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【要約】本稿は，経済主体と取引所それぞれがある制度の下で行動に関する判断をどのように産出する

かについて知識処理機構とif-thenルールという概念を用いて明らかにするものである．経済主体と取引
所はそれぞれの知識処理機構が有するif-thenルールに対する重みを出力の評価による強化学習によって
変化させることで，状況適応的な判断を産出していると見ることができる．さらに，経済主体と取引所

は動的な相互規定関係を形成しており，経済主体の判断が取引所の判断に影響を与え，取引所の判断が

経済主体の判断に影響を与えるというループを形成することで知識を生み出していることを示す．	 
 
 
【キーワード】知識処理機構，if-thenルール，サーキットブレーカー，市場制度 
 
1. 経済主体と制度をめぐる議論	 
市場システムは，経済主体の自由な意思決定を前提として成り立っているが，取引費用の削減や取引

に関する摩擦を削減するために経済主体の行動を制限する市場制度を導入することで，そのシステムが

維持されていると考えられる．制度が経済主体に対して何らかの制約を設けることで経済主体の行動を

規定することについては，経済学の分野で制度について研究している制度学派でも一致している．しか

しながら，ある制度の下で経済主体の思考や行動がどのように規定されるかという点については議論が

分かれるところである．ここではまず始めに，制度学派に属する各学派がそれらをどのように考えてい

るかについて，江口(2002, 2008)の議論を基に整理することにする． 
 
l 新制度学派(ウィリアムソン) 

Ø 制度を通じて様々な情報や知識が経済主体間で共有されるため，経済主体にとって「効率的」
な結果が生じる．限定合理性を重視するが，効用最大化志向は放棄しない． 

l 比較制度分析(青木) 
Ø 制度は，「共有予想」や「縮約情報」という情報や知識をプレーヤーに与える．それにより，

プレーヤーは，制度の下で自己利益を最大化させる行動を維持させる． 
l 現代制度学派(ホジソン) 

Ø 制度は，経済主体の行動の基礎たる認知的な枠組みに対して，文化・社会的な規範等を含む制
度情報を付与し，彼らの行動に対して影響を与え，「習慣」を基礎付ける． 

 
新制度学派は効用最大化原理，比較制度分析も合理性基準というある種の「効率性」に基づいて制度

と経済主体の行動を考えている．現代制度学派は経済主体が「効率性」では説明できない行動パターン

の複雑性や多様性を生み出していて，それらが習慣と関係していることに言及をしているが，それらが

どのようにして生じるか明らかにしていない．本研究は，ある市場制度の下で行動する経済主体と取引

所を対象に，それぞれがどのような過程を経て行動に関する判断を産出するかを知識処理機構と if-then
ルールという概念を通じて明らかにするものである．さらに，経済主体と取引所の相互作用によって，

どのように判断が産出されているのかについても検討する．市場制度の理解として，行動主体を規制す

ることで市場システムを維持するものであるという静的に考えるものが多いなか，経済主体・取引所・

市場制度の 3者による相互作用によって，市場システム全体で動的に各主体における判断が産出される
とする考える点に本研究の特色がある． 
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2. サーキットブレーカー制度	 
本研究で対象事例とするサーキットブレーカー制度について，その成り立ちから現在までの制度変遷

を概観しながら説明する．サーキットブレーカー制度は株式市場において大暴落が発生した際に市場で

の取引を一時的に停止させる措置である．この制度は，1987年10月19日に発生したブラックマンデーを
調査したブレイディ委員会の報告書(Presidential Task Force on Market Mechanisms (Brady Report), 1988)の
中で提唱され，ニューヨーク証券取引所を皮切りに，その後世界中の証券取引所で導入された．サーキ

ットブレーカーが導入された意図は，主に次の2つである．ひとつは，株価の急激な変動を直接抑制し，
市場の混乱を回避しようとするもの．もうひとつは，市場参加者に意思決定の時間的猶予を与えて，冷

静な判断を促すものである．しかし，取引を停止させることで，株価の大暴落を未然に防ぎ，その後の

社会的混乱を抑えるという面での有効性については常に疑問を呈されてきた(Greenwald and Stein, 1988; 
Kim and Rhee, 1997; Kim, 2001)．この理由として，サーキットブレーカーの発動要因となる相場の大規
模変動が極端に少なく，統計的なデータが十分に確保できていないことが挙げられる．1988年にサーキ
ットブレーカーを導入したニューヨーク証券取引所でさえ，初めて発動されたのは10年後の1998年であ
った．このような背景と1990年代後半のアメリカを中心とした新自由主義が台頭するなか，取引所間の
国際競争力を高めようとする制度運用者たちは2000年代前半にかけ徐々にサーキットブレーカーを発
動されにくい方向へと制度を改変していった． 
	 ところが，2008年後半の株式市場は 9月のリーマンショックを契機として世界中の株式市場で株価の
暴落が相次いだことで，これまでほとんど発動されなかったサーキットブレーカーが世界各国の証券取

引所で頻繁に発動された．そして，市場の混乱に対する市場参加者を含む市民の意見等を受け，サーキ

ットブレーカー制度は各国の証券取引所で発動されやすい方向へと急速に改変されていった．先述の通

り，研究者の多くがサーキットブレーカー制度に対して批判的な立場を示しているにもかかわらず，な

ぜ世界各国の証券取引所で今もなおサーキットブレーカー制度が改変を経ながら運用され続けている

のであろうか．ここに完全に自由な市場制度が必ずしも経済的問題の効率的な解とはなりえないという

事実を見てとれる．  
Kobayashi and Hashimoto(2010)によると，これらの改変は経済効率性という市場機能の追求ではなく，

経済主体に対して市場システムの安定性が確保できているという安心材料を与えるという役割も担っ

ていると見なせる．つまり，主体の制度に対する認識や判断が制度を生成・変化させることを見出し，

制度設計において効率性だけでは捉えることができないことを主張している．だが，サーキットブレー

カー制度の変遷に伴って産出されると考えられる経済主体の制度に対する認識や判断が，どのように規

定されるかということについては言及されていない．この点について我々は，現代制度学派がいまだに

解き明かせていない経済主体の判断がいかに産出されるかを検討することと同じ問題であると考える． 
	 

3. 知識処理機構	 
「知識とはいかなるものか」という問いは古代ギリシアから議論され続けたテーマであり，その枠組

みの中心は「正当化」という観点から知識の根拠を問うものであった．しかしながら，知識の絶対性や

確実性をいかにして担保することができるかは，本当に真なるものが存在し，またそれを我々が知覚す

ることができるかという問いでもある．デカルトは自己の内部に現れる表象と外部の実在との一致性を

疑うという方法的懐疑から自己の意識内に現れる表象の確実性を担保するに至った．つまり，自己の意

識作用の絶対性は疑いようがないという論拠である．だが，この論理では自己内で正当化されたものは

すべて知識となり，自己の外にある絶対的な知識がいかにして手に入れられるかについて説明できてい

ない． 
およそ知識は外界との相互作用(経験・対話・学習)によって得られるものであり，主体は知識の内容

に応じてさまざまな判断や行動を行う．下嶋(2010) は，知識は内容の論理的性質によって特徴づけられ
るのではなく，それを産出するプロセスの性質によって特徴付けられると述べている．本研究において

も下嶋の立場を採用し，外界からのデータを処理する知識機構から知識を特徴付けることにする．外界

からの入力データは自己の知識処理機構(認知機構)に基づいて何らかのデータを出力する(図 1)．その際
に出力されるデータは偶然によって産出されるものではなく，あるルールに従って規則的に産出される

ものである．産出されるデータが正しいかどうかという点に着目するのではなく，知識処理機構そのも

のの規則性に着目することで，「正当化」という従来の価値論的視点からの開放を試みたのである．図

中の正しい判断とは，ある知識処理機構が有する規則通りにデータが産出されたという事実において
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「正しい」という意味である．この産出されたデータこそが経済主体の判断でもあり，時には経済主体

の行動と結びつくこともある． 
 

処理データ データ

正しい判断（＝情報）

咑

 
図  1	 知識処理機構：下嶋(2010)より筆者が改変  

 
下嶋(2010)は知識処理機構という雛形を用意することで，暗黙知や集団知・組織知の創造という現象

の自然化を可能にし，様々な知識創造メカニズムを探求できると述べている．その一方で，知識処理機

構の処理の部分はブラックボックスであり，どのような処理が行われているかについては言及がない．

本研究ではブラックボックスとなっている処理の部分について，人工知能の分野で広く用いられた

if-thenルールを用いた説明を試みる． 
 
3.	 if-thenルールによる処理	 
知識処理機構の処理は認識・行動上の慣習・価値規範を体現できる if-thenルールの束で表すことがで

きると考える．if-then ルールとは「if～then 命題」の形で表される思考・行動のルールとして記述する
ことができる．経済主体のルールを「if～then 命題」の形で表すと，例えば株価の暴落に対する判断な
ら「if 株式相場が大きく下落 then 株式をすべて売り抜ける」のように表現される．if の部分には株式
売買における様々な条件が入るであろうし，then の部分には具体的な経済主体の振る舞いが入るであろ
う．経済主体は，具体的な慣習のルールだけではなく，「自由」，「平等」，「安全」というような様々

な規範も有している．このような価値規範も，慣習の場合と同じく if-thenルールの束として表現するこ
とができる．その例として，「平等」とは，「if 20歳以上の日本人である，then全員が等しく選挙権を
持っている」というような，具体的な状況に応じた命題や判断の集合で表せる．そして，「ifある制度
は自由かつ平等な制度である，thenその制度は望ましい」というように，価値規範はある制度(ないし制
度の帰結)を書き表すことで，それを評価するために使われる．この場合，価値規範は制度に関する価値
判断の基準を示しており，ルールとしての制度に対するメタなルールとして機能している(小林他, 2011)． 
知識処理機構の規則はif-thenルールの有効性(実効性)によって決定されるものであり，if-then ルールの
改定はルールと自己内の，および自己外との相互作用によって生み出されるものである(西部, 2006)．有
効性と共有性という観点からif-thenルールを見ると以下の4つに分類することができる 
 
1. 有効性がなく，主体間で共有されていない if-thenルール 
2. 有効性があり，主体間で共有されていない if-thenルール 
3. 有効性がなく，主体間で共有されている if-thenルール 
4. 有効性があり，主体間で共有されている if-thenルール 
 

1 は保持していても有効性がないので使用されず消滅するか，ある主体だけが信じるものとして残り
続けるだろう．2 は主体間で共有されておらず，その有効性が自己内にとどまるものである．主観的に
有効性があると判断しているルールがこれに当てはまる．自己内では有効性のあるルールであるので，

自己内，および自己外との相互作用によって有効性が否定されない限り存続することになる．3 は実効
性の伴わない法律の類であり，例えば公道の法定速度の厳守やパチンコの現金交換などが挙げられる．

4 はまさに社会制度のことである．これは，必ずしも憲法や法律によって明示されている必要はなく，
明示されない慣習や規範など，ある社会(ドメイン)で広く共有されているものも含まれる．つまり社会
制度の成り立ちを考えるには物理的実在だけではなく，人々が作り出す社会的実在を考慮しなくてはな

らない．社会的実在はそれぞれの社会で異なっており，人々が有する if-thenルールが共有化され，社会
相対的に有効性が認められたものが社会制度である(1)． 
知識の性質を処理過程から考えるならば，if-thenルールで記述できる慣習や価値規範も知識処理機構

の一端を担うものとして捉えることができる．下嶋(2008)は，情報が知識であるための条件として 1) 認
知主体の存在，2) 相関への適応 3) 行動の統制という 3つを挙げている．1)については，ある経済主体
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を想定している点で満たされている．2)については，処理のルールとして「if～then命題」という if-then
ルールを用いることにより，状況と状況の間の性質の相関に適応する点で満たされる．最後に 3)の行動
の統制は，知識処理機構に内包される個々の if-thenルールがどの程度採用されるかという重みを各ルー
ルに付与することによって実現される．3)については，次章にて詳細を述べるが，これも肯定的に答え
ることができる．つまり，この知識の定義に則れば各 if-thenルールも知識であると言うことができる．  
 
4. 経済主体の知識処理機構 
では，ある制度に対して経済主体がどのような知識処理機構を有しているのか考えてみよう．図 2は

経済主体の知識処理機構における処理の部分に前述の if-thenルールを当てはめたものである．まず知識
処理機構の主な入力として株価や貿易統計といった経済のマクロ情報，そして明文化された市場ルール，

自己の行動結果が挙げられる．こうした自己外からの情報が入力されることで，知識処理機構はある規

則に基づいて何かしらの判断を出力することになる．ここではある制度に対する経済主体の知識処理機

構を考えるので，if-thenルールの内容もそれに準ずるものとする．例えば「if 株価がサーキットブレー
カーの発動基準に近づく then 株式を売り抜ける」のように記述することができる．しかし，経済主体
が有する if-thenルールがいかなるときでも採用されるわけではない．ある経済主体は，サーキットブレ
ーカーがまったく適用されたことがない長年の事実から，上記の if-thenルールに重きを置かないかもし
れない．また別の経済主体は，事実とは関係なく近頃の経済状況からその if-thenルールに重きを置くか
もしれない．このような主体毎のルールに対する重みを表したものが図 2 におけるωiである．ωiは i
番目の if-thenルールに対する相対的な重みである．それぞれのルールに対してこの重みがどの程度かか
っているかにより，確率的に各経済主体がどのルールを採用するか決定されることとなる．ωiは if-then
ルールを選択するためのメタルールの役割を果たすものである．つまり，どの if-thenルールを重視する
かというωこそが各経済主体が外部世界である制度をどのように認知しているかというパラメータに

なる．ωの変化は経済主体が採用した if-thenルールの有効性によって相対的に変化すると考える．すな
わち，知識処理機構によって産出された判断が，そのときの経済主体にとって有効なものであれば，採

用された if-thenルールに対する重みが増すと考える．このような，ある入力に基づき，取るべき判断が
決定される仕組みは強化学習の考え方と一致する．江頭(2002)は，知識が単なる外的刺激の記憶だけで
はなく，他の知識との関係性の中で意味を持つことを指摘し，この種の知識の習得には反復が必要であ

ると述べている．すなわち，知識は複数の刺激を記憶したコンビネーション・パターンとして蓄積され，

刺激が知識の形を取るためにはそれぞれ刺激の記憶の結合が必要となるとも述べている．知識の一部が

暗黙的であることの理由がここにもある． 
 

ルールに対する重み
ω1 : [if ～then～]1
ω2 : [if ～then～]2
ω3 : [if ～then～]3

・・・
ωi : [if ～then～]i

ωi ：if-thenルールiに対する相対的重み
[if ～then～]i: i番目のif-thenルール

マクロ情報

定義された制度 判断

判断がルールの有効性
と結びつく形で重みωi
が変化する

外部世界の認知

行動結果

ルールが経済主体の
判断を支えている

どのような行動を
するか？

 
図  2	 ある制度に対する経済主体の知識処理機構  

 
サーキットブレーカー制度は，ブラックマンデーの反省による，安心で安全な市場を求める意識から
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生まれたものである．しかし，新自由主義の台頭やサーキットブレーカーの適用例の少なさから，多く

の経済主体や制度運用者の意識の中ではサーキットブレーカーの有効性や導入の意図が薄れていき，サ

ーキットブレーカー自体も発動されにくい方向へ制度改変されていった．おそらくサーキットブレーカ

ー制度は，市場において有効性を伴わないという点で人々に共有されている if-thenルールとなっていっ
たのである． 
経済主体の知識処理機構においても，サーキットブレーカーがまったく発動されず，有効性を伴わな

い制度であるという認識からサーキットブレーカーに対する重みが薄まっていったのではないかと推

測される．その結果がサーキットブレーカー制度における磁石効果(2)の弱まりである．この効果は市場
参加者がサーキットブレーカーの発動基準を知っていないと起こらないものであるが，サーキットブレ

ーカー自体の発動が起こっていなかったため市場関係者であっても熟知していない者が多かった

(Kobayashi and Hashimoto, 2009)．ところが，金融危機による株価の大幅な下落と度重なるサーキットブ
レーカーの発動によって，サーキットブレーカーが発動されることを前提とした if-thenルールの重みが
増し，これまでに存在しなかったサーキットブレーカーの発動を考慮した取引判断が産出され始めたの

である．このような経済主体が有する if-thenルールの重みの変化は，発動前の if-thenルールの重みとサ
ーキットブレーカー制度の社会的実在に乖離が生じ始めたために生まれたものであると考えられる．多

くの社会制度は社会的実在と物理的実在(記述的表現)の間にある種の整合性が担保されることで有効性
を保持する．サーキットブレーカー制度も社会制度として有効性を発揮する過程で，経済主体の知識処

理機構と調整が図られたと思われる． 
 
5. 取引所の知識処理機構 
次に取引所の知識処理機構について見ることにする．図 3はある制度に対する取引所の知識処理機構

である．入力としてマクロ情報を取るのは経済主体と同様であるが，経済主体の価値規範，自己および

取引所のルールを主な入力とする点で経済主体(図 2)と異なる．経済主体の価値規範を入力とするのは，
制度に関する価値判断の基準としてそれが市場制度の形成に関与していると考えられるからである．詳

細については後述する．出力として何かしらの判断を産出する点は経済主体と等しい．取引所の知識処

理機構が有する if-thenルールが複数あり，それぞれのルールに重みが付与される部分も経済主体と一致
するが，それらは取引所の制度に対する重み，すなわち取引所がどの制度を重視するかという取引所の

方針に対する重みとなる． 
 

取引所のルールに対する重み
ω1 : [if ～then～]1
ω2 : [if ～then～]2
ω3 : [if ～then～]3

・・・
ωi : [if ～then～]i

ωi ：if-thenルールiに対する相対的重み
[if ～then～]i: i番目のif-thenルール

マクロ情報

経済主体の価値意識

どのような方針に
するか？

どのような方針にする
かという判断がルール
の有効性と結びつく形
で重みωiが変化する

安全？
自由？
公平性？

判断

自己および他の
取引所のルール

 
図  3	 ある制度に対する取引所の知識処理機構  

 
2章で概観したサーキットブレーカー制度の変遷は大きく分けて 2つの流れがあった．ひとつは 90年

代後半から 00 年代前半にかけてのサーキットブレーカーを発動させないためのルール変更．もうひと
つはリーマンショック以後に起こったサーキットブレーカーを発動しやすくするためのルール変更で
ある．前者は 90 年代後半のアメリカに代表される強力な新自由主義への移行期と重なり，ニューヨー
ク証券取引所におけるルール変更もパブリックコメントや新聞記事の事実から市場行動の規制を緩和
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しようというものであった．後者は 100年に一度と呼ばれる金融危機による経済システム全体の不安定
期と重なり，金融当局や証券取引所のパブリックコメントからも金融安定化のために市場の行き過ぎを
制限することを意図したものであった．特に日本やクウェートにおけるサーキットブレーカー制度の変
更は，市場参加者の強い要請によって実現されているところも大きく，制度に関する価値判断の基準と
して価値規範が市場制度の形成に関与している可能性は高いのである(小林･橋本, 2009)．  
	 では，具体的にどのような重みによって取引所の知識処理機構が働いていたのであろうか．ニューヨ

ーク証券取引所(NYSE)，大阪証券取引所(大証)，イタリア取引所という 3つの証券取引所におけるサー
キットブレーカー制度の変遷を例としながら考えてみよう．NYSE では取引所における取引の全てを停
止させるというルールが創設当初から導入され，これは「安全」という価値規範から生まれたものであ

った．しかしながら「安全」にかわって台頭し始めた「自由」という価値規範によってその重みは低い

ものとなってしまった．大証においてもサーキットブレーカー導入の目的は現物市場における株価の下

落を増幅している先物市場の株価を人為的に抑えようという「安全」の意識が働いたものであった．し

かしながら，その後は NYSEに追従する形で「自由」が広がり，サーキットブレーカーを発動させない
方向へと傾倒していった．我々がイタリア取引所の制度担当者に実施したインタビュー調査から，イタ

リア取引所はこうしたアメリカや日本の流れとはまったく違う独自の方針を貫いてきたことがわかっ

た．その理由としてイタリア取引所のサーキットブレーカーが NYSEと異なって取引所全体に適用され
るものではなく，銘柄毎に適用されるルールであったことが挙げられる．これによって NYSEのように
取引所全体を止めるという大きなコストをかけることなく，効率的に取引所の安全性を担保してきたの

である．実際にイタリア取引所の制度担当者は「少数の銘柄が大暴落することで，取引所全体を止める

ことはナンセンスである」と NYSEのルールを批判していた．これらの事実からイタリア取引所では長
らく「効率」という方針が採られていたことがわかる．リーマンショックから 2年を経た 2010年 5月，
NYSE は創設以来堅持していた取引所全体に対する取引停止の他に，個別銘柄に対してもサーキットブ
レーカーを適用するという新ルールを発表した．実効性に乏しい現行ルールから現実的な「効率」を求

めた結果であると分析する． 
	 だが，実際の市場においては価値規範の違いに対応した多様な市場制度が必ずしも存在しているとは

限らない．社会で支配的な価値規範（例えば，経済的効率性）に対応する単一ないし少数の制度にロッ

クインしている場合には，取引所の判断が経済主体に受け入れられない可能性のほうが高い．すなわち

実際にあるルールが成立するということは，ある種の価値規範が人々の間で広く共有され，社会におい

て顕在化されている可能性が高い．まさにサーキットブレーカー制度の運用における大転換もこのよう

な事象が当てはまると考えられる．次に経済主体と取引所の相互関係に着目し，どのような形で制度に

関する判断が産出されているかを検討する． 
 
6. 経済主体と取引所の相互作用	 
	 図4は4章と5章で述べた経済主体の知識処理機構と取引所の知識処理機構の相互関係を示したもので
ある．経済主体の知識処理機構から産出された判断は，経済主体の行動の帰結となる．それらは株価や

ファンダメンタルズのような経済的帰結として現れ，取引所の知識処理機構の入力となる．それとは別

に経済主体の共有された価値規範として現れたものも取引所の知識処理機構の入力となる．入力として

受け取ったデータは取引所の知識処理機構によって何かしらの判断が産出され，またそれが今度は経済

主体の入力となる．取引所のルールが変更されれば，そのルールに関する重みが変更される可能性が高

まり，経済主体が産出する判断もそれまでのものとは異なるものとなる．経済主体と取引所はそれぞれ

市場ルールに従う側，市場ルールを作る側に位置しているが，2者とも独立に判断を産出しているわけ
ではなく，互いの判断に依存して知識処理機構の中の重みとルールを変更して判断を行っている．この

ように知識処理機構は個人，組織など様々なレベルに存在しているが，その入力や出力はレベルが異な

る同士の円環的な相互関係によって規定されているものである． 
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知識処理機構

マクロ情報

人々の価値意識 判断

取引所（ルールの作り手）

知識処理機構

マクロ情報

定義された制度

判断

行動結果
行動の集合
の帰結

経済主体（ルールの担い手） 取引所の
ルール

自己および他の
取引所のルール

 
図  4	 経済主体と取引所の知識処理機構の相互作用  

7. 結論 
ある制度の下で主体が判断を産出するメカニズムについて，サーキットブレーカー制度の変遷を事例

としながら，知識処理機構と if-thenルールという概念を用いて検討した．これらの概念を用いることに
よって経済学や哲学が長く囚われてきた合理性基準や価値論的視点からの脱却を試み，経済主体と取引
所がどのように判断を産出しているのかを概念モデルとして示すことができた．経済主体と取引所はそ
れぞれの知識処理機構が有する if-then ルールに対する重みを出力の評価による強化学習によって変化
させることで，状況適応的な判断を産出していると見ることができる．また，経済主体と取引所はルー
ルの担い手，作り手という階層の違う主体同士ながら，動的な相互規定関係を形成することで，互いに
産出した判断をそれぞれの知識処理機構において入力として利用している．すなわち，取引所は経済状
況を鑑みて取引所単独でルールを変更しているわけではなく，経済主体の判断が取引所の判断に影響を
与え，取引所の判断が経済主体の判断に影響を与えるというループを形成することで知識を作り出して
いるのである． 
しかしながら，新しいルールがどのように創造されるかという点について，本研究では説明すること

ができていない．他にもルール同士の相互作用による影響や，ルールが経済主体間で伝達され，また価
値規範がどのように共有されるかについても説明できていない．これらについては今後の研究課題とす
る． 
 
注	 
(1) このような考え方は，Berger and Luckmann(2003)に代表される社会構築主義に近いものである．我々は 3章で if-then
ルールの有効性について述べているが，これは社会制度を対象とした議論であり，知識全般の究極的な有効性や妥当性に

ついて言及するものではない． 
(2) 磁石効果とは，株価がサーキットブレーカーの発動基準である価格に近づくと，投資家がサーキットブレーカーの発
動によって市場での売買ができなくなることを恐れて売り急ごうとするために，逆にサーキットブレーカーの発動が早ま

ってしまうことをいう．サーキットブレーカー制度のデメリットとされる(Subrahmanyam,1994)． 
 
謝辞	 
本研究は科学研究費(20610059)の助成を受けたものである．また，本稿執筆に際して北陸先端科学技術大学院大学博士
後期課程の真隅暁氏には着想段階から多くの有益なコメントをいただいた．ここに感謝の意を示す． 
 
参考文献	 
Berger, P. L. and Luckmann, T. (2003)『現実の社会的構成』山口節郎訳, 新曜社. 
Greenwald, B. and Stein, J. (1988) “The Task Force Report: The Reasoning Behind the Recommendations,” Journal of Economic 
Perspectives, 2(3), pp. 3-23. 
Kim, K. A. and Rhee, S. G. (1997) “Price Limit Performance: Evidence from the Tokyo Stock Exchange,” Journal of Finance, 52(2), 
pp. 885-901. 
Kim, K. A. (2001) “Price Limits and Stock Market Volatility,” Economics Letters, 71, pp. 131-136. 
Kobayashi, S. and Hashimoto, T. (2009) “Access Log Analysis of Magnet Effect in Circuit Breaker,” Proceedings of The Ninth 
Asia-Pacific Conference on Complex Systems, USB memory, pp. 80-86. 
Kobayashi, S. and Hashimoto, T. (2010) “Analysis of Institutional Evolution in Circuit Breakers Using the Concepts of Replicator 



知識共創第 2 号	 (2012)	 	 	 

 

and Interactor,” Evolutionary and Institutional Economics Review, 7(1), pp. 101-112.  
Presidential Task Force on Market Mechanisms (1988) “Report of the Presidential Task Force on Market Mechanisms,” U.S. 
Government Printing Office. 
Subrahmanyam, A (1994) “Circuit Breakers and Market volatility: a theoretical perspective,” Journal of Finance, 49, pp. 237-254. 
江頭進 (2002)『進化経済学のすすめ』講談社. 
江口友朗 (2004)「制度経済学における「制度―経済主体」論とその理論的展望―諸経済主体の相互作用の観点から―」
『進化経済学論』8. http://www.s.fpu.ac.jp/hattori/papers/eguti.doc 
江口友朗 (2008)「今日の制度アプローチにおけるアクターについて―その理論的な役割と方法論的背景」,『経済科学』
小林重人, 橋本敬 (2009)「サーキットブレーカーにおける制度進化」『進化経済学論集』8, CD-ROM, d53. 
小林重人, 栗田健一, 西部忠, 橋本敬 (2011)「地域通貨流通実験にみるミクロ・メゾ・マクロ・ループの流れ‐メゾレベ
ルの貨幣意識を中心にして‐」,『北海道大学大学院経済学研究科 Discussion Paper Series B』, 2011-96. 
下嶋篤 (2008)「情報と知識」『ナレッジサイエンス』改訂増補版, 杉山公造他監修, 近代科学社. 
下嶋篤 (2010)「科学哲学としての知識科学」北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科 知識科学概論Ⅰ講義資料. 
56(1), pp. 67-76. 
西部忠(2006)「進化主義的制度設計におけるルールと制度」『經濟學研究(北海道大学)』56(2), pp. 133-146. 
 
 
 
連絡先 
住所：〒923-1292	 石川県能美市旭台 1-1 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 
名前：小林重人 
E-mail：s-kobaya@jaist.ac.jp 


