
伊藤誠先生のご逝去とフォーラムのこれから 

世界資本主義フォーラム運営委員会 

[1]世界資本主義フォーラムの顧問・伊藤誠先生

が、2023 年２月７日、急逝されました。 

伊藤誠先生は、2018 年７月に顧問に就任してい

ただき、フォーラムの講師も何回となく引き受け

ていただきました。 

2021 年 11月～2022 年 9 月には、伊藤誠先生

を講師として、全 6 回の連続講座「『資本論』と

現代世界」を実施しました。 

2022 年 12月 17日から新連続講座「マルクス

経済学と現代世界」(全 6回)を、フォーラムとし

ては初めての「演習形式」で実施することにな

り、伊藤誠先生はその講師を快諾してくださいました。 

マルクス経済学の初心者・再学習者の的外れかもしれない質問・疑問に対しても、「そ

れは面白い問題です」と正面から取り上げて、素人相手だからと手を抜くことなく、本質

的な論点をわかりやすく話してくれました。参加者のだれもが、安心して発言・質問でき

たと思います。 

 

12月 17日の第 1回講座の事後報告(録画からの文章化を含む記録)が、 

eaeae1_8782ef718ad64070bae301430472c97e.pdf (worldcapital.online) 

にあります。 

 

[2]講座第１回 12月 17 日の伊藤誠先生の講師としての対応に元気づけられた講座参加

者一同は、第２回 2 月 18日に向けて、テキストの『入門・資本主義経済』を読んでの設

問回答や質問を準備していました。第２回が旬日後に迫るまさにその時、伊藤誠先生急逝

の知らせが飛び込んできました。 

２月 18日、伊藤誠先生の急逝で講座は中止のやむなきに至りましたが、連続講座参加

者がこの日オンラインで協議会を持ち、次のことを確認しました。 

 (1)伊藤誠連続講座参加者のメーリングリスト(伊藤誠連続講座 ML)を継続する。 

 (2)このメーリングリストでの論議を通して、伊藤誠連続講座でめざしたこと、 つまりマ

ルクス経済学の学習・再学習と現代世界認識を深める。『入門資本主義経済』についての質

問・意見もメーリングリストで論議する。 

 

第１回伊藤誠連続講座で参加者の質問に答える伊藤

誠先生。2022 年 12 月 17 日 オンライン 

https://www.worldcapital.online/_files/ugd/eaeae1_8782ef718ad64070bae301430472c97e.pdf


 「マルクス経済学と現代世界」は、この世界資本主義フォーラムが追求するテーマそのも

のです。それで、「伊藤誠連続講座 ML」に、連続講座参加者だけでなく、上記(2)の趣旨に

賛同する方々、とくに世界資本主義の歴史・経済・政治の研究者への参加を新たに呼びかけ

ることにしました。 

 

 [3] 伊藤誠先生の葬儀は２月 15 日親族でおこなわれましたが、その際、「伊藤先生を偲ぶ

会」を開催することが決まったと、小幡道昭氏から連絡がありました。世界資本主義フォー

ラムとしても、偲ぶ会に参会します。 

 

[4]伊藤誠先生の急逝を受けて、世界資本主義フォーラムの顧問を河村哲二氏にお願いし、

快く引き受けていただきました。 

 

河村哲二氏のプロフィール 

1951 年群馬県生まれ。 

1975 年 東京大学経済学部卒業 

1980 年 東京大学大学院経済学研究科博士課程単位修得。 

University of Massachusetts, Department of Economics, Visiting  

AdjunctProfessor (1983-85 年, Fulbright Program)、帝京大学経済学部教授、 

武蔵大学経済学部教授（2001-03 年度武蔵大学総合研究所所長）を経て、2005 年 

4 月より法政大学経済学部教授（2009-10年度 大学院経済学研究科長）、 

University of Massachusetts, Department of Economics, Visiting  

Professor (2013-15 年） 。経済理論学会代表幹事（2016 年 4月－2022 年 3 月） 

博士（経済学）（東京大学）。 

専攻：理論経済学、アメリカ経済論、グローバル経済論。 

  

 世界資本主義フォーラムは、伊藤誠先生の遺志を引き継ぎ、新顧問・河村哲二氏のご指導・

協力を得て、「二一世紀の人類史的課題としての国家と資本主義のトータルな破棄」、「マル

クス主義理論に対して、①新産業革命の人類史的意義の確認、②二〇世紀型社会主義の弁護

論からの全面的な決別、③コミュニズム＝コミュニティ主義の原点への復帰を、特に要求す

るしていく」(岩田弘・世界資本主義フォーラム参加の呼びかけ)活動に邁進する決意です。 

  



 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

伊藤誠先生のご逝去を悼んで 

青山 雫 

(伊藤誠先生新連続講座・司会者) 

 

世界資本主義フォーラムの顧問を引き受けていただいていた伊藤誠先生がさる２月７日

急逝された。あまりの突然のことで第一報を受け取った時にはまさに言葉を失った。12 月

17 日にもフォーラムの連続講座で、いつもと変わらずお元気な受け答えをされていたので

余計に文字通り青天の霹靂ともいえる悲しい知らせであった。 

 

私の個人的な先生との交わりを語るほどのものはないのかもしれない。５０年ほど前に

先生の演習に参加して以来、私自身はきわめて不出来で、そのくせ時折異論を唱える変わり

ものの生徒でしかなかった。それでも先生からご指導を頂けるのは大変な楽しみであった

のだが、その機会が永遠に失われてしまったのは返す返す残念無念ではある。 

 

思い返すと先生のお名前を初めて耳にしたのは、1972 年だったろうか、駒場で青木昌彦

さんのお話を伺う機会があって、その折に青木さんから「伊藤さんは、宇野理論に限界を感

じられて、それで今海外に行ってラディカル派含めてマルクス派経済学の国際的なネット

ワークづくりに向かっているんだ」というような感想を漏らされた時のことだった。それま

で宇野理論については、大変論理的には厳密だが、なにか内向的な趣を感じていただけに、

その感想は非常に印象的なものだった。 

 

その海外ツアーから先生が帰国されて、すぐに先生の演習に参加したが、その場でも先生

は欧米マルクスルネッサンスについて熱く語られ、当時すでに「信用と恐慌」は上梓され、

価値論主題の「価値と資本の理論」の準備をされているときであったが、自らの研究姿勢に

ついて「決着をつけるんだ」とある時普段のジェントルマン然とした立ち振る舞いからは想

像つかないような、気迫のこもった決然とした口調でおっしゃられたことが、今でも鮮明に

思い出される。先ほどの青木さんの言と合わせてみると、先生はこれらの原理論領域での難

問といわれた問題について、決定的な解答を与えて、さらに宇野理論の基本を踏まえながら

もあらたな段階に突き進もうという固い決意をこの時すでに抱かれていたのだろう。 

 

その後の先生の八面六臂の活躍について、ここで改めて触れるまでもないだろう。特に海

外マルクス研究者との交流については、フォーラムの講座でもご紹介いただき、先生のバイ



タリティーあふれる組織者としての面が活き活きとして語られ、大変な感銘を受けたもの

だった。その一つの集大成が数百名に上る内外の研究者を集めて、2018 年開催されたマル

クス生誕２００周年国際シンポジウムではなかっただろうか。またフォーラム２１やアソ

シエなど市民運動へのコミットメントも、かつてのマルクスの理論と思想の実践的な意義

を取り戻そうとされる、熱い思いがあってこそのことと感じられた。これらは、ともすると

モノグラフ的な領域に沈潜しがちな宇野理論の後進研究者にたいする、叱咤と激励のメッ

セージではなかったかとも今更ながら思い返される。 

 

伊藤先生はもうこの世にいらっしゃられない。先生のたどられた巨大な足跡を前に、後進

のものはただ戸惑うばかりかもしれない。私ごときが、ここで何か決意めいたことを申し上

げるのは僭越の極みだろう。ただ、また先生の言葉が思い起こされる。「原理論ではなくっ

て資本論です」、この意味を今はただかみしめるばかりである。 

 

 

伊藤先生のご経歴と著作 

●経歴 

• 1955 年 東京都立日比谷高等学校卒業 

• 1959 年 東京大学経済学部経済学科卒業 

• 1961 年 東京大学大学院社会科学研究科修士課程修了 

• 1966 年 東京大学経済学部助教授 

• 1975 年 経済学博士(東京大学)。博士論文は「信用と恐慌」。 

• 1980 年 東京大学経済学部教授 

• 1997 年 東京大学を定年退職、國學院大學経済学部教授就任、東京大学名

誉教授 

• 2003 年 日本学士院会員 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%AB%8B%E6%97%A5%E6%AF%94%E8%B0%B7%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91%E3%83%BB%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E5%A3%AB%E8%AA%B2%E7%A8%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E5%AD%B8%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E5%A3%AB%E9%99%A2


• 2007 年 國學院大學を定年退職、国士舘大学大学院グローバルアジア研究

科教授 

• 2010 年 国士舘大学大学院グローバルアジア研究科教授を退職 

●著作 

『信用と恐慌』（東京大学出版会）1973 

『資本論研究の世界』（新評論）1977 

『価値と資本の理論』（岩波書店）1981 

『現代の資本主義 その経済危機の理論と現状』新地書房 1981 

『現代のマルクス経済学』ティビーエス・ブリタニカ 1982 社会評論社、1988  

『世界経済の中の日本 ポスト・フォーディズムの時代』社会評論社 1988 

『資本主義経済の理論』（岩波書店）1989 

『逆流する資本主義』（東洋経済新報社）1990 

『現代の社会主義』講談社学術文庫、1992 

『世界経済の転換を考える』時事通信社 1993 

『市場経済の学史的検討』社会評論社(マルクス経済学叢書) 1993 

『市場経済と社会主義』（平凡社）1995 

『日本資本主義の岐路』（青木書店）1995 

『日本経済を考え直す』（岩波書店）岩波セミナーブックス、1998 

『幻滅の資本主義』（大月書店）2006  

『｢資本論｣を読む』講談社学術文庫 2006  

『サブプライムから世界恐慌へ 新自由主義の終焉とこれからの世界 』（青土社）2009 

『伊藤誠著作集』全 6 巻（社会評論社）2009-12 

現代のマルクス経済学 

価値と資本の理論 

信用と恐慌 

逆流する資本主義 

日本資本主義の岐路 

市場経済と社会主義 

『日本経済はなぜ衰退したのか』平凡社新書 2013 

『経済学からなにを学ぶか その 500 年の歩み』平凡社新書 2015 

『マルクス経済学の方法と現代世界』桜井書店 2016 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%A3%AB%E8%88%98%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%A9%95%E8%AB%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%B3%A2%E6%9B%B8%E5%BA%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%82%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%A9%95%E8%AB%96%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E5%A0%B1%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E5%AD%A6%E8%A1%93%E6%96%87%E5%BA%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E4%BA%8B%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%87%A1%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%9C%A8%E6%9B%B8%E5%BA%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9C%88%E6%9B%B8%E5%BA%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%9C%9F%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%87%A1%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%87%A1%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8


『資本主義の限界とオルタナティブ』岩波書店 2017 

●共編著 

『経済学と現代』宇沢弘文,竹内啓,石井寛治共編 東京大学産業経済研究叢書・東京大学出

版会、1974 

『マルクス経済学叢書』桜井毅、山口重克共編 社会評論社 

1『価値論の新展開』1983 

2『利子論の新展開』1984 

3『恐慌論の新展開』1985 

9『市場経済の学史的検討』小幡道昭共編 1993 

『いまマルクスを問う』いいだもも共編 幸洋出版 1984 

『経済理論と現代資本主義 ノート交換による討論』置塩信雄共著 岩波書店 1987 

『経済学史』編 有斐閣 1996 

『情報革命と市場経済システム 企業と産業の構造転換』岡本義行共編著 富士通経営研修所

(富士通ブックス)1996 

『マルクスの逆襲 政治経済学の復活』横川信治、野口真共編著 日本評論社 1996 

『現代資本主義をどう視るか』北原勇,山田鋭夫共著 青木書店 1997 

『進化する資本主義』横川信治, 野口真共編著 日本評論社 1999 

『現代資本主義のダイナミズム』編 御茶の水書房 1999 

『マルクス理論の再構築 宇野経済学をどう活かすか』降旗節雄共編 社会評論社 2000 

『資本主義経済の機構と変動』編 御茶の水書房 2001 

『貨幣・金融の政治経済学』C.ラパヴィツァス共著 岩波書店 2002 

『危機からの脱出 変革への提言』本山美彦共編 御茶の水書房 2010 

『世界と日本の政治経済の混迷 変革への提言』本山美彦共編 御茶の水書房 2011 

●翻訳 

『欧米マルクス経済学の新展開』櫻井毅、山口重克共編・監訳 東洋経済新報社 1978 

『論争・転形問題 価値と生産価格』櫻井毅、山口重克共編訳 東京大学出版会 1978 

ポール・M.スウィージー『革命後の社会』ティビーエス・ブリタニカ 1980 

P.M.スウィージー, H.マグドフ『アメリカ資本主義の危機』ティビーエス・ブリタニカ 1982 

ポール・M.スウィージー『革命後の社会』社会評論社 1990 

D.M.ゴードン,マイケル・ライク, リチャード・エドワーズ『アメリカ資本主義と労働 蓄積

の社会的構造』河村哲二共訳 東洋経済新報社 1990 

ジョン・E.ローマー『これからの社会主義 市場社会主義の可能性』青木書店 1997 

アンドルー・グリン『狂奔する資本主義 格差社会から新たな福祉社会へ』横川信治共訳 ダ

イヤモンド社 2007 

エリック・ホブズボーム『いかに世界を変革するか マルクスとマルクス主義の 200 年』水

田洋監訳,太田仁樹,中村勝己,千葉伸明訳 作品社 2017 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E6%B2%A2%E5%BC%98%E6%96%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%86%85%E5%95%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E4%BA%95%E5%AF%9B%E6%B2%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E4%BA%95%E6%AF%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E9%87%8D%E5%85%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B9%A1%E9%81%93%E6%98%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A0%E3%82%82%E3%82%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AE%E5%A1%A9%E4%BF%A1%E9%9B%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%96%90%E9%96%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E7%BE%A9%E8%A1%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E9%80%9A
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A8%AA%E5%B7%9D%E4%BF%A1%E6%B2%BB&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%87%8E%E5%8F%A3%E7%9C%9F&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8C%97%E5%8E%9F%E5%8B%87&action=edit&redlink=1
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