
―経歴―

1968年３月 慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程終了

1972年５月 ミネソタ大学経済学博士号（Ph.D）取得

1972年４月 慶應義塾大学経済学部助教授

1979年４月 慶應義塾大学経済学部教授

2005年３月 慶應義塾大学定年退職、名誉教授となり現在にいたる

1982年 8 月－1983年 3 月 プリンストン大学客員研究員

1988年 4 月－1989年 3 月 一橋大学客員教授

2006年 4 月－2008年 3 月 立命館アジア太平洋大学客員教授

2008年 4 月 帝京大学経済学部経済学科教授就任

―所属学会―

日本経済学会、アメリカ経済学会

―専門分野―

理論経済学、厚生経済学、ゲーム理論

―研究テーマ―

ネットワークの形成理論、オークションの理論

―著書・論文―

【主要業績】

・著書

『市場機構と経済厚生』、創文社、1991年

・訳書

『一般均衡分析』アロー＝ハーン著　福岡正夫と共訳　岩波書店　1976年

『オークション　理論とデザイン』 奥野 正寛と監訳　東洋経済新報社　2007年

・主要論文

（英文）

“The Neo-Classical Theorem and the Two-Sector Model of Economic Growth,” (with Masao
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Fukuoka), The Economic Studies Quarterly, Vol.16 No.1 (November, 1965) pp.69-73.

“Second Best Optimum in the Presence of Monopoly, ”Keio Economic Studies, Vol.10 No.1 (1973)

pp.27-32.

“Price Distortion and Potential Welfare,” Econometrica, Vol.42 No.3 (May, 1974) pp.435-460.  Also in

Foundations in Microeconomic Theory A Volume in Honor of Hugo Sonnenschein  (Eds. M.Jackson

and  A. Mclennan),  Springer  2008

“Price Distortion and the Second Best Optimum,” Review of Economic Studies, Vol.44 No.1 (February,

1977) pp.23-29.

“Cooperation and Competition in a Heterogeneous Oligopoly Model,” (with Kenichi Shimomura) The

Economic Studies Quarterly, Vol.42 No.4 (December, 1991) pp.334-346.

“Stability and Oscillations in a Dynamical Kaldorian Model,” in T. Maruyama and W.Takahashi (ed.),

Nonlinear and Convex Analysis in Economic Theory (Tokyo, 1993), pp.131-148, Lecture Notes in

Econom. and Math. Systems, 419,  Springer-Verlag , Berlin,(1995) .

“Labour Efforts, Interpersonal Comparisons of Utility and Optimal Taxation,” Keio Economic Studies,

Vol.34 No.1 (1997) pp.1-19, with Koji Ishibashi.

“Auction Theory and Its Practices,” Government Auditing Review, Vol.5 (1998) pp.35-44, Board of

Audit, Japan, with Yumiko Baba.

“On the Efficiency and Stability of Networks,” in R. Sato, R. V. Ramachandran and K. Mino (eds.),

Global Competition and Integration, Kluwer Academic Publishers (1999) pp.83-97.

“Optimal Entry and the Marginal Contribution of a Player,” in A. Alkan, C. D. Aliprantis and N. C.

Yannelis (eds.), Current Trends in Economics, Springer (1999) pp.233-254.

“Cournot Competition and Access Pricing in Regulated Industries,” The Waseda Journal of Political

Science and Economics, No.355 (2004) pp.2-12.

“On the Measurement of Welfare Changes at Second-best Optima” in Trade Theory, Analytical Models

and Development, Essays in Honour of Peter Lloyd,  Edward Elgar, pp.65-84 (2005) 

“Direct and indirect connections, the Shapley value, and network formation” Advances in

Mathematical Economics, Vol.8 Springer,  (2006),  pp.315-348 (with Yasunari Tamada)  

（邦文）

「クーン・フーリェの定理と線型経済学」『三田学会雑誌』、67巻7号、1974年7月 pp.22-30

「最適成長論」荒憲治郎他編『経済学６－経済成長論』、有斐閣、1976年 pp.171-198

「需要理論と双対性」『三田学会雑誌』78巻4号、1985年10月pp.54-78

『森嶋通夫著作集２　均衡・安定・成長』岩波書店　2003年10月　解説
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―業績―

年  月  日�

平成２０年度�

平成２０年度�

平成１８年度～平�
成１９年度�

平成２０年度�

事項� 概              要�

1.　教育方法の実践例�

研究分野� 研究内容のキーワード�

ミクロ経済学、産業組織論� 協力ゲーム、ネットワーク形成、オークション、アクセス料金�

教育上の能力に関する事項�

経済理論の教育上の最大の問題点は、大学によって数学的なバック�
グラウンドが十分でない学生が多いことである。まったく数学を使�
わないで話しをすることもできるが、それは大学の教養課程のあり�
方としても望ましくない。そこで、授業では（利潤等）の最大化問�
題を解くために２次関数だけを用いて説明することにし、それにつ�
いての３０分程の説明を行った。また（均衡条件を解くため）２本�
の一次連立方程式の解が求められることを想定した。�

問題の多くは授業で解答与えたものと類似のものあるいはその応用�
である。これらを自分で解くことによってはじめて、学生諸君は自�
分自身の理解を深めることできるようにはずである。�

入門ミクロ、ミクロ経済学、入門�
ゲーム論を教えるにあたって、毎回�
３～６ページのレジメを配布した。�
各回に分けて配布するのは、授業に�
出席するインセンティブを与えるた�
めのもので、出席できなかった者の�
ためにその次の回にも用意した。�

授業の復習をかねて、問題形式のレ�
ポートを２回提出させた。それに関�
し希望の多い問題の解答を授業時間�
中に示した。�

2.　作成した教科書、教材�

毎回３～６ページからなる自身で作�
成したレジメを配布。それは標準的�
内容のもので他の参考書の多くと共�
通点を持っている。ただし数学のレ�
ベルを上の基準で押さえている。ま�
たバックグラウンドに応じて他の参�
考書を参照することも勧めている。�

レジメは、表やグラフを多用して理解しやすいものとなるよう努め�
た。見かけ上の難解さは授業に出れば解消するはずである。レベル�
の高い学生には英語で和訳のある著名な入門書（それらは４００�
ページを越えるものである）を推薦した。�

3.　教育上の能力に関する�
　 大学等の評価�
立命館アジア太平洋大学において、�
客員教授としてゲーム理論とミクロ�
経済学の授業を、英語と日本語で担�
当。�

4.　実務を経験を有する者について�
　の特記事項�

5. その他�
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年  月  日�

平成８年度～平成�
９年度�

事項� 概              要�

1 資格、免許�

公認会計士試験委員�

職務上の能力に関する事項�

3　実務を経験を有する者について�
　の特記事項�

4　その他�

2　特許等�
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単著･�
共著�
の別�

発行又は発表�
の年月日�

発行所、発表雑誌等又�
は発表学会等の名称� 概　　　　　　要�

（著書）�
1.

2.

3.

（学術論文）�
1. “Work Partnering and

Network Formation”
共� 平成１５年� Waseda Economic

Papers , Vol.42
pp.113-127

任意の２人について、ともに効用をますときリンクが形成�
され、１人でも拒否すればリンクは切断されるとするの�
が、Jackson他による対安定性の定義である。本論文では�
その定義にしたがって、人々の結びつきが生産性に与える�
効果とリンク形成の費用によって、安定的なネットワーク�
と効率的なネットワークどう変わるかを示し、両者の関係�
を検討した。玉田　康成と共著。�

2. “Cournot Competition 
and Access Pricing in
Regulated Industries”

単� 平成１７年� The Waseda Journal of
Political Science and
Economics, No.355
pp.2-12

既存企業が独占的に保有する生産要素の利用（通信網等の�
インフラストラクチャーへのアクセス）のための料金決�
定、いわゆる接続料金のあり方（具体的にはボーモル他の�
ＥＣＰＲルール）について寡占的状況を仮定して、理論的�
に分析した。�

3. “On the Measurement of
Welfare Changes at
Second-best Optima”

単� 平成１７年� TradeTheory,
Analytical Models 
and Development, 
Essays in Honour of 
Peter Lloyd, pp.65-84,
Edward Elgar

一�定�の�制�約�の�下�で�の�最�適�（�次�善�的�最�適�）�な�均�衡�状�態�に�お�い�
て�、�た�と�え�ば�税�率�や�税�収�な�ど�の�制�約�条�件�を�緩�和�し�た�と�き�の�
経�済�厚�生�の�変�化�の�公�式�を�導�出�し�た�。�税�収�と�需�要�の�弾�力�性�と�
がその決定に重要な意義をもつ。�

4. “Direct and Indirect
Connections, the Shapley
value, and Network
Formation”

共� 平成１８年� Advances in
Mathematical
Economics, Vol.8
pp.315-348  Springer

４人の結びつきによって形成されるグラフは１１種類あ�
り、それらのネットワークは一定の価値を持つ。ここで�
は、各グラフごとに、シャプレー値によって個人の配分が�
定まるとし、それに依拠して、リンク形成のダイナミック�
スが定義される。もっとも効率的なネットワークと対安定�
なネットワークは、線形、星形、環状、完全ネットワーク�
等さまざまな形態をとりうる。�
玉田　康成と共著�

5. “Price Distortion and
Potential Welfare” in
M.Jackson & A.McLennan
(eds.), Foundations in
Microeconomic Theory-
A Volume in Honor of
Hugo F. Sonnenschein

単� 平成２０年� Springer, pp.55-82 租�税�や�不�完�全�競�争�等�が�存�在�す�る�た�め�に�、�最�適�資�源�配�分�が�達�
成�で�き�な�い�状�況�（�市�場�に�歪�み�が�あ�る�状�況�）�に�お�い�て�も�、�経�
済�厚�生�が�確�実�に�高�ま�る�と�判�定�で�き�る�場�合�が�あ�る�。�本�論�文�で�
は�潜�在�的�厚�生�の�増�加�に�関�し�て�い�く�つ�か�の�積�極�的�命�題�を�導�出�
し�た�。� Econometrica 1974 論�文�に�コ�メ�ン�ト�を�加�え�た�もの。�

著書・学術論文等の名称�

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項�
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単著･�
共著�
の別�

発行又は発表�
の年月日�

発行所、発表雑誌等又�
は発表学会等の名称� 概　　　　　　要�

（その他）�
1. （訳書）�
ポール・ミルグロム著�
『オークション�
理論とデザイン』�

共訳� 平成１９年�
１０月�

東洋経済新報社� 原著�Putting Auction Theory to Work 
(Cambridge,2004)  は、オークション理論の最近の成果を�
整理し発展させた研究書。�
川又邦雄、奥野正寛監訳、馬場弓子、計盛栄一郎共訳�

2. 『森嶋通夫著作集２�
均衡・安定・成長』�
解説�

単� 平成１５年� 岩波書店� 原著 Equilibrium stability and Growth
(Cambridge,1964)  は、多部門成長理論に関する森嶋教授�
の処女作であるとともにもっとも重要な研究書である。�
同書の巻末(pp.273-289)に、主要な内容を解説した。�

3.

4.

著書・学術論文等の名称�

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項�
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私が帝京大学に勤めたのは2008年4月から2010年3月までの2年間である。短い期間であったが、教

員の中に知己も多く、オフィスでは異なる分野出身の先生方とも親しくなり、有意義な2年間を過ごす

ことができた。私の希望でミクロ経済学とゲーム理論の講座のみを担当することが許されたので、授

業の準備のための時間や事務上の負担は軽く、これまでの仕事の整理と研究に多くの時間を割くこと

ができた。

しかし、気がついていたことではあるが、事務処理や原稿の整理に要する時間は人によって異なり、

私の場合は改善の方法をいろいろ試みたが、あまり効果が見られない。ただし私同様、仕事がらみの

資料や書類に埋もれている人は世の中に多いらしく、「整理法」「捨てる！」等の本がベストセラーに

なっていたこともある。友人のY教授は毎年一回研究室を開放して、そこにある本をゼミの学生に無料

で提供しているという。そうでもしないと、献呈されてくる本も含めて研究室が収拾つかないことに

なるという。これは、高価な本や貴重な本を手に入れるよい機会として、学生諸君にはかなり評判が

良いということである。本自体も日の目を見られるのだから、見方によっては一石三鳥にもなってい

る。

本や論文を能率よく仕上げるためには、仕事に使えるスペースも関係してくる。資料をしまうこと

なく、必要なページを開いたままにしておける余裕があれば、探し出してページを繰る作業も省ける。

かかわる課題ごとに机でも用意されていれば、申し分ないかもしれない。ある閨秀作家が平家物語の

現代訳を執筆するにあたり、およそ1000人にもおよぶ登場人物の資料を、人名別にすっきりした棚に

収めて仕事にとりかかっている姿を見た。フェルマーの大定理（ピタゴラスの定理の冪を3以上にした

関係が自然数解をもたないこと）を証明したアンドリュー・ワイルスは、自宅の2階の部屋を証明のた

めの計算用紙を置く場所としていた。

仕事の性質にもよるが、世の中にはとても記憶力がよく、すべてが頭にインプットされ、資料を探

す必要性など微塵もない人がいるかも知れない。映画『アマデウス』で紹介されたように、モーツア

ルトの手書きの楽譜には、修正の跡がみられないという。作曲にあたってすべてが整理されていて、

ペンを走らせるだけで事が足りたからである。トスカニーニはあるとき、「楽譜を見ないで指揮をする

のが自分の欠点である」と語ったという。彼の頭には楽譜のすべてが映像として浮かび上がるのであ

ろう。また優れた数学者の多くは、メモなしで講義することを誇りとしている。

しかし正反対の天才もいる。かってプリンストン大学滞在中に、アインシュタインの研究室を訪れ、

往時を偲ばせる机と写真を見たことがある。机は文字どおり書類の山で、それを崩すとすべてが散乱

するのは明らかなほどであった。それでも、彼の頭の中では書類の位置はすべて整然と定まっていた

のであろう。このような環境で相対性理論が生まれたのかと感嘆したものであった。それにしても一
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つの机だけですんだとすれば驚くべきことである。

物探しの時間についてなどあらためて考えたこともないと言われる人も多いと思うが、私にとって

は切実な問題である。私の頭の中にも、幾重にもなった本の山のどの辺りに、目指すものがあるだろ

うということくらいはインプットされている。したがって、それを崩す、あるいは崩さなければなら

ないのは何よりつらいことである。

この「病気」の処方箋は二つある。一つは資料を素早く最終生産物として完成させること、他の一

つは不要と判断した資料をすみやかに処分することである。出版等が行えれば、第一の問題は解消す

る。しかしそれこそが難題である。そういえばPublish or Perishという名の出版社があった。先のY教

授は、少なくとも第二の点に関して優れた才能を持っていた。しかし、書き込み等の理由で書物や資

料への愛着があると、勝手に他人に譲ったり処分したりするわけにもいかないというのが私の言い分

である。

図書館や美術館のことはいわぬまでも、世の中には本や資料のコレクターがいる。美しい本は、そ

れだけの理由で室内装飾にも役立つ。また価値ある生産物を産出するためには、それ相応の中間財の

投入が必要である。広辞苑の制作にあたっては、膨大な数のカードが用意されていたことをいつかテ

レビで見たことがある。それより以前に、さらに大きな辞書も作られていた。しかしこの二つの理由

は、いささかも私の部屋の具合を説明するものではない。これを取り除くことを、私はこれからの努

力目標としたい。新しいコンピューター等がそのために役だってほしいと思っている。

私はいまゲーム理論のテキストを作成している。その準備のために，慶應義塾大学や早稲田大学、

立命館アジア太平洋大学、そして最後の2年間、帝京大学で使用した講義ノートを見直している。どこ

の大学にも優秀な学生はいるもので、分かりにくい箇所や計算の誤り等は的確に指摘してもらえた。

そのような諸君の応援に答えるためにも、年内には脱稿しなければならない。もう一冊、産業組織論

のテキストも半年ほどの間に書き終える予定である。こんな話をすると鬼が笑うだろう。

レオニード・ハーヴィッチ教授の思い出

45年間の教員生活を振り返ってみると、いろいろなできごとがあった。とりわけ人との出会いは何

ものにも替えがたい。その中で、私が最も大きな刺激と感銘を受けたのはレオニード・ハーヴィッチ

教授である。ミネソタ大学、とりわけ経済学部の専門課程に学んだ者は、大学の特別主任教授である

ハーヴィッチ教授の名を知らずに卒業することはない。私がミネソタ大学に留学したのは1968年の秋

のことで、その時教授にはじめてお目にかかった。教授の講義はミクロ経済学に関するものと、情報

と組織の経済学であった。

教授は1917年、ロシア革命の年にモスクワに生まれた。そして、理論経済学上の重要な研究が評価

され、2007年にノーベル経済学賞が授与された。史上最高齢の受賞だった。しかし、残念なことに教

授は2008年6月、鬼籍に入られた。

受賞の数ヶ月前、教授の90歳の誕生日を記念し、ミネアポリスでコンファレンスと誕生パーティー

が催された。明晰な頭脳と頑強な身体をもちいつも人々を笑わせていた教授ではあったが、体力の衰

えは誰の目にも明らかだった。

以下の拙文は2001年に書いたものに基づいているが、若かりし日のパーティーでの教授の姿をご披

露しよう。
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たまたま私が東海岸のプリンストン大学に滞在していた1982年には、ハーヴィッチ教授の研究は、

まさに絶頂にあった。ミネソタではハーヴィッチ教授の65歳の誕生日を記念して、1年間研究室の一部

を開放し、各地から経済学者を呼び集めた。またプロジェクトの一環として、数十名の参加の下に経

済調整過程と情報に関するシンポジウムを開催した。シンポジウムの最後の夜には大学会館で夫婦同

伴のディナー・パーティーがあった。その席では多くの興味深いスピーチが行われたが、ここでは二

つの話を例に示そう。最初は、かつてのケネディ大統領の経済顧問を務めた大学の特別主任教授W.

フェラー教授のものである。

「・・・・・私の生涯のエネルギーの半分は研究と教育のため、そして政府の仕事や大学運営と家

族との生活のために費やされてきました。しかし残りの半分（！）は、いかにしてハーヴィッチ教授

をミネソタに留めるかということのために使われてきたのです。・・・・・毎年どこかの大学から、

いろいろな有利な条件を付けて彼を引き抜きにやってきます。そのたびに私はそれを断るように説得

してきたのです。・・・・・」

つぎに永年のハーヴィッチ教授の研究協力者であったノースウェスタン大学のS.ライター教授の話に

移ろう。

「・・・・・人の一生は三つの社会的な運によって大きく決定づけられるものです。いつ生まれる

か、何を職業として選ぶか、そして誰を友達に持つかということです。・・・・・・私の同世代の

人々はアメリカの永遠の繁栄の中に生まれ、そして大不況の時代に生きてきました。それぞれの時代

に就職年齢に達し新家庭を築いた人々を観察すると、社会の発展期、停滞期、いずれの時期に青年時

代を迎えたかによって、いかに異なった人生を歩むことになったかがよくわかります。・・・・・・

私が学んだ伝統的経済学はケインズ革命の進行の中で大きな変化を遂げてきました。しかし私は一貫

して数理経済学に興味をもってきました。そして尊敬すべき先達としてハーヴィッチ教授を知る機会

を持ったのです。ミネソタを訪れた時、朝起きるとすぐに大学の寮にハーヴィッチ教授はやってきま

す。そして深夜まで議論（というより一方的な講義）が続くのです。・・・・・・私はアメリカ社会

が発展する時代に若き日々を過ごし、学問の急進する時代に経済学を学び、そして学兄ハーヴィッチ

教授にめぐり会ったことを、稀有の幸運と考えています。」

ライター教授も分権的経済システムにおける現代有数の研究者である。彼の家の地下室は、研究資

料と計算結果の倉庫になっていて足の踏み場もないほどであったという。しかし70年代後半の予期せ

ぬ豪雨のため、地下室の資料はすべて泥水に埋まってしまったということを、後にハーヴィッチ教授

から伺った。

パーティーはハーヴィッチ教授自らのスピーチによって締めくくられた。司会者が「今日は誕生日

ではないので65歳ではなく66歳の記念パーティーとしてもよいわけですが・・・」と紹介したのに対

して、教授は全員に感謝の言葉を述べた後、「今日の会は65歳の記念パーティーでなければなりません」

ときっぱりと主張した。「65歳の方が区切りが良いし、何よりもこの会は13日の金曜日（つまり週の5

日目）に開かれており、二つの数の積が65となるからです。」つづいて彼は、第二次世界大戦中にポー

ランドを離れて何のあてもなくアメリカに渡ったこと、そしてアメリカの社会と大学が彼らに対して

いかに寛大であったかを話された。教授が所属したイェール・キャンパス内のコウルス・ファウン

デーションには、他にもクープマンス、ドブリューなどのノーベル経済学賞受賞者が外国から招かれ

ていた。そこでK.アローとの共同研究も実現したのである。「友達の大切なことは、私も体験しました。
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そして経済学を私の時代に研究したことは本当に幸福だったと思います。」

英、独、仏とポーランド語、ロシア語そしておそらくラテン語やヘブライ語等をも自由に使うこと

ができる教授は、また幅広い教養の持ち主でもある。合格すると思わず受験したのにワルシャワ音楽

院への入学が許可されてしまい、続いて哲学を学んで、経済学に接したのはその次であった由、ある

時教授から伺ったことがある。日本や中国、インドの文化や歴史にも興味を持たれ、何度か旅行をさ

れている。また民主党の有力なブレインであった一時期があった。

何がハーヴィッチ教授をミネソタに留まらせたか、私にはただ推測することしかできない。しかし

その最大の理由が、言葉のもっとも厳格な意味で「自由に」研究と教育と社会・文化活動を行えるこ

とにあったことは間違いないだろう。

久しぶりに（2001年）、日本でお会いした教授の研究成果の一端に接することができた。その間の研

究の進展と相も変わらぬ旺盛な知識欲には、ただ感服するばかりであった。
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