践性に晒されていました。そしてそれが、私の経済学の研究方法

へと浸透して行きました。つまり、純粋な理論を超えて現実の事象に対

処する理論を獲得したい、理論展開を容易にするための平易な前提を超

えたい、そして両方を同時に充たしたいとする指向です。

理論的な研究をするときに、簡易化が必要です。しかし応用へと進む

ときに、様々な要素を考慮すべきであり、そのために「摩擦」のような

ものを取り込まなければなりません。私は、取引費用をこの摩擦に対応

するものと考えています。長い間、経済学では、理論的にも実践的にも

取引費用はゼロであることを前提にしてきました。そうした考え方を工

学や物理科学においても、その理論の一部として用いることはできます。

しかし工学の側から見た場合、摩擦を取り上げなければ大きな問題が生
じることになるでしょう。

私が思うに、摩擦に対する着目は重要で、した。偶然か必然かは不明で

すが、 2010年のノーベル経済学賞は、 Peter Diamond 、 Dale 恥fortensen、

Christopher Pissaridesの3名が受賞しました。詳しく見ていないので、機会

があればもっと詳しく調べたいと思っています。彼らは、市場の分析に

摩擦を取り入れた研究を行ったことにより、 2010年ノーベル賞が付与さ

れたとの記載があります。この事が、経済学においても摩擦を取り入れ
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る動きがあること、あるいは経済学が摩擦に対してより自覚的になって

きたことの予兆であるのかどうか、私には分かりません。しかし、取引

費用経済学と関連の深いミクロ経済学においてだけでなく、マクロ経済

学の目的からも、公共政策において摩擦を取り入れることは極めて重要

です。

私の経歴の次の段階は、スタンフォード大学には申し訳ないのですが、

カーネギー工科大学でのPhDプログラムへの出願で、した。しかし、 PhDへ

の進学はMBAの学位を取得してからです。 MBA コースの 1年目には数人

のドクターコースの学生とも一緒に講義を受講しましたが、私が一緒に

学んだ、のは主にMBAの学生達でした。その時に私ははじめて経済学の講

義を受講し、経済学やそれが関わる問題がいかに面白いかに気づいて驚

きました。それだけでなく、工学部での教育を、例えば工学的な分析に

用いる数学的な方法を、経済学に持ち込み適用できることを知りました。

その両面において、私は楽しかったのです。

そして特に意味はなかったのですが、私は教師を訪ねて話をしました。

その人はエール大学から丁度その学部に着任したばかりの若い助教授で、

経済学の博士号を持ち、この経済学の入門課程を教えていました。ある

時彼は私に対して、結論として次のようなことを言いました。 「君は、

君が思っている以上に経済学に深い興味を持っているし、素晴らしい洞

察力ももっている。経済学部に入ってもっと勉強すべきだ。少なくとも、

そうした方向性を有する選択科目をとるべきである」と。そこで私は、

彼の示唆をそれなりに尊重しました。こうした場合、つまり教師があな

たの最善の興味を知る場合があります。それは常には正しくないかも知

れませんが、耳を傾けてみる価値はあります。

そして私は彼の示唆を尊重し、その年の第3学期には、経済学部で

Kenneth Arrowの授業を取ることにしました。私は、彼が世界で最も偉大
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な経済学者だと思っています。とても幸運なことに、私はこの経済学へ

の導きを前進させることによって、その魅力を知るだけでなく、 Kenneth

Arrowの講義までも受講できたのでした。

そのことは私をさらに刺激し、次の年にはMBAプログラムが許容する

範囲を限界まで用いて、ピシネススクールでは 2 科目しか受講せず、残

りすべてを経済学と数学と統計学の講義を受講することに当てました。

これは重要な進路変更でしたが、 2年生になったばかりの時に新たに着任

したもう一人の助教授からも同様の示唆を受けていました。当時研究室

が不足していたので、私と彼とは研究室を共有しており、定期的に私達

は私が何をすべきかについて話をしました。そうした時に彼は、私がカ

ーネギー工科大学に行くべきだといつも結論づけました。

私はカーネギーのプログラムについて何も知らなかったので、肩をす

くめてやり過ごしていました。しかし彼は説得をやめず、ついに私はそ

のプログラムについて調べはじめました。それは真新しいプログラムで

した。 1950年に創設され、当時まだ9年しか経過していませんでした。し

かしそれはミッションを持っており、アメリカの選りすぐられた研究者

達によって学際的な研究を企図するものでした。彼らは若々しい精神を

持ち、世界制覇を成し遂げようして活動していました。

ここで興味深い数字を示すことができます。そこには 15人の若い助教

授が在籍しており、社会科学に革新をもたらそうとしていましたが、彼

らの内の 4 人が後にノーベル経済学賞を受賞しています。このプログラ

ムは私にとって素晴らしい経験でした。私は大きな喜びをもって、この

先駆的で自信に満ちた小さなグループに仲間入りしました。

「カーネギーの 3 方針」とは、 「規律正しくあれ、学際的であれ、溌

刺とした精神を持て」というものでした。 「規律正しくあれ」が意味す



6 

るのは、専門領域を選択しなければならないということでした。私の専

門は経済学でした。そしてそれは、その専門領域においてゲームの頂点

に上り詰めたいと思うことであり、言うまでないことです。

しかし「学際的であれ」との考え方は、当時はまだ、今のようには広

く受け入れられてはいませんでした。この考えはこの四半世紀において

もなお抵抗にあっていますが。 「学際的であれ」という考えは、学際的

であることを自己目的とすることではありません。つまりそれは、あな

たが学んでいる現象が多領域にわたる場合でも直ぐに中止しないこと、

例えば私は経済学者だからここまでしかやらないとは言わないことを意

味します。もしそれが組織や政治科学に関する問題を含むのならば、そ

れらを関連づける方法を見つけ出すことです。そのためには背景的な資

料のさらなる読破や、場合によっては新たに講義を受講することさえ必

要とされるかも知れません。それでも、事象を不自然に解釈するのでは

なく、現実の事象との接触を維持する方法を見っけなければなりません。

これは私にとって重要な教訓であり、私自身が行ってきた研究において

常に忠実で、あろうとしてきたことです。

最後に「溌刺とした精神を持て」についてです。この考えは、新しい

現象に直面した時に、それがよく分からないものであったとして決して

見過ごさない、ということです。その現象を記憶にとどめ、これはパズ

ルであり、その理由を突き止め、どのように作用するのかを明確にする

ことは面白いことであるというべきなのです。こうした探求を行うに当

たり、主として 2 つの伝統的な方法があります。一つは、教科書に戻っ

てそれに適用できそうな経済学や他の理論を探し出してスタンプを押す

ことで、それがここにおける法則であると宣言し、この観察されている

現象の説明であるとする方法です。しかし、私が勧めるもう一つの方法

は、それについてすぐ判断をくださないことです。その代わりに、 「こ

こではいったい何が起こっているのだろうか」という疑問を持ち、柔軟
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な思考によって偏見なくその現象に接近することです。すると、これま

でに受けてきた教育のどれか一部があなたを大いに助け、それはさらに

増強されるでしょう。新たな興味深い現象に遭遇したときに、この「溌

刺として精神を持て」という考え方、つまりもっと好奇心をもつことを、

私は強く皆さんにお勧めしたいと思います。

Jacques Drezeはカーネギーの訪問研究者でした。あいにく時期が重な

らなかったので、私は実際に彼にカーネギーで、会ってはいないのですが、

私が非常に尊敬する経済学者です。彼は数年前に彼自身の経歴を振り返
り、次のような意見を述べています。 「私はカーネギーに来るまでは、

このような知的興奮をうけたことがなかった」。私にとってもそれは同

様でした。

1960年から 1963年は、私にとって間違いなく輝かしい時間でした。私

は十分に訓練を積み、外に出て経済学部で教え、社会科学を研究する意

欲を持ちました。最初の頃は、多かれ少なかれ一般的な経済学の方法を

中心としてきました。風変わりなことをすれば、 「きっと彼は、それを

明確に定義された観点と結び、つけられないからだ」と、誰かに批判され

る危険がありました。それは私にとって良い訓練となりました。少なく

とも最初のうちは自分の専門分野に縛られるのが自然です。それからそ

れを破る方法を見つけることによって関心の広さを自分のものとしたな

らば、パズルはほとんど確実にあなたの前に出現します。

それから5年に渡りいろいろなことがありました。その間妻と私、そし

て私達の子供達は、アメリカ中を放浪のように旅しました。私はその4年

の聞に、カリフォルニア大学パークレー校、ペンシルベニア大学、司法

省反トラスト局で働き、そしてまたペンシルベニア大学に戻りました。

私が特に取り上げたいのは、反トラスト局で過ごした時間です。なぜ
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なら、これはハーバード大学の経済学部に所属する研究者から電話を受

けるという幸運な機会からもたらされたものだからです。その人は、私

が産業組織分野で行っていた研究のいくつかを知っており、私に反トラ

スト局長の経済学に関する特任助手として働くつもりはないかと問い合

わせてきました。彼はその電話での会話で、少なくとも私の仕事を知っ

ており、私が同意すれば私を推薦するつもりであり、反トラスト局長も

同意するだろうと言いました。当時の反トラスト局長は、非常に優秀な

Don Turner という人でした。彼はエール大学でー法律の学位を取り、さらに

ハーバード大学で経済学のPhDを取得していました。彼は、最高裁判所

の書記官を経験していましたが、その地位は若い卒業生にとって極めて

重要なものです。それから彼は、ワシントンD.C.の主要な法律事務所の

一つで、働き、ハーバード大学に戻ってロースクールの教授陣に加わりま

した。とにかく反トラスト局は、世界における主導的な反トラストの権

威であり、私はそれを十分価値のある話だと思いました。

しかし一つだけ問題がありました。その問題とは、 Turner とその部下達

は非常に学識のある人達でしたが、反トラスト法のエンフォースメント

を進めるに当たっては経済学が提示する関連ある理論に依存していたこ

とです。その当時に重要な理論として認められていたものは、企業が生

産関数であるとする教科書的な経済学によって導かれたものでした。企

業は技術的なものとしてしか考えられておらず、組織が効率性を高める

という観点、から重要で、あるという某かの事実に対する注目も、ましてや

それが分析対象となるとする考えも存在しませんでした。それらは完全

に無視されていました。ある特定の組織化の現象がそれに対応する技術

的・物理的な側面を持っていなければ、それを競争抑制的なものと推定

する立場が取られていました。私はこうした考えを欄笑していましたが、

それはそのまま経済学者がしていたことでもありました。つまり、彼ら

も私のような考え方を噺っていたのでした。
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したがってそれは、反トラスト法によるエンフォースメントを実行す

るスタッフの一部に見られた欠点というよりも、その当時において利用

可能で、あった経済理論の欠点でした。しかし、それには深刻な誤りがあ

りました。恐らく、その時期に進められた最も重要な反トラストに関す

る事件は、垂直的市場関係に関するものであり、そうした契約において

は標準的でない契約条項が挿入されていました。

私は反トラスト局長に、彼らが準備した意見書の要綱案の草稿を読む

よう指示されました。私には、そこに何か問題があることは分かりまし

た。そのわけは、カーネギーにおける学際的な教育の経験があり、教科

書的な経済学に完全に依存するような傾向が私にはなかったからでした。

しかし私には、幾つかの可能性を指摘するだけで精一杯で、した。私が依

拠すべき代替的な理論は当時まだ存在しませんでした。

私は、注意深く事を進めなければならない、あるいは注意深くあるべ

きだとの議論をしました。彼らは私の進言を最後まで聞きました。また

彼らは、この議論に敵意的でもありませんでした。ただ無視しただけで

した。そして単純な議論に基づいて事を進めました。そして彼らは、そ

の事件において勝訴しました。しかし実のところ、次の 10年において、

組織が重要で、あり、かなりの程度まで分析が可能であるとの考え方が推

進されました。そして連邦最高裁判所は10年後になって、その 1968年の

判決を覆しました。それは速には信じがたいほどの例外的な出来事でし

た。しかし確かに、自らが冒した誤りを受け入れようとする人々の姿勢

には勇気づけられるものがありました。

その後、私はペンシルベニア大学に戻って、幾つかの新しい講義を創

り上げました。私は垂直市場規制と垂直結合を扱う新しい講義も作りま

した。そして、私は学生達と一緒に、この分野の業績を徹底的に検討し

ました。そうした中で、私が関心を抱いたことがありました。それは、早
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期の研究者達がすでにそうした問題の存在を認識しており、それらにつ

いて語ったいくつかの論文もあったことです。そこで、これまでに何が

行われてきたかに注目すべきであると思いました。実際にいくつかの優

れた論文がありましたが、それらは組織を分析に取り入れる方向のもの

ではありませんでした。したがって組織の観点からの研究は、いわば白

紙の状態でした。

しかし、その頃の私はまだ、自分なりの方法で研究する道を模索しな

ければなりませんでした。その頃に新設されたペンシルベニア大学の

「公共・都市政策スクール」の学部長から、そこで組織理論の講義を担

当するよう要請されました。私は、それまでに組織理論について教えた

ことがなかったので、その講義を担当することには大変な苦労がありま

した。なぜなら、それまでとは異なる分野の大量の背景的資料の解読や

多くの準備が必要だったからです。

しかし、確かに教師の多くが認めるように、教えることは学ぶことで

あり、私にとってそれは学習の経験となりました。そして、私が教えた

学生諸君は、特に私のように経済的な教育を受けた人達にとってそれが

難しい分野であることを理解してくれていました。しかし、特にカーネ

ギ一大学において組織理論に触れたことや、学際的な社会科学に接して

きた経験に支えられて、私は組織理論を自らに引き寄せることができま

した。そして、学生達と私は前進を遂げ、解釈可能ないくつかの規則性

を発見しはじめました。

組織を経済学的視点から分析する目的のために真に重要であると分か

ったことの一つが、新しいレンズを用いる必要性でした。価格理論の標

準的なレンズは、選択のレンズと時々呼ばれます。それは価格と生産、

そして需要と供給に焦点、をあてます。また、それが有する技術的な指向

については既に説明したところです。これに対して、新しいレンズは、
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契約的な観点から現象を見るためのものです。ここにおいて交換的なア

レンジが行われています。そこでは当事者達が、自分たちの必要性に適

したものを考案しようと試みます。

こうした取引の特徴を見ることにしましょう。単純な市場取引を考え

た場合、どのような場面でそれはうまく機能し、どのような面でそれは

不満足にしか機能しないのでしょうか。いつ取引の複雑化は生じるので

しょうか。そして、どのような統治構造の選択肢が私たちに残されてい

るのでしょうか。すでに述べたように、これはミクロの分析を要求しま

す。詳細についての分析が、これまで問題とされなかったような様々な

方法において、現実的な重要問題となるのです。

その当時に、経済学において40年にもわたり放置されていた古い概念

がありました。それが「取引費用」です。この概念は 1930年代にRonald

Coaseにより導入されました。私は後にCoaseの業績を少し引用するつも

りです。彼は、新古典理論が摩擦の欠如あるいは取引費用ゼロの状態を

重要な前提としているけれども、取引費用は現実において重要であり、

経済組織に対する波及効果を有しており、それを関数として取り入れる

方法を発見しなければならないと述べていました。

そうした成果として、契約のレンズとミクロの分析との連携により取

引費用を導入することによって、組織理論や節減の理論に訴えかけるこ

とは、 1971年に公表した私の「生産の垂直統合」の論文において結実し

ました。それは、まとめ上げることが極めて難しい論文であり、統合さ

れなければならない問題や考案されるべき構造が多くありました。しか

し私にとっては、それが垂直統合を考える唯一の方法ではないとしても、

それを考察するための建設的方法であることを確信させるものでした。

そして確かに、こうした見方により、反トラスト分野のビジネスに向け

られた公共政策における最悪の誤りの幾っかが、回避されました。
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それは、取引費用経済学のプロジェクトを始動するものともなりまし

た。一面においてこうした研究は一回限りの作業であり、私は垂直統合

問題に取り組み続けませんでした。しかし他面において、私が予想した

以上のものがそこにあるかも知れず、実際にそうした方法より解釈でき

る可能性がある、言明されていない多くの現象が存在していました。

そして確実に、他の諸問題についても成果が生み出されました。その

トリックは、皆さんが標準的な問題を取り出し、それを契約関係として

再定式化できるかどうかという点にあります。そして一度それを契約的

に考え出せたなら、次に、そこに当てはまる規則性とは何かを問うこと

です。つまり、その問題を操作可能にするための試みが動き出します。

そして、要となる現象がありました。取引を探す代わりに、生産市場を

見る必要があり、労働市場での取引を見ることもできるのでした。皆さ

んは更に進んで、、契約の観点から金融を考え、企業統治における債務と

株式の最適な利用に必要とされる派生的効果を考えることも可能です。

この方法は多くの問題に対して聞かれています。

そしてこれこそが、私が真剣に取り組んだ研究プロジェクトであり、

その結果は満足の行くものでした。それは拡張や洗練や実践方法をも含

んでいますが、これらについては後に触れたいと思います。ただ、ここ

でいう洗練とは、インフォーマルな理解をよりフォーマルな理解へ進め

ることを欲するという意味であり、理想を言えば、最終的に完全にフォ

ーマルなモデルに結実させることです。しかし、それは拙速に行うべき

ではなく、そのための時間や、現象とのリアルな接触を維持することが

必要とされます。それと同時に教育に携わったり、研究論文の指導をし

たり、多くの優れた学生達を育てるのも、そのために重要なことです。

学生達はそれを教室から外へと持ち出し、新たな職場に持ち込むことで、

いわば福音を広める事ができるのです。
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良いパズルを決して放さないでください。これがこの点に関する私の

最後のコメントです。私の経験からすれば、はじめて直面した時点では、

明確に説明がつけられない事柄が多くあります。しかし、もしそれを解

決できなくても、断念しないで下さい。なぜなら、良いパズルには、そ

れを打開することができれば、真に重要な多数の洞察がその中に詰まっ

ていることがよくあるからです。私の場合ですが、あるパズルに困惑さ

れてからそれを解く方法をどうにか見つけだすまでに要した最長時間は

10年間でした。それは学生諸君にとっては、 1世紀にも及ぶように思われ

るかも知れません。しかし、それを取り戻せる何かがあり、その当時私

が理解できなかったにも関わらず、そのパズルを見過ごさなかったこと

に喜びを感じています。

このようにして、契約上の問題として生じる、もしくは契約として再

定式化されうるいかなる問題も、取引費用節減との関係を活用すること

によって精査が可能となるという確信に私は到達しました。

そのことは、それと同等の示唆に満ちた他のレンズは存在しないとい

うことを意味しません。そして実際のところ社会科学は実に複雑であり、

物理科学よりも遥かに複雑です。市場の取引現象の全範囲において適用

できるような万能の理論を持とうとする考えは、私の研究者生命のなか

で扱えるものではなく、数十年の聞に具体化するとは思えません。確か

に絶え間のない進歩があり、取引費用経済学はこれまでの40年間におけ

る経済学の歴史の一部に過ぎないかも知れません。しかし、ここ最近に

おいても、取引費用経済学は私達に役立つており、これからも私たちに

奉仕するであろうと考えます。

3 優れた先人から得たもの

ここに一連の重要な引用があります。これらの人々は孤立していまし
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た。つまりコミュニティを持つことなく、またそれらの問題についてお

互いに関与することもできませんでした。これらの人々は、それぞれ自

分の領域との関係において問題を眺め、それらをどのように扱えばよい

かを考案しようと試みました。

3.1 法盈主

法律学において、 Karl Llewellynは特に先見の明がある人であったと思

います。なぜなら彼は、契約に対する支配的な法規則的アプローチとは

何であるかについて論争を引き起こしてきたからです。支配的なアプロ

ーチは、経済学者にとって実に都合のよいものでした。もし法廷が特定

の紛争に適用されるべき関連性を有する法規則に精通しており、それら

を適用するのであれば、経済学者は紛争解決というものに悩まされる必

要はなくなります。つまり、法律がそのために存在し、そして裁判所も

そのために存在し、裁判所が紛争解決の面倒を見ます。紛争解決の責任

を裁判所に委ねることで、私たちはそれについて煩わされることはなく

なります。

Karl Llewellyn tま、それとは異なる意見をもっていました。彼は、経済

学者や多くの法律家が信じたいと思っているほど、法律は効果的である

とは考えませんでした。彼は次のように述べています。

「法律的な契約の重要性は、ほぼ全ての種類のグループや組織による

ほぼ全ての一次的または恒常的な関係に、枠組みを提供することにある c

（その枠組みは、明らかに全ての問題を処理しようとはしておらず、そ

れは問題に沿った一般的な格子のようなもので、その中に多くの空間が

存在する。）枠組みは高度に適応的で、現実に作用する関係を決して正

確に示すことはないが、しかしそうした関係が変化する範囲における大

まかな指標を提供し、疑問が生じた時々のガイドとなり、関係が上手く
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いかなくなった時に究極的な訴えの規範となる。」

したがって、そこにおける個人は、訴訟を必ずしも好まず、一緒に仕

事をおこない職務を成し遂げることに利益を持っとする考えを、彼はか

なり明確に打ち出しています。彼が考えるのは、当事者達で調整がつけ

られなくなった場合のために法律が存在し、法規則が適用されうるとい

う考えです。彼らは、裁判所に行くことになるけれども、それは原則で

はなく例外的なものです。そして、経済学における伝統はこのようなこ

とを考慮しません。なぜなら、紛争が生じたら法廷に行くことが、それ

を処理するための自明な方法だからです。

面白いことに、それから50年後の 1981年に、 Marc Galanter もまた、プ

ライベート・オーダリング（私的な秩序作り）に関連して、この問題を

議論しています。つまり、当事者達が秩序を維持しようとしており、紛

争の大部分は、現在の法規範に従えば法廷に持ち込むことができるもの

も含めて、当事者による回避や自力救済やそれと同様の方法で解決され

ると主張しました。なぜなら「多くの場面では、紛争についての限定さ

れた知識に基づいて一般的な法規範を適用しなければならない専門家よ

りも、当事者の方が紛争を満足のいく方法で解決ができる」からです。

限定的な知識という考えは決定的な重要性をもちます。プライベート・

オーダリングという考えの背景から、紛争に巻き込まれた人々自身は、

それを解決することを欲し、職務を遂行したい、つまり契約によって意

図された生産的な活動をおこないたいと望んでいることになります。訴

訟よりも、それが彼らの望むことであると。

Llewellyn＿は既に50年も前に議論していたのですが、なぜGalanterが議論

を繰り返し、それを再解釈し、新しい言葉をもたらしたのが50年後なの

でしょうか。問題は、それが理論を打倒する理論、計画を打倒する計画

が必要であったからです。法規範に関するリアリズム法学の運動は、そ
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れまでの動向を置き換えるには至らなかったからです。なぜなら、彼ら

が一貫した理論をもつことができなかったからです。リアリズム法学は

多くの良い考えや正当化を持っていたのですが、それらを超えたものを

提供できなければ、大きな構築物を解体することはできません。確実に

行われるべきことは、その理論の展開に真剣に取り組み、それが提供す

る分析から生み出される付加価値を示し、もしそうした方向性が採用さ

れていたなら過ちを回避できたことを示すことです。しかし、それは主

要なものだけでは足りません。なぜなら、それは経験的テストにかける

ための検証可能な予見を生み出す基礎理論をもたなければならなかった

からです。もう一人の法律家も、リアリズム法学の局面について主張し

ました。彼はそれを多くの優秀な人々の素晴らしい考えとともに描きま

したが、理論としての外観を呈するまでの、真に一貫した方法で結びつ

けることはできませんでした。それらは、彼がいうように「砂に埋もれ

てしまった」のでした。

3.2 経宜主

本当に影響力のある人達が存在しました。経済学者のJ. R. Commons と

いう人は、標準的な教科書の資源分配のパラダイムの道に従って進むこ

とに納得せず、そこから外れた多くのものの存在を承認し、連続性や継

続する時間に伴って適応する現象に私達はもっと注意をはらうべきであ

ると考えました。

この点について、彼は次のように表明しました。 「究極的な活動の単

位は、その中に葛藤、相互性、秩序の 3 つの原則を内包しなければなら

ない」、そして「この単位が取引である」と。それは深遠な二つの文に

よって示された言明であり、私はそれらに全面的に賛成します。取引を

分析単位とすべきであるとの考えを採用することには、問題がありませ

んでした。私は、複雑な経済組織へのアプローチにおいて、契約のレン



17 

ズにすでに適応していました。しかし私は、実際に、この葛藤、相互関

係、秩序の 3 つの統合を理解していませんでした。このことから、彼が

いくつかの重要な問題を把握しているかのように聞こえますが、その正

確な派生効果はどのようなものなのでしょうか。

私がこうした問題について、そして特に「信頼できる約束」の問題に

ついてさらに探求していた時に、なぜCommonsの考えが的を射たもので

あるのかを理解しました。もし、組織の代替的な型を考え始めたのであ

れば、類似性のあるそれらを考察する一つの便利な方法は、それらを代

替的な統治の方法であると考えることです。それでは何が統治でしょう

か。私がし寸統治とは、秩序を与える手段です。つまり、葛藤を抑制し

て相互的利益を促進するためのものです。これが、本当にCommonsが明

確に考えていたことなのかどうかは、実のところ定かではありません。

しかし私の解釈によれば これこそがCommonsが実際に考えていたこと

であったと思います。その後の 1950年に、彼は次のように推奨していま

す。 「取引とそれを動かす規則、組織の問題、そして組織の活動方法を

中心に据えた経済学理論は、安定を保つ」と。確かにそこには、秩序を

吹き込み、それによって葛藤を軽減させ、相互的利益を促進するために

優れた統治構造を見いだそうとする精神の全てが言い表されていると、

私は考えます。

次に、まだとても若かった 1937年時点、で、のRonald Coaseについて取り上

げます。彼は、教科書風の企業と市場の経済分析の状態に着目し、そこ

に彼がいうギャップが存在することに気付きました。そこで彼は、経済

学者に対して次のような助言をしました。 「分配は資源が価格メカニズ

ムによりなされるという前提と、分配は起業家及び調整者に依存する

（つまり彼が意味する企業）という前提との聞に存在する、標準的な経

済理論におけるギャップについて架橋を試みる必要がある」と。
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私達は、いわば 2 つの異なる統治構造によって資源の分配を受けてき

ました。そして経済学者は、企業と市場とに与えられた経済活動の分配

を所与のものと捉えます。しかし彼は、それでは不十分だと言います。

私達はどの取引がどこに向かい、そしてそれがなぜなのかを私達自身に

教える理論を持つべきです。そして彼は「この代替的方法の選択を生じ

させる原理について説明されなければならない」と述べます。前述のよ

うに、それは1937年のことでした。この論文は長い寿命を保ち、決して

消え去ることはありませんでした。しかし、それを実行する試みが極め

て困難な挑戦となることは明らかでした。そうした理由のため、それは

懸案として存在し続けましたが、極めて長期間に渡って好ましい対応が

なされませんでした。

しかし、 Coaseはこれを放置しませんでした。そして実際に 2 つの重要

な論文が存在していました。ここでは、その内の一つの論文についてだ

け述べることにしましょう。 1960年に、経済学者が外部性として考える

通説的な方法に対して挑戦する論文を、彼は書きました。それから 1964

年には、彼は同じ精神において、自分の考えを次のコメントによって推

し進めました。 「文献において『市場の失敗』についての言及を見いだ

すのは当然である」。積極的であれ消極的であれ、公害や他人に影響を

与える者の生産活動から生じる副作用が存在する場合には、市場の失敗

が生じています。なぜなら、それらは価格システムによって調整されず

その意味において活動の最適な混合を実現していないからです。しかし、

『政府の失敗という範曙』はないと彼は言います。また、 「多かれ少な

かれ失敗を伴う社会的アレンジの中から選択を行っていることを私たち

が認識するまでは、大した前進の見込みはない」と彼は言います。異な

った表現をすれば、私達はある種の経済活動を有しています。それは市

場と呼ばれ、積極的な取引費用とその逸脱に左右されます。そして私達

は、他の種の経済活動をも有しており、それを政府と呼びます。政府の

費用は純粋なものであって、それがどのようなものであれ、政府やその
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介入に伴う失敗は存在し得ません。つまり、それは自動的な解決であっ

て何の問題もないのです。全ての利用できる組織が欠陥をもっていたと

しても、そのこと自体を非難する趣旨ではありません。それらは現実と

の折り合いをつけるためのものです。だから、あらゆる種類の失敗を取

り扱うためのバランスの取れた正確な記述を可能とする方法が必要で与あ

り、それが取引費用経済学の役割の大きな部分を占めるものです。

ここで、すで、に触れたKenneth A汀owから長い引用をします。これは重

要なものです。彼は「市場の失敗は絶対的ではない」と宣言し、とくに

その考え方を次のように説明しました。

「広範な範囲の取引費用は、一般的には市場形成を妨げ、そして特定

の場面においては市場の形成を完全に阻むものといえる。取引費用が経

済システムを動かすコストであることは必で、はないとしても、しばしば

強調されている。垂直統合のインセンティプは、市場での購入や売却の

コストを企業内部における移転のコストに置き換えることにある。垂直

統合の存在は、私たちの理論分析における前提とは異なり、競争的市場

を運営する費用がゼロではないことを示唆している可能性がある。」

この論文の書かれた日付は、私の取り組みとの関係において重要です。

なぜなら、私はちょうどこの時期に垂直統合の問題について研究してい

たからです。取引が分析の単位であり、取引費用が何らかの方法で活性

化される必要があるとの考えを、私は導入しているところでした。これ

が真の問題であることは明らかであり、私は取引費用経済学のプロジェ

クトに没頭して行きました。

次のDemsetzからの引用は、実のところ飛躍があります。しかし私が思

うに、ビジネスや特に企業に対する公共政策に関わる人々にとっては、

何が問題かを記述する良くできた正確な方法といえます。彼は新古典派
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理論を非難しません。新古典派理論はそれ自体の目的を持っているが、

現代企業の研究はその目的外にあり、無批判な方法でそれを取り入れる

のは間違ったアドバイスであるだろうと彼は述べています。彼はそれを

明解かつ簡潔に表現しました。

「新古典派の経済理論における企業を、現実世界の同名のものと混同

するのは間違いである。新古典派経済学の主要な使命は、現実の企業の

内部的な作用を理解することではなく、価格システムが資源の利用をい

かに調整するかを理解することである。」

企業と市場の構造やそれらに関して生じる公共政策に関心をもっ人達

は、現実の企業における内部的な働きにも興味を持たなければなりませ

ん。しかし正統派の経済理論はそれらを結び、つけることができませんで

した。なぜなら、企業とは、技術の法則に従い、投入物を生産物に変化

させるブラックボックスに過ぎなかったからです。つまり端的にいえば、

組織は議論の対象とはなりませんでした。

組織の内部的働きを契約的に、つまり契約を実施するための代替的な

諸々のメカニズムとして考えはじめようとするときに、その選択肢の一

つがそれを市場において行うことであり、もう一方はより非公式な種類

の内部的な契約を行うことです。それでもなお、本質的な問題は内部的

契約と外部的契約の対比なのです。したがって皆さんは、そのブラック

ボックスを開け、内部にあるメカニズムが何であるのかを問うことがで

きるようになります。

しかしながら、それとの関連において生じるいくつかの間題がありま

す。そして 1997年の簡潔な批評に指摘されたように、取引費用経済学は

長い間、悪名高き取引費用の名に値するものとして批判されました。な

ぜなら、ブラックボックスを開けてその中を見始めたときに、取引費用
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はあらゆるところに存在したからです。観察するパズルとして列挙され

るべきあらゆる種類の詳細な動きが出現し、そこにはあまりにも多くの

取引費用が存在していました。豊富な供給があり、それらを個々的に引

き合いに出すことはできるけれども、それは理論と呼べるものではなく

てせいぜい事後的な合理化に過ぎず、いかなる意味においても社会科学

研究をおこなえる状況ではありませんでした。

ところが、 Buchananはそれを扱う貴重な方法を有していました。そし

て、それは多くの点において、私がCommonsから読み取ったものと一致

しています。彼は「自発的交換から生じる相互的利益が、経済学におけ

るあらゆる認識にとって最も重要なものである」と言います。皆さんは、

それが「最も重要である」という点について論争を挑むことができるか

も知れません。しかし私が思うに、経済組織の問題に取り組もうとする

ほとんど全ての経済学者や思慮深い人々は、この自発的交換からの相互

利益が重要であるということに同意するでしょう。私達は、それを反映

させる方法を見いださなければなりません。

そして最後に、理論家である David Krepsで、す。彼をここに加えるのは、

取引費用経済学は、時々、フォーマルなモデ、ル化を扱う私の同僚達から

の批判に直面するからです。彼は、私の教え子ではありません。しかし、

特にゲーム理論を用いたフォーマルなモデ、ルの分野において際だった才

能を発揮している人です。しかし彼は、ゲーム理論家として、取引費用

経済学から生み出された成果で、ゲーム理論家達が単に読み飛ばしてし

まい無視してきたものがあることを認めました。そして、それらは重要

であり、ゲーム理論家達はそれらを扱う方法を見っけなければならない

と述べました。彼は 1999年にこうした見解を表明し、私も確かに賛同し

ました。過去10年間においてそうした試みが精力的になされてきたので、

現在では彼が指摘した傾向は弱まっているかも知れません。それにも関

わらず当時の彼は、 「ゲーム理論（道具）は、当面のところ、取引費用
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経済学に提供するものよりも、そこから学ぶべきものが多くあると確信

する」と主張しました。論争を挑まなければならない批判者達のグルー

プの中において、同じ方法で物事を見ている人を見いだすのはいつも喜

ばしいことです。

3.3 組盤理論

組織理論は、いわば広大でト無秩序な分野です。 Robert Michelsは、政党

に関する著書を 1915年に著し、そのなかかで組織の漸進的変化に着目し

ました。政党は民主的な目的を持って組織化されます。すなわち人々は、

政党を、特権のない状態で公平な、いわば誰に対しても罪を問われない

方法によって、構成員の必要に応え続けることができることができるよ

うに組織することを望みます。

しかし彼は、複雑で巨大化した組織は例外なしに階級的な構造をもっ

ており、更に、ある種の特権がその階級トップの人達に戦略的に分配さ

れる傾向が増加すると述べます。それは、政党の民主的目的に関する当

初の約束にも関わらず、大きな分配となり、それを無くすことを困難に

します。したがって組織のリーダーシップは、しばしば要職の好みに基

づいて展開され、私たちはそれが転換されることを常に意図するにも関

わらず、階層トップに位置する人達はそのような侵害から自分自身を守

る方法を見いだします。彼は、これを「寡頭制の鉄則」と呼びます。そ

して寡頭制の鉄則とは「組織を語ることは寡頭性を語ることである」と

します。それは仕込まれていた、避けがたい経時的な変化であって、警

戒すべき規則性をもっています。

しかしそれ以上に、あるいは少なくとも同等に重要な点は、 Michelsが、

それをそれとして放置しなかったことにあります。彼が民主的な形式と

結合している寡頭政治を非難しただけではありません。もし寡頭性が予
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測できる結果であるならば、そうした危険を私達はもっと自覚的に考慮

すべきであるとしました。彼が指摘するように「民主主義における寡頭

制の危険について曇りなく率直に検証することは、そうした危険を緩和

することを可能にする」ということです。ここにおける緩和とは、消去

を意味しません。しかし、もし私達が、寡頭政治が待ち構える可能性に

注意すれば、最悪の行き過ぎに対して安全を守るために何かできるかも

知れません。そうした種類の助言は、取引費用についてより一般的な意

味において疑いなく重要なものです。

Barnardは、組織理論の分野における間違いない天才です。彼は、ビジ

ネスマンで、実際のところ教育を受けていなかったのですが、鋭い洞察

力を持っていました。彼は、調整による適応が経済組織の主要目的であ

るという主張を進めました。そしてそれは「自覚的で、意図的で、目的

を有する」方法で、行政的な補助によって成し遂げられると主張しまし

た。

それとは対照的に、 Friedrich Hayekは経済学者で、した。彼は調整による

適応には興味がありませんでした。彼は、相対価格の変化に対応する

個々の当事者による自律的な適応に興味をもっていました。

ここにおいて、適応が経済組織の主要な目的であるとする考えを述べ

た二人の巨人がいるわけです 一方は調整による適応を強調し、他方は

自律的適応を強調したので、相反する目的を持っていたようにも見えま

すが、そうではありません。私が思うに、私達が行う必要があるのは、

経済組織の中心問題である適応を受け入れることです。私達には両種の

適応が必要です。そして私たちが知る必要があるのは、どのような種類

の組織を維持するつもりなのか、異なる取引の組織的必要性が何である

かを知る必要があります。したがって、それらの必要性を助けるための

統治構造を供給する必要があるのです。だから、もし私達がそれらを結
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びつけるとすれば、それらは相互に補完的なものと考えることができま

す。

Simonは「人間の性質に関する私たちの見解ほど、その行動について研

究する上で、私達が研究課題の設定や、研究方法に対して情報を提供す

る、根本的なものは他にはない」と強調しました。経済学に慣れた皆さ

んは、直ぐに飛びついて最大化したいのであり、詳細や行動者としての

人間の性格について悩まされたくありません。私達は、現実的な仮定よ

りも都合の良い仮定に依拠することができます。しかしSimonはそれとは

異なる助言をします。それは、取引費用経済学における完備契約のエク

ササイズにおいて極めて重要です。

続けましょう。実は、私がすでにお話しした、自然科学に比べて社会

科学は「極めて複雑な現象を取り扱う」との言明は、 Simonが行ったこと

です。私達はそうした複雑性に敬意を示さなければならず、多元主義の

採用はそれに対する一つの対応方法です。そして「階層は、複雑性の設

計者が使用する中心的な構造スキームの一つである」ことになります。

4 科学的研究の方法論について

方法論について、私はその全てに言及できません。一言でいえば、方

法論は重要であると考えます。モデルをシンプルに保つこと、正当化を

与える論理を考案すること、そしてそれを現実に即した妥当なものとす

ることは全て重要です。しかし真に重要な作業は、私達の理論をもって

予測を立て、それらの予測を経験的にテストすることです。 Georgescu

Roegenは感嘆すべきことを述べています。 「科学の一般的な目的は予測

ではなく、それ自体のための知識である」。つまり、私たちが科学者と

して真の意味において最も興味のあるものは、理解することです。しか

し、その後に、彼は続けてこう言います。予測は「科学的知識の試金
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石」であると。

ここで必要なことは何でしょうか。皆さんは、多くの候補となる理論

を持っており、それらはかなりシンプルで、それなりに現実に即したも

のに見えます。ロジックも大丈夫です。しかし多分、それら全てが正し

いわけではないでしょう。私達はどのようにして選択するのか、つまり

どうやって山羊の中から羊を選び出せばよいのでしょうか。私の提案は、

予測がその選択のための方法であり、もし予測できなければ、その理論

にはさらなる調整や作業の必要があります。もし、あなたの予測がデー

タによって裏付けることができなければ、それはよい試みではあったけ

れども完成しなかったと言わざるを得ません。

全くの偶然によって、私は2006年にMilton Friedman と E メールのやり

取りをする機会があり、 Friedmanが彼の経歴についての次のようなメー

ルを送ってきました。彼は言いました。 「私が影響力を持ったと思う全

ての分野において、そうした成果は、純粋な理論的分析によってではな

く、経験的証拠を私が組織化できたことによってもたらされた確信して

いる」と。 Friedmanは極めて重要な経済学者です。確かに賛否両論を呼

ぶ人ですが、私は、彼を真剣な科学者であると考えます。彼のこの経験

を皆さんに引き継いでドもらいたいと思います。

5 ビジネスに対する公共政策への展開について

ビジネスに対する公共政策についてです。申し訳ないのですが、時間

がありません。しかしお分かりのように、反トラストは、明らかに取引

費用経済学が機能し、そして独自の成果をもたらした分野です。規制に

関する分野においても同様のことがいえます。そして、企業統治に関す

る諸問題もそうです。これらの諸問題を契約的に考えはじめることがで

きます。そうすることによって一方でそうした現象に対する理解を深め
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ることができるようになり、以前に気付かなかったトレードオフへの注

意が喚起され、そうした結果として広い情報に基づいた公共政策の決定

について考慮することを可能にします。

続ければ、それらは検討事項として現れ、考慮を与えるでしょう。こ

こで私が描く公共政策の問題は、最も重要なもののーっとして私が今取

り組んで、いるものです。それは公的なビューロクラシーの特性をよりよ

く理解するにはどうすればよいかということです。これまで取引費用経

済学が関与してきたのは、ほとんど大企業における私的なビューロクラ

シーでした。公的なビューロクラシーはどうなのでしょうか。それは、

明らかに政治的色彩をもちます。しかし私達はそのことについて不満を

言ってはなりません。政治的色彩は、公的ピユーロクラシーのー構成部

分であり、それが行われるための方法であることをまず認識しなければ

なりません。しかし、その波及的な作用について理解する試みは、現実

的に即した考え方において行われるべきなのです。

6 おわりに

将来には何が起こるのでしょうか。いくつもの挑戦が待ち受けていま

す。それに対して幾つかのレンズを適用してみることが有益で、しょう。

皆さんが、学際的な関心を持ち、そうした教育を受けた上で、謙虚にじ

っくりと、分子的で明確な方法をもちいて研究に取り組む準備ができた

ならば、契約・統治のレンズを用いることは一つの有望な選択肢です。

皆さんが何を選択されるにせよ、幸運を祈ります、そして楽しんで下

さい。ありがとうございました。
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