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　私が筑波大学から帝京大学に移ったのは昭和60年であった。
　その頃、帝京では、経済学専攻の大学院に博士課程を新設することが大きな課題となっていた。
当時大島清教授が、大学院研究科長をつとめておられたが、その大島教授から私に帝京の大学院
に移る意志はないかという打診があった。
　経済学の大学院設置には、通常基幹となる５科目について、いわゆるマルゴー教授をそろえる
必要があった。ところが、経済理論担当として予定されていた鈴木鴻一郎教授が、急死されたため、
経済理論担当の教授を急遽採用する必要が生じた。そこで大島教授から私への問い合わせとなっ
たというわけである。
　一方、私は、当時筑波大で社会科学類長をつとめていたが、私自身、大学の学内行政にかかわ
る管理職は適任ではないということを実感していた。しかし新構想大学として発足した筑波大で
は、大学管理と研究・教育とを明確に分離することを売り物としており、その結果、通常の国立
大学では絶対の権限をもつ教授会が諮問機関として位置づけられ、人事や財務などの重要事項は
すべて管理職教授（学系長・学類長・学群長・副学長・研究科長・研究所長・図書館長・病院長など）
で構成された各種専門委員会の専決事項とされていた。一般教授は教育・研究に専念し、管理職
教授はもっぱら学内行政をうけもつという分業構造が確立されていたのである。
　私は、経済学専攻部門の最長老だったから、学類長が終われば学系長、さらに研究科長、次に
学群長、さいごにはあるいは副学長と次々と管理職をひきうけざるをえない立場にあった。そう
なれば、悪くすると、定年まで管理職をつづけざるをえないことになる。余人は知らず、私自身
は管理職につくためにアカデミズムを選んだわけではない。進退谷まった私に大島教授から、移
籍の話がもちこまれたのだから、ただちに応じたのは当然であろう。しかも、帝京では管理職に
就くおそれは殆どないという。これはまさに私にとっては天国である。
　実際帝京での研究生活は快適この上なかった。学部での原論ヒトコマは担当したが、大学院で
の修士と博士課程の演習と論文指導がすべてであり、しかも少人数の院生だったから、いつも研
究室でコーヒーをのみながら時間にとらわれずに何時間でも討論をつづけることができた。
　それ以上に有益だったのは、この大学院には、大島清・鎌田正三教授をはじめとして、楊井克巳・
酒井昌美・星野芳郎教授など研究一途な各分野の学究・碩学がそろっていたから、たれの主導と
いうでもなくおのずから定期的研究会が開催されるようになっていたことである。毎月一回、学
内の食堂を借りて、持ち回りの報告を中心とした討論は、夕食をとりなからしばしば深夜まで行
われた。

帝京と私

降 旗 節 雄



－ 4 －－ 4 －

　今から20年前、星野教授はすでにコンピューターをつかった新しい大型金融詐欺の発生を予告
していたし、楊井教授は経済のグローバル化の及ぼす深刻な途上国経済への影響に厳重な警告を
発していた。
　大学院での時間を無視して行われる小集団の熱心な討議と、それを指導する教師の専攻分野を
超えた自由な研究会―この２つが、少なくとも社会科学系大学院の研究・教育の高い水準を支え
る実体であることは、私がそれまで多少ともかかわった東大・法政大・北大・筑波大での研究経
験の教える教訓であった。この２つが欠落していれば、たとえ名前や建物は立派でも、大学院と
しての実体を欠く。
　幸いなことに、私が勤務することになった帝京の大学院は、この２つを完全に保持していた。
しかも私は、学内行政にかかわる管理業務から完全に自由だったから、まさにユートピアに住ん
でいたことになる。
　ただ昨今の長期不況や少子化などにともなう大学の生き残り競争の激化は、多くの大学の研究・
教育環境を変えつつあるようである。たとえば06年７月15日付けの『日本経済新聞』のコラムでは、
「大学のガバナンス」と題して、次のような一般社会からの大学への注文が載っていた。理想的な
アカデミズムの本質を維持している帝京にとってはかかわりのない話だが、社会は一般に大学を
どう見ているかを赤裸々にしめしている点では参考になろう。やや長いが次のようである。
　「大学自治や学部自治の強調が大学における経営的観点を弱めているという声に押されて、理事
会における経営・財務的観点が強調されながら、民間レベルのガバナンス、つまりは理事長や総
長に対する牽制システムは受け入れないという大学が多いのではなかろうか。教員によって直接
選任された学部のトップが理事会構成員でもなく、総長は総長好みのイエスマンによって囲まれ
ていないか。社外取締役ないし独立取締役に相当する権威有る社外理事は相当数存在するのか。
学内の情報開示は十二分か。企業の内部統制に相当する内部監査部門の権威は高度のものになっ
ているか。危機対応のマニュアルはあるのか。内部通報やトップへの直接アクセスは可能なのか。
株主総会に対応するような学内向けの質疑応答の場はあるのか、等々。大学がガバナンスの手本
を示すとともに、時代が要求する理念を語る存在であることがいかに期待されているか、大学自
身が自覚すべきだろう。」
　凡百の大学がそのガバナンスを厳しく求められているとき、帝京がそんな問題ははるかに乗り
越えて、益々設立以来の堅実なアカデミズムの学風を強めつつあるようであるが、これはご同慶
のいたりである。
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̶ 略歴 ̶

1930年６月４日　長野県穂高町（現安曇野市）に生まれる。

̶ 学位称号 ̶

経済学博士　北海道大学　1966年３月

̶ 学歴 ̶

1948年 松本高校入学
1949年 信州大学入学
1959年 東京大学・大学院、社会科学研究科入学
1960年 同研究科・博士課程退学

̶ 職歴 ̶

1961年 北海道大学経済学部助手
1962年 同講師
1963年 同助教授
1970年 同教授
1974年 筑波大学社会科学系教授
1983年 同大学社会学類長
1984年 帝京大学経済学部教授

著作目録

̶ 著書 ̶

資本論体系の研究 青木書店 1965年４月
科学とイデオロギー 青木書店 1968年３月
歴史と主体性 青木書店 1969年７月
帝国主義論の史的展開 現代評論社 1972年３月
宇野理論の解明 三一書房 1973年３月
マルクス経済学の理論構造 筑摩書房 1974年６月
マルクス経済学の理論構造・改訂版 筑摩書房 1976年12月
イギリス―神話と現実 五月書房 1978年11月

降旗節雄・略歴および著作目録



－ 6 －－ 6 －

解体する宇野学派 論創社 1983年４月
筑波大学―〈開かれた〉大学の実態 三一書房 1983年５月
日本経済の神話と現実 御茶の水書房 1987年８月
「昭和」マルクス理論・軌跡と弁証 社会評論社 1989年６月
生きているマルクス 文真堂 1993年12月
日本経済の構造と分析 社会評論社 1993年４月
貧しい「経済大国」を撃つ BOC出版部 1994年８月
出口なき日本型不況 全国労働組合交流センター 1994年11月
現代資本主義 現代書館 1997年４月
貨幣の謎を解く 白順社 1997年12月
日本経済の構造と分析・改訂版 社会評論社 2000年９月
金融ビッグバンと崩壊する日本経済 白順社 1998年３月
降旗節雄著作集第１巻・
　科学とイデオロギー 社会評論社 2001年４月
降旗節雄著作集第２巻・
　宇野経済学の論理体系 社会評論社 2002年10月
降旗節雄著作集第３巻・
　帝国主義論の系譜と論理構造 社会評論社 2003年７月
降旗節雄著作集第４巻・
　左翼イデオロギー批判 社会評論社 2004年４月
降旗節雄著作集第５巻・
　現代資本主義論の展開 社会評論社 2005年５月

̶ 編著書および編書 ̶ 

経済学原理論―宇野理論の現段階〈1〉 社会評論社 1979年12月
現代資本主義論―宇野理論の現段階〈3〉 社会評論社 1983年４月
日本経済・危険な話 御茶の水書房 1988年９月
戦時下の抵抗と挫折―創造的戦後への胎動 社会評論社 1989年12月
クリティーク・経済学論争 社会評論社 1990年５月
マルクス主義改造講座 社会評論社 1995年３月
世界経済の読み方 お茶の水書房 1997年４月
宇野弘蔵―「資本論」と社会主義 こぶし書房 1995年６月
宇野弘蔵―価値論 こぶし書房 1996年12月
宇野弘蔵・藤井洋―現代資本主義の原型 こぶし書房 1997年12月
清水正徳―自己疎外論から「資本論」へ こぶし書房 2005年11月
加藤正―弁証法の探究 こぶし書房 2006年７月
市場経済と共同体 社会評論社 2006年６月
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̶ 共編著書 ̶

日本のマルクス経済学・上（降旗他５名共著） 青木書店 1967年９月
日本のマルクス経済学・下（降旗他５名共著） 青木書店 1968年１月
『資本論』を学ぶ・全５巻（降旗他３名編） 有斐閣 1975-77年
革命運動史の深層（降旗・寺尾五郎共著） 谷沢書房 1991年７月
裁かれる成田空港（降旗・一瀬敬一郎共編） 社会評論社 1991年11月
マルクス理論の再構築（降旗・伊藤誠共編） 社会評論社 2000年３月

̶ 論文 ̶

「貨幣取扱い資本」の考察 『経済評論』 1959年６月
商品流通と貨幣（鈴木鴻一郎編） 『貨幣論研究』
  　青木書店・所収 1959年４月
「利子生み資本」の概念 『利潤論研究』（鈴木鴻一郎編）
  　青木書店・所収 1960年12月
商品論の方法 『北大・経済学研究』 1962年３月
＜流通＞と＜生産＞ 『北大・経済学研究』 1963年２月
流通形態と資本家的生産 『北大・経済学研究』 1963年４月
一般的利潤率形成の論理 『北大・経済学研究』 1963年４月
流通形態論の基本構造 『北大・経済学研究』 1963年10月
貨幣論の方法 『北大・経済学研究』 1964年６月
〈貨幣の資本への転化〉の方法的考察 『北大・経済学研究』 1964年６月
『資本論』体系における論理と歴史 『北大・経済学研究』 1964年９月
価値法則論 『北大・経済学研究』 1964年12月
鈴木理論の根本問題 『北大・経済学研究』 1965年２月
「特別剰余価値」と「強められた労働」 『北大・経済学研究』 1965年６月
商品流通と貨幣の諸機能 『北大・経済学研究』 1965年９月
「世界貨幣」と資本の商人資本的形式 『北大・経済学研究』 1966年３月
理念型とマルクス経済学 『思想』 1966年５月
「純粋資本主義論」への覚え書 『北大・経済学研究』 1966年11月
「弁証法的方法」についての覚え書 『北大・経済学研究』 1966年12月
続「弁証法的方法」についての覚え書 『北大・経済学研究』 1967年３月
「マルクスとウェーバーとの対話」は可能か 『思想』 1967年７月
河上肇論  『日本のマルクス
  　経済学・上』所収 1967年９月
宇野弘蔵論 『日本のマルクス
  　経済学・下』所収 1968年１月
疎外と人間解放の論理 『展望』 1968年３月
『資本論』体系の歴史性とは何か 『マルクス経済学の
  　研究』所収 1969年１月
信用論の構造 『北大・経済学研究』 1969年１月
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エンゲルスと帝国主義 『思想』 1969年５月
続・信用論の構造 『北大・経済学研究』 1969年７月
主体性と現代イデオロギー 『現代の眼』 1970年２月
マルクスの後進国把握について 『早稲田大学新聞』 1971年５月13日
現代資本主義の歴史的位相 『現代の眼』 1971年７月
続・現代資本主義の歴史的位相 『現代の眼』 1971年９月
世界通貨体制の危機と金融資本の論理 『情況』 1971年10月
宇野経済学と黒田理論 『黒田寛一をどう
  　とらえるか』所収 1971年７月
宇野理論と現代資本主義分析の方法 『宇野弘蔵をどう
  　とらえるか』所収 1972年11月
「国家独占資本主義」は存在するか
　―大内・国独資論の再検討― 『経済評論』 1973年４月
宇野理論と政治学 『国家論研究』 1973年７月
宇野理論と現代 『情況』 1974年４月
宇野理論とエンゲルス主義 “NEUE ZEIT” 1974年３月
先進国革命の理論について―上田耕一郎批判― 『破防法研究』 1975年５月
『資本論』と宇野理論 『現代の眼』 1975年５月
宇野・梅本論争の帰結 『読書新聞』 1975年５月14日
危機におけるマルクス経済学 『さんいち』 1975年６月
帝国主義論の方法について 『大阪市大・経済学雑誌』 1975年６月
『資本論』解釈の陥穽 『現代の眼』 1976年２月
宇野理論と「国家独占資本主義」論 『社会科学のために』 1976年４月
現代経済入門 『現代経済―その
  　歴史と論理』所収 1976年５月
やはり「経済学」は破産している 『諸君』 1976年７月
転化問題の方法的考察 『北大・経済学研究』 1977年３月
マルクス「国家論」の構造 『国家論研究』 1977年３月
経済学と唯物史観 『資本論を学ぶ〈1〉』
  　有斐閣 1977年６月
価値形態論の課題 『同上』有斐閣 1977年６月
宇野理論―その方法的核心をめぐって― 『経済学批判』 1977年９月
マルクス経済学の方法をめぐる諸問題 『大阪市大新聞』 1978年１月10日
帝国主義論の形成 『経済学史』
  　（時永淑編）所収 1978年３月
マルクス経済学原理論における
　国家論の成立根拠 『国家論研究』 1980年３月
「自主管理社会主義論」の虚構 『現代の眼』 1980年４月
大内力・信用論への疑問 『社会科学の方法』 1979年７月
続・大内力・信用論への疑問 『社会科学の方法』 1980年６月
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右傾化する学者・文化人 『月刊・社会党』 1982年11月
解体する宇野学派 『現代の眼』 1982年11月
「一物一価の法則」の意味について 『社会科学の方法』 1983年７月
筑波大学をどうとらえるか・上 『破防法研究』 1982年３月
筑波大学をどうとらえるか・下 『破防法研究』 1982年５月
開かれた大学にみる人間の荒廃 『現代の眼』 1982年２月
筑波大学の現在―その影響と意味 『英語教育ジャーナル』 1982年８月
筑波大学に噴出する矛盾の構造① 『インパクト』 1980年５月
筑波大学に噴出する矛盾の構造② 『インパクト』 1980年７月
筑波大学に噴出する矛盾の構造③ 『インパクト』 1980年９月
現代の危機とマルクス経済学 『流動』 1980年８月
イギリス保守党の政権復帰 『日本経済の現状・
  　1980年版』 1980年５月
風化する理念・解体する大学 『インパクト』 1980年12月
重税時代の詭弁を撃つ 『人と日本』 1981年２月
社会党〈不戦の路線〉の政治経済学 『現代の眼』 1981年２月
筑波大学に噴出する矛盾の構造④ 『インパクト』 1981年３月
同上⑤  『インパクト』 1981年５月
同上⑥  『インパクト』 1981年10月
同上⑦  『インパクト』 1982年１月
オイルとカーの経済構造 『経済学批判』 1982年１月
物価について 『現代の眼』 1983年１月
暴力は不法か 『法学教室』 1983年12月
『資本論』と現代資本主義 『経済学批判』 1983年11月
戦後世界の構造的危機と暴力 『破防法研究・別冊』 1984年３月
反時代的大学論 『経済評論』 1984年５月
福田信之論 『この人を見よ』
  　自由国民社・所収 1984年４月
フィクサーとしての知識人 『インパクション』 1984年５月
高度成長の破局から教育臨調へ 『クライシス・臨時増刊』 1984年８月
政治的暴力をどう考えるか 『破防法研究』 1984年９月
河上・櫛田・宇野と価値形態論 岩波書店刊『河上肇
  　全集・続第２巻』月報 1985年１月
レーニン的段階をいかに超えるか 『状況と主体』 1985年３月
現代の神話と構造① 『状況と主体』 1985年５月
同上②  『状況と主体』 1985年６月
同上③  『状況と主体』 1985年７月
同上④  『状況と主体』 1985年８月
同上⑤  『状況と主体』 1985年10月
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同上⑥  『状況と主体』 1985年11月
同上⑦  『状況と主体』 1985年12月
同上⑧  『状況と主体』 1986年１月
同上⑨  『状況と主体』 1986年３月
同上⑩  『状況と主体』 1986年４月
同上⑪  『状況と主体』 1986年６月
電気お化け屋敷の経済学 『クライシス・臨時増刊・
  　つくばexpo読本』 1985年５月
モータリゼィション社会の革命綱領 『クライシス』 1985年11月
現代日本資本主義と臨教審の役割 『解放教育』 1985年11月
経済学と時間 『マルクス経済学・理論と分析』
  　（林建久他編）所収 1985年９月
繁栄の深部で拡がる危機と荒廃 『労働情報』 1986年１月15日
クルマ社会からハイテク社会へ 『クライシス』 1986年２月
宇野弘蔵遺稿「ナチス広域経済と
　植民地問題」解題 『クライシス』 1986年２月
第一次大戦以後の資本主義 『新地平』 1986年２月
臨教審の底にあるもの 『解放教育』 1986年４月
天皇制国家の重い復活 『破防法研究』 1986年４月
スターリンの経済学 『状況と主体』 1986年６月
東京サミットの背後に流れるもの 『新地平』 1986年７月
現代の神話と構造⑫ 『状況と主体』 1986年７月
同上⑬  『状況と主体』 1986年８月
同上⑭  『状況と主体』 1986年９月
同上⑮  『状況と主体』 1986年10月
同上⑯  『状況と主体』 1986年11月
同上⑰  『状況と主体』 1986年12月
宇野経済学の文献学的考察 『ブック・レビュー・
  　批判精神　第２号』 1986年６月
Cars to Hi-Tech ; A Marxist View The Japan Times 1986, April, 6
中野正の経済学の性格について 『中野正先生追悼集』 1986年６月
左翼イデオロギー解体史序論 『季刊・クライシス』 1986年７月
「経済白書」の読み方 『季刊・クライシス』 1986年10月
自動車を通してみた現代資本主義の構造 『技術と人間』 1986年12月
世界経済の転換と日本資本主義 『新地平』 1987年１月
高度情報社会と労働 『季刊・クライシス』 1987年１月
スターリンの経済学 稲妻社『スターリン
  　批判の前進』 1987年２月
日本経済に迫る空洞化と大失業 『状況と主体』 1987年４月
現代の神話と構造⑲ 『状況と主体』 1987年３月
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同上⑳  『状況と主体』 1987年５月
同上㉑  『状況と主体』 1987年６月
同上㉒  『状況と主体』 1987年７月
遅れ・歪曲・欠落の社会学 『季刊・クライシス』 1987年４月
カジノ資本主義の死の舞踏 『破防法研究』 1987年５月
円高と企業合理化 『労働情報』 1987年４月15日
モータリゼィションを基軸とする
　現代資本主義分析 『状況と主体』 1987年12月
Entwicklung des Japanische Kapitalismus 
　und Marxistische Wirtschaftswissenschaft “Prokla 66” 1987年８月
株暴落は世界経済解体のサイン 『新地平』 1988年１月
株式大暴落の歴史的意味 『季刊・クライシス』 1988年２月
＜疎外＞概念をめぐる錯誤について
　―吉本隆明批判― 『季節・第11号』 1988年２月
試みられる天皇制の再構築 『クライシス・臨時増刊』 1988年４月
「夜桜景気」と世界経済の行方 『状況と主体』 1988年６月
開始された世界経済システムの解体 『季刊・クライシス』 1988年９月
社会主義とは何か 『状況と主体』 1988年８月
現代の転向について 『状況と主体』 1988年９月
現代の転向について（続） 『状況と主体』 1988年10月
天皇制について 『状況と主体』 1988年12月
現代の危機とはなにか 『状況と主体』 1988年12月
天皇制について（続） 『状況と主体』 1989年２月
天皇制について（続） 『状況と主体』 1989年３月
天皇制について（完） 『状況と主体』 1989年４月
連帯―その経済的考察 『解放教育』 1989年３月
天皇制の誤読 『破防法研究』 1988年11月
大恐慌はくるか？ 『社会主義と労働運動』 1989年３月
天皇制論争からみた天皇の役割 『撃ちくずせ天皇制』所収 1989年２月
ソフト化社会の構造とオルタナティブ 『状況と主体』 1989年６月
世界農業問題としての南北問題 『季刊・クライシス』 1989年１月
フランス革命の理想化を排す 『季刊・クライシス』 1989年８月
現代世界の解読のために 『季刊・クライシス』 1990年１月
マルクス理論は今でも有効か 『話の特集』 1990年２月
唯物論について 『状況と主体』 1990年３月
唯物史観について 『状況と主体』 1990年４月
『資本論』について① 『状況と主体』 1990年５月
同上②  『状況と主体』 1990年６月
同上③  『状況と主体』 1990年７月
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同上④  『状況と主体』 1990年12月
現段階における反安保の理論的根拠 『状況と主体』 1990年８月
戦後体制の転換と日本経済 『インパクション』 1990年８月
現代危機の構造 『フォーラム90’s』 1990年８月
現代のマルクス主義者の混乱について 『状況と主体』 1990年11月
資本と技術に未来はあるか 『フォーラム90’s』 1990年11月
資本と技術に未来はあるか（続） 『フォーラム90’s』 4991年１月
バブル崩壊の意味するもの 『状況と主体』 1991年１月
現代資本主義と戦争と科学技術 『状況と主体』 1991年２月
「脱工業社会」の虚妄性
　―「ソフトノミクス」批判 『情況』 1990年11月
「水俣宣言」をめぐって 『世界から』 1991年１月
資本主義分析とマルクスの方法 『フォーラム90’s』 1991年10月
現代とトロツキズム 『状況と主体』 1991年３月
マルクス葬送派をめぐって 『状況と主体』 1991年４月
マルクス葬送派をめぐって（続） 『状況と主体』 1991年６月
価値概念について―山口重克氏の反論に答える 『状況と主体』 1991年５月
マルクス主義・エンゲルス主義・レーニン主義 『状況と主体』 1991年７月
マルクス主義・エンゲルス主義・
　レーニン主義（続） 『状況と主体』 1991年９月
反・成田空港の論理 『状況と主体』 1991年10月
日本経済の奇妙な構造 『状況と主体』 1991年12月
技術と体制 『状況と主体』 1992年２月
マルクス主義とマルクス・
　レーニン主義の違いについて（上） 『建党・第35号』 1992年１月
同上（下） 『建党・第36号』 1992年１月
歴史としてのアメリカ国家（上） 『情況』 1991年10月
歴史としてのアメリカ国家（下） 『情況』 1991年11月
宇野理論の意義と限界について① 『状況と主体』 1992年３月
同上②  『状況と主体』 1992年４月
同上③  『状況と主体』 1992年７月
「成田」をめぐる「賢人」の論理
　―宇沢弘文『成田とはなにか』への批判 『状況と主体』 1992年５月
生産力の歴史的質とはなにか 『状況と主体』 1992年６月
「新経済秩序」と「たそがれサミット」 『状況と主体』 1992年８月
二つの反安保闘争と現代資本主義 『状況と主体』 1992年９月
生き延びられるか？資本主義は 『月刊・フォーラム』 1992年12月
何故急ぐ。PKO派兵 『状況と主体』 1992年11月
宇野理論の意義と限界について④ 『状況と主体』 1992年12月
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現代資本主義論① 『状況と主体』 1993年１月
同上②  『状況と主体』 1993年４月
世紀末大不況の歴史的位相 『状況と主体』 1993年２月
「生活大国」計画の詐術 『インパクション』 1992年８月
日米・複合不況とアジア経済 『情況』 1992年12月
「公共の福祉」をどう考えるか 社会評論社刊
  　『成田治安法』所収 1992年11月
なぜPKOが可決されたか 『解放教育』 1992年12月
現代資本主義の特徴と労働者の闘い（上） 『国際労働運動』 1993年３月
同上（下） 『国際労働運動』 1993年４月
現代マルクス主義について 『状況と主体』 1993年５月
宇野理論における社会主義の射程 『月刊・フォーラム』 1993年９月
成田シンポジゥム批判 『情況』 1993年10月
社会党への直言
　―社会主義・社会科学・マルクス主義 『社会主義』 1993年10月
平成大不況と転落する日本経済 『状況と主体』 1993年10月
平成大不況と国内産業の空洞化 『労働運動研究』 1994年１月
平成大不況の歴史的意味 『状況と主体』 1994年２月
「平成不況」から「世紀末不況」へ 『技術と人間』 1994年１・２月
廣松理論と『資本論』の方法 『情況・臨時増刊』 1994年５月
日本社会変革のグランド・デザイン
　―『日本改造計画』批判― 『状況と主体』 1994年５月
ASEAN地域フォーラムの経済学 『国際労働運動』 1994年９月
日本企業のアジア進出と産業空洞化 『労働運動研究』 1994年10月
日本経済の50年―その軌跡と展望― 『状況と主体』 1995年１月
戦後マルクス主義理論の生成と消滅 『月刊・フォーラム』 1995年１月
急激な円高の意味するもの 『状況と主体』 1995年４月
日本経済の本当の姿を考える 『酪農事情』 1995年３月
近づくドル支配体制の終末 『酪農事情』 1995年５月
エンゲルスの経済学―マルクスの経済学との対比において
 　　　　　　　　　御茶の水書房刊『エンゲルスと現代』所収 1995年７月
現代世界経済論の方法（上） 『状況と主体』 1995年８月
同上（下） 『状況と主体』 1995年９月
サミット時代の終焉 『国際労働運動』 1995年９月
開始した金融システムの大変動 『状況と主体』 1995年10月
エンゲルスの国有化論の失効 『SENKI』 1996年１月
21世紀論序説 『国際労働運動』 1996年１月
マルクス経済学の発展と変貌 『状況と主体』 1996年１月
現代資本主義の構造転換 『状況と主体』 1996年２月
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世界的金融再編の新段階 『労働運動研究』 1996年２月
住専問題と日本経済の転換 『技術と人間』 1996年４月
バブル―「プラザ合意」の読みそこね 「日本経済新聞」 1996年４月29日
住専問題の経済学 『月刊・フォーラム』 1996年５月
マルクス歴史理論とオルタナティブ社会 『状況と主体』 1996年６月
「時代の行列」に抗して 『インパクション』 1996年12月
持ち株会社解禁の意味 『状況と主体』 1997年３月
世界経済の転換に立ち遅れた日本経済 『労働運動研究』 1997年３月
廣松理論と『資本論』の方法 情況出版刊
  　『廣松渉を読む』所収 1996年７月
現代世界経済論の方法 お茶の水書房刊『世界
  　経済の読み方』所収 1997年４月
これからの世界経済と日本経済 同上書所収 1997年４月
崩壊する戦後経済システム 『Le Vent Vert』No.50 1997年６月
日本型ビッグバンは実現するか 『状況と主体』 1997年６月
金融ビッグバンと現代資本主義 『労働運動研究』 1997年８月
転換する日本社会の行方―情報化・
　ソフト化・産業空洞化経済の意味― 『状況と主体』 1997年９月
『帝国主義論』は現代に適用できるか 『自然と人間』No.15 1997年９月
弱肉強食の苛酷な時代（上） 『酪農事情』 1997年10月
同上（下） 『酪農事情』 1997年11月
20世紀とは何だったか 『月刊・フォーラム』 1997年12月
「経済グローバル化」が生み出す
　東南アジア通貨危機 『SENKI』 1997年11月15日
日本経済・危機深化の構造 『労働運動研究』 1998年１月
現代資本主義の課題 『状況と主体』 1998年１月
唯物史観は現代に有効か 『自然と人間』No.21 1998年３月
「共産党宣言」について 『経済と社会』98年冬季号 1998年２月
出口なき不況の元凶を撃つ 『太陽の道』 1998年２月
座標軸としての労働価値説 『SENKI』 1998年５月15日
労働価値説から現代資本主義の異様さを見る 『SENKI』 1998年５月25日
現在の経済状態をどうとらえるか 『人民新聞』 1998年５月25日
混迷する政局と「日本売り」の進行 『状況と主体』 1998年７月
「共産党宣言」の歴史的位置について 『情況・別冊』 1998年７月
日本経済は再建できるか 『フォーラム90’s』 1998年９月
世紀末大不況の歴史的位相 『労働運動研究』 1998年10月
景気対策で不況の環が断ち切れるか 『労働運動研究』 1999年１月
日本と世界の経済はどこへ行く 『解放新聞』 1999年１月４日
日本発・世界大不況の足音 『状況と主体』 1999年１月
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日本経済・「成長の限界」 『理論戦線』 1999年４月
世紀末大不況の歴史的位置 『状況と主体』 1999年２月
弱肉強食時代に突入する日本経済 『セミナー・No.58』
   （東日本旅客鉄道労組編） 1999年６月
『経済戦略会議・答申』批判 『ピープルズ・
  　プラン研究』 1999年６月
日本の景況回復感は本物か（上） 『労働運動研究』 1999年10月
同上（下） 『労働運動研究』 1999年11月
「貧しい経済大国」を撃つ 『労働学校・報告集』（広島県
  　高教組、教育研究所編） 1999年11月
鉄道と鉄道労働者は現代社会を変える鍵 『Le Vent Vert』 1999年11月
巨大金融合併と産業大再編 『状況と主体』 1999年11月
世界資本主義（グローバリゼィション）
　への展開 『技術と人間』 2000年12月
中国と多国籍企業 『技術と人間』 2001年２月
グローバリゼィションとは何か 『技術と人間』 2002年２月
『技術と人間』と社会科学 『技術と人間』 2002年７月
小泉政権の本質について（上） 『技術と人間』 2002年10月
同上（下） 『技術と人間』 2002年11月
日本の航空政策・破綻の構造（上） 『技術と人間』 2004年２月
同上（下） 『技術と人間』 2004年３月
渡辺寛君の価値論について 批評社刊『現代の資本
  　主義を読む』所収 2004年１月
二つの「社会主義国」キューバ・中国の
　現状報告（上） 『技術と人間』 2004年４月
同上（下） 『技術と人間』 2004年５月
郵政改革とは何か① 『技術と人間』 2005年２月
同上②  『技術と人間』 2005年３月
同上③  『技術と人間』 2005年４月
小泉から安倍へ―継承されるダマシの政策 『自然と人間』 2006年11月
はじまった庶民への大増税 『自然と人間』 2007年２月

̶ 書評 ̶

ピーター『英国病・日本病・ソ連病』 『エコノミスト』 1980年２月
大内力『経済学方法論』 『エコノミスト』 1980年７月
原洋之介『クリフォード・ギアツの経済学』 『季刊・クライシス』 1986年秋号
関広野『資本主義―その過去・現在・未来―』 『週刊・ポスト』 1986年５月23日
管孝行『高度成長の社会史』 『季刊・クライシス』 1987年秋号
岩瀬文夫『マルクスにおける経済学と宗教』 『図書新聞』 1988年７月９日
宮崎儀一『ドルと円―世界経済の新しい構造』 『週刊・ポスト』 1989年１月20日
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『加藤正全集・第一巻』 『フォーラム90’s』 1990年10月
リヒアルト・ゾルゲ『二つの危機と政治
　―1930年代の日本と30年代のドイツ』 『月刊・フォーラム』 1995年３月
廣松渉コレクション第４巻
　『物象化論と経済学批判』 『月刊・フォーラム』 1995年８月
渡辺雅男『階級！』を読む 『図書新聞』 2004年４月10日
青木孝平『コミュタリアニズムへ』 『図書新聞』 2006年６月22日


