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京阪経済研究会（龍谷大学）                                                            2012/08/20 

 
コメント：小峯報告「1910年前後における経済学トライポスの改訂： 

マーシャルの設計とケインズ等の実施」 
 

松山直樹（兵庫県立大学） 
 
【感想とコメント】 
 
小峯論文は，ケンブリッジ大学の『大学学報』や委員会議事録等を精査することによっ

て，これまでマーシャルの功績としてのみ知られてきた「経済学トライポス（Economics 
Tripos）」が，実際にどのように実施され，変更が加えられたのかを，1910年前後という時
代区分に限定して明らかにしている．ケンブリッジ学派経済学を研究するにあたって，一

読しておかねばならない論文の位置を占める研究である． 
いくつか提示された論点のうち，最も印象的であるのは，新任教員の立場にあったケイ

ンズが，新組織である経済学部において実質的にカリキュラム改編に関与し，円滑な学部

運営のために尽力したという点にある．一般的に，経済学トライポスが経済学史研究にお

いて扱われる場合，マーシャルの経済学トライポス設置への奔走，ピグーとマーシャルの

講義分担，1908年のピグーのケンブリッジ大学経済学教授就任という流れのうちに，経済
学トライポス運営の苦労に関する視点は埋没していた．ここに小峯論文の慧眼がある．さ

らに，「良き教師」という側面が強調されてきた初期ピグーの一側面が，経済学部の運営と

いう点では「受動的な立場が際だつ」（42頁）という指摘は新鮮である． 
ただし，上記の点に小峯論文の問題点がまた潜んでいるように思われる．すなわち，小

峯論文の対象は，経済学トライポスのパートⅡの担当教員として採用されたケインズに焦

点を当てられているため，パートⅠとパートⅡを含めた経済学トライポス改訂の全容が明

らかにされていない．評者は，『大学学報』などにアクセスする手段を有していないため，

明確なことは言えないが，1911年 5月に発行された『大学学報』のトライポス改訂の記事
は，経済学トライポスのパートⅠとパートⅡの両者に関するものだったのではないだろう

か．したがって，マーシャルの時代からパートⅠを担当していたピグーの役割を過小評価

するには，もう少し議論が必要であるように思われる．くわえて，少なくともパートⅡの

小委員会にピグーが経済学教授として参加している以上，受動的ではあったかもしれない

が，ケインズ以上の議論を評議会等において展開していた可能性は否定できない．新米教

師が，設立されたばかりで，スタッフの不足する経済学部の運営に携わるかぎり，年度ご

との講義負担の増加も考慮するならば，非常に多忙な職務をこなしていたことは容易に想

像することができる． 
したがって，このような問題点を克服するためには，小峯論文が指摘するように「トラ
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イポス第二部に向けた教育が手薄であった」（24頁）という点をより明確に議論する必要が
あるように思われる．その点を押さえることによって，小峯論文の主眼であり，既存の研

究でまったく見落とされてきた「経済学トライポスの運営に関する諸問題を克服したケイ

ンズ」という実務家像を前景化することができると考える．  
また，個人的な関心として，1913年の経済学トライポス改訂は，当時のケンブリッジ学

派の経済理論の展開（学部スタッフの著作）と，どの程度の関係があったのだろうか．こ

の点は別稿に期待することになるだろう． 
 
 
【細かな点】 
 
・4頁の「1-1」の上から 3行目…マーシャルがケンブリッジ大学に着任したのは 1885年 1
月ではなかったでしょうか． 
・5頁の上から 10行目…「同時に」という言葉使いは，この一文には不適当であるように
思われますが，いかがでしょうか． 
・6 頁の上から 8 行目…「1910 年代後半からの改訂は，別稿で」というのは，同じ頁の上
から 3 行目の「考察すべき期間は，1905 年前後から 1911 年まで」という指摘と齟齬をき
たしていないだろうか． 
・9頁の上から 5行目…「この扱いは経済学を徹底的に研究した学生にはむしろ不利になっ
ていた」という指摘について，例えば，どのような学生が挙げられるでしょうか．この指

摘は，次の段落にあるように，学生よりも，マーシャル自身の嘆きあるいは心情であった

可能性はありませんか． 
・15頁の上から 2行目…「ディケンソン」は，42頁の「ディキンソン」とは異なりますで
しょうか． 
・21頁の上から 3行目…「問題 3と問題 4」というのは，Cと Dのことでよろしいでしょ
うか． 
・22頁の上から 3行目の引用…ハロッドの著作からの引用ですので，「彼[エッジワース]の
批判」の中身を脚注などで指摘しておいた方がよろしいのではないでしょうか． 
・28頁の脚注 93…マーシャルの『産業と商業』の 1921年版は，第何版でしょうか．初版
と第 2版は 1919年，第 3版は 1920年，第 4版は 1923年です． 
・37 頁のマーシャルの言葉の引用…「私はケンブリッジにいないはずだ」とありますが，
マーシャルは 1911年にどこへ行ったのでしょうか？Groenewegen（1995, p.632）によれ
ば，「1911年に，ブリストルは、名誉学位の最初の受賞者のなかに，ウィリアム・ラムゼー
卿と一緒に，彼[マーシャル]を含めていたのだけれども，10 月の授賞式に彼は出席しなか
った」とあります．彼はどこか遠方に出かけていたのでしょうか． 
・39頁の一回目の引用後の段落…「教育面で，ケインズはこの時代[1924年頃]，マーシャ
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ルに忠実だった」とあります．その年にマーシャルは亡くなっておりますが，何か確執の

残るような出来事が彼らの間に生じていたのでしょうか．  
・39 頁の二回目の引用文…「他方で私はその[ケンブリッジ大学という]機械を改良してい
る．…今後もさらに一段と改良し続けるに違いない」（Skidelsky [1983]1992, p.270／訳 442
頁）という指摘は，1910年頃のケインズの発言でしょうか． 
・全体を通して，委員会参加者の名前を上げる際に，議事録の名前の順序にしたがって指

摘しているのでしょうか． 
 
 
コメントを明示的にするため，以下において小峯論文で指摘された要点を整理しておく． 

 
1895年：LSEが創設 
1900年：バーミンガム大学が設立 
1901年：マーシャルが「トライポス原案」を作成 
1902年：マーシャルが「嘆願書」を作成 
1903年：マーシャルが「カリキュラム」を作成，経済学部が始動 
	 	 	 	 ※パートⅠおよびパートⅡの試験問題最終案（14頁を参照） 
1905年：経済学トライポス（パートⅠ）の実施（5月 27日） 
	 	 	 	 ※受験者 5名 
	 	 	 	 ※ネヴィル・ケインズ，ディキンソン，クラパム，ピグーが出題委員 
1906年：経済学トライポス（パートⅡ）の実施（5月） 
	 	 	 	 ※パートⅠ受験者 4名，パートⅡ受験者 2名 

※マーシャルが「トライポスの案内」を作成 
	 1907年：マーシャルは学部教員の拡充を訴える 
	 	 	 	 	 ※パートⅠ受験者 13名，パートⅡ受験者 4名 

1908年 5月：ピグーが経済学部教授に就任（30歳） 
	 	 	 	 ※パートⅠ受験者 9名，パートⅡ受験者 5名 
	 	 	 	 ※特別委員会がケインズとレイトンのパートⅡ講義担当を決定（6月） 
1909年 1月：ケインズが教師として初めて講義「貨幣・信用・物価」を受け持つ 
1909年 3月：ケインズとレイトンがフェローに選出 
	 	 	 	 ※秋（冬？）学期：ピグー，フェイ，クラパム，ケインズ，レイトン 
	 	 	 	 ※講義担当者は 12名（1名は隔年） 
1909年 5月：ケインズが，アダム・スミス賞を受賞（賞金 60ポンド） 
	 	 	 	 ※パートⅠ受験者 11名，パートⅡ受験者 8名 
1909年 12月：ケインズ，フェイが特別試験の下部委員の選出 
	 	 	 	 ※テンパリ，ニコルソン，サンガー，フェイが出題委員 
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	 	 	 	 ※トライポスのパートⅠとパートⅡの試験問題の変更（22頁を参照） 
1909年／1910年：トライポスに関する「勧告書」が提出	 ◎トライポス改訂の契機 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （１）参考書数を減らす 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （２）分析的・即実的という区分をなくす 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （３）翻訳問題の廃止 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※勧告書の起草は，出題委員 4名 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※1913年の経済学トライポスの大改編の下地となる 
1910年：学位委員会が開催される 
	 	 	 	 ※パートⅠ受験者 36名，パートⅡ受験者 23名 

※ケインズは，ピグーの講義「経済学原理」に関する論文指導を行う 
1910年 11月：特別委員会で「社会研究に関する学位」が議論される…否決 
	 	 	 	 ※経済学トライポス（パートⅡ）の科目一覧を作成（30-31頁を参照） 
1911年 1月：小委員会で経済学トライポス（パートⅡ）の科目案が議論（33頁を参照） 
	 	 	 	 ※委員会は，ピグー，フェイ，ケインズの 3名 
1911年 2月：特別委員会，評議会でパートⅡの科目が決定（35，36頁を参照） 
	 	 	 	 ※ここでトライポスの改訂が終了…1913年度から実施が決定（37頁） 
	 	 	 	 ※常任評議会で大学の機構改革が頓挫→改革委員会の発足 
1911年 5月：ピグー，フェイ，ディキンソン，ケインズが最終勧告書を作成→評議会へ 
	 	 	 	 ※『大学学報』にトライポスの改訂が公表される 
1911年 6月：ケインズは公務員試験向けの経済学試験の改革案を提示 
	 	 	 	 ※これは，マーシャルの経済学教育に忠実であった 


