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11.27伊藤誠先生フォーラム事後報告 

（2022,1.1 フォーラム運営委員・青山雫） 

 

■フォーラムの案内文書 

◎世界資本主義フォーラム 

  伊藤誠 連続講座「『資本論』と現代世界」(全 6 回) 

 

  ■■第 1 回 「1968 革命」とマルクス・ルネッサンス■■ 

 ●講師 伊藤誠（東京大学名誉教授） 

 ●期日 2021 年 11 月 27 日（土）13 時 30 分～16 時 30 分 

   そのあと 隔月で開催の予定 

 ●開催方式：オンライン 

 ●主旨 

 （１）1968 年革命から欧米マルクス経済学のルネッサンスへ。日本の左派の 

動向との比較をふくめて。 

 （２）スラッファ理論とマルクス価値論の再評価―ドッブとの対話―…。 

 （３）転形問題論争の意義と役割――階級社会としての現代資本主義と経済 

民主主義の基本 

 ●参考文献 

 （１）［参加申込み者には、事前に配付します］「連載『資本論』と現代世 

界─マルクス理論家の追憶から─ （5）マルクス・ルネッサンス」」『科学的社会 

主義』2021 年 12 月号。 

 （２）伊藤誠『資本論研究の世界』新評論社、1977 年(『伊藤誠著作集』1 社 

会評論社、所収)。 

 ●参加方法 どなたも参加できます 

  （１）前日［11 月 26 日］までに、yazawa@msg.biglobe.ne.jp まで、 

   ・氏名［所属・立場など］をお知らせください。 

    事前に資料配付します。早めに申し込みください。 

  （２）11 月 23 日までに、ＺＯＯＭ接続情報を送信します。当日朝「リマイ 

ンダー」（再送信）します。 

  （３）参加費 500 円［あと払い］、支払い方法は、世界資本主義フォーラ 

ムのサイトをご覧ください。 https://www.worldcapital.online/ 

   

 ■連続講座「『資本論』と現代世界」(全 6 回)の予定 

11.27事後報告目次 

■フォーラムの案内文書/1 

■講師（伊藤誠先生）の報告/2 

■質疑/10 

■司会者（青山）の感想/13 

■参加者アンケートから/15 
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 第 1 回（2021 年 11 月 27 日）「1968 革命」とマルクス・ルネッサンス 

 第 2 回（2022 年 1 月 15 日） 現代資本主義の危機と恐慌論 

 第 3 回（2022 年 3 月 26 日） ソ連・東欧体制の崩壊と社会主義論 

 第 4 回（2022 年 5 月 28 日） サブ・プライム恐慌と金融化資本主義 

 第 5 回（2022 年 7 月 23 日） 新自由主義と新古典派経済学 

 第 6 回（2022 年 9 月 24 日） 自然環境問題とマルクス理論 

 

■講師（伊藤誠先生）の報告 

連載  『資本論』と現代世界─マルクス理論家の追憶から─ ⑤ 

  

マルクス・ルネッサンスへ 

   ―Ｍ・.デサイ、Ｍ・.ドッブ、Ｂ・ローソンらとの対話― 

「1968 年革命」とマルクス・ルネッサンス 

（１）1968 年革命から欧米マルクス経済学のルネッサンスへ。日本の左派の動向との比較 

をふくめて。 

 『資本論』にもとづき現代世界をいかに理解しうるか。一九五五年に東京大学に入学し、

学部、大学院であわせて九年間、この問題を考え続け修業時代をすごした。日本の社会科学

のなかでもとくに独創的な宇野学派の興隆期に、その中枢を担っていた理論家たちを諸先

生、諸先輩とする恵まれた環境のなかで学問的刺激をうけて育てられた。 

 ついで助手から助教授になってまもなく、世界的な急進的学生運動が一九六八年のフラ

ンスでの五月革命や他の欧米諸国でのベトナム反戦運動などをつうじ高揚し、日本でも東

大紛争、日大紛争などから全共闘闘争が全国的に広がっていった。 

 その運動は、戦後の高度成長期の資本主義が、ベトナム戦争のような非人間的抑圧をくり

かえし、文明的ゆきづまりを深めていることへの閉塞感への若者世代の反発を重要な一契

機としていた。しかしそればかりではない。二〇世紀型社会主義を代表していたソ連型社会

主義にも、その体制を擁護してきた各国の共産党、労働党、社会党などの旧左翼にも人間の

自由を阻害する抑圧関係をほんとうに克服する方向にあるのかどうか。ハンガリー事件

(1956)、チェコ事件(1968)などをつうじ、左派にも深刻な動揺が生じていた。 

 そのため、とくにヨーロッパ諸国では、たとえば雑誌 New Left Review の発刊(1960)に

さいし、Ｗ・モリス(1834~96)の引用からはじめて、社会主義の理念に失望している若い世

代に、経済的・政治的領域のみならず文化的・社会生活の分野でもひろく社会主義の人間主

義的魅力を再生させなければならないと訴えていた。そのような発想が共有され、西欧知識

人のあいだに政治学、歴史学、哲学、社会学などの広い諸領域にわたるマルクス・ルネッサ

ンスへの気運が醸成されていった。その機運は、学生運動の世界的高揚過程で西欧諸国にお
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ける経済学の分野に波及し、マルクス経済学のルネッサンス運動をも生ずるにいたる。 

 ふりかえってみると、戦後の東西冷戦体制のもとで、東欧などの社会主義諸国にはスター

リン以降のソ連型の教条化され異端を許さないマルクス主義経済学が支配的教義とされ、

西欧諸国にはアメリカの新古典派のミクロとマクロの標準化された経済学が支配的教義と

され、経済学の多様な発展可能性が大きく損なわれる傾向がそれぞれに生じていた。その時

期に、日本の大学、論壇が、マルクス経済学と新古典派経済学とを自由な研究と教育に許容

し共存させ、マルクス経済学においてもソ連型マルクス主義経済学とともにこれに批判的

に対峙する宇野理論のような経済学の発展も多様に可能としていたのは、世界的に稀な例

外であったといえよう。 

 宇野弘蔵をふくめ戦前以来の日本の多くのマルクス理論家が影響をうけたドイツ語圏の

マルクス理論家がナチスの弾圧で戦後の西ドイツやオーストリアなどで根絶やしにされて

いた。それに対し、日本ではファッシズムの弾圧でマルクス理論家がほぼすべて大学から排

除されながら、生きのびて占領軍にも戦争に抵抗していた学者たちとして大学復帰を容認

され、学生に歓迎され後継者を育成しえた。これと異なり、戦後の西欧主要諸国では、マル

クス経済学の分野では、Ｍ・ドッブ、Ｐ・スウィージー、Ｒ・ミークらのごく少数の理論家

を除き、学界や論壇にマルクス学派とよべるほどの研究者層は存在していなかった。 

 そのため、高揚した西欧諸国の学生運動のなかから、正統派の新古典派経済学を専攻し教

職に就くかそれをめざしていながら、資本主義の限界に批判的に理解をすすめようとし、し

かもソ連型マルクス主義経済学にも満足できない優秀な若者たちが、ながらく埋もれてい

たマルクス経済学の理論的潜勢力に注目し、それを発掘し現代世界の理解と変革に活かそ

うとする試みを、国際的に連帯しつついっせいに開始する。それによって、一九六〇年代以

降の西欧マルクス・ルネッサンスは、『資本論』研究を基本とする経済学に裏付けられる新

左翼の思想と理論の運動として本格化したといえよう。 

 たとえば、アメリカのラディカル経済学連合（Union for Radical Political Economics, 

URPE）は、一九六〇年代末に結成され、マルクス経済学を研究の中心とすることを宣言し、

一九七五年には二二〇〇人の会員を有するにいたる。イギリスの社会主義経済学者学会

(Conference of Socialist Economists, CSE)も同じころ発足し、一九七八年には会員数一三〇

〇人に成長していた。それぞれの機関誌もその後継続して刊行され続けている。 

 それらの西欧マルクス経済学の若い世代の担い手たちの多くは、新古典派経済学の専門

家としての教育をうけ、たえず新古典派の主流派とのきびしい緊張関係もとにおかれてい

る。それゆえその研究はつねに新古典派のミクロ理論およびマクロ理論への批判を明示的

ないし暗黙にふくんでいることが多い。ミクロ経済学にくらべれば、ケインズにはじまるマ

クロ理論にマルクス派として親近性を示し、現代世界とその財政・金融政策の理解のために

活かせるところもあるとみなす研究も少なくない。いずれにせよ新古典派理論の内容を咀

嚼したうえでのその批判や利用には、適切で学ぶべきところが多い。それとともに新古典派

の多用する数理的モデルの構築や適用を、マルクス派の観点にたってすすめることで、新古
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典派が支配的なジャーナルや職場にも採用される可能性をひらいている事例も少なくない。 

 これにくらべ、戦後の日本のマルクス経済学は、むしろもっぱらその内部での論争問題を

めぐり理論的、実証的研究が深化し、発展してきた。そこにある意味での強さも弱さもあっ

たのではないか。一九六八年以降の世界的学生の変革運動のなかで、日本の新左翼は一方で、

その思想的、理論的基礎として旧左翼が依拠していたソ連型マルクス主義に対峙し、少なく

ともその有力な一翼は宇野理論を評価し、そこから派生していた鈴木・岩田世界資本主義論

も理論的基礎としていた。しかし他方で、学界、論壇でマルクス経済学が確立した地位を占

めていたので、西欧の諸国でのようにマルクス・ルネッサンスとしての再評価を経済学の分

野で連動して展開する試みにはつらなりにくかった。 

 しかも全共闘運動は、反戦、社会革命から、むしろ既存体制の権威主義の一環としての大

学解体に重点をおくようになり、その運動スタイルが暴力的に過激化し、分派間および分派

内部の抗争も内ゲバをともない、連合赤軍のあさま山荘事件(1972)まで生じ、後続世代を学

生運動や社会的変革運動から遠ざける悪影響さえ残した。そのことは、新自由主義のもとで

の戦闘的労働運動の衰退とあわせて、この時期を境に、西欧主要諸国とはまったく対照的に、

経済学の分野でのマルクス経済学の若い世代への継承・発展関係に日本の学界で困難を増

し、アメリカの主流派経済学の支配力を増大させる一契機をなしてきたように思われる。 

 それとともに、当時の学生運動が西欧諸国には対照的にマルクス・ルネッサンスを経済学

の領域にもおよぼしつつ定着させていった経過は、日本の学界にも学生運動にもほとんど

伝えられず、その意味での国際的連帯には大きく欠けるところがあった。拙著『信用と恐慌』

(東京大学出版会 1973)を博士論文としてしあげて提出した直後に一九七四年三月から在外

研究の機会に恵まれ、ロンドンスクール・オブ・エコノミクス（ＬＳＥ）とハーバード大学

とに半年ずつ滞在し、はじめてそれに気づかされた。 

それは私にとって、学問的に未知の新大陸発見のように感じられた。その現地報告は雑誌

『経済評論』に連載され、拙著『資本論研究の世界』(新評論 1977)にも収録されている。

宇野学派の興隆の一端を担い、ついでその成果を紹介しつつ西欧マルクス・ルネッサンスに

参加し、相互交流につとめたことが私のその後の研究の特徴のひとつかと思っている。 

 

（２）スラッファ理論とマルクス価値論の再評価―ドッブとの対話―…。 

 ＬＳＥでは森嶋通夫教授(1923-2004)に依頼して客員研究員として受け入れてもらった。

その著書 Marx’s Economics (1973)が出版された直後であった。が、マルクス労働価値説に

数理経済学的検討を加えつつ、結局はこれを放棄し、フォン・ノイマンの理論モデルによる

ことを推奨している論旨になじめず、敬遠していた。その論旨は、それに先立つＰ・サムエ

ルソンによるマルクスの価値の生産価格への転化論をめぐる一連の批判的考察にも近似し

ていた。とはいえ、西欧の新古典派経済学の数理的モデルによる考察を専門的に学んでいた

若手研究者にとって、置塩信雄らの数理経済学的マルクス価値論の研究にも依拠した森嶋

の転形問題のとりあつかいは、サムエルソンらの検討とあわせ、マルクス経済学の基礎理論
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が、現代的数理経済学による考究にも値する内容を有することを強く印象づけてもいた。そ

の意味では、経済学でのマルクス・ルネッサンスへの一貢献をなしていた。 

 ＬＳＥでのマルクス経済学の講義を森嶋とならんで担当していたＭ・デサイ(1940-)は歳

も近く、すぐに親しくなって毎週のように研究室で論議を交わしていた。その著書 Marxian 

Economic Theory (1974)での転形問題のとりあつかいも、何度か話し合った。デサイによる

と、サムエルソンらのようにマルクスの価値論を商品生産物の相対価格決定論としてのみ

解釈し批判するのは正しくない。マルクスの価値論は剰余価値の生産をめぐる資本と賃労

働の生産関係の解明を重視する理論であり、生産価格としての商品生産物の相対価格決定

論とは理論的規定の次元を異にする。それは宇野学派のなかで、鈴木鴻一郎編『経済学原理

論』上・下(東京大学出版会 1960､62)が示していた見解と類似性が高い。 

 しかし、次元の相違論で価値と生産価格の展開関係における価値の実体としての労働の

量関係と生産価格としての価格関係との体系的相互関係が十分解けているのかどうか。『信

用と恐慌』にとりまとめた恐慌論研究に続き、価値論の研究に本格的に取り組もうとしてい

たこの時期に、その問題に興味をひかれた。デサイをはじめ世代的にも近接した欧米のマル

クス理論家が、転形問題をめぐり、非マルクス学派からのマルクス批判に応戦しつつ、マル

クス価値論の現代的発展につとめている作業に共感をおぼえ、それに協力したいと感じて

いたのである。 

 議論をすすめるなかで、『資本論』では価値論と表裏の関係で恐慌論も重要であり、価値

論にもとづき、資本主義の内的矛盾の発現としての周期的恐慌の原理をどう理解するか、現

代世界の危機の分析のためにも、重要な課題であろう、ということも述べていた。そのよう

な研究をしてきたのなら、その成果の一端でもぜひ英語でまとめるようデサイに強くすす

められ、執筆したのが論稿 The Formation of Marx’s Theory of Crisis であった。ＣＳＥの機

関誌 Bulletin of the Conference of Socialist Economists (Feb. 1975)に公刊された。この機関

誌はその後 Capital and Class と改称され、通常のＡ５版のきれいな体裁になっているが、

当時はまだＡ４版でタイプライターの印字を謄写版でコピーし、青い表紙をつけてホッチ

キスでとじあわせたような手作り感のある雑誌であった。 

 『資本論』の第一草稿にあたる『経済学批判要綱』から第二草稿の一部にあたる『剰余価

値学説史』を経てマルクスの恐慌論がいかに形成され、宇野『恐慌論』(岩波書店 1953)が

めざした方向に拡充されていったかをとりまとめたこの論稿は、幸い多くのマルクス理論

家たちに読まれた。ドイツ語、イタリア語などにも翻訳されている。 

それに続き論文を英語で依頼されたり、執筆する機会が多くなった。数年たって本にまとめ

られそうになった。しかし、価値論と恐慌論とにわたっているので表題をどうするか。迷っ

ていると相談したら Value and Crisis でいいではないかと助言してくれたのもデサイであっ

た。この本は一九八〇年に出版された後、フランス語、オランダ語、韓国語、中国語に翻訳

された。いまだに国際学会で見知らぬ若手研究者から読みましたと声をかけられたりして

いる。今年増補再版も刊行された。日本語版もあってもよいかとときに思ったりしている。 
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ケンブリッジ大学はロンドンから一時間半ほどでゆける緑豊かな美しい大学町にある。マ

ーシャル、ピグーの新古典派ミクロ経済学、厚生経済学、ついでケインズによるマクロ経済

学を生んだ経済学の先進的センターのひとつをなしていた。ケインズの高弟であったＪ・ロ

ビンソン、Ｎ・カルドア、『商品による商品の生産』(1960 菱山泉・山下博訳、有斐閣 1962)

で新リカード学派を創始したＰ・スラッファ、マルクス理論家のＭ・ドッブ(1900-76)と若

手のＢ・ローソンらの魅力的スタッフが経済学部に集められていた。そのなかのロビンソン

やスラッファらがアメリカのケンブリッジにあるＭＩＴやハーバード大学の新古典派理論

家たちに、資本の価値と利潤率ないし利子率としての収益率との決定関係に循環論証的誤

りがないか、批判的に問いかけた資本論争ないしケインブリッジ・ケンブリッジ論争は、注

目を集めていた。結局は多くの理論家たちがイギリス・ケンブリッジの批判が妥当であった

と認めることとなった。 

 その過程で、スラッファが、投入と産出の技術的な産業連関と、実質賃金と利潤率との相

反的関係のいずれか一方が与えられれば、それらの客観的物量関係から均衡価格の体系が

整合的に導けることを論証したことが、新古典派限界理論に対する批判の重要な背景をな

していた。その新リカード理論は、リカードの穀物利潤論を現代化したものと読める。そこ

からリカードが労働価値説を展開したように、客観的な物量的技術体系と実質賃金の内容

をなす労働者の生活手段の標準的物量が与えられれば、各商品と労働力の再生産に要する

投下労働量も同時に決定可能になる。それゆえ、リカードに代表される古典派経済学の労働

価値説を批判的に継承したマルクスの客観価値論が、非マルクス派からの否定的論難に抗

して、新古典派経済学の主観的な限界的選択理論に対抗しうる、現代的な数理的考察の結果

としても妥当性を有していると認めることができる。 

 ほぼこうした観点でドッブは、その最後の著書『価値と分配の理論』(1973 岸本重陳訳、

新評論 1976)において、スラッファ理論による新古典派的経済理論の批判への序曲をうけ

て、Ａ・スミス以来の客観価値論としての労働価値説が再評価され、価値論論争が再燃して

いる状況を位置づけていた。若い世代のマルクス経済学のルネッサンス運動に、長年にわた

る経済学史研究をふまえ声援を送っていたわけである。 

 この著書を読んでお訪ねしたいと手紙でお願いしてみた。すぐ返信がきて、ケンブリッジ

の研究室でお会いした。いちどではすまず、三回にわたり実にていねいに応対していただい

た。何かの著書の邦訳書の裏表紙であったか、なじみのある丸い眼鏡の穏やかな風貌で、い

かにもイギリスのジェントルマンの伝統を実感させられた。経済学史にも関心をもってマ

ルクス経済学を研究している私も、『価値と分配の理論』でスラッファによる客観価値論の

現代的再興を評価している論旨にはまったく賛同している。しかし、『資本論』の価値論に

は、リカードやスラッファの理論とのちがいもあるのではないか。とくに商品経済やそれに

もとづく資本主義経済の特殊な歴史性をあきらかにする理論としての側面が重要ではない

か。という質問をいくつかの論点にわたりたずねていた。 

 ドッブは、スラッファによるリカード全集の編集にも協力し、両者は深い盟友関係にあっ
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た。それをふまえ、ドッブはつぎのような三点をあげていた。第一に、マルクスの経済学で

重視する歴史的形態既定や労働者の搾取関係の歴史的特質は、スラッファでは与件とされ

問題をせまく限定して扱っていることはスラッファ自身も意識していた。しかし、第二に、

スラッファの主著の副題にあるように「経済理論の批判への序曲」をなしたことにその著作

の大きな貢献がある。そこからマルクス経済学の理論研究が再燃することが期待できる。と

くに、スラッファの標準商品（インプットとアウトプットとが同じ使用価値の構成となる商

品群を理論的に抽象し、労賃の変化が相対価格に与える変化を消去しうる尺度とみなす）の

規定は、価値の生産価格への転化論で、マルクスが注目していた中位的資本構成による商品

にあたるものをより正確に確定した意義があるのではないか。第三に、イタリア共産党の創

設に参加し委員長もつとめたＡ・グラムシが獄中で必要文献が読めるように、スラッファが

支援し自分の銀行口座を自由に使わせ、グラムシの『獄中ノート』（石堂清倫訳、三一書房

1978）をひそかに預かり保有し続けていたことはまだ公にはされていないが、大切に伝え

おきたい。 

 とくにこの第三点は、今では周知のところとなっているが、当時は知られていなかったエ

ピソードで、感銘をうけた。スラッファ理論は、ドッブが期待していたようにマルクス価値

論の現代的再生に大きく貢献した。しかし他方で、スラッファ理論を適用して結合生産物が

ある場合に、その数だけ異なる生産技術が併存している想定をたてて、それぞれの生産物に

投下されている労働量を価値実体として規定しようとするとマイナスの価値やマイナスの

剰余価値が生じてしまう可能性もあるので、労働価値説は成り立たないのではないかとす

るＩ・スティードマン(1977)らの批判も生じた。それはおそらくスラッファの意図には反す

るスラッファ理論継承の方向ではなかろうか。 

  

（３）転形問題論争の意義と役割――階級社会としての現代資本主義と経済民主主義の基

本 

 ケンブリッジにはマルクス経済学のルネッサンス運動を若い世代で推進していた理論家

としてＢ・ローソンもいた。オックスフォード大学でＦ・シートンのもとで育てられ、有望

な数理経済学者としても期待されていた。最初にあったのはＣＳＥの大会であったか。すぐ

に親しくなって、毎月のようにケンブリッジにたずねたり、いっしょにオックスフォードの

Ａ・グリンを訪ねたりしていた。明るい人柄で大学院生などにも人望があった。会うたびに

興味ある理論的、現実的問題にただちにすっと入り込むのがつねで、それも魅力的つきあい

かたである。 

 ローソンの執筆した論文「新古典主義、新リカード主義および新マルクス主義」(1974 ロ

ーソン『現代資本主義の論理』、藤川昌弘・小幡道昭・清水敦訳、新地書房 1983 所収)も明

快なマルクス経済学のルネッサンス宣言をなしていた。 

 その論文によれば、新古典派経済学は、個人主義、主観主義、自然主義にたって、それぞ

れの研究者のイデオロギーや心情はともかく、理論体系としては、資本主義の調和性を強調
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し、既存の社会秩序を前提にした所得配分を是認し、せいぜいのところその再配分を主張せ

しめるにとどまる。それは社会的には反動的影響をもち、学問的には資本主義的生産様式に

ついての豊かで科学的研究を阻害する機能を果たしている。新リカード学派は、主観的個人

主義を排し、新古典派の集計生産関数にもとづく資本の限界生産性の理論に内在的な不整

合があることを批判的にあきらかにした。とはいえ、新リカード派の均衡価格決定論も、需

要と供給の変動が、その背後のより根本的な価値法則の貫徹過程において果たす役割をあ

きらかにしえなくなっている。マルクス経済学の特性は、均衡価格の決定論にかぎれば、ド

ッブもみとめているように、スラッファ理論につうずるところがあるが、むしろその背後に、

労働力を商品として用いる資本の生産過程において、剰余価値の生産がおこなわれる仕組

みをあきらかにし、資本を社会関係として解明する理論となっているところにある。 

 その論旨に賛同しつつ、さらにマルクス価値論をめぐる論争問題にとってのスラッファ

理論の意義をどう思うかたずねてみた。ローソンはこれに応え、転形問題のひとつの解法と

して使えるのではあるが、その点ではスラッフィアンのいうほどユニークなものではなく、

ボルトキエヴィッチいらいのさまざまな解法のひとつにとどまるのではないか、と述べて

いた。新リカード学派などのこれまでのさまざまな転形問題の数理的解法にたいし、マルク

ス価値論の体系的特性は、価値形態論を重視して、価値の形態とその背後の実態としての労

働の社会的関係を明確にすることで理解しやすくなるのではないか。それが転形問題の意

義を理論的にあきらかにするうえでも役立つのではないか、ともきいてみた。それに対して

は、まだこちらではほとんど研究がないので、日本の宇野理論にもとづいてその可能性を内

容的に展開してみてほしい、とすすめられた。 

 それに応じて、今世紀初頭にボルトキエヴィッチが提示し、Ｐ・スウィージー(1942 都留

重人訳『資本主義発展の理論』新評論 1967)がそれを継承して、マルクスの価値の生産価格

への転形論について、費用価格の諸要素も生産価格化するとしたさいの生産価格の決定関

係において、マルクスが主張していた総価値=総価格、総剰余価値=総利潤のいわゆる総計

二命題が同時に成り立つかどうか。転形論争の経緯をふりかえりつつ、ハーバード大学に移

ってからも検討を続けていた。 

若手の助教授であった石川経夫さんがホスト役をひきうけてくれて、いっしょに『資本論』

を読む大学院でのゼミも組織してくれた。予想をこえて三〇名近い参加者があって、毎週一

回たのしみながら第一巻の終わりまでを読みとおした。石川さんはその後、まもなく新古典

派の理論家として東京大学に迎えられたが、親交は続き、マルクス経済学に理解が深い頼れ

る同僚として期待していた。しかし一九九八年に五一歳で急逝された。それは日本の学界の

ためにも実に惜しまれるところで、マルクス学派にとっても大きな痛手と感じられた。 

ハーバード大学にいるとニューヨークにも日帰りができる。そこにはアメリカでのマルク

ス経済学の拠点校のひとつニュースクール・フォア・ソシアルリサーチもあった。アンワー

ル・シャイクはその若手教員で、拙稿「マルクス恐慌論の形成」を送るとすぐ電話があり、

クリスマスイブの日にハーバード大学近くの下宿までドライブして訪ねてきて、ずいぶん
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長いこと話していった。恐慌論をじぶんもこういう方向で研究してみたいと思っていた。信

用論を整理してくれたことはとくに参考になる。セミナーに来てほしいということで、それ

からつきあいが深まっていった。その晩から降雪しホワイトクリスマスになった。 

そのとき彼がおいていった未発表の論文 Marx’s  Theory of Value and the so-called 

‘Transformation Problem’(1977 小倉利丸訳、伊藤誠・櫻井毅・山口重克編・監訳『欧米マ

ルクス経済学の新展開』東洋経済新報社 1978 所収)も、私の考えていた方向に近接してい

た。価値、交換価値、および価格の区分と関連が重視されなければならない。生産価格が名

目価格で表示されているかぎり各商品に対象化されている労働量としての価値と単位が違

う。それらの総量が一致するといっても意味をなさない。価格をつうじて支配される労働量

としての交換価値が実質価格として考察されるべきである。その観点でみなおすと、費用価

格がその諸要素の価値で規定されているマルクスの生産価格論は第一次接近としてはそれ

でよい。得られた結果を費用価格の諸要素にあてはめて第二次接近としての生産価格をえ

て、さらにそれをくりかえすと、結局、総価値=総生産価格を条件に、費用価格も生産価格

化しているものとして連立方程式を解く結果に収斂するからである。この最後の転形手続

きは、ほぼ同様の置塩信雄(『マルクス経済学』Ⅱ、1977, 第 4 章)による論証とも一致する。 

こうした論稿も検討しながら、宇野理論が重視してきた価値の形態としての価格とその背

後の価値の実体をなす社会的労働量の区分と関連を、転形問題の解明に体系的に活用して、

新たな解決が示せないか。下宿先から近い(ハーバード大学と連携している女子大)ラドクリ

フ大学図書館を日常的仕事場に使い、窓外の植え込みに厚く降り積もる雪景色を眺めつつ、

論文‘A Study of Marx’s Theory of Value’(Science and Society, Fall 1976)を少しずつ書きす

すめていた。 

従来、マルクスによる価値の生産価格への転化論をめぐり、価値の実体と形態の次元(ない

し単位)のちがいを明確にせずに、各生産部門で技術的関連にもとづき産出される価値とそ

れを構成する不変資本（ｃ）、可変資本（ｖ）、剰余価値（ｍ）の価値関係を示す表Ⅰから、

導かれる生産価格を示す表Ⅱの二つを比較して、各生産物についての価値に対する生産価

格の比率（たとえば生産手段の価値ｃはそのｘ倍の生産価格、生活手段の価値ｖはそのｙ倍

の生産価格となる）と一般的利潤率ｒとを未知数とみなし、二つの表の関係を示す投入と産

出の連立方程式からそれらを決定する条件が転形問題の中心とみなされてきた。しかしこ

の二つの表の関係では、マルクスの想定していた総計一致二命題は同時にともに成立する

のは、ごく特殊な条件を除くとありえない。もっとも、表Ⅰは生産された価値の実体として

のたとえば億時間単位での年間の社会全体での労働時間が単位となる関連を示し、表Ⅱは

これにもとづく価値の形態としての生産価格でその単位は億ドルであるとみなせば、それ

らのあいだに総計一致二命題が成立するかどうかはもともと問題とならない。両者は次元

が異なり単位がちがうからである。しかし、表Ⅲとして、生産価格での売買をつうじ各部門

が取得する価値の実体としての労働時間を追加的に考えればどうなるであろうか。表Ⅰと

表Ⅲのあいだには、生産された価値の実体としての労働時間が、生産価格を介して、各部門
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の資本と労働者に取得される価値実体としての労働量として総額が一致し、産出された剰

余価値の実体としての剰余労働の総量が平均利潤を介し配分される価値の実体に一致する。 

これがマルクスの意図していた総計一致の二命題の内実であったのではなかろうか。それ

は生産価格の基礎となる費用価格が、各生産部門において年間に投入されたｃ+ｖを労働実

体として補填する機能を果たしているとマルクスが示唆していたこととあわせ、『資本論』

の価値論の体系的展開が、非マルクス派から問題視されてきた中心的論点のひとつで根本

的に妥当性を認めうることを示している。これが伊藤三表式といわれるようなった転形問

題論争への私の貢献で、やがて『価値と資本の理論』(岩波書店 1981)でよりくわしく提示

される。 

現代世界は新自由主義のもとで、富と所得の経済格差が顕著に拡大し、階級社会としての資

本主義の特性がグローバルにも各国内にも再強化されている。にもかかわらず、とくにわが

国では新古典派経済学の支配的影響力が増大し続け、論壇においても資本主義の基本秩序

に内包される労働者の階級的搾取、抑圧の深化、拡大に、根源的に批判的に対峙して、オル

タナティブを広義の社会主義として求める論調が、あまりに乏しくなっていないか。 

アメリカに学べといわれながら、アメリカの三九歳までの若者世代で社会主義に前向きな

人々の割合が二〇二〇年一一月のギャラップ調査でも五〇％に達し、社会主義的政治変革

を掲げるサンダース旋風を支えていた社会的熱気はあまり報道されない。英国、フランス、

ギリシャ、スペインなどでも、若い世代が同様の社会運動をひきおこし始めている。欧米マ

ルクス・ルネッサンスはいまなおこうした事象にひきつがれ、影響を拡大しているのである。

日本にいつどのようにこうした社会運動が連動して連帯活動を波及させるか。グリーンニ

ューディール（GND）を求める切実な期待もあわせ、日本の若者世代が未来への広い可能

性をともに探ってゆけるよう、資本主義の原理と現状の検討作業を、世界的視野で続けてゆ

かなければならないと考えている。 

 

■質疑 

みあみあ 個人的には、１９６８年革命で、欧米と日本の学生運動の異なった方向にいった

理由としては、いわゆる三菱樹脂事件や公務員採用での学生運動団体所属歴による任官拒

否など、「憲法の保障するはずの思想信条の自由の直接適用の否定による、学生という『卒

業後』を考えずにはいられない弱い立場の弱点を突いた、ある種の強い抑圧」によって、成

り立たないようにされてしまった、という気がします。加えて、ソ連社会主義体制の崩壊を

もって、社会主義そのものの有効性に対しての否定的な見方が支配的となっていることも、

マルクス主義や社会主義への賛同が得にくくなった大きな理由とされがちとなっている。

しかしソ連が本当に社会主義であったかどうかについて、共産党は国家資本主義体制だと

いう規定をして、社会主義の擁護をしようとしている。 
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▲伊藤 ソ連が社会主義ではなく国家資本主義なのだという規定は、共産党周辺の大谷禎

之介氏らが唱えているが、それはやや言い過ぎで、レーニンにしても歪曲を伴った後継者の

スターリンにしてもマルクス主義にしたがってソ連社会建設を進めた。またソ連社会は全

く否定面だけを生み出したのではなく、米国など先進資本主義国に追いつくほどの急速な

工業化を達成したのだし、労働者の権利や福祉の実現などにもみるべき成果があるのでは

ないか。否定的な側面と合わせて評価することが、新たな社会主義像を構築する上で極めて

重要な作業になるでしょう。 

 

矢沢 欧米のマルクス派は理論と実証の両方に取り組んでおり、「使えるものは何でも使う」

という柔軟性があった」、というお話しでした。欧米では「実証」（経済分析）としてどのよ

うなことに関心があったのでしょうか？日本では、現代世界を歴史的に捉えることに関心

があり、宇野弘蔵段階論にもとづいて、宅美さんの国際経済分析や加藤栄一さんの独資本主

義分析がありました…。 

 

▲伊藤 欧米マルクス派のその後の展開まで視野を広げると、名目的国民生産と剰余労働

時間との対応付けなども進められて、労働価値説でマクロ経済学の基礎付けといった作業

があるが、こうした方向では逆転して市場の価格関係から労働価値説を説くといったよう

な逆転した指向性が生じる。ピケティはマルクス派ではなく新古典派的な枠組みで、所得の

偏りなどを検証しようとしており、特にその眼目は中間層から富裕層への所得移転にある

ように見える。マルクス派としては、そこをあくまで労働者階級によって形成された富が剰

余労働の搾取によって富裕層に集中していくところを捉えるのでなくてはならない。しか

しいずれにしても、欧米においては何らかの経済学的な考究を進める際しては、それが実践

的にどういう意味があるのかということを常に問われることは言える。 

 

柏木 スラッファの標準商品は、生産手段、純生産物、総生産物のいずれとも、各産業に投

入される商品が同一の割合から構成されます。ということは、「標準商品は、投入される各

商品をある一つの穀物（小麦とか米とか）に転換したものと理解すれば OK でしょうか？ 

お教え頂ければ幸いです。 

 

▲伊藤 標準商品は小麦などの一財モデルに相当する規定だが、むしろマルクスの言う中

位的構成の資本にあたり、労賃の騰落の影響を受けないことで、他の資本構成の価値尺度と

して使える点を積極説として説いているが、市場での貨幣の価値尺度機能を通じた商品経

済的な価値尺度という迂回的なやり方を認識できていない点に問題があるのではないか。 

 

みあみあ 

質問ではなく、もしお願いできましたらなのですが、僕は、全然マルクス経済学も新古典派
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経済学も学んだことがなく、これから独学などでマルクス経済学を学ぼうとする場合、どの

ような形で学べばいいのでしょうか、初学者どころか０からのスタートでお恥ずかしいの

ですが、伊藤先生、みなさま、アドバイス頂けましたらとても助かります。 

 

▲伊藤 

やはり資本論を読み込むことが基本となる。確かに初学者には難しい面もあるが自分の

経験からも仲間で読書会など作って進めるとはかどることがある。 

 

岩田昌征 

（１）私にとって労働価値説は、純粋経済理論の枠内にとどまるものではない。経済社会の

発展史における近代以降社会をそれ以前の諸社会から区別する決定的な価値論である。価

値という概念に祖先の神聖性、金銀宝飾量、武人的力量、哲学的精神等ではなく、一般民衆

が日々行う労働を結びつけ、労働価値論なる概念を生み出した近代社会の誕生。近代社会は、

労働価値の社会である。労働価値論の否定とは、近代社会の否定を意味する。効用価値論に

はそのような社会発展の画期を示す意味が見当たらない。 

（２）価格次元と 労働価値次元の二つの次元を重合して、資本主義を見る立場に賛成する。

価格一元論を取らない。 私個人としては 第 3 の次元が必要と考える。人間社会は、何事か

を実現するに、必ず費用代償を支払う。 第一に価格で支払われる。 第二に 労働で支払わ

れる。第 3 に生命で支払われる。生命活動の重要部分が 労働であるが、その労働の源であ

る生命で支払われるのである。支払いの形は 資本主義市場経済の場合、自己責任の究極形

式として自殺が組み込まれている。 ちなみに、社会主義計画経済の場合、他殺がそれであ

り、社会主義協議経済の場合、兄弟殺しがそれである。 ただし社会主義経済の場合、かか

る形の生命支払いは、社会的に自明なものとして受容されていなかった。資本主義経済はか

かる生命支払いを 人々が心の中で受け止めているので、その回転が持続する。効用価値論

をとると、かかる生命による支払いの問題があらかじめ排除されてしまう。 労働価値論を

取れば 労働の源泉としての生命自体が代償費用となることの社会経済システム論的な問

題を発見できる。 

（３）欧米マルクス・ルネッサンスの一到達点としてジョン・ローマーJohn E. Roemer の

Analytical Foundations of Marxian Economic Theory, 1981, Cambridge University Press.が

挙げられるべきだと思います。伊藤教授の話の中にスティードマンが出てきてもジョン・ロ

ーマーは出てきませんでした。それゆえ伊藤教授が本書を、マルクス・ルネッサンスにおい

て、どう位置づけているかを知りたい。 

 

▲伊藤 

（１） について 

確かに近代に入って労働に価値を認める思潮が台頭し、マルクスもその流れに乗って思想
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形成した。例えばジョン・ロックは私有財産の根拠として自己労働に求めたのだったが、そ

れでは労働によるものとは言えない土地などに私有権が成立することが説けなくなってい

る。やはり、近代に入っての商品経済の社会への浸透と発展が背景にあってのことと見たほ

うがよいのではないか。 

（２） について 

マルクス経済学の基本的枠組みは商品に対象化された労働が、価格関係としてどのように

現れるかを考究する点にあって、経営責任に対して命を対価として犠牲にするというよう

な視角はこれまでもなかったし、価値論的には距離があるように思える。 

 

（３） について 

ジョン・ローマ―はアナリティカル派の中心人物の一人で、彼の「これからの社会主義」を

翻訳して日本に紹介したのは自分が最初ではないかと思っている。しかし今回のテーマで

あり当時の新古典派との論争の焦点であった転形問題については、ほとんど触れるところ

がなく、むしろ唯物史観の重要性を強調しながらも、資本主義の分析手法としては新古典派

でよいとしている点で、立場が違うと感じでいる。 

 

■司会者（青山雫）の感想 

伊藤先生の転形問題の処理は、価値の実体と形態との体系的な区別と連関という、宇野理論

の成果を踏まえ、ボルトケヴィッツ＝スウィージーの流れに連なる数理的展開の上に打ち

立てられたもので、私も学生の頃初めてその論考に触れたときには、なにか新たな視界が拓

けたような感慨を抱いたものです。卒論も森嶋通夫「マルクスの経済学」を選んだものです

が、その後自分の数学的能力のあまりの乏しさもあって、高度な数理マルクス経済学、ジョ

ン・ローマ―もその一つですが敬遠しがちになったし、高度な数理的処理を苦労してものに

しても、そこから得られる経済学的な含意というものが今一つはっきりせず、そういう面か

らも数理マルクス経済学プロパーに可能性をあまり感じなくなった経緯があります。例え

ば、フォンノイマン経済モデルに依拠すると、一つの過程から複数の純生産物が産出される

ことが前提になりますが、この場合生産可能な財空間はあらゆる正の要素からなる需要空

間に対して必ず包含される、つまり需要空間のある部分は負の操業度という奇妙な仮定を

置かないと均衡的生産可能でなくなるのですが、このことを等閑視して議論が進められる

のがどうにも違和感を持たされてしまいます。 

こういう経済学の本質的な論点というのが逸らされているのではないだろうかとみており

ます。ローマ―に限定せず広くアナリティカル派に共有されたのが、労働者だけでなく、一

般商品も搾取されているのだ、労働価値説は「人間中心主義」的偏向なのだという「一般化

された商品搾取定理」がありますが、これもなぜマルクスが労働価値説を採ったのか、その

人工知能で人間労働が置き換えられようとしている現代的における意義は何なのかといっ
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た、論点を深める方向には行っていない。 

経済学の本質的な論点という観点からすると、そもそも純生産可能な生産過程を考察の出

発点に置くということ自体に大きな問題がありそうで、この問題圏は伊藤先生の今後のお

話でも重要なテーマとなる、エコロジーとマルクス経済学の関わり合いにも大いに関係し

てくるように思われますので、以下若干手がかりを述べてみます。 

 

例えばもっとも簡単な一財経済モデルを考えてみると、 

１００Kg の小麦を期初に播いて 500 時間の労働を加え期末に５００Kg の収穫があったと

する。この５００Kg と最初の１００Kg の差４００Kg はいったいどこから生じたのだろう

か？投入量からみると４００Kg の新たな物質が無から生じたように見える。これは５００

時間の生きた労働によるものだろうか。しかしいかに人間労働によるも質量保存則を打ち

破る超物理的な作用ではありえない。この小麦の生産過程には、炭酸同化作用という小麦が

大気中から二酸化炭素を吸収して小麦の主成分である炭水化物を生み出す過程が隠されて

いるからに他ならない。４００Kｇの小麦を生み出すのに必要な二酸化炭素が大気中から吸

収されているのだ（結果として酸素が大気に放出される）。つまりこのことは純生産物を生

み出すためには、地球の有形無形の資源を必ず生産過程に、明示的かそうでないかは別とし

て、追加的に投入される必要があることを示しているのではないか。小麦の生産過程は地球

資源の獲得過程が直接統合されているのである。 

このことをもう少し考えてみると、今度は鉄の生産過程を取り上げてみる。 

鉄 1 トンに 500 時間の労働を加えて 5 トンの鉄が産出される過程があったとすると、投入

と産出の差 4 トンも、これまた何らかの形で例えば 4 トンに相当する鉄鉱石が実際にはこ

の過程に投入されている必要があるわけだが、小麦の生産過程と違って鉄の生産過程自身

が鉄鉱石を地球から掘り出してくるのではないので、別の鉄鉱石の採掘過程が並行して稼

働していることになる。 

この過程は、端的に 

鉄 1 トンと 500 時間の労働時間によって、地球から 4 トンの鉄を産出するのに要する鉄鉱

石、例えば 20 トンの鉄鉱石を採掘する過程となるだろう。20 トンの鉄鉱石という産出物か

ら見ると、あたかも無から有が生じているように見えるのだが、こうした過程が存在しない

と純生産という事態は決して生じないのだ。 

今見たような生産過程の地球資源の採取と生産的消費という一連の性格は、この生産過程

が、単純再生産なのか拡大再生産なのかにかかわらず、必ず随伴するものであることは言う

までもない。 

生産過程から「排出」される「廃棄物」の循環過程にまで視野を広げれば、地球資源の採取・

生産的消費から地球環境への廃棄物の流れ、さらには消費としての消費の結果からの廃棄

物の発生など、エコロジカルな物質代謝の全体像というものも見えてくるだろう。先の小麦

の生産過程では、小麦が大気中の二酸化炭素を吸収し炭酸同化作用の結果として酸素を大
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気にかえす過程がループになっているのだが、小麦を消費することで今度は大気を温めた

り、排せつ物の形で環境に負荷を与えるというようなことだ。この局面では意外にも厄介な

結合生産物の規定が生かされそうでもある。 

 

マルクス経済学の価値規定の根底にある物質代謝としての労働生産過程に関する深い考察

が、循環社会や脱炭素社会への理論的考察や解決策の究明に生かされてくるのではないか

と考えております。 

 

 

■参加者アンケートから 

 ［2］フォーラムの進め方について 

 （１）事前の案内、資料の送付について、何かありましたら書いてください。 

●阿部 静夫 

 大変勉強になりました。資料も読み直したいと思います。 今回は事前の申し込みを

せずに視聴したため、当方に準備不足がありました。 

  

   ●塚本 恭章 

事前に資料をファイルで送っていただき有難かったです。ありがとうございました 

 （３）講師の）プレゼンテーションの仕方について（よかった点、わかりにくかった点、

改善を要望する点など） 

   ●阿部 静夫 

  大変勉強になりました。資料も読み直したいと思います。共有画面（講義資料）の表示

については改善が望まれます…。 

   

［3］講師の報告について 

（１）感想を書いてください。 

●阿部 静夫 

 大変勉強になりました。資料も読み直したいと思います。 

 ●塚本 恭章 

とりわけ初回のテーマであった「欧米マルクス・ルネッサンス」は大変興味深く，またこう

したテーマを伊藤先生本人から聞けることの意義もまた大きい。現代経済学の学問状況は

新古典派ミクロ理論が支配的な影響力を保持しており，ゲーム理論にもとづくさまざまな

ヴァリアントの経済学が中心となっている。「マルクスの経済学」は政治経済学や社会経済

学といった名称変更を迫られ，大学で教えられる機会も減少してきている。しかしながら，

現代世界ことに資本主義が抱える難題にそうした経済学は有効な解決策を示しておらず，
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そもそも「資本主義」を分析しうる理論的枠組みすらない。「経済学史」を教える一教員と

して，経済学の過度な一元化と狭隘さに大きな問題があると思っている。今回の伊藤先生の

報告は経済理論と経済学史における重要な「論争」を再考し，経済と経済学の深刻な危機を

憂慮するものとして，ひときわ大きな現代的意義をもつと実感した。今後の報告でもこうし

た基調でお話が伺えることが楽しみである。 

 

（２）講師に質問したかったこと，質問したがさらに突っ込んで聞きたかった 

ことがあったら，書いてください。 

 ●塚本 恭章 

たくさんありました。今回とりわけ聞きたかったことは，現代経済理論におけるスラッファ

体系の意義でしょうか。スラッファ理論は『商品による商品の生産』（１９６０年）の副題

にある「経済理論批判の序曲」が示しているように，新古典派限界原理と批判的に対峙し，

資本論争において新古典派的生産関数の内的矛盾をあきらかにしました。そしてまた，リカ

ードからマルクスにつらなる客観価値論を再燃させる実践的原動力ともなりました。それ

はドッブやミークらが欧米マルクス・ルネッサンスのなかで強調していたことです。しかし

他方でスラッファ理論は，イアン・スティードマンらのようにスラッファの真意とは異なる

援用のもとで労働価値説を棄却していく動向をも生じさせ，さらに資本論争での帰結は現

在の経済理論にまったく反映されておらず，ジョーン・ロビンソンら左派ケインジアンこそ

「異端派」となっている。価値論論争や転形問題論争の現代的意義も，こうした現在の支配

的理論の状況をふまえてさらに展開される余地があるのではないでしょうか。マルクス理

論の専門家たちですら当該論争をあまり扱わなくなってきており，マルクス経済学の基礎

理論の内部に入り込み過ぎている印象もあります。 

 

 

［4］伊藤誠連続講座で、話してほしいこと、伊藤先生に聞きたいことがあれ 

ば書いてください。 

●小栗誠治 

伊藤先生の貨幣信用論、小幡道昭先生の貨幣信用論との比較、MMT の評価 

●矢沢国光 

 （１）海外のマルクス経済学研究者たちが現代世界の諸問題に対して、どのよう関心を持

っているか、どのように立ち向かっているか、知りたいです。 

 （２）アメリカでは、「社会主義」の要求が違和感なく広がっていると聞きます。 その

「社会主義」とは、マルクス理論とどんな関係にあるのでしょうか。 

 （３）1980 年代以降の資本主義のグローバル化と金融化に対して、マルクス経済学は、

どのように対応できるのでしょうか。たとえば 

  （ⅰ）国際通貨体制は、金・ドル本位制が崩れて変動為替制に移行しました。資本の運
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動 G－W…P…W‘―G’において、商品価格は、為替変動に左右されるようになり、「国富」

も為替変動に左右されるようになりました。「労働力の再生産費用」としての賃金も、為替

変動の影響を受けます。その上、生産の海外移転によって「外国の労働者による生産」にな

れば、為替変動だけでなく、賃金は、「外国における労働力の再生産費用」になります。経

済学原理はこのことをどう扱ったらよいか。 

   

  （ⅱ）米日等の中央銀行の「異次元金融緩和」によって通貨が膨張し、投機資金が不動

産や金融商品市場に流入すると、「金融の動き」と「実体経済の動き」が乖離してきます。

このことを、経済学原理はどう扱ったらよいか。 

   

  （ⅲ）2008 金融危機は、アメリカ中央銀行の通貨膨張と中国の 4 兆人民元需要創出で

回復し、1929 年型の「世界恐慌」は回避されました。このことを経済学原理はどう扱った

らよいか。 

   

  （ⅳ）世界経済の矛盾は、「世界恐慌」というかたちではなく、別のかたちで発現する

ようになったのか。アメリカを初めとする「先進諸国」における「格差」の異常な拡大、世

界人口にとって十分な量の食糧生産があるにもかかわらず、膨大な飢餓人口の存在、自然環

境による資本主義生産の制約、…。このことを経済学原理はどう扱ったらよいか。 

   

  （４）斎藤幸平氏の『人新世の資本論』がわたしの周りでも、よく読まれています。斎

藤氏の仕事の意義を、マルクス研究者の立場でどう評価するか、お聞きしたいです。 

 

● 高原浩之 

参加はできなかったのですが、「『1968 年革命』とマルクス・ルネサンス」は読ませてもら

いました。ただ、あまりにも経済学原理論的で、私の理解能力を超えていました。２回以降

は経済学でももっと段階論的・現状分析的で、政治的問題もあり、理解できるでしょう。 

確かに、60 年代と 70 年代は大きな世界史的転換点でした。国際共産主義運動と革命運動の

面では、中国の文化大革命と破綻=資本主義化、ベトナムの民族解放闘争の勝利と変質=資

本主義化(10 年くらいズレがあるが)、日本新左翼のベトナム反戦闘争・全共闘運動と連合

赤軍事件・「対革マル戦争」などなど。これをマルクス主義的にどう総括して「ルネサンス」

していくのか。しっかり勉強したいと思います。 

 

●塚本 恭章 

全６回の内容は十分ではないかと思います 

 

以上 


