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八田 真行†

はじめに
2008 年度のノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマンは様々な分野で業績を
挙げた経済学者だが、元々の専門は貿易論や開発経済学といった、いわゆる国際経済学で
ある。1994 年、開発経済学のパイオニアでもある政治経済学者、アルバート・ハーシュ
マン（Albert O. Hirschman 1915–）の業績を記念した論文集に寄せた文章 (Krugman, 1994)
において、クルーグマンは、自分は必ずしもハーシュマンの仕事の全容に通じているわけ
ではないと前置きしつつも、自らが専門とする分野の先達としてのハーシュマンについて
以下のように語っている。
1950 年代の後半までに、高開発理論（high development theory)1 は難しい立場に立たされていま
した。経済学の主流は次第に形式的で入念なモデリングを重視する方向を強めていました。こ

* この経営学輪講は Hirschman (1970) の解説と評論を八田が行ったものです。当該論文の忠実な
要約ではありませんのでご注意ください。したがいまして、本稿を引用される場合には、「八田
(2009) によれば、Hirschman (1970) は……。」あるいは「Hirschman (1970) は……(八田, 2009)。」
のように明記されることを推奨いたします。
†
東京大学大学院経済学研究科 mhatta@grad.e.u-tokyo.ac.jp
1
クルーグマン独自の用語。ハーシュマンらが担った、まだそれほど数理的に洗練されていない初
期の開発経済学のことと理解すればここでは十分である。具体的には、たとえば Hirschman
(1958) を参照。
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の傾向は多くの場合明らかに行き過ぎたものでしたが、それは止めようが無く、突き詰めれば
適切な変化の方向だったとも言えるのです。（中略）こうした学界の流れに対し、高開発理論に
おける最も輝かしい理論家たち、とりわけアルバート・ハーシュマンがとった反応は、主流の
経済学に背を向け、ただ歩み去るというものでした。彼らは暗示的なメタファー、制度的な現
実主義、学際的な理由付け、そして内的一貫性にあまりこだわらない姿勢の上に、新たな学派
を築き上げたのです。その結果は、いくつかの素晴らしい文章、いくつかの刺激的な洞察、そ
して（私の考えでは）知的な行き止まりでした。

おそらく、ハーシュマンに対するクルーグマンの見方は、現在の職業的経済学者の大半
が共有するものであろう。今ではハーシュマンは、ヴェブレンやガルブレイス、ハイエ
ク、あるいはハーバート・サイモンといった、いくつか興味深い指摘を行って経済学界の
内外、とりわけ外にはそれなりに強い影響力を行使したものの、首尾一貫した形式的方法
論を欠いていたがゆえに、ついに主流にはなりえずに終わった一代限りの異端と見なされ
ることが多いようである。そうした見方は、おそらくは正しいのかもしれない。しかし、
ある程度までは彼ら異端の指摘をも貪欲に飲み込んで発展を続けてきたその主流派経済学
自体もまた「知的な行き止まり」に向かいつつあるように思われる現在、ハーシュマンの
「いくつかの刺激的洞察」に改めて目を向けてみることは決して無意味ではないようにも
思われる。
本稿では、ハーシュマンの主著として最もよく知られた『離脱・発言・忠誠』
(Hirschman, 1970)2 の内容を振り返り、ハーシュマンの仕事が果たして「知的な行き止ま
り」に過ぎないのか、ハーシュマンの仕事はいかなる現代的な意味を持ちうるかについ
て、筆者の個人的な考えを交えて述べてみることにしたい。

基本的な構図
ハーシュマンの原著は補遺を除けば本文わずか 126 ページ、邦訳も 142 ページという小
冊子に過ぎないが、含蓄はなかなか豊富である。まずはハーシュマンが設定した構図を振
り返ってみよう。ハーシュマンが立てた問いはごく単純である。
ある組織が存在し、それが衰退局面に入りつつある。そうした場合、組織の関係者はどのよ
うな行動を採るだろうか。
2

適宜邦訳 (ハーシュマン, 2005) も参照したが、引用のページ番号は原著に従った。
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ハーシュマンが第一に想定していたのは消費者に財やサービスを販売する営利企業であ
るが、もちろん非営利団体や国家を含むすべての組織が分析の対象である｡3 その上で彼
は、組織の関係者が取りうる行動（オプション）を、大胆に「離脱」（Exit）と「発言」
（Voice）へ二分した。もちろん離脱は組織から離れること、関係を絶つことであり、発言
は組織内に留まったまま何らかの形で不満を表明することである。たとえば分析対象が企
業と消費者の関係であれば、その企業の製品を買わなくなる、というのが離脱であり、製
品のクオリティについて苦情を申し立てる、という行動が発言に相当する。

二つの回復メカニズム
ところで、ハーシュマンにとって、離脱と発言という二つの選択肢を両方とも扱うこ
とには重要な意味があった。というのは、単に経済学だけではない「政治経済」学を志し
ていたハーシュマンにとって、「離脱」は市場競争の帰結という意味で経済学の象徴であ
り、一方「発言」は民主的プロセスという意味で政治学の象徴だったからである。
ハーシュマンにとって、組織が何らかの理由で一時的な不調に陥り、効率的・合理的な
行動から逸脱するということは、どんなに社会制度が巧妙に作られていても避けられない
ことであった。問題は、そうした機能不全に陥った組織が出てきた場合、社会全体がそれ
に巻き込まれて衰退せずに済むのはなぜか、ということである。ハーシュマン自身の言葉
を借りれば、「弱っている主体をできるだけ多く、社会がうまく機能するのに必要な行動
へと引き戻す力が当該社会の内部から生み出され」ているはずであった (p. 1)。
ハーシュマンによれば、こうした事態に対処するために社会が有する「引き戻す力」、
「回復」のメカニズムとして、二種類の異なるものが存在する。ひとつは、もちろん市場
メカニズムである。衰退に陥った組織は、回復というよりは単に市場から退場を迫られる
ことになるため、結果としてそうした組織が占有していた資源はより効率的な組織、おそ
らくは新規参入者に分配され、最終的には社会全体の資源配分の効率性が高まることが期
待される。
このメカニズムにおいて主要な役割を果たすのが「離脱」オプションである。たとえば
何らかの要因によってある企業の製品の質が低下したとする。この場合消費者の大量離脱

3

ハーシュマン自身が Hirschman (1970) の序文で自身のロジックの適用可能な領域として具体的に
挙げているのは、政治（二大政党制）
、夫婦関係（離婚）、官僚制、人種的マイノリティ（ブラッ
ク・パワー）の問題である。
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が予想されるが、こうした離脱によって企業収益が低下することによって、企業への市場
からの退出圧力が高まると考えられるのである。
ハーシュマンはこのような市場メカニズムの重要性を否定してはいない。もちろん競争
は社会が回復するための重要なメカニズムのひとつだとして重視しているのだが、回復の
ためのメカニズムは市場メカニズムだけではないというのが、ハーシュマンの主張のコ
アである。ではもうひとつのメカニズムとは何か、という際、彼が打ち出したコンセプト
が「発言」による政治的なメカニズムであった。
ハ ー シュ マン に とっ て、 組 織が 陥る 衰 退局 面の 多 くは 「と り かえ しの つ く過 失」
（repairable lapse）である。組織は一時的にミスを犯すことがある。しかし、それが即座に
市場からの退場へと結びつくとは限らないし、結びつける必要もない。人間社会は生存維
持水準以上の余剰を生み出しているため、いわば企業の怠慢を相当な程度まで容認できる
からである（スラック経済観)｡4 このような状況においては、「発言」オプションが重要
な選択肢となる。すなわち、関係者の離脱を伴わなくても、関係者の発言を受けて経営者
が経営努力を払うことによって、組織のパフォーマンスが改善される可能性は残されてい
るのである。
発言が離脱よりも迂遠な手段であることは否定できない。しかし、のちに示す例でも明
らかなように、ハーシュマンは激しい競争の存在が社会全体の効率性改善に無条件でつ
ながるとする考え方に懐疑的であった。競争がうまく機能しない場合には、発言が効率性
改善のための唯一の選択肢となる。

「忠誠心」の意義
ところで、関係者が離脱と発言のどちらを選ぶかは、基本的にその主体の判断である。
ハーシュマンは、離脱が可能であるにもかかわらず意思決定の主体が発言オプションを行
使する際の基準として、二つを挙げている (p. 77)。
1. 顧客やメンバーが、品質の低下した製品が（発言によって）改善する可能性という
不確実性を、離脱という確実性と比較してどれだけ主体的に引き受けようとするか
2. 顧客やメンバーが、組織に対して行使しうると考える影響力の度合い
4

ここでのハーシュマンの議論は、Simon (1955) に影響を受けている。すなわち、企業は技術的に
最大限可能な利潤率よりも、むしろ「満足のいく」利潤率を求めているにすぎないのである。ス
ラック経済観に関しては Cyert and March (1963) も参照。
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こうした心理的要素をハーシュマンは、「忠誠心」（loyalty）と呼んでいる。忠誠心は組
織に対する特別な感情であり、離脱に対する心理的障壁となる。「忠誠心」という訳語に
は日本語だと独特の（たとえば滅私奉公のような）ニュアンスが付与されてしまうが、こ
こでの忠誠心はよりドライな、合理的打算に基づく執着心と言い換えても良い。例えば
ハーシュマンは、組織への参入に多くのコストがかかる場合、離脱しにくくなることを指
摘している (pp. 92–8)。
忠誠心が重要なのは、これが意思決定におけるある種の心理的バイアスへの補正として
機能するからである。発言による改善の可能性は、意思決定の時点ではあくまでも将来の
可能性に過ぎず、その効果は常に割り引かれて考慮される。よって、離脱の利得は相対的
には常に過大に評価されがちである。忠誠心の存在はこのような偏りに対して、問題解決
に要する心理的コストを引き下げ、逆に離脱のコストを引き上げることによりバランスを
とるものと考えられるのである。言い換えれば、忠誠心は意思決定主体による組織の未来
への評価に他ならない。

市場原理主義の一帰結
ハーシュマンの論敵の一人が、市場原理主義の総帥と目された経済学者、ミルトン・フ
リードマンであった。ハーシュマンは、教育に市場メカニズムを持ち込むべしというフ
リードマンの有名な主張 (M. Friedman & R. D. Friedman, 1962) を引き合いに出して批判を
加えたが、これはハーシュマン的な発想の例として非常にわかりやすいので、ある程度細
かく論理の流れを追ってみよう。
フリードマンの主張は、就学期を迎えた児童を持つ親に教育バウチャー（クーポン）を
配布し、公立学校のみならず複数の私企業が競争的に供給する教育サービスからも自由に
教育機関を選べるようにしよう、というものであった。これによって、親は転居すること
なしに子供をより良い教育プログラムを持つ学校へと転校させられるようになる｡5 教育
水準の劣る学校は競争という市場メカニズムによって淘汰されて消滅し、やがては教育シ
ステム全体の質が向上することが期待される。ハーシュマン的な言い方をすれば、親は学
校に不満があれば、そこから「離脱」することによって簡単に学校に不満を表明できるよ
うになる、としたのである。
5

教育費の全額補助が保証されているわけではないので、バウチャーで賄いきれない部分や入学後
の寄付などは当然自己負担となる。
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フリードマンのある種楽観的な見方に対し、ハーシュマンが「離脱・発言」モデルから
導いた結論ははるかにペシミスティックなものであった。たとえば、学費が低廉な公立学
校と高価な私立学校があり、公立学校における教育の質に何らかの事情で一時的衰退が生
じたとしよう。この場合、予想される帰結は、教育の質を最も重視する親から公教育を離
脱していくということである。こうした親は、仮に公立学校からの離脱が不可能な状況で
あれば、おそらくは最も活発に発言して公教育の改善に取り組んだであろう利害関係者で
ある。離脱オプションが行使できるがゆえに、少なくとも公立学校の状況を改善する契機
は失われてしまったのだ。
しかも、教育の質を重視しない親であれば、そうした荒廃した（しかし安価な）公立
学校に自らの子供を通わせることに躊躇しないだろう。よって、公立学校は淘汰されるこ
ともなく、そのまま低品質の教育サービスを提供する主体として残り続ける。結果として
教育システムは、（おそらくはごく少数の）ハイレベルな私立学校と、
（おそらくは大多数
の）低レベルな公立学校とに激しく二極分化することが予想されるのである。それは、究
極的には数世代後、社会そのものの分断を招くことになるだろう。ゆえに、離脱を容易に
する教育バウチャーよりは、例えば教育システムへの発言の有効性を高めるといった形で
関係者の忠誠心を高める方策のほうが社会的には好ましいと考えられるのである。
このような教育の民営化に限らず、ハーシュマン的な状況は現実の世界にも数多く見ら
れる。元々ハーシュマン自身が「離脱・発言」モデルの着想を得たのは、資金に余裕があ
る客はより効率的なトラック輸送という手段へと「離脱」できるがゆえに、淘汰されるこ
ともなく非効率なまま運営されていたナイジェリアの公営鉄道の観察からであったし、イ
ギリスの植民地やアメリカの黒人運動においては、そのまま国やコミュニティに留まれば
独立運動、公民権運動のリーダーとなりえたかもしれない優秀な人材のみを「こちら側」
に取り込んで優遇することで、社会全体としては一向に向上しないという状況が見られ
た。社会的な上昇が可能であればあるほど、上層階級と下層階級の格差が拡大し、より強
固になるという悲喜劇的状況がここに生まれていたのである。ハーシュマンはこれらを
「競争が助長する独占」と表現し、「状況によっては、他に行き場のない独占のほうが、競
争が存在する逃げ道の多い状態よりも望ましい」(p. 62) と皮肉に述べている｡6

6

ハーシュマンは本書第八章において、アメリカは離脱者によって建国されたがゆえに離脱を必要
以上に重視するのかもしれない、と述べている。
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おわりに
ハーシュマンが本書において展開した議論は、筋立てとしてはごくシンプルでありなが
ら、あるいはそれゆえに、非常に長い射程を持つ。
人的、情報的な往来が盛んとなり、それらに要するコストが劇的に低下した現在におい
ては、離脱は従来以上に容易なオプションとなった。転職や海外脱出といった、離脱を奨
励するかのような論調も強い。効率性や自己決定重視の見地からすれば、こうした議論に
ロジカルに反論するのも難しいのである。しかし本書においてハーシュマンが明らかにし
たように、離脱は必ずしも状況の本質的な改善を意味しないし、むしろ発言のほうが社会
的に好ましい結果をもたらす場合がありうる。また、ハーシュマンの言葉を借りれば、そ
もそも「離脱というオルタナティヴが存在していることが、発言という技術（the art of
voice）の発達を萎縮させる傾向をもつ可能性がある」(p. 43)。
離脱はたやすい。しかし私たちの多くがうすうす感づいているように、どこまでも逃げ
切れるわけではないのである。どこへ行っても隣の芝生は青く見えるのだ。嫌なことから
ただ手を引くだけではなく、未来を信じて踏みとどまること、そして発言の有効性を戦略
的に高めていくことの重要性を、ハーシュマンのロジックは雄弁に物語っている。
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