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日本経済学の礎、 福祉経済論の祖
「学問の開拓者、先進者として後進を刺戟し奨励する特殊の才能と非凡な性格は比類
なく、わが国の経済学は確かに福田に導かれて来た……経済史、経済理論、経済思
想史、社会政策、マルキシズム、株式会社研究がそうであった。……」（小泉信三）

本 済 済

日本と世界の進むべき道を考える。



1874（明治７）年12月２日 東京神田区元柳原に生まれる。
1889（明治22）年７月 商工徒弟講習所補充科2年に入学。
1890（明治23）年９月 高等商業学校（現一橋大学）予科に入学。
1894（明治27）年７月 高等商業学校を卒業。
1894（明治27）年９月 兵庫県立神戸商業学校教諭に関一と共

に任命される。
1895（明治28）年９月 神戸商業学校を辞職し東京に帰る。高等

商業学校研究科入学。
1896（明治29）年７月 高等商業学校研究科を卒業。
1896（明治29）年９月 高等商業学校講師となる。
1897（明治30）年３月 ドイツ留学、ブレンターノの下で学ぶ。
1899（明治32）年５月 国際商業教育会議（於ヴェネチア）に出席する。
1900（明治33）年４月 高等商業学校教授に任命される。

『日本における社会的・経済的発展』を出版。
1901（明治34）年２月 ヨーロッパ留学中の高等商業学校教員7

名とともに、ベルリンにて「商科大学設立ノ必要」（ベル
リン宣言）を起草する。

1901（明治34）年９月 4年間の留学より帰国。
1904（明治37）年８月 休職を命じられる。
1905（明治38）年５月 法学博士の学位を受ける。
1905（明治38）年10月 慶應義塾教員となる。
1907（明治40）年９月 『経済学講義』上巻を出版（中下巻は1909年刊）。

1910（明治43）年１月 東京高等商業学校講師を嘱託される。
慶應義塾の教員も引き続き務める。

1919（大正８）年５月 吉野作造らと「黎明会」を創設する。
高等商業学校教授に復任される。

1923（大正12）年１月 内務省社会局参与に任命される。
1923（大正12）年11月 関東大震災後の失業調査を実施。
1925（大正14）年３月 『経済学全集』刊行開始。
1925（大正14）年５月 帝国学士院会員代表として、第6回万国

学士院連合会議（於ブリュッセル）に出席。
1925（大正14）年９月 ロシア学士院200年祭（於レニングラード）に

出席。ケインズとともに、モスクワでの講演を依頼される。
1930（昭和５）年２月 『厚生経済学』上巻を出版（下巻は翌月刊行）。

1930（昭和５）年５月８日 慶應義塾大学病院にて逝去。

福田徳三の「経世済民の学」いま蘇る !!
●「社会厚生のために一身を捧げた一大学者」にして、一大運動者として
「光よりも果実を求める実践の学、福祉の応用経済学者」である。
●福田の厚生経済 = 社会政策論は、福祉経済論・「福祉の経済社会学」
として、一橋経済学の学問的源流、大きな学統となった。

〈福田徳三研究会について〉
　福田徳三は一橋大学の前身である高等商業学校・東京高等
商業学校・東京商科大学で教鞭をとり、一橋の、さらには日
本の経済学の発展に力を尽くした人物として知られています。
　ほぼ同時代に活躍した吉野作造や河上肇に比べ、さほど
大きく取り上げられたことがなかった福田徳三を研究する
ため、本研究会は発足しました。美濃口武雄が「一橋経済
学のあらゆる源流が福田徳三博士に求められる」と述べた
とおり、本研究会で取り上げる内容は多岐に亘ります。現
在は、福田徳三研究を通して、一橋大学の学問伝統・学問
史を研究する会に発展しています。

福田徳三（1874 ～ 1930）
福田徳三は経済学を中心に、一
橋大学の学問史、日本の社会科
学形成史において重要な役割を
果たした学者です。「一橋経済学
のあらゆる源流が福田徳三博士
に求められる」（美濃口武雄）、さ
らには「アダム・スミスが世界
の経済思想史において巨峯であ
り、そこから出発してもよいと
同じ意味で一橋で、いな日本で
は福田徳三から出発することにしてもよいかと思うので
す」（赤松要）といわれています。研究者としてだけでなく、
教育者・社会活動家としても活躍し、黎明会を創設した
大正デモクラシーの指導者としても知られています。

（一橋大学学園史資料室所蔵）

時代の課題と向き合う
：社会的自由主義の可能性

京都大学名誉教授　八木紀一郎

『福田徳三著作集』を推薦する
名古屋大学名誉教授・日本学士院会員　水田　洋



　一橋大学が創立 140 周年を迎える記念の年に『福田徳
三著作集』の刊行を始めることになった。一橋大学の前
身である商法講習所は 1875 年に誕生するが、福田は、
その前年の 12 月に東京・神田に生まれ、1930 年に慶
應病院で 55 歳の比較的若い生涯を閉じた。福田はドイ
ツ留学中に恩師のブレンターノと『労働経済論』（1899
年）を書き、学位論文をドイツ語で出版し、若き同僚と
「ベルリン宣言」（1901 年）を発して「商科大学設立の必
要」を訴えた。その頃から、遺作となった『厚生経済研究』
（1930 年）を仕上げるまでのほぼ 30 年間が彼の活動期
であり、その間に本著作集で 20 巻に及ぶ膨大な著作を
書いた。福田はその活動を「我邦経済学の黎明期におけ
る一の黎明運動」と述べているが、日本の経済学の広い
分野における「先駆者的・基礎工事的努力」は、将来に
向かって不滅の業績として輝きを放つであろう（上田辰
之助）と言われた。そのコアにあるのは科学的探究の精神、
あるいはアカデミズムの確立であった。
　福田は、教壇を通して、そして教壇を出でて、人を惹
きつけ多くの人材を育てた。その周囲には戦前の 3商大
（東京商科大学、神戸商業大学、大阪商科大学）や慶應義塾
を担い、またいくつかの高等商業学校を舞台に名声を馳
せ、広義に日本の経済学を築いてきた多彩な人物がいた。
ベルリン宣言の盟友・関一、ともに東京商大の黄金期を
築いた上田貞次郎、三浦新七、左右田喜一郎、そして福
田の多彩な門下生、高橋誠一郎、小泉信三、坂西由蔵、
大塚金之助、大熊信行、赤松要、中山伊知郎、杉本栄一、
山田雄三、高島善哉……。これは一橋の学問史であると
同時に、日本の経済学の歴史における重要な部分であろ
う。『著作集』の編集母体である福田徳三研究会は、こ
のような日本の人文社会科学の大きな要素としての一橋
学問史に共通の関心を寄せてきた。福田研究会は、当初
は学内の同好者を中心に組織されていたが、著作集の企
画が具体化するなかで学外の福田研究者の協力を仰いで
著作集のための研究会・編集会議を重ねてきた。
　福田の活動がとくに盛んであった第 1次世界大戦前か
ら 1930 年前後の時期は、ソヴィエト社会主義の誕生も
あり、資本主義システムの大きな転機であった。それは
ピグーの『厚生経済学』（1920 年）、ケインズの『自由放
任の終焉』（1926 年）が刊行され、ケインズが資本主義
の危機に直面する時代であった。日本でも社会主義・マ
ルクス主義が高揚し、河上肇はマルクス主義への傾斜を
鮮明にしていく。日本のアカデミズムはマルクス主義に
かなり支配されることになったが、福田はそれに対抗し
て、厚生経済ないし社会政策の有用性を主張し、資本主
義の改造を念頭に日本社会を構想し、第 3の道ともいえ

る後の福祉国家・福祉社会論を高調した。福田とほぼ同
時代の東京商大にいた上田貞次郎も、第 1次大戦後の「改
造」の時代に、『社会改造と企業』（1921 年）等を書いて
社会改造と企業者・経営者の職分、社会的責任論を強調
した。そして、個人雑誌『企業と社会』（1926 ～ 28 年）
を創刊し、マルクス主義、国家主義が高揚する日本社会
に向けて「新自由主義」を訴えた。それはケインズの『自
由放任の終焉』と同じ時期であった。福田も上田も日本
のリベラリズム（社会的自由主義・新自由主義）の担い手
であった。
　クリスチャンであった福田は早くから生きとし生ける
者の生存権を主張し、生存権の保障を社会政策の第一義
と考えた。関東大震災のときに、「復興事業の第一は、
人間の復興でなければならぬ」と言い、生存機会・営生
機会の復興を唱えたことにも、それは顕著である。資本
主義システムの大きな転機に、福田は厚生とは「人間と
しての生を厚くする」ことだと述べ、社会なら社会の生
命、個人なら個人の生命を進め、生を充実させること、
それが善であり富だと考えていた。これはオクスフォー
ドの理想主義者ラスキンの ‘No Wealth But Life’「生こ
そが富である」という思想に近いように思われる。ドイ
ツ歴史学派の薫陶を受けた福田は、ケンブリッジのマー
シャルに惹かれ、ピグーの厚生経済学に学びながら、そ
の厚生主義・帰結主義―功利主義を受け入れることがで
きず、オクスフォード理想主義の流れを汲むホブソンの
人間的福祉の経済学、財・価値の人間的評価に最後の拠
り所を求めた。それは貨幣尺度でなく、「生」の価値基
準の追究であった。効用とは別の価値を求めるこのよう
な姿勢は、山田雄三をはじめ福田の門下生にも受けつが
れ、またラスキンを高く評価し、成長よりも福祉、「生
活の質」の向上を追求した都留重人の思想にも繋がるも
のであろう。それはまた故塩野谷祐一教授がラスキンに
ついて言われた、アマルティア・センの潜在能力アプロー
チにも繋がる「厚生経済学と福祉国家」の 1つの源流の
ように思われる。
　福田が生前に自ら編集した『経済学全集』（1925 ～ 26
年）は全 6集 8冊から成り、概ね理論、歴史、政策とい
う構成になっており、本著作集も基本的にそれを踏襲し
ている。日本の「経済学の黎明期」における福田の総合
的思考法、経済学の「基礎工事」・基盤整備がいかなる
ものであったのかを本著作集がうまく伝えられることを
願っている。そして、「社会厚生のために一身を捧げた
る一大学者にしてまた一大運動者を兼ねたる」福田徳三
の経済思想が現代社会に生かされることを願っている。

福田徳三研究会（代表　西沢　保）

福田徳三著作集



 〈編集担当〉　　

第１回配本／第10巻　社会政策と階級闘争 西沢　保・森　宜人　
A5 変・上製・420 頁　ISBN978-4-7972-8090-6　定価：6,800円 +税

第２回配本／第17巻　復興経済の原理及若干問題 清野幾久子　
A5 変・上製・316 頁　ISBN978-4-7972-8097-5　定価：5,800円 +税

第３回配本／第15巻　黎 明 録 武藤秀太郎　
A5 変・上製・632 頁　ISBN978-4-7972-8095-1　定価：8,800円 +税

第４回配本／第16巻　暗 雲 録 武藤秀太郎　
A5 変・上製・268 頁　ISBN978-4-7972-8096-8　定価：5,400円 +税

第５回配本／第３巻　国民経済講話（1） 江夏由樹・大月康弘　
A5 変・上製・474 頁　ISBN978-4-7972-8083-8　定価：7,500円 +税

第６回配本／第19巻　厚生経済研究 井上琢智　
A5 変・上製・730 頁　ISBN978-4-7972-8099-9　定価：9,800円 +税

第７回配本／第１巻　経済学講義 西沢　保　
A5 変・上製・640 頁　ISBN978-4-7972-8081-4　定価：8,800円 +税

第８回配本／第11巻　社会運動と労銀制度 玉井金五・杉田菜穂　
A5 変・上製・324 頁　ISBN978-4-7972-8091-3　定価：6,000円 +税

第９回配本／第９巻　経済学論攷 山内　進　
A5 変・上製・488 頁　ISBN978-4-7972-8089-0　定価：7,800円 +税

　【以　下　続　刊】

第４巻　国民経済講話（2） 大月康弘・江夏由樹　
第13巻　生存権の社会政策 清野幾久子　
第14巻　労働権･労働全収権及労働協約 西沢　保　
第６巻　経済史研究 杉　岳志・森　宜人・夏目琢史　
第７巻　経済学史研究 井上琢智　
第２巻　国民経済原論 池田幸弘　
第５巻　流通経済講話 大友敏明　
第８巻　経済学研究 原　伸子　
第12巻　ボルシェヴィズム研究 土肥恒之・大月康弘　
第18巻　経済危機と経済恢復 森　宜人　
第20巻　現代の商業及商人 田中秀臣　
第21巻　唯物史観経済学史出立点の再吟味 田中秀臣　

　シリーズ一覧

日本と世界の進むべき道を考える。



社会政策と階級闘争
（第１回配本：福田徳三著作集第 10巻） 編集 西沢 保 ･ 森 宜人（解題）　
Ａ５変・上製・420 頁　ISBN978-4-7972-8090-6　定価：本体6,800円＋税

刊行にあたって（西沢 保）

凡　例

『社会政策と階級闘争』　序

１　社会政策序論

第１章　「社会」の発見

第２章　個人人格と国家人格

第３章　物格の支配より人格の支配へ―経済

生活社会化の行程―

第４章　社会政策の本領

２　社会闘争と政治闘争

第１章　社会運動と政治運動

第２章　自由獲得社会より資本的営利社会へ

３　階級闘争とその当事者

第１章　価格闘争より厚生闘争へ―殊に厚生

闘争としての労働争議―

第２章　階級闘争当事者としての雇用所得

と資本所得

第３章　資本増殖の理法と資本主義の崩壊

『社会政策と階級闘争』批評集

（１）小泉信三氏『我等』

（２）土田杏村氏『文化』

（３）『東洋経済新報』

（４）『東京日々新聞』

（５）『時事新報』

（６）『報知新聞』

（７）『読売新聞』

（８）『万朝報』

（９）野村兼太郎氏『三田学会雑誌』

（10）河上肇氏『我等』

（11）青野季吉氏『無産階級』

（12）加田哲二氏『批評』

（13）Ｓ博士

解　題〔西沢　保〕

『経済学全集』第一集　序（福田徳三 謹識）

年　譜

人名・団体名索引

書誌索引



復興経済の原理及若干問題
（第２回配本：福田徳三著作集第 17巻） 編集 清野幾久子（解題）　
Ａ５変・上製・316 頁　ISBN978-4-7972-8097-5　定価：本体5,800円＋税

刊行にあたって（西沢 保）

凡　例

『復興経済の原理及若干の問題』序の１

『復興経済の原理及若干の問題』序の２

１　復興経済の第一原理

２　欧州の戦後経済と日本の復興経済＝

倒ることの過大観、興ることの過小観＝

３　復興経済の厚生的意義

４　復興日本当面の問題

５　経済復興はまず半倒壊物の爆破から＝｢生存

権擁護令｣を発布し私法一部のモラトリアムを即行せよ＝

６　誰か復興の経済計画者たる

７　営生機会の復興を急げ

８　失業及び火災保険問題

９　火災保険金問題について

10　失業問題の数的考察

11　エコノミック・デモグラフィーより

見たる震災前の東京市

12　失業調査とそれに基づく若干の推定

失業調査統計表

第１表　災前有業者現状一覧表

第２表　女子希望副業分類表

第３表　失業者職業分類率表

第４表　各職業失業率表

第５表　失業者総数及びその職業別推計

第６表　職業中分類の失業者推定数（訂正）

第７表　災後の新有業者及び新求職者一覧表

第８表　職業中分類に分ちたる新有業者の

現状一覧表

第９表　新有業者の現在職業中重要ならび

に特色ある五中分類の細別表

第10表　転業者の従来職業別表

第11表　職業中分類に分ちたる転業者の現

在職業一覧表

第12表　転業者の現在職業中重要並に特色

ある九中分類の細別表

本書に対する批評一斑

日刊新聞紹介欄より／著者への書簡集より

解　題〔清野幾久子〕

年　譜／人名・団体名索引／書誌索引



Ａ５変・上製・632 頁　ISBN978-4-7972-8095-1　定価：本体8,800円＋税

黎　明　録
（第３回配本：福田徳三著作集第 15巻） 編集 武藤秀太郎（解題）　

刊行にあたって（西沢 保）

凡　例

『黎明録』　序

１　世界の平和望み遠し＝改造途上の世界＝

１　イギリス、ドイツ国民経済の比較

２　第一九世紀の総勘定

３　来るべき世界とその文明

４　ロンバード・ストリート本位の戦時経

済論を笑う

５　愚なる経済戦論

６　イギリス的経済思想の末路

７　戦後の世界と姉崎博士

８　ホッブズとグロティウスとを論じて姉

崎博士の空想的世界観を排す

９　大戦が暴露せるドイツの弱点

　付録１　金と人に困る

　付録２　講和とドイツ社会党

　付録３　真剣のドイツ

　付録４　ドイツ、日本を恐る

　付録５　空ン洞のドイツ

　付録６　ドイツの月賦革命

　付録７　ドイツ帝国未来記

10　勝者は誰か＝世界文明の危機と日本の使命＝

11　新世界の文明におけるフランスの使命

12　資本的帝国主義を排す

13　世界経済戦の謬想を排す

14　資本的侵略主義の危険＝戦後の世界を救う

者はフランスと日本とあるのみ＝

15　拝英論もまた甚だしからずや

16　世界の平和望み遠し

２　対抗か順応か＝世界における日本＝

１　連合国経済協商の実いずくにある

２　愚に重ぬるに愚

３　欧州出兵論を排す

４　ウィルソンの教書と日本の国是

５　何のために戦う

６　自主的出兵よりも自主的平和＝日本須ら

く断乎として講和を主張せよ＝

７　対抗か順応か＝資本的侵略主義に抗し、真正の

デモクラシーを発揚せよ＝



３　改造途上の世界経済＝戦時及び戦後の経

済問題＝

１　イギリス中心の世界経済とその改造

２　金の経済と物の経済

３　戦時経済の一福音

４　戦後の経済界において真に恐るべき事

は何

５　意気地なき戦後経済論を排す

６　戦後の世界経済当面の大問題

４　国本は動かず＝黎明日本の諸問題＝

１　新社会とは何ぞや

２　二大政党対立論を非とす

３　新しい意味のデモクラシー

　付録１　寺内内閣の社会的施設を評す

　付録２　速やかに物価調査会を起せ

　付録３　奸商取締りの手を緩むことなかれ

　付録４　極窮権の実行

　付録５　国民生活に触れざる政変は無意味

　付録６　原内閣に要望す

４　日本に社会主義起るべきや

５　何を調節する＝物価調節の謬想、貨幣調節の急要＝

６　社会政策とは何ぞや

７　黎明運動論

８　国本は動かず

解　題〔武藤秀太郎〕

年　譜

人名・団体名索引

書誌索引

関東大震災後の焼け跡バラックで失業調査をする福田博士（中央）と東京商科大学（現：
一橋大学）の学生たち（『太陽』第 30巻第 1号 1924 年 1月（一橋大学附属図書館所蔵）より）



Ａ５変・上製・268 頁　ISBN978-4-7972-8096-8　定価：本体5,400円＋税

暗　雲　録
（第４回配本：福田徳三著作集第 16巻） 編集 武藤秀太郎（解題）　

刊行にあたって　（西沢保）　

凡　例

『暗雲録』　序

１　暗雲世界を鎖す＝経済的ボイコット主義

の脅威＝

２　世界を欺く者は誰ぞ

３　いかに改造するか

４　イギリスの金輸出禁止令

５　虚偽のデモクラシーより真正のデモ

クラシーへ

６　朝鮮は軍閥の私有物にあらず

７　エホバとカイザー＝国本闡明の第一義＝

８　エホバとカイザーとよりの解放＝国

本とデモクラシーに関する管見の一部、未完稿＝

９　解放の社会政策

10　戦後当面の重要経済問題

　付録１　放併せられたる暴利取締令

　付録２　呪うべき平和

　付録３　生活問題の恐怖来る

11　戦後の金融及び貿易における日本、

イギリスの関係

12　いかに労働者を指導すべきか

13　ただ一条の光明＝国際労働保護法制を歓

迎す＝

14　労働非貨物主義の公認

15　小島国的侵略主義の応報

16　世界は欺くべからず

解　題〔武藤秀太郎〕

年　譜

人名・団体名索引

書誌索引



Ａ５変・上製・474 頁　ISBN978-4-7972-8083-8　定価：本体7,500円＋税

国民経済講話 (1)
（第５回配本：福田徳三著作集第３巻） 編集 江夏由樹 ･大月康弘（解題）

刊行にあたって（西沢 保）

凡　例

『国民経済講話』 分冊　第一刷序

◇第１巻　総　論◇

第１編　序　論

第１章　今日の文明生活における経済の意義

第２章　経済の本質

第３章　自足経済と流通経済

第４章　経済と云う語と思想の成立

第５章　流通経済の本質

第６章　貨幣経済及び営利経済

第７章　経済学の意義、分科、研究法及び発

達

第２編　国民経済の組織

第８章　国民経済を組織なりと云うことの真意

第９章　国民経済の成立

第10章　経済の種類

第11章　国家と国民経済

第３編　経済行為の根本観念

第12章　目的行動と風俗習慣

第13章　価値・価格及び貨幣価値

◇第２巻　生産論◇

第４編　企業・土地及び人口

第14章　経済本論の内容

第15章　生産の意義及び形態

第16章　営利、営業及び職業

第17章　企業の意義及び任務

第18章　土地の不変性と可変性

第19章　耕作法及び土地改良

第20章　土地収穫の増加　殊に収穫逓減の法則

第21章　人口の増加 殊にマルサス氏人口の法則

『国民経済講話』　合冊改訂増補 第一版題言

解　題〔江夏由樹〕

年　譜

人名・団体名索引

書誌索引



Ａ５変・上製・730 頁　ISBN978-4-7972-8099-9　定価：本体9,800円＋税

厚生経済研究
（第６回配本：福田徳三著作集第 19巻） 編集 井上琢智（解題）

刊行にあたって（西沢 保）

凡　例

『厚生経済研究』に序す

第１篇　研究及び論説

１　アリストテレスの「流通の正義」

　小引　若干の文献

　１　開　題

　２　マルクスの偉大なる業績

　３　アリストテレスに「流通の正義」の論なしとの説

　４　ツェラー及びヒルデンブラント説の吟味

　５　アリストテレスの正義論と後世の法理

　哲学ならびに経済価値論

　６　アリストテレスの正義論の第一章。正

　義と不正義の別

　７　種々の解釈

　８　同上第二章。狭義の正義の本体とその諸性質

　９　「配分の正義」と「匡正の正義」

　10　同上第三章。「配分の正義」

　11　バーネット及びグラント両氏の解説

　12　同上第四章。「匡正の正義」

　13　その評釈

　14　バーネット氏の解

　15　同上第五章。「流通の正義」

　16　ロス氏の解

　17　グラント氏の解

　18　二つの仕事

　19　「任意行為」と「不任意行為」

　20　グラント対バーネット

　21　「カ・タキシアン」

　22　マルクスの無造作なる解釈

　23　マルクスの著しき誤訳

　24　河上博士らの更に著しき誤訳追加

２　余剰の生産・交換・分配＝資本主義社会

における共産原則の展開＝

　１　アリストテレスの「流通の正義」と共　産原則

　２　費用原則とマルクスの労働価値論

　３　生産に先行する分配

　４　余剰と生産及び流通

　５　資本主義社会における余剰と所得

　６　価格と所得二つの流れ

　７　発展する資本主義社会における貨幣所得の流れ

　８　共産原則の展開

　９　マルクスの解いた二つの難問

３　失業の必然・不必然と失業対策の可

能・不可能

　１　社会三大基礎権

　２　労働権の乞索原理

　３　封建社会からのインベントリー



　４　正統学派と自然均衡

　５　雇用社会と失業の発生

　６　資本的企業の寄生虫性

　７　イギリスの莫大なる失業と景気循環相関論

　８　産業の振興と産業予備軍

　９　利潤期待場裡における競争

　10　錯綜せる失業原因論

　11　所得の原則的統制

　　　付記　浜口内閣の緊縮政策と失業及び金輸解禁

　　　追記　井上蔵相の失業論

４　経済生活と経済政策の循環性＝明治元年より大

正一四年に至る外国との関係における日本の発展に現れたる

　１　現代経済生活の根本事実としての循環

　性―現実生活の要求する経済理論の改造

　２　明治元年以降における日本の経済的発

　展の特殊的性質

　３　二個の根本的誤謬

　４　日本経済生活の特徴的循環性

　５　日本における循環運動の概観

　６　日本経済政策の発展を画する各時期

　　　第１期　明治元年より12 年に至る

　　　　前期　明治元年明治７年

　　　　後期　明治７年明治12 年

　　　第２期　明治13年より23年３月に至る

　　　第３期　明治23年３月より29年に至る

　　　第４期　明治30 年より39年に至る

　　　第５期　明治40年より大正３年に至る

　　　第６期　大正４年より14年に至る

　７　帰　結

第２篇　評論及び批判

１　厚生原理としての流通の正義

２　産業の合理化と資本主義の前途

３　経済機構の変化と生産力ならびに人口の

問題＝一九二五年モスクワにおける講演と討論＝

　　（１）発　端

　　（２）ケインズ氏の講演

　　（３）右講演に対する批評経済機構の変化

　　（４）私の講演

　　（５）「生産力の問題」講演要旨

　　（６）実際の事実

　　（７）右に対する批評

　　（８）日本の人口問題と侵略主義

　　（９）私の答弁

　　（10）社会政策より見たる移民問題

　　（11）日本における生産力の行詰り

　　（12）日本の経済機構の変化と革命の問題

４　明治財界変動史の一節

５　国際信義の立場より見たる東京市仏

貨債問題

６　日銀の動脈硬化に関する論戦

７　笛吹かざるに踊る

８　惨敗せる製糸工女争議

９　労働法の進出とその歪み＝工場法改正

案と労働者災害扶助法案とについて＝

10　洞窟の内と外

11　文明史家としての田口鼎軒先生＝『鼎

軒田口卯吉全集』第二巻「文明史及社会論」解説＝

　　11 付録 田口全集の刊行に際して

12　穂積、宮崎両博士遺著の新刊

第３篇　講　演

マルキシズム概論（唯物史観と労働価値説の略吟味）

　１　序言　若干の参考書

　２　社会主義より共産主義へ

　３　社会主義と共産主義との合成としての

　唯物史観と唯物弁証法

　４　階級闘争の理論

　５　階級闘争の始期についての吟味

　６　社会制度の変遷

　　―ゲンス共産制　婚姻制度　私有財産制度

　７　人類社会発展行程中における階級闘争の運命

　８　自由の世界と必然の世界

　９　プロレタリア独裁の意味と国際共産運動

　10　唯物史観の史的再吟味

　11　マルクス労働価値説の由来

　12　客観主義の価格論と主観主義の価格論

　13　ジョン・ロックの労働価値論

　14　当為としての価値論

　15　社会的必要労働と等価形態

　16　指導原理としての労働価値論

　17　均衡原理としての労働価値論

　18　労働の売買と労働力の売買

解　題〔井上琢智〕

年譜

人名・団体名索引

書誌索引



Ａ５変・上製・640 頁　ISBN978-4-7972-8081-4　定価：本体8,800円＋税

経済学講義
（第７回配本：福田徳三著作集第１巻） 編集 西沢　保（解題）

刊行にあたって（西沢 保）

凡　例

経済学講義上巻　第一版　序

経済学講義合巻　第三版　序

改定経済学講義　序

改定経済学講義　第二版　序

続経済学講義　序

再版例言

『経済学全集』第一集　序（福田徳三 謹識）

第一編　総　論

第一章　緒　言

第二章　産業の自由ならびに企業の発達

第三章　イギリスにおける産業自由ならび

に企業の発達

第四章　経済学の発達

第五章　経済学の範囲

第六章　科学としての経済学

総　論　付録　経済学研究の栞しおり

第二編　経済学の根本概念

第一章　緒　論

第二章　富

第三章　生産・消費・労働

第四章　所得と資本

第三編　欲望とその充足（需要論）

第一章　緒　論

第二章　欲望と経済行為

第三章　消費者需要増減の理

第四章　需要伸縮の法則

第五章　限界利用均等の法則

第六章　価格と利用

第四編　生産の動因（供給論）　土地・労働・資

　本及び企業

第一章　緒　論

第二章　生産要素としての土地の特質（不変性）

第三章　土地の豊度（可変性）

第四章　収穫逓減の法則

第五章　人口の法則

第六章　資本の増殖

第七章　労働効程の増進と分業

第八章　マーシャルの企業論

第五編　流通総論（以下『続経済学講義』を収録す）

第一章　緒　論

第二章　流通生活の意義

第三章　流通生活の動力

第四章　貨幣経済と企業

第五章　余剰価値と利潤

解　題〔西沢 保〕

年　譜／人名・団体名索引／書誌索引



Ａ５変・上製・324 頁　ISBN978-4-7972-8091-3　定価：本体6,000円＋税

社会運動と労銀制度
（第８回配本：福田徳三著作集第 11巻） 編集 玉井金五・杉田菜穂（解題）

刊行にあたって（西沢 保）

凡　例

『社会運動と労銀制度』　序　

第一篇　社会運動の理論的根拠

　第一章　社会観念の発達

　第二章　人類生活共同化の行程

　第三章　経済生活と人格生活

　第四章　共同生活による人格の解放と制限

　第五章　人格闘争としての社会運動

第二篇　労働争議の意義及び種類

第三篇　労銀制度

　労銀制度討議報告要領

　報告講演

 〔付　録〕

　（甲）　労銀形態調査数内訳表

　（乙）　労銀二主要形態分布一覧表

　［挿　図］

　第一図　単純時間給

　第二図　出来高給（請負給）

　第三図　直線型賃銀形態の生産時間と労賃費

　第四図　奨励加給付出来高給

　第五図　奨励加給付時間給（累進時間給）

　第六図　出来高利益分配制度の一（複雑分割　

　　　　制度の一）

　第七図　出来高利益分配制度の二（複雑分割　

　　　　制度の二）

　第八図　出来高利益分配制度の三（単純分割　

　　　　制度の一）

　第九図　出来高利益分配制度の四（単純分割　

　　　　制度の二）

　第十図　ローワン式による時間当り所得

　第十一図　対数縦横線による賃銀形態

　［別　表］

　第一図　労働者一人当り一日賃銀ならびに

　　　一仕事当り労費比較図表

　第二図　同上、三割三分の一加給付ハルシー

　　　　式による場合

　第三図　同上、五割加給付ハルシー式によ

　　　る場合

　第四図　同上、ローワン式による場合

解　題〔玉井金五・杉田菜穂〕

年　譜

人名・団体名索引

書誌索引



Ａ５変・上製・448 頁　ISBN978-4-7972-8089-0　定価：本体7,800円＋税

経済学論攷
（第９回配本：福田徳三著作集第９巻） 編集 山内　進（解題）

刊行にあたって（西沢 保）

凡　例

経済学論攷に序す

一　論　考

　一　極窮権論考

　二　株式会社本質及び起源雑考

　三　都市の経済と社会政策

　四　公営造物管見

　五　本邦通貨指数の算定について

　六　物価と通貨との関係について

　七　金地金価格の騰貴について

　八　不換紙幣論について

　九　ロバート・リーフマンの貨幣新説

　十　利潤分配制度とエルンスト・アッベ

　十一　「利用」及び「非利用」なる術語について

　十二　マルクスの真本と河上博士の原本

二　断　片

　一　カント国家及び法律哲学管見（未完稿）

　二　小野塚、牧野両博士の新著を読む

　三　大学の本義とその自由

　四　大学とは何ぞや

　五　ヴェンティッヒ教授の経済学教授法改

　良意見を読む

　六　経済学者中の偉大なる非経済学者

　七　ランプレヒト逝く

　八　逝けるベーベル

三　講　演

　一　経済統計講話（その一）

　二　経済統計講話（その二）

　三　経済統計講話（その三）

　四　経済大意講話
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