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社会主義を論ずる場合には,常に新しい可能性を求めていくことが必要である｡しかし
同時に,これまで幾世代も蓄積されてきた理論や実践をふまえなければならないこともま
た当然であろう｡
本稿ほ,この大きなテーマについて考える手がかりとして,石堂清倫氏をとりあげた.
氏ほ学生時代から82歳の今日まで60年余にわたって,この激動の時期をマルクス主義者と
しての立場を貫いて来られた｡その業績は,マルクス,エソゲルス,レ‑エソ,スターリ
ソ,ジノゲィエフ,グラムシ,ト7)アッティ,メドヴュージェフらの業績の研究と解介,
ソ連史,中国史,コミソテルソ史等に関する翻訳･研究･論評,新人会,党活動,満鉄調
査部などでの自らの生活の記録とその総括,ゾルゲ事件についての資料編集と研究等多岐
にわたっている｡またこれらの仕事にさいし,多くの人々と協力し,あるいは実践活動･
研究活動を組織してこられたことも大きな特徴である｡
私は,スターリソ批判,中ソ論争のなかでたびたび氏の見解を指針としたばかりでな
く,その著書･訳書等を通じて影響を受けてきたと思うo

ここで,氏の業績7)ストを作成

するとともに,追求してこられたテーマ,これまでの生活を付け加え簡単ながら全体像を
まとめてみたいと考えたゆえんである｡近く回想録刊行の予定とは聞いているが,これは
今後,社会主義やソ連研究を進めていくための,私なりの整理である｡以下敬称等を略す｡
全体は,

Ⅰ.バイオグラフィー,

Ⅱ.テーマ,

Ⅲ.業績7)ストの3つに分ける.

Ⅰ.バイオグラフィー

はじめに,氏の善かれたものから拾い,簡単な歩みを構成しておきたい｡
まつとう
石堂氏ほ, 1904年4月5月金沢市の西隣り,石川県石川郡松任町(現松任市)に,畜産
学･獣医学の中学校教師の次男として生まれた｡松任小の4,
あげカ王らすほや

5年のとき,明達寺の日曜

学校に通い暁烏敏師の徹底した自我の主張に共鳴したためか,中学では友人と個人の自由
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を要求する宣言書を黒板に書き,問題をおこしたことがある(76.ll.1‑120,124以下注記
は発行年月(日)‑ページ数で示す,
Ⅲ菜績7)スト参照)o父の書斎には中江兆民の『一年
有半』,『続一年有半』もあり,県会議員などもつとめた父の兄は,反政友会,反政府の活
動のため,

3回ほど投獣されたo最後に投深されたのは中学りときであったが,すでに小

学生のとき押入れの壁にはられていた新聞によって,おじの投獄について,また同じ日付
の新聞によって幸徳秋水の処刑について知った｡これが社会主義にふれた発端であった
76. 7. 15‑57).
(70.10. 31‑539,
1921年, 17歳のとき金沢の第四高等学校に入学した｡

｢わりあいに空気がリベラル｣であ

1年のとき,自道塾という合宿に,教員2,四高生2,
‑中生2で暮らした｡塾の
創立者柳川重行はペスタロッチと親賛を足して2で割ったような人で,塾の図書室のマッ
った.

クス‑べ‑ア『マルクスの生涯と学説』でマルクスを知った｡同居した打方新之丞(1926
病死)を通じて上級生の中野童治と知り合った(62.10.10)｡アソリ‑パルビュスの『クラ
ルテ』やドストエフスキーなどを読み, 『種蒔く人』や山川均の『社会主義研究』も書店で
買うことができた｡ 2年のときロシアの飢僅救済金募集の運動があり(76.7.15‑60),そ
のときできた仲間と社会問題研究会を結成した｡とはいえまだ心情社会主義者にすぎなか
った(76.5)とのことである｡
1924年,東京帝国大学文学部英文科に入学した｡中野好夫は1年上,阿部知二ほ同級で
ある｡バラック建ての寮に入ったが,寮生は全部で約350人,完全な学生管理で寮費ほ50
戟,食事ほ1回15銭程度,

4畳半2食付で25円,
月6円で生活できた(76.7.15‑61).

8畳30‑35円が下宿の相場のとき,

1ヵ

この年は, 1918年12月5日の新人会創立から4年目,前年1923年5月5日の学生大会で
は東大の全学生の6‑7割3,000名が集まって臨時学生委員会を選出するという状況であ
った.学内には,オール･パワー･トゥ･ザ･スチュ‑デソツの熱気がみなぎり,学友会
1925年11月21日の東大弁論部主催の軍
の社会科学研究部には400名近くが加わっていた｡
事教育批判演説会は右翼の七生社との対決となり,弁士の田中稔男や是枝恭二は熱狂的に
支持された(69.2.15).
2年のとき氏は図書部をつくり,和書の他ジノダィ畏フ,プハー
リソ,トロツキー,レ‑エソのもの,コミソテルソの大会･執行委員会議事録,『コミュニ
『インプレコール』,『ロシア通信』などを売ったoたまたま
スト･イソターナショナル』,
書店で英語版『共産党宣言』が350冊入荷したのを見つけ全部買い上げて寮に持ち帰り,
3,
｢私にとってほバラック寮や学生集
4時間で売りつくしたこともある(76.7.15‑65)0
(76.5)0

会所が本当の大学であった｣

新人会の活動について,次のようにも書いている｡
1926年新人会在学生会員は130名で最高であったが,全学生の3%にすぎなかった｡

｢し

かも会員ほ教室に出ないものが多かったから,このパーセソトほ現実にはもっと低いであ
ろう｡たとえば私は3年間に30日くらいしか教室に顔をださなかった｡顔をしらない学友
もたくさんある｡だからわれわれの運動の連帯感ほ稀薄でまさに実践的セクト主義者とし
て一般学生■はわれわれを外来者に近いものとうけとったかも知れないのである｣ (72.9.20
●

●

●

●

●

‑42)'｡垂生運動が学生のためのものにかわったのと同じように,日本の革命運動がプロ
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レ♂l)アートの運動でなく,プロレタリアートのための運動であったところに,組織的に
｢社会に出て知識人,
定着しなかった原因がありはしないだろうか(72.9.20‑49)｡また,
技術者,専門家の立場から,革命運動に寄与できるような任務をもつ息のながい生涯計画

をあたえられたことほない｡大衆の生活の外で,革命の前夜でもあるかのように,能力や
条件を無視して,いわば消耗品のように運動のなかに投入された憾みがある｡
‑‑われわ
れほ『新人』を自認したが,新しいのは頭だけで,われわれの胴体も足も前近代性にふか
くのめりこんでいたようである｣
(76.7)0
当時から,河上肇,

『社会問題研究』はそれほど評価しなかった｡すなわち,

｢志士仁人

が不平な労働者を憐れむような姿勢に同意できなかったからである｡失礼な詰だが講壇社
会主義の一派くらいに思っていた｣.一方,山川均については,
｢『方向転換論』いご,山川
さんの言説は精彩を欠くようになってきたように感じられた｡山川さんは社会主義と労働
運動の結合の必要を説きながら,政治的自由が極度に制限されている日本で,どうやって
それをやるのか明示しない｡労働運動自身に社会主義運動を代行させる風潮を批判するな
ら,現象としての急進主義の背後にある順応主義ないし合法主義をどうするのか聞きたい
というのが,私たちの希望であった｣｡このような状況のなかで勃興してきた福本主義に
｢戦後ひところおこなわれた『実践論･矛盾論』の学習運動も,それが広範囲に

ついてほ,

及んだことは認めなければならないが,その発想法から具体的手法,残された結果などの

点をとっても福本主義時代の生き写しであるのにおどろかされる｡｣と述べている(68.6.
10)0
1926年着から新人会の合宿をふやすことになって森川町一番地に移り,両部没後の田舎
から連れてきた殊にまかないをさせた.この合宿にほ亀井勝一郎や鹿地亘,秒間‑良もし
ばらくいた.ここで社会学科の西田信春〔1933.2.11ごろ警察で没〕とルカ‑チやコルシュ
を読んで福本和夫の初期マルクス論の出典を知り,次いでフリダ･ルビナ‑訳のレ‑ニソ
1926年新学期の学生委員会選
ー巻選集を読んだ｡ ｢何をなすべきか｣の抜粋ほ役立った｡
挙で文学部3年は西田信春と中野重治を候補にたてた(70.10.31‑273).
この年の秋,西田とあと2人計4人で3年上の永野成夫をキャップ,浅野晃を補助チi
一夕‑として何カ月聞か政治運動の特訓のようなものをうけた｡そのころから幹部候補生
にされたようである(76.7.15)｡
1927年春卒業,中学の英語教師に内定していたが,市河三善教授に｢赤｣であるといわ
れてつぶされ,

3月はじめ関東金属の杉浦啓一から関東電気労働観合本部で働くようすす

められ,ただちに承諾した｡杉浦や出版労働の中尾勝男の指揮下で労魁のオルグとなった
わけである(70.10.31,

76.7.15‑69)｡この年新人会員の卒業生は39名でうち14名が労働

観合･農民組合や無産政党,運動関係の弁護士事務所などに行った｡馬込村(いまの大田
区馬込東2丁目)で,鉄道従業員取合の書記となった西田と共同生活を始めたが,越して
1カ月くらいして大間知葛三〔1900‑1970〕,岩田義道〔1932.ll.3虐栽〕;栗原佑〔後熊本
商科大教授コが押しかけてきて5人で生活した｡この頃の生活について栗原は次のように
回想している(70.10.31).
｢色々な集会や研究会があるので,朝は8時ごろにはそろって出かけ,夜は帰ってくるの
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がまちまちなので,一みんなで顔を合せるようなことはほとんどありませんでした｡皆でそ

ろって飯を食ったことなど,ほとんど一度もなかったばかりか,そもそも鍋釜食器類など
もなく,薬種と茶番や茶脱があるくらいで,あれでよく暮していたものだと,あとで思い
だしては不思議に思うくらいです｡私は父から月三十円を送ってもらい,それでどうにか
こうにかやっていました｡岩田君ほ奥さんと二人の子供を松山に残し単身でしたが,もち
ろん決して楽でほなかったようでした｡西田君と石堂君ほどうしてやっていたのでしょう
か,ついによう聞かずじまいでしたが,今の時代のように組合の方からサラリーほ出るわ
けではなかったようだし,出たとしてもほんの雀の涙ほどのものだったでしょう｡｣秋に
2,
3日後西田と2人野方村(高円寺駅から16,7分
この合宿を解散,滝野川へ移ったが,
のところ)へ越した｡ 11月ころには電灯の引込線もきられ,ろうそくで生活した(70.10.

31)0
1927年10月日本共産党に入り,

『無産者新聞』の編集者となった｡この新聞は『赤旗』の

前身にあたるもので,

1928年の三･一五のころ発行部数は5万くらいに達していた.党員
(79.2.15‑132,142門屋,関
は5‑600人,エージェソトを入れれば千人くらいであった.

根)新聞の主筆は佐野学,編集長ほ是枝恭二であった｡
て参加した｡

28年の第1回総選挙には党員とし

｢福本主義｣は,日本問題にかんするコミソテルソの27年テーゼによって退

場したが, 『イソプレコール』でいちはやくその批判を理解した｡すでに,

｢一番大切なの

は,いま何をやるかということですが,福本さんをほじめ共産党はあまりそれをいわな
いんです.そのことと,職場で闘うときには戦線を統一しなきゃならないのに‑･‑政党支
｢古い唯物
持で分裂しているわけですよo｣ (76.7.15‑67.‑68)と感じていたからである.
史観は,上部構造を土台の反映として受動的にとらえ,意識過程の相対的独自性と能動性
の説明を欠いていたので, ‑‑わかい読者は主体としての人間を『福本理論』によってと
らえたと考えたのである｡そのうえ,福本氏の政治理論は,それまで日本の前衛が避けて
きた君主鍬こ対決し,前衛党結成を積極的に主張するかのように読まれた｡古い前衛の不
決断にあきたらない思いをしていた学生の心情的ラディカリズムは『福本主義』によって
みたされた.そこから一種の福本崇拝が生じ,みずからの理論的後進性を克服するため書
斎にしりぞく流派さえ生じた｡労働運動も学生運動も階級闘争の現実のなかでは『福本主
義』によって停滞させられ,昭和2年上半期にはやくもー種の反省が運動のうちに現われ
ていたから,同年のコミソテルソの批判は容易にうけいれられた｡しかしそのときほ,み
じかい『福本主義』時代に不当に排除した活動家を復帰さすことができなかった｡それは
(76.6.1‑10)0
大きな知的カタルシスの後遺症としてのこった｣
1928年3月15日には,早朝,

『無産者新聞』合宿で逮捕,愛宕暑から京橋署へ移され17日

に釈放, 3月末検挙され, 1930年暮ようやく保釈出所した｡郷里の姉のところへ帰ったが,
姉が長期入院,自身も入院したりしながら3年間過ごした｡｢33年暮れまでどこへゆくにも
刑事がついてきて,うかつに人とロをきくことができなかった｡

‑;‑ときどき公判のため
に上京しなければならないので族費かせぎに翻訳をはじめたが,翻訳料は途中で消えるの
かとどいたことがない｡村の駐在所巡査や本署の刑事の目をぬすんで,何人かの青年と連

絡をとることができた｡青年たちは農民組合をつくったが,治安維持法遵反でつかまえら
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1932年上京したときは検挙中の中野童治宅2階の西田のところに1カ月

住んだ(70.10.31).

1932年10月29日の統一公判でほ,懲役2年6月を求刑された.

1933

年転向, 11月15日第2審判決で懲役2年,執行猶予5年となった.このときの転向者16名
の氏名は, 『赤旗』165号(1933.12.ll)の記事｢英雄的同志の闘争を支持し,降伏せる裏
｢マルクス主義の真理は疑わないが,いま

切被告を断罪せよ｣に記載されている｡氏は,

(83.2.20)｡下

の自分にほ組織に復帰して運動する自信がないという意味の陳述をした｣
帯して厳冬を過す健康上の自信のなかったことも記している(76.7.15‑69)o

1932年ころ三木清と共訳した,マルクス‑エソケルス『聖家族』は,岩波文庫で校了ま
でいったが出版不可能となり,訳稿は行方不明となり,戦後訳し直さねばならなかった
(53.ll.5‑5)｡このような厳しい出版事情のもとで1933年3月はじめから日本評論社に勤
めるようになり,

38年7月まで出版部長であった｡

会が創立され内務省で月1回例会が開かれたが,

1937年10月,出版統制のため出版懇話
12月15日の第2回例会で警視庁の猪俣事

務官は,今後ファシズム反対をとなえる者は立場のいかんを問わずコミソテルソの運動の
38年5月16日,社の河合栄治郎
同調者とみなして取締まるという方針を明らかにした｡
『ファシズム批判』の自発的絶版を迫られ河合に相談したところ,

｢人間は駆引きよりほ節

操が大切ですからね｣と言われた(68.2.20)｡また長谷部文雄訳でマルクス『資本論』刊
行を企画し,第1巻だけ出版した(83.2.20)0
1943年7
1938年初夏大陸に渡り,大連の満鉄調査部に入社,大連図書館等に勤務した｡
｢社会主義的傾向など微塵もない｣
(78.8.15‑12)書誌
月,満鉄調査部事件第二次検挙で,
的記述(41.9)を証拠物件として起訴された｡
自然科学系をふくめ2,000人の研究員を擁し,学問好きの学生の憧れの的であったとい
われる満鉄調査部には,
ス主義｣について,氏は,

｢転向｣した人たちも多く働いていたが,いわゆる｢満鉄マルク
｢帝国主義機構のなかでのマルクス主義者の最小限度の任務ほ何

かを,一度だって設問したことすらない.そのような『マルクス主義』は結局ナショナリ
ズムの枠内での自己運動にすぎなかった｡掘り起して歴史に記録できるような『積極的』
なものがあったとは私は信じない｣

(78.8.15‑18)と断じる｡満鉄には｢北方方面にかん

する調査研究｣を担当する調査部第三調査室があり10妊に分かれていたが,各妊の主任ク

ラスは関東軍要員としてシベリアの主要地区の司政宮に任命されており,軍の要求に従っ
て任地の詳細な調査をおこない,ソ連占領後の施政計画案を作成していた.このグルー7'
｢情勢しだいで『新京会』でも
ほ定期的に新京に出張したので｢新京会｣と呼ばれていた｡
『共産党』でもポストが占められるというのが『満鉄マルクス主義者』の‑あるいはもっ
｢役にた
(同前‑9),
とひろく日本の『マルクス主義者』の一特徴であるかもしれない｣
ちそうに思われるあいだは,思想や前歴にかかわらず利周するが,役にたたないか,邪魔
『マルクス主義者』が軍に潜入したといえ
になれば,即座に始末することができる｡
‑

ば威勢ほいいが,イニシアティヴほ軍にあったのだ.経調の理論能力はとりたてて高いも
のでなかったことも銘記しておくべきである｣
(78.8.15‑10), ｢調査部員は中国人大衆か
ら完全に遊離していた｡それどころか,在留日本人にすら働きかけをしていない｣(同前‑
16)と厳しい評価を下している｡
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1944年12月釈放45年5月1日,新京高等法院で有罪執行猶予判決,間もなく45年5月召
集され樺村聯隊に配属,敗戦を‑ルビソで二等兵として迎え,

10月大連に帰った｡ここで

大連に住む20万の日本人に正確な情報を伝えるため,日本共産党満州事務局(岩田義道と
連絡)事件の唯一人の非転向労働者河村丙午と知り合って,新聞の発行を計画した(75.2.
25‑452)oやがて推されて労働組合の役員の一人となり,消費組合や引揚団体協議会経済
部長としても働いた｡ソ連軍の依頼で日本時代の中国人労働者政策について200枚程度執
筆,ロシア語‑訳して報告,中国人の職工総会で河村の通訳で講演をしたこともある(同
8, 000人

前‑460)｡大連の日本人は1946年10月から47年3月までに20万3,376人が引揚げ,
が残ったが,

49年10月7日最後の引揚船で帰国した(同前)｡五味川純平『自由との契約』

の約4分の1はこのころの氏のことを書いたものとのことである｡

帰国後直ちに日本共産党に再入党し,マルクス=レーニン主義研究所の仕事をすること
50年
になった｡研究所の所員ほ各部会14,5人であったが経済部会だけほ150人であった｡
問題で所員ほほとんど全部中央部に批判的となったため,研究所はつぷされ,有志を語ら
って社会思想研究所という自前の組織をつくったことがあるが,それを例外として,資料
｢『必読基本文献』のうち第1
関係の部門で山辺健太郎,松本惣一郎とよく顔を合わせた｡
集と第10集ほ,私の自宅で3人で相談してこさえたものである｡

1952年に私が国民文庫を

はじめるときも,山辺,松本の両者はまるで常勤のようにほとんど毎日きてくれた｡編集
プラソや解説も大体相談したものである｣ (80.4.16‑63)｡ 『国際資料』も自宅で編集,そ
のうち『世界政治資料』が発行されるようになってつぶれた｡
業練目録を参照｡

50年代の仕事については,

1960年ごろ, ｢私ほ離党届をだし,松本君は除名され,山辺君ほ結局自然離党をとげた｣
(同前‑65)0 『現代革命と反独占闘争』(60.12.20)の解説も党中央で問題になったようで
ある｡ 『現代人物事典』 (朝日新聞社, 1977)のしまねきよし執筆の項によれば,

｢59年佐藤

昇らと雑誌『現代の理論』を創刊したが,党中央の圧力で廃刊に追い込まれたo党費･綱
領草案と党内官僚主義を批判して61年に除名されるo春日庄次郎らの共産主義労働者党の
結成に参加｣と記されている｡同事典によれば,春日ほ,

61年7月離党,

10月に内藤知周

らと社会主義革新運動準備会を結成,

62年社革から離れ統一社会主義同盟結成,さらに67
年に前の2組織と｢日本のこえ｣の大半と合同して共産主義労働者党を結成した｡
離党後の研究和訳活動のテーマについてほ,

Ⅱに,それ以前のものもふくめ整理した.

石堂氏の今日までの生涯を貫くきわだった性格的特徴ほ,強い正義感と無私の精神で,
これがマルクス主義をしっかり裏打ちしているように思われる｡この特徴は,アメリカ人
へソリー･スミスが『新人会の研究』で,戦前の学生運動家に共通のものと記しているも

のである(78.12.25‑211).氏がくり返し,学生時代のこと,そのころの友人のことを書
かれているのは理由のあることであろう｡

7.22追加

(勤草書房,

4月に原稿を提出した後,

1949年までの氏自身の回想『わが異端の昭和史』

(業績リストにも追加)
364ページ)が発刊されたo
小稿ほ,氏がその時々の課題に即して善かれた文を材料としたものであって,現在の氏
1986.6.30,
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の意にみたないところもあるかも知れない｡あわせて回想を読まれるよう希望したい｡な
(敦草書房, 1986.5)のなかの
お満鉄時代にかんしては,野々村一雄『回想･満鉄調査部』
｢満鉄調査部群像｣に,氏がとりあげられている｡
ⅠⅠ.テ

ー

マ

スター1)ソとその時代の評価は,今日のソ連および社会主義の評価にもかかわる,現代
のもっとも重要な問題の一つである｡ソ連の｢反体希す｣歴史家ロイ･メドヴュージェフは,
その著『社会主義的民主主義』で,スターリソ批判と密接にかかわるソ連内の政治的潮流
を分類し,サ‑pフらイソテ1)ゲソツィアの一部の｢西欧派｣,ヴュソツォフら｢倫理的｣
社会主義,ソルジェニーツィソらのキリスト教社会主義,チャリッゼら｢合法派｣,グ7)ゴ
レソコらの無政府主義,民族的および民族主義的運動,セマ‑ノフらのロシア主義等をあ
党内の政治的潮
げ,マルクス主義を守ろうとする自身の立場と区別している(第4章
読,民族主義の潮流とグループ)0
石堂氏ほ,この本の訳者であるとともにすでに前年1973年にロイ･メドヴエージェフの
代表的著書『共産主義とは何か』 (原題K cy月y HCTOpHH, Let History Judge,歴史の審判
の前に)を翻訳し,スターリソ時代の諸事実をもっともまとまった形でわれわれに示し,
その他同じ著者の『スターリソとスターリソ主義』等スターリソ批判にかんする多くの著
作を紹介した｡
スター1)ソは1922年4月ソヴュトの共産党の書記長となり1953年3月没するまで31年間
その職にあったoこの間1927年までにトロツキー,ジノゲィエフらの反対派に勝って一国
社会主義路線を確立し,翌年からの五カ年計画と1929年からの農業の全面的集団化によっ
てソ連経済の社会主義的改造と建設を強行し,またコミソテルソを通じて全世界の共産党
を指導し, 1941年からは大祖国戦争を勝ち抜いた｡この約30年にわたるスターリソの支配
は,ソ連の歴史ばかりでなく世界の社会主義運動,世界史にとって決定的であった｡そし
て没後これまでの30数年間ほソ連および東欧･中国など社会主義諸国,世界の社会主義運
動が,スターリソを批判し,克服しようとしてきた期間であったが,そのなかで1956年の
ソ連共産党第20回大会ほ画期をなしており,ここで行なわれたフルシチョフ秘密報告ほ大
きな衝撃を与えたo
石堂氏の業績はすべてがスターリソ批判にかかわるものであるといえようが,この1970

年代を中心としたメドヴュージェフらの仕事の翻訳や解説ほ,もっとも直接的なものとし
てその業績のなかの第1のグループをなしていると言えよう｡ついでに述べれば,トロツ
キーについては,
｢スターリソ的官僚主義を克服しうる高次の原理を所有しなかった･‑‑･,
民主主義についてほスターリソと大差のない哲学をもっていたのである｣とし,サルト
ル,マルク‑ゼやナロードニキ主義に拠ることは支持せず,レーニンが｢左翼小児病｣で
警告したような立場を戒めている(71.3.31‑455,456)0
この場合,氏が『全集』翻訳者の1人としてスターリソの著作を十分に研究し,その業
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接にも通じていることを強調しておかねばならない｡しかし,すでに1953年2月,
法的唯物論と史的唯物論』 (国民文庫)解説を,

『弁証

｢いかなる理論でもこれを教条主義的にま

なんではならない｡

‑‑本書に述べられているような一般的な理論をつねに日本の現実的
諸問題とむすびつけて理解してゆくような学習態度をとることが,なによりもたいせつで
1969年｢エソゲルスの論文『ロシア･ツァーリズム
ある｣と結んでいる｡著作の研究は,
1971年｢未紹介のスターリソ諸論文｣と続けられており,
の対外政策』について｣の訳,
また反対派となったジノヴィエフ『レ‑ニソ主義研究』に及んでいる.氏はまたレ‑ニソ
全集刊行委員の一人であり,マルクスニュソゲルス全集翻訳者の一人でもある.コソフォ
ース『マルクス‑レ‑ニソ主義古典入門』も訳されている｡これら1950年代を中心とする
マルクス,レ‑ニソ,スターリソの翻訳ほ,氏の業績の第2のグループをなしている.
スターリソ批判後盛んになった構造改革論と中ソ論争論についての追求ほ,第3,第4
のグループということができよう｡
前者についてほ,

『現代の君主』をはじめ『選集』の編集,翻訳,トリアッティ,キャメ

ット,ピオットらの研究の翻訳等,イタリアの共産主義者アソトニオ‑グラムシ(1891‑
1937)についてのものが主で,研究会活動も主宰し,グラムシ思想の紹介に大きな役割を
果たした｡

1962年の氏の『現代変革の理論』最終章のテーマともなっているグラムシの主
張は次のようなものである｡
すなわち,かれは,強制‑支配による｢政治社会｣に対して‑ゲモニーが原理となる
｢市民社会｣を区別し,いきなり｢運動戦｣によって｢政治社会｣を奪取したロシアの場合
と違って,資本主義の発展した国の労働者階級ほ,まず｢陣地戦｣によってブルジョアジ
｢市民社会｣でヘゲモニーを奪わなければならな
ーのイデオpギ‑的支配をうちこわし,
いが,そのためにほ党内で民主主義を確保し,目的意識性と自然発生性を結合し,党の質
を高めねばならないとしたのである｡

氏はグラムシ研究と体験に根ざした組織論,運動論について,次のように述べる｡
｢司令部と兵を接触させ,組織的にも思想的にもこれを連結する中間の要素,いわば下
士官の層がひろいときは,その党ほ強力であり,危機におちいっても党は右翼化すること
がない｡この3つの要素には最適の比例関係があり,それを適切に実現することが組織者
の任務である｡この凝集･同化ほ目的意識的な行為であるから,それにほ客観的な規律が
必要であるが,規律は権威的に外から強制されるものでなく,下部党員によって自由に受
けいれられる質をもたなければならない｡内面的等質化の保障(党内民主主義)がないと
きは,必然に官僚化をまねくが,官僚主義ほ指導の代わりに支配を持ちこむものであっ

て,それがあるときほ,労働者階級自体が他の諸階級を指導することができず,社会主義
に移行するための歴史的ブロック内の‑ゲモニーほ実額されない｡討論と行動方針の決定
とその実行を監督するための指導者選出に下部党員がどの程度に自由に参加するかという

ことは,党の質をたかめるうえで本質的な手段である｣(72･9･15‑173‑174)o最準に,｢た
しかにグラムシとトリアッティの構想に一致点が多いが,トリアtyティのいう支配的な合
法性の枠内での『平和的な』道ほグラムシのものでほない｡
‑‑得票拡大の努力が‑ゲモ

石堂清倫一人と業績

9

ニー闘争をはるかに凌いでいるのであれば,グラムシ思想の放棄と見られてもしかたがな
(77.3)とされていることを紹介しておきたい｡

いであろう｣

中ソ論争については, 1963年の『中ソ論争論』でまず次のように日本の思想的風土を批
判する｡すなわち,
とする｣

｢最近数年の日本共産主義運動ほ,極度のイデオpギ‑的貧困を特徴

(63.6.25‑14),

｢ソ連邦の人びとの考え方も正しく,中国の人びとの議論にも根

拠があって,そのどちらが正しいかをきめようとするのほ意味のないことであるとか,両
者の対立は,それぞれがおかれている歴史的環境と民族的条件の差異に起因するにすぎな
いとかいう人びとがある｡こうした見解ほ,かなりひろまっているにもかかわらず,いわ
ば俗論であって,対立を説明することにほならないで逆に,対立の一方を支持する手段に
なっている｣
｢‑‑功利的な策略観が中国の人びとに濃厚で
(同前‑20)｡翌1964年にほ,
ある.わが国でほ,中国の立場がより原則的だと考える人がすくなくない.このことほマ
ルクス‑レ‑ニソ主義の原理がどのように解釈されているかということにかかわってい
る｣, ｢『人民』という言葉がますます中国の文献にあらわれている｡

‑このように内容
の一定しない超階級的な概念が,実体としてのプロレタリアートにかわって変革の主体と
なりえないことはいうまでもない｣,

｢現代の科学と技術を内容とする高度生産力のうえ

に,いかにして資本主義を凌駕する新しい社会関係をきずくかということが国際的な課層
となっているとき,人民公社に共産主義の夢を托するのほ,急進的空想である｣(64.8)と,
中国の立場を厳しく断罪している.毛沢東思想にほげまされて一時爆発したラジカ7)ズム
について,
｢尭進資本主義国のプロレタT)アートがプロt,タ7)ア革命のリーダーシップを
にぎれないでいるどころか,それらの国が世界反動の中心とさえなっている現状からすれ
ば,世界史的使命が,階級からラジカリズムのイデオロギーに移動するということに,な
(71.6.10‑228)と解釈している｡
にがしかの共感がよせられるのも自然のことであろう｣
｢日本における社会主義運動の歴史を,党派的な立場にとらわれずに,政治運動,労･農
道動,文化･思想運動など,それを構成したあらゆる領域にわたって調査･研究する｣
(運動史研究会内規)ことを目的として氏や荒畑寒村ら10人を発起人として1977年に設立
された運動史研究会等の仕事ほ,第5のグループをなし,最近の業鎮の主要なテーマとな
1982年の『運動史研究』第10号巻頭でほ, ｢レ‑ニソがほげしい弾圧のなかで,
っている｡
大会,協議会,中央委員会の記録を保存することに最大の注意をはらい,関係資料の蒐集
と保管に努力したのは,けっして偶然でない｣と述べ,わが国では記録を残さないことを
原則としてきたため, ｢運動の自己批判にとって根本資料がしばしば欠落している｣

(82.

8.31‑ll)と正確な記録の保存の意義を訴える.
明治以降の運動について,氏は次のように要約する.すなわち,日本では社会主義が労
働者階級自身の組織化よりずっと早く外来思想としてとり入れられ,知識人の運動とし
て,つまり｢志士仁人の運動｣として定着した｡

｢上からの,頭のなかの社会主義である

けれども,生活の社会主義というものが定着しないうちに,幸徳事件で一切の発展が遮断

●

●

された｡そういうことが歴史的前提としてあったのではあるまいか｡それで労働者のため
｢労働運動が社会主義運動に
の運動ほ, ‑･‑労働者自身の運動にはまだならない｡｣また,
●

●
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なりうるとすれぼ,どういう機構を通じて,どういう手順で社会主義運動になるかとい
う,それはどうも突きとめられたことがないのでほあるまいか,そのまま少数者運動とし
て固定したのではないか｣

(73.2.25‑64‑65).

党史にかんしては, 1972年8月刊行の『日本共産党の五十年』について,
｢この党派的
叙述が,同時に全日本労働者階級の運動史になっていない｡
‑‑労働者階級と支配階級の
現実の関係ほどのような関係にあったか｡自然発生的な労働者の経済闘争と,社会主義意
識の結合ほどの程度に存在したか｡いろいろの政治集団にたいする共産主義者の『指導』
ほどんな方式でおこなわれたか.それらの政治集団の主朱を総計しても客観的歴史がつく
られるのでないとしたら,歴史の現実の経過ほ何を語ることになるのか｣これらの設問に
対する答えほこの本には見あたらないと批判している(82.8.31‑6)o
党史の具体的問題として,

1923年関束大震災のさいの白色テロルによる自発的解党に反
対したのほ荒畑,高瀬の2氏だけであったこと,
26年12月の再建大会のイデオロギーであ
った福本主義に古い幹部ではっきり反対したのは荒畑氏だけであったこと,福本主義ほ党
幹部層全体の思考と行動をさすと考えるべきであるのにコミソテルソから批判をうけると
幹部層ほ自己批判を深めずにまず福本氏個人を非難攻撃し肝心の党の体質改善の必要が二
義的な問題とされたこと,理論的実践的セクト主義克服の努力が開始されないまま三･‑
五の大検挙となったこと,などが述べられる(73.2.25‑27‑28)o
27年テーゼ, 32年テー
ゼについて,理論的責任をもともと実際家で老齢であった片山潜にもとめるのほどうか,
32年テーゼのツァーリズム‑天皇制ほ｢思いつき的類推であって,分析の結果の結論でほ
ない｣･

｢『五十年』ほ32年テーゼについて,日本の革命的情勢の切迫という主観主義的評
価と,社会ファシズム論のセクト主義を除けば,あとは正しいという立場をとっている
が,首肯しがたい｡軍事的警察的天皇帝陀,日本帝国主義の政治的上部構造として検討す
る作業ほまだはじまったばかりである｣

(同前‑29‑30).

51年綱領｢当時共産党の指導の
もとに多数の学生が夏季休暇に農村調査をやったが,その結論は日本農村の『実態』が,
毛沢東の『中国社会階級の分析』と一致するまで何回でも訂正させられた.いまは一つの
戯画として思いだされるにすぎないが,権威主義,事大主義,模倣主義の適例であり,毛
沢東が『実事求是』を原則としたことは,この模倣者の念頭になかった｡この新綱領ほ,
実践的にも破綻し,このもとでたたかわれた軍事方針の諸闘争は,党と国民を離間するに
とどまった｡

‑‑周党指導部は,不正常な時期のものであるからといって,責任をさけて
いるが,党を正常に復した第6回全国協議会が,綱領の『すべての規定が完全に正しい』
とうたっている以上責任ほさけられない.六全協決議原案ほ一読して中国文からの訳とわ
かるものであり,植民地従属国という用語ほあいまいで非科学的であった(同前‑31).
テーゼがすべて理論的に整合していたとしても,これを排列することで革命運動史ができ
あがるわけではない｡党員と労働者階級がそれをどう理解し,どう実行したか｡社会運動
全体のなかでどんな結果をうみ出したか｡これらを明確に叙述しない党史ほ無意味であろ
う(同前‑32)0
最後の点に関連し,テーゼがあればすべてという｢テーゼ主義｣が転向に関係がないと

石堂清倫一人と業績

ほいえないと述べる(同前‑41)o

ll

この転向の問題は第6のテーマとなっているといえよ

う｡
三･

‑五事件後萩中に生まれた｢解党派｣ほ,待合あそびをするような指導者に義憤を
感じ,清潔な運動を天皇制との和解のもとに再建しようととなえたが,支持者も少なくや
がて消滅した｡要するに｢近い将来に革命が可能となるほど実際ほ安易なものでないこと
に気づいた人びとが,適当な口実をみつけて離れたという程度のものであったo｣

(同前‑

37)第2次の,天皇制の中国侵略を是認し,コミソテルソと絶縁して一国的社会革新をと
なえた1933年の佐野･鍋山転向は,その論理構造ほ脆弱で,ほとんどプロレタリアートか
らも顧みられず,転向した人々にとって,それほ｢理論的回心というよりも,挫折心情に
恰好の表現をあたえるだけのものであった｡｣
(同前‑37)
続いて氏ほ次のように記す.

｢日本の転向ほここに述べたような個人的な挫折や降伏で

はなかった｡それほ朝鮮と中国にたいする抑圧と侵略の帝国主義にたいする同意として可
能になった｡ 『帝国主義戦争を内乱‑』とほ正反対に,国内の階級矛盾のはけ口を対外侵
略に求めた支配階級の政策に共産主義運動の一部分が加わったところに転向の最大の意味
があった｡多くの共産主義者の観念上の『国際主義』は,危機の瞬間にほ『社会排外主義』
(同前.‑42)oそして,
に容易に転化しうるものをはじめから内包していたにちがいないo｣
｢新京監獄に移
満鉄調査部事件はその例と考える.そして次のような経験が紹介されるo
ってからの満鉄事件の共同被告にほ,もともと思想的一致があったわけでなく,連帯意識
はまったくなかった‑‑‑｡そうした空気のなかで,中庭の向う側の既決囚の裁縫工場では
たらく中国人青年の集団は異彩をはなっていた｡彼らは建国大学か何かの学生で,

2クラ

ス全員だということであったo作業中一日に二回集団で体操をするのだが,みごとな規律
をもち,すこしも悪びれることなく,昂然として勝利を信じているという凪があった｡刑期
は無期から7年あたりまでという｡共産党か国民党かわからないが,民族解放のための団
結ほ私たちの窓にもったわってきた｡彼らにほ戦うべきものがあった｡裏切はあっても転
向する余地ほないのであろう｡関東軍が束になっても彼らの抗日闘争をおしつぶすことは
できないであろうと痛感されたoそれにひきかえ私たちは,なすべきことをなさなかった
ために罰せられたようなものである｡だから捕えられてもたたかうことができなかった｡｣
日本でほ,

｢アソトニオ･グラムシの言葉をかりれば,伝統的知識人が,古い立場のまま

で有機的知識人の役割をはたそうとしたのである｡

『転向』は一つの立場からべつの立場

への移行であるが,日本の場合,外見は有機的知識人から伝統的知識人‑と逆行したよう
に見えて,じつほ立場そのものは,ほじめから伝統的な,つまり支配階級の立場であった
かもしれない｡天皇制と対外侵略の問題にたいする態度決定が要求されると,本来の立場
が姿をあらわしたとみてもさしつかえがないのである｡｣
苦でほない｡

(同前‑46)これほ決して過去の

｢著者亡渡部義通〕に養成された世代の歴史家たちがアカデミズムに吸収さ

れ,体制内に定住し,組織内でも理論的異議申し立てどころか,自由に意見を述べること
さえ回避していることが述べられているが,それもまた一つの転向であろう｣
(75.1.17‑
63)0
座談会,

｢『転向』の新たな研究をめぐって｣の結びの部分｢玉砕主義とセクト主義をの
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り越えて｣では,次のように発言されている｡

｢思いがけないことを中共の人から教わったことがあるんです｡あの人たちほ,日本軍
の侵略が始まってから,実によく相互の力関係を計算するわけです｡今われわれが動員で
きるのは何個大隊だ,蒋介石ほ何個大隊だ,日本軍ほ何個大隊だ,これがどういうふうに
増えるかわからない,あるいほ持久戦の段階ではどうだ｡そういう段階もちゃんと計算し
て,その時の力に余るような課題をコミソテルソがいくら言ってきても面従腹背で,まず
自分たちの判断にも七づいて行動した,と｡
(日本では)党の組織論もそうだったと
‑‑

思うのですが,考え方自身が一種の玉砕主義みたいな,革命運動というのはそういうもの
だというようなことが,かなりあったのではないかと思います｡同志の身辺の安全を図る
とか,活動して半年や二,三カ月で捕まるのではなく,長期にわたって活動させるとか,
そんな配慮はなかったですね.

････.･一種の短期決戦型の運動には,フィードバック機構な
んていらなかったんでしようね｡だから短期決戦運動ができそうもないと思ったら,金運
動が雲散霧消するわけですね｡｣ (83.8. 31‑33‑34)
氏の個人的な知り合いで傑出した活動家であった尾崎秀実とその協力者リヒアルト‑ゾ
ルゲについての研究が,第7のグループをなしている｡このテーマについての氏の見解ほ

最近の｢T)ヒアルト‑ゾルゲについて｣(86.4)にまとめられているように思われるoここ
ではゾルゲの日本分析から興味深くかつ辛殊な2つの再引用をするにとどめたい｡
｢〔日本に〕政府ほあるけれども,これほ力のある軍と官僚層と財界の三つのものの寄せ集
めであり,その三つのものの力関係でしばしば方向が動揺し,変化して,一貫性は持たな
い.その内部でほ,内的な一貫性と必要なときの決断性というものを持たない政治であ
る｡｣

｢日本社会には,いたるところに上長者,年長者に服従するような小さな天皇制というも
のがびまんしている.その総合としての中央の天皇制がある｣

(86.4‑90).

ⅠⅠⅠ.業績リスト

1985年から作成してきていたリストを整理しワープロに打って,
1986年2月末,氏にお
送りしたところ,折り返し,気付かれた点のコメントと千葉工業大学の伊藤晃氏作成のリ
ストをいただいた｡伊藤氏は石堂氏とともに『運動史研究』編集者の1人であるが,最近
の業績も集めておられると聞き, 1950年以前と80年以降について,さらに詳しいリストを
作成していただいた｡そのさい伊藤氏より,最初のリスト作成にさいしては,宮坂博邦氏
の作成されたリストも参考にしたこと,また別に慶応大学学生山田則彦氏のリストもある
として,それぞれコピーをいただいた｡

したがって,このリストは,ほじめの私のリストを,伊藤氏のリストによって補い作成
したものであるが,

1950年以前と1980年以降については,伊藤氏の作成されたものを基礎

としている｡新聞ほ当初省いていたが,後で考え直し,山田氏のリスト等から加えた｡
作成にあたってほ,国会図書館その他の図書館でできるだけ現物にあたり,発行日等を
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確かめたが,なお不明の点も残している｡お気付きの点,ご連絡いただければ幸いである｡
なお本文の注記は,発行年月(日)とページ数でたとえば(53.ll.5‑4)と示したo
ほとんどの訳書には解説も執筆されている｡
1924‑25

訳.篠井英夫名

1926

書評.北山幸夫名

‑レソブルグ｢コミュナ‑ルのパイプ｣,某誌
山川均の著書, 『学生運動』

電気労働運動の現勢,

1927. ll‑12高山英一名

『労働者』

関東電気労働組合の文書を多数作成
1.10号｢全労働者の憎悪の的,野田工場の煙,闘争の町野田‑｣,

1928

2.17号外

｢日本共産党のピラ全国大都市に撒かる,労働者荷一斉にふるひ立ち資本家
政府色を朱ふ｣など『無産者新聞』に多数の執筆記事
1931

訳.石田清行名

発禁
レ‑ニソ『カール･マルクス』,南蛮書房
グーコフスキー｢歴史科学とは何ぞや｣,
『歴史科学』 1

1932.

5.

1訳.無署名

1932.

6.

1訳.同上｢『アジア的生産様式』の問題に関するマルクス･エソゲルスの見
解の発展｣, 『歴史科学』

2

1932.

7.

1訳.ポクロフスキー,ユム･ユヌ｢レ‑ニソと歴史｣,

1932.

9.

1訳.ゴーデス,

『歴史科学』3

‑ム｢アジア的生産様式に関する討論の総決算｣,

『歴史科

学』 5

〔『歴史科学』は白揚社刊,1976,青木書店で復刻〕
訳.レ‑ニソ『農業問題』,大山岩雄訳のうち数編
訳.グーコフスキー･トラフテソベルク『前階級社会の歴史』,訳稿ナウカ
で滅失
1938.

7

論壇時評.

1939.

3

3.21,23,24

P

･C･L名｢回顧と前進｣,

『日本評論』

｢大陸における日本語普及上の問題点｣,

『満洲日々新聞』に3回

連載
1939

読書欄

1939

資料紹介.福田省三｢華僑経済論｣,
世相あれこれ放談, 『協和』256

1940
1941.

支部社会研究, 『協和』246

在北京ロシヤ伝道団の業績,

9

資料解介.
3

1942.

9.

『書香』132号

『満鉄資料嚢報』6‑3
F.カールソソ｢支部の軍隊｣,
ロシアにおける支部研究, 『満鉄資料嚢報』7‑3

1941
1942.

『満鉄資料嚢報』4‑10

5

K.

時間と資料, 『北薗』(満鉄‑ルピソ図書館)

4‑4

1943

業務報告,資料的業務の一つの例,改巻『資料嚢報』

1943‑44
1949.11

訳. /1ルト7)ド｢イスラムの世界｣,
『回教圏』7巻7‑8,
旅大地区(旧関束州)の近沢,
『アジア経済旬報』58号

1949.12

新中国の一角から

1950.

1‑5

大連近情報告, 『世界評論』4‑12

8号

『アカ‑タ』
無署名,平和共存論,改良と革命,など,
中共の党内学習について, 『新しい世界』

8巻2‑3

14

1950.

木村
1
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中共地区の大連見たままの記,

1950･2･28‑1952.7.15

訳者

5‑1

̲『真相』
訳. 『マルクス‑エソゲルス選集』̀全23巻一大月書店
江口朴郎

宇高基輔

舌在由重

堀江邑一

副島種典

宮川実

村田陽一等53名
1950.

佐藤勇名

7.10

1950･10.15
1951･

6

1951･

9･15

片山潜,

引揚問題のはなし, 『自由国民』

30

『社会科学講座 算6巻,社会問題と社会運動』,弘文堂

レ‑ニソ,スターリソ,舌在由重,真下信一監俵『萌代思想12講』,ナウカ社
訳.中共幹部必読文献編集委員全編『レ‑ニソ,スターリソ社会主義経済建
設論』上,五月書房

1952･2･10‑1953.6.30

1952･

『毛沢東選集』4巻･別巻学習参考資料Ⅰ解題(無署名)

Ⅱ解題

(尾崎庄太郎) Ⅲ,三一書房
1訳.レオソテエフ,レフ･アブラモゲィチ『政治経済学』,五月書房

4･

1952･5･6･‑1953･5･25

訳. 『スターリソ全集』全13巻,

書店,刊行会代表者
翻訳責任者

細川嘉六

戦後著作集,大月

1954.ll.30

平野義太郎

堀江邑一

1953･

2･28

除村吉太郎 山之内一郎 平沢三郎
訳.スターリソ『弁証法的唯物論と史的唯物論
他二篇』,国民文庫社

1953.

5

訳.ツアメリアソ,イ｢ナツイアとナロードノスチ｣,

1953.

6.30

訳.中共幹部必読文献編集委員金偏『レーニン,スターリソ社会主義経済建
設論』下

1953.ll.

5

五月書房

訳.マルクス･エンゲルス『聖家族』,岩波文庫

1953.ll.25‑1969.10.15

『レ‑′ニソ全集』全45巻,大月書店

刊行委員会

飯田貫一

石堂清倫

平沢三郎

藤川覚

刊行委員会ほ,国民文庫社国民文庫で,

川内唯彦

大月書店国民文庫で, 1960
『労働組合論(上･中･下)』,
ルクス』, 1966
1957.5‑1958.5

蔵原惟人

音在由重

松本惣一郎
1952

『1905年の革命』,1956
る』,1955
業綱領』,など

1953.12.15

『歴史評論』45号

村田陽一 山辺健太郎
『国家と革命他』,1954
『貧農に訴え

『人民の友とほ何か』,『社会民主党の農

『党綱領問題(上･下)』卜『国家資本主義論』,
1964

『哲学ノート(上･下)』,

『カール･Lマ

『さしせまる破局,それとどうたたかうか』,など
『レーニン選集』全12冊,大月書店

マルクス=レーニン研究訳

刊行

コソフォース,モーリス『マルクス=レ‑ニ'/

主義古典入門』,国民文庫
国民文庫編集委員会編で,
文庫社 刊行

1954

『党建設の基本問題(レ‑ニソ･スターリン)』,国民

1954.

6

書評.イタリア共産党編｢イクリ､ア共産党小史｣,

1954.

9.30

訳.野間漕と,レオソチ羊フ,レフ･アブラヰヴィチ､『マルクス主義政治経

1955.

1.20

済学入門』上巻,三一書房
訳.トリアッティ『平和論集』,国民文庫

『前衛』 93号
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1955.

1.25

1955.

2.

1956.

4.20

1957.

3.15

15

『アカ‑タ』

ロシア語版｢マルクス･エンゲルス全集｣第1巻発刊によせて,

『マルクス･レ‑ニソ主義研究』

1平和的共存について,
社会主義と民族問題,

4号,青木書店
『現代社会主義講座1社会主義の理論と現状』,東洋経

済新報社
平和的移行の形態,片山さとし･豊田四郎編『日本革命の新しい道,共産党
新綱領の問題点』,大月書店
1957.

5.

7

1957.5‑1958.5

同志西田信春のこと, 『アカ‑タ』 2269号
『レ‑ニソ選集』全12冊

大月書店,各巻に解読(無署名),月報に,氏

族の問題,補足にならない補足,など
訳霜. 『萌代革命の展望,社会主義への移行の理論』,合同出版社

1957.

7.15

1958.

4

ニL‑ゴ共産主義者同盟綱領について,

1958.

8

体制としての社会主義の方向,

1958.12.

『中央公論』73‑4

『中央公論』73‑8

1訳｣浅原正基と,ソボレフ,ア『移行形態論,資本主義から社会主義へ』,令
同出版社

1959.

1.

1959.

1.20

『おちぼ』253

1無視される｢中立｣,

資本主義社会における少数者の問題,

『現代資本主義講座』第4巻,東洋経済

新報社
1959.

2.20

西田倍春をしのんで,

『アカ‑タ』 2821号

1959.

7

回想･後期の新人会,

『労働運動史研究』16号

1959.10.20‑1975.11訳.聖家族,道徳的批判と批判的道徳,亡命者偉人列伝など
『マルクスニュソゲルス全集』全41巻,大月書店
監訳.大内兵衛･細川嘉六
1960.

5.

5

訳者

百数十名

訳.浅原正基と,イリーチェフ,ユリ･エフ『社会主義政治教程』上,合同
出版社

1960.

6.20

釈.岡上,下

1960.

7

溝造的改良について,

1960.

9

『唯物論研究』 7月号,青木書店

とらわれないマルクス主義者‑アソトニオ･グラムシ,

『新読書』 9月号

1960. 12

『中立日本の構造』,合同出版社
大橋周治,上田耕一郎,不破哲三と,
社会主義への道と構造改良, 『月刊労働問題』31号,日本評論社

1960. 12

イタリアにおける民主主義闘争の教訓,

1960. 12. 10

4
現代の革命について,東京外語大『外語文化』
訳編.解説. 『萌代革命と反独占闘争,資本主義諸国共産党の社会主義への

1960. 10. 15

1960. 12. 20

『産業労働』12月号

道』,合同出版社
1961.

2.

l訳窮.山辺健太郎と,

1961.

2.

6

佐藤昇との共同執筆

『コミソテルソ･日本にかんするテーゼ集』,青木書店
構造改革論の争点,社会主義日本‑の構憩,

書人』 361号
1961.

3

討論.今井則義･佐藤昇J･浜川津･一柳茂次･松下圭一と,構造改革論批判
‑の反批判,

『経済評論』,10‑3

『週刊読

木村

16

1961.

3.25

編著.佐藤昇と,

英亮

『構造改革とはどういうものか』,青木新書

第6章,構造改革の思想的系譜,他に執筆者

大橋周治,浜川津,石渡貞

雄,杉田正夫
1961.

4.

1961.

4.25

3

書評.山崎功｢反ファシズム抗争｣,

『週刊読書人』369号

社会主義政治経済研究所訳編『現代革命の基本問題

81ヵ国声明と各国共産

党』,合同出版社
1961.

6.30

訳.上杉聡彦と,フェルラーラ,マT)チェツラ･マウT)ツィオ『トT)アッテ
ィとの対箭』,上

三一書房

1961.

7.20

訳.同上

1961.

7.25

訳.藤沢道朗と,トT)ア.yティ『コミソテルソ史論』,青木書店

1961.

8.25

訳.アファナシエフ,ゲィクトル･グ7)ゴT)ユダィチ『入門哲学教程』上,

下

合同出版社
9

1961.

平和と労働と幸福の綱額‑ソ連共産党新綱領についての論評,

『経済評論』

別冊付録
1961.ll.20

解説.山崎功監修,代久二編集『グラムシ選集』

1,合同出版社

1962.

1.

1962.

1.30

1962.

2

アルバニア問題の意味するもの,共産主義運動の保守と革新,
題』45号,日本評論新社

1962.

3

1962.

4.15

ソ連イデオロギー会議の内容, 『国際評論』3月号
解説.トリアッティ『アソトニオ･グラムシ』,青木文庫改版

1962.

4.20

訳.スターリソ｢党活動の欠陥とトロツキスト的およびその他の二心者を梶

1アソトニオ･グラムシの生涯と思想,
訳.アファナシエフ,前掲書
下

絶する方策について｣など
田村進と,

『新しい路線』1‑1
『月刊労働問

代久二･鶴田三千夫･木村克雄･長田三幹夫･

『スターリソ主義とアルバニア問題』,合同出版社

1962.

4

対談.前野良と,転換期の詩論争,

1962.

6.10

監訳.訳は志水速雄･為貞貞人,マルクス『バクーニソ･ノート』,合同出版

『国際評論』4月号

社
1962.

訳∴レオソテエフ,レフ･アブラモヴィチ『入門経済学教程』,合同出版社

6.20

1962.10.

1

1921年から27年まで, 『中野豊治全集』第13巻月報15,筑摩書房

1962.12.

1

『現代変革の理論』,青木書店

1962.12.20

訳.ピロゴフ｢日本経済に何が起こっているか｣,

『世界経済と国際関係』第

3集
1963.

1

1963.

2.10

グラムシの創造的研究のために, 『グラムシ研究』 1号
解鋭.変革の展望をめぐる2つの路線,産業労働出版所『国際政局と社会主
義への道』

1963.

2.31訳.鶴田三千夫･中村文夫･上杉聴彦･西川一郎･中嶋嶺雄･森田と,前野
良解説『中ソ論争,平和共存,戦争,革命の理論』,合同出版社

1963.

3. 6

訳.解鋭.レ‑ニソ｢1921年7月11日コミソテルソ第3回大会のドイツ,ポ
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‑ソガリー,イタリア代表団との協議会での

‑ランド,チェコスロバキア,

演説｣ガリ版パソフレット
1963.

4

束方と西方, 『グラムシ研究』 2号

1963.

6.25

『中ソ論争論,二つの思想へのアプローチ』,青木書店

1963.

8.20

1963.10

訳.上村忠夫･西川･上杉･鶴田･中島･中村と,
訳.グラムシ研究集会集,
『グラムシ研究』第3集

1963.11

訳.後藤康夫と,

『続中ソ論争』

『EEC諸国における農業構造問題』,農林省農政局農政

課,欧州経済委員会農業事務局『欧州経済共同体諸国の農業の主要な生産秦
件』 (1960)の一部翻訳
1963

戦後学生運動にかんする覚書,ガリ版パソフレット

1964.

4.25

1964.

7

1964.

8.15

訳帝.前野良と,

グラムシ,アソトニオ『現代の君主』,青木書店
カーメネフのマキアヴェッリ論, 『グラムシ研究』 3号

解説.佐山信次郎名,戦後の日本共産党の歴史にあらわれたいくつかの問題
点について, 『日本共産党批判,日本共産党中央委員会にあてたソ連共産党
中央委員会の書簡』,三一新書

1964.

中ソ抗争と共産主義, 『季刊社会科学』 4,経済往来社

8

1964. 10

コミソテルソ最後の人クーシネソとトリアッティ,

1964. ll

中ソ論争の展望, 『思想の科学』 32号,思想の科学社

1965.

書評.伊藤武雄氏の近著｢黄龍と束風｣,

1

『みすず』10月号

｢満鉄に生きて｣を読んで,

『世界

経済評論』 9‑1
1965.

釈.リゼソスキー,イ･イ『土地流動性,土地流動性を増大させ零細農業経

2

営の拡大を奨励するためにEEC加盟諸国によってとられた措置』,社団法人
全国農業構造改善協会
1965.

6

｢新しい党｣と党内民主主義,

1965.

7

書評.萌代の民主主義,講座｢現代｣

1965.

7

解説.ナック･,1イエッタ･アメソドラ他『革命党の諸問題』,勤労者図書生

『マルクス主義』15号
『思想』493号

協
1965.

8. 1

レ‑ニソ全集第5版について,

1966.

5

中ソ対立の過去と将来,ヰ国革命の特徴づけによせて,

1966.

5.30

訳.ステイルウェル,ジョセフ･ワレン『中国日記』,みすず書房

1966.

6.

1訳.

1966.

6.

5

‑ム,

『唯物論研究』22号, 1965夏,青木書店
『季刊社会科学』9号

‑リー『アルバニアの反逆』,新興出版社

訳.レイプゾソ,ヴェ･シリーニヤ,カ『現代革命の理論,コミソテルソの
政策転換』,合同出版社

1966.10.10

何を解決しなければならないか,共産主義運動の革新と統一,現代革命運動
研究会,討論集会報告,

1966.10.15

『研究会会報』3号

書評.共同体的乗洋の力説･満州事変収束の屈折した過程を描く,橘模著作
集第3集｢アジア･日本の道｣

1966

『図書新聞』880号

コミソテルソの政策転換と日本の運動,

『研究会会報』 1号

18

木村

1967･

1･30

1967･

2･15

1967･

2

英亮

書評.共産主義運動史研究の白眉,菊地昌典｢歴史としてのスターリソ時
代｣, 『週刊読書人』660号
資料解題･ 『イタT)ア図書』,睦時増刊号

共産主義イソターナショナル資料

集
訳･ソ連邦共産党中央委貞会付属マルクス･レーニン主義研究所
イソタナショナル第七回大会のためのゲ･

共産主義

‑ム.ディミトロフの文書,

『歴

史評論』 198号
1967.

3

動揺する永久革命, 『経済往来』19‑3

1967･

4

対談･渡部義通と,日共‑三･一五のころ,当時の｢主義者｣たちと山川･
福本の影響, 『経済往来』19‑4

1967.

6.10

1967･

6

国際労働運動統一のための学術会議
共産主義の｢多元化｣について,
『季刊社会科学』11号

1967.

7

中共指導部と毛沢東主義, 『毛沢東主義の幻想と現実』,三一新書

1967･11

リヴォルノ大会について,

『グラムシ研究通信』 1号

1968.

1.20

訳･トT)アッティ

1968.

2.20

発禁のころ,

1968.

6.10

そのころの福本主義, 『現代史資料月報』 2,みすず書房

1968. 11

ヤルタ遺書,国際労働運動とその統一の諸問題にかんす
る覚書,佐藤昇編『現代人の思想18
社会主義の新展開』,平凡社
『河合栄治郎全集』第3巷,月報6,社会思想社

1968･11･15

チェコ共産党新規約と民主化, 『経済評論』17‑13
訳･フラソツォフ,ゲオルギ‑･パヴログィチ『社会思想史概論』,勤草書房

1968

訳･訳者名なし

グローシェフ『ソ連邦における民族間題解決の歴史的経

験』,モスクワ
1969･

2.15

解説･ ｢新人会｣資料,三一書房編集部編『資料戦後学生運動』第2巻付録,
■三一書房

1969.

4.15

心にのこること,

1969.

4.19

訳･キャメット,ジョン･‑ム『グラムシの社会主義』,合同出版社

1969

『井上照丸追憶記』

歴史の事実を事実として,スターリソ著作集の内容･比戟一覧
訳･スターT)ソ｢エソゲルスの論文『ロシア･ツァーT)ズムの対外政策』に
『現状分析,マルクス主義の旗の下に』 1969冬季号
釈.全国農業転職協会(パリ)編『離農はやさしいことか』,
∵農政研究セソ
ついて｣,

1970

タ‑

1970

訳.全国農業転職協会(パリ)編『農業における転職政策の緒要素』,農政
研究セソタ‑

1970.

2.28

1970.

3

訳.勝田吉太郎･江口幹と,
『バクーニソ』 1,三一書房
｢コミソテルソとアジア｣,東大教養学部中ソ関係研究会

1970.

7.12

書評.山崎功｢イタリア労働運動史｣,

1970.

7.15

解説.三一書房出版部名

『朝日ジャーナル』12‑28

支部抗戦力調査委真金昭和14年度総括資料『支部

抗戦力調査報告』, 1940.4満鉄調査編の復刻,三一書房

19
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『西田信春書簡と追憶』,土筆社

1970. 10. 31

編著.中野重治･原泉と,

1970

新人余の名幹事長大聞知鴛三について,『民間伝承』34‑2

1971.

1

1971.

2.

1971.

3.31

釈.クラシソ,3･リー･アソドレ‑ユゲィチ『レ‑ニソと現代革命』,敦草書房

1971.

4.15

編集. 『現代史資料24

1971.

5.15

釈.国際関係研究所『コミソテルソと東方』,協同産菓KK出版部

1971.

5.20

編集. 『グラムシ問題別選集1工場評議会運動』,環代の理論社

1971.

6.10

釈.フィッシャー,エルソスト･マレク,フラソツ『レ‑ニソ,その政治思

5

迎春サロソ謹賀新年, 『民間伝承』35‑1
書評.レオソ･バッソ｢マルクスとローザ｣,

『朝日ジャーナル』1315

ゾルゲ事件(4)』,みすず書房

想』,法政大学出版会
1971.

釈.ピオブ7.,ジャソ=マレク｢工場評議会運動‑そのグラムシ的イデオロ

7

ギー｣, 『現代の理論』90号
1971.

『関西青年労働運動学校シT) ‑ズ』
グラムシの思想とレ‑ニソ主義,
未紹介のスター1)ソ詩論文, 『萌代の理論』93号

8

1971. 10
1972.

党活動と特高刑事,

1.31対談.山辺健太郎

No.2

｢社会運動の状況｣刊行広告『日本

読書新聞』 1631号
1972.

1

1972.

3.

十津川村ゆき, 『煙』19号
5

肩訳.訳は植村邦,河野穣,上杉聴彦と,

『グラムシ問題別選集3

ロシア

革命とコミソテルソ』,現代の理論社
4.20

1972.

7

1972.

9.

1972.

9.20

新人会の頃, 『亀井勝一郎全集』,月報12号,請談徒
｢リナ‑シタ｣座談会,
『顎代の理論』102号
訳.フルシチョフ以後,

1972.

『革命思想の名著12選』,学陽書房

1編著.菊地昌典と,
回顧あれこれ,

1972.10.30

『知識と労働』5号

解説.五味川純平『歴史の実験』,角川文庫
32年テーゼ周辺の問題, 『現代の理論』105号

1972. 10

1972.ll.

4

コミソテルソ資料走り読みの記, 『季刊社会思想』2‑3
座談会.鶴見和子,しまねきよし,
‑ソリー･スミスと,
義運動一新人会を中心に, 『図書新聞』1186号

1972.ll.

5

『グラムシ問題BIJ選集4

1972.11

知識人と社会主

1973.

1.25

ファシズムと共産主義』,現代の理論社
訳.ピオット,ジャソ=マレク『グラムシの政治思想』,河出書房新社

1973.

2

グラムシとコミソテルソ,

1973.

5.31

｢人間の条件｣を生きた行動家,五味川純平『極限状況における人間』,三一

1973.

7

『現代の理論』10‑2

(109号)

書房
高度資本主義の革命とグラムシ,上田耕一郎｢先進国革命の理論｣批判,

『現

代革命と民主主義』
1973.

9.10

書評.新しい研究の方向を示唆,フリーチェ｢ファシズム論｣,
994号

1973.

9.30

訳.メドヴェ‑デフ,ロイ『共産主義とは何か』上,三一書房

『週刊読書人』

20

1973･

木村

英亮

9

マルクス主義におけるグラムシの地位, 『現代革命と民主主義』36
イタリア共産党と構造改良, 『方位』No.20

1974･

2･25

五味川純平と,春日庄次郎･銅山貞親･福本和夫･志賀義雄との対談,
命の虚像と実像,思想と人間』,角川書店

1974.

2.28

釈.メドヴューデフ,

1974.

9

1973.10

T3イ『共産主義とは何か』下,三一書房
書評.著者への手続一竹村民部霜｢経済学批判への契機｣,

1974. 10. 21

グラムシ変革への新展望,開かれたマルクス主義,

1974. 12.

書評.津田道夫｢チリ革命の弁証法｣,

9

1974. 12. 15
1975.

『革

1.17

15‑9

′『萌代の限』
『毎日新聞』35406号

『週刊読書人』1058号
釈.メドヴェ‑デフ,ロイ『社会主義的民主主義』,三一書房
日本マルクス主義者の総括一波部義通｢思想と学問の自伝｣,

『朝日ジャーナ

ル』 17‑2
1975.

1

1975.

2.25

パネル･ディスカッショソ報告.尾崎秀美は｢転向｣したのか,
解説.五味川純平『自由との契約』下,角川文庫

1975.

4

もう一人の尾崎秀美｢民族主義者｣転向の論拠について『現代の限』

1975.

5.12

書評.メ‑ネルト,

1975.

5.15

1975.

5

K.

『潮』187号
16‑4

｢モスクワの新左翼｣,

『日本読書新聞』1954号
釈.ジノゲィエフ,グリゴリー『レ‑ニソ主義研究』,三一書房

1975. 10. 15

ソ連における反体制の動き, 『国際問題研究会月例講演会記録』 103号
釈.コルシュ,カール『マルクス主義と哲学』,三一書房

1975. 10. 25

釈.岡田宗司監訳

1975.10

1,勤草書房
転向について, 『神山茂夫研究』No. 1

1975.ll.11校訂.
1975.12

ポクロフスキー,ミ‑イル･ニコラユヴィチ『ロシア史』

『寒村自伝』上,岩波文庫,下ほ12.16

イタリア共産党の｢歴史的妥協｣と最近の国際情勢,金沢･社会主義を勉強
する会『研究と実践』

1976･

1.31編集.菊地昌典･江川卓と,

1976.

5.

1

1976･

6･

1編著.室山利息と,

1帝,三一書房
｢無産者新聞｣のこと,

『ソビエト反体制 地下秘密出版のコピー』第
『北方文芸』第100号記念号,北方文芸刊行会
『東京帝大新人会の記録,現代思想史の源流を創る』,

経済往来社
1976.

6.30

ヨーロッパ共産党会議と国際共産主義運動について(1),
研究所研究資料』, 20‑4. 5.6

1976.

7.15

学生･労農運動の目覚め,松沢哲成･鈴木正節編『昭和史を歩く,同時代の

『社会主義政治経済

証言』,第三文明社
1976.

7

新人会の半世紀, 『経済往来』28‑7

1976.

8.13

書評.天皇制問題解決のカギ,いいだもも｢なぜ天皇制か｣,山田信良･今
野敏彦'r大正･昭和教育の天皇制イデオロギー1｣に,

『朝日ジャーナル』

18‑33
1976.ll.

1四高社研の傍観者として,

『資料第四高等学校学生運動史』,総合図書
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『都政』22‑1,東京都政調査会

1977.

1

独裁から‑ゲモニー‑,

1977.

3.25

希望したいこと, 『尾崎秀菜箸作集』 1,月報1,勤草書房

1977.

3

1977.

4.29

『現代の理論』 158
‑ゲモニーからIr歴史的妥協｣へ,
書評.福本和夫｢革命回想｣第1部･第2部,不幸な時代の栄光と挫折,

1977.

5.27

『朝

日ジャーナル』 19‑17
書評. ｢尾崎秀美著作集第1巻｣,現代中国理解の貴重な新生面ひらく,

『朝

日ジャーナル』 19‑22
1977.

5.31編集高田爾郎と,

『ソビエト反体制

秘密地下出版のコピー』第2帝,三一

書房
1977.

訳.ドゥチケ,ルーデイ･ヴィルケ,マソフレド編『社会主義の条件』,三一

6.30

書房
1977.

訳.メドヴェ‑デフ,ロイ･ジョレス『告発する,狂人は誰か,顛狂院の内

6.30

と外から』,三一書房
1977.7‑10
1977.

7.20

1977.

8

1977.

8.22

コミ､ソテルソと日本共産党,神山茂夫研究会『通信』,
山辺健太郎君のこと, 『一同』 No10, ｢一同｣連絡事務所

7月, 10月

書評.中野豊治｢緊急順不同｣,
『顎代の限』18‑8
『かめのこうらにほなぜひびがあるの,ブラジルのほなし』,赤星亮衛絵,栄
京コ‑考出版

1977.10.29

『うたうこおり,ロシアのはなし』,長谷川京平絵,東京コ‑考出版

1977.11

スターリソ主義と日本共産党, 『戦後革命運動史講座講義録』 ㌔
『運動史研究』創刊,発起人 荒畑寒村･飛鳥井雅道･伊藤晃･菊地昌典･栗

1978.

2.28

原幸夫･埴谷雄高･平野謙･宮内勇･渡部徹と,三一書房
座談会.宮内勇,山本秋,吉見光凡,原全五,隅山四郎,河合勇吉と,

･多数

派の運動とその時代
書評.山本懸蔵の最後‑アイノ･クーシネソの回想記から
1978.

3.31訳.

1978.

5.

1978.

5

『グラムシ萩中ノート』,三一書房

1満鉄調査部の思い出,

『日本読書新聞』1954号

中ソ関係と毛沢束思想,個人的体験をもととした若干の感想,

『日中』8‑5

(81号),日中書林
1978.

6.10

西田信者の中野重治あて最後の手紙について,

1978.

6

春日庄次郎とその社会主義像,

1978.

7.

1978.

7

ピアジェ,デ･ジョヴァソニ｢レ‑ニソ,グラムシ,ブルーラ7)ズムの理論
的基礎｣,自治社会研究会『研究会シリーズ』
No.1

1978.

8.15

満鉄調査部と｢マルクス主義｣,

1978.10

1尾崎秀美,

『世界伝記大事典1

『遺言』No.8

『春日庄次郎研究会報』 No.1
(日本･額鮮･中国筋)』ほるぷ出版

『運動史研究』

2

1978. 10

ユーロコミュニズムの源流とその未来, 『社会主義と労働運動』
五色温泉宗川旅館, 『運動史研究会会報』恥.5

1978.12.25

談話聴取等.スミス,

‑ソリー･デウィト『新人会の研究,日本学生運動の

木村

22

英亮

源流』,松尾等充,森史子訳,寛大出版会
1978. 12
1979.

スターリソ主義批判, 『戦後革命運動史講座講義録』
1.31訳.クラウディソ,フエルナソド『ユーロコミュニズムの功罪』,三一書房

1979.

2.

2

書評.歴史の空自を埋める,村田陽一編｢コミソテルソ資料集｣, 『朝日ジャ
21‑4

1979.

3

ーナル』
国家論争の歴史的背景

1979.

4.30

釈.メドヴューデフ,ロイ『失細から銃殺まで‑プ‑‑7)ソ』,三一書房

1979.

5.25

学校のころの中野豊治,

1979.

5

1979.

6.

現代社会主義の諸問題1,民主主義とプロレタリアート独裁,
『新地平』59号
｢ニL‑ロコミュニズム｣雑感,ブックレビューを中心に,
『現代の理論』171

1979.

6.15

1

『中野重給金集』第13巷,月報26,筑摩書房

書評.危機はどこにあるか,エル.アルチエセール｢共産党の中でこれ以上
続いてはならないこと｣,ジ.モリナ･ワイ.ヴァルガス｢革命か改良か｣,
『朝日ジャーナル』21‑23

1979.

6.25

編集. 『グラムシ政治論文選集1工場評議会運動』,五月社

1979.

6

1979.

6

項代社会主義の諸問題2,ユーロ･コミュニズムについて,
現代社会主義論, 『自治と社会』

1979.

7.10

編集. 『グラムシ政治論文選集2

『新地平』60号

ロシア革命とヨーロッパ社会主義』,五月

社
1979.

7.20

1979.

7

1979.

8.10

訳.マルクス『一入世紀の秘密外交史』,三一書房
マルクスがマルクス主義に消される, 『さんいち』8号
｢現実に存在する社会主義｣と民族･国家,

現代社会主義の諸問題3,
平』7･8月号,

61号

1979.

8.16

監修.ジノヴJrエフ『ロシア共産党史』,阿部正明訳,新泉社

1979.

8.20

座談会.原泉･福永操･宮内勇と,

研究』
1979.

9.10

1979.

9.14

1979.

9.15

『新地

‑ウスキーパーの虚像と実像,

『運動史

4

編集. 『グラムシ政治論文選集3

イタリア共産党の建設』,五月社
マルクス主義思想家としての中野豊治, 『朝日ジャーナル』21‑35

｢中江丑青書簡集｣一日本の近代が生んだ比類のない頭脳,阪谷芳直肩『中江
丑吉という人,その生活と思想と学問』,大和書房

1979.

9.20

｢惑乱｣のこと,中野の最後,

『通信方位』

1979. 12

四高時代の中野重治, 『四高ニュース』 No.16
新人金時代の中野重拾, 『新日本文学』No.388

1980.

3

馬込谷中の栗原佑, 『知識と労働』No.22

1980.

4.16

山辺健太郎君のこと,遠山茂樹他編『山辺健太郎,回想と遺文』,みすず書房

1980.

4.30

訳.ボッビオ,ノルベルト他『マルクス主義と国家,イタリア社会党と共産

4

1979.10.

党の論争』,三一書房
1980.

5.20

解読.沢地久枝『火ほわが胸中にあり』,角川文庫

1980.

7.30

解題.内務省警保局編『外事警察概況』,昭和10‑17年度,全8巻付図1函,

石堂清倫一人と業績

23

復刻版,龍渓書舎
1980.

8.31書評.建設者同盟史刊行委員会編｢早稲田大学建設者同盟の歴史｣,
研究』

1980.

9. 5

専制とたたかう,ヴューラ･フィグネル追想,

1980.

9.15

訳.メドヴェ‑デフ,ロイ『スターT)ソとスターリソ主義』,三一書房

1980.10.13

『運動史

6

世界革命構想の新次元,

B.ラジッチ,

『朝日ジャーナル』

M.ドラチコヴィチ｢コミソテルソ

人名事典｣ (勝部元･飛田勘弐訳),いいだもも編訳｢民族･植民地問題と共
2077号

産主義｣によせて『日本読書新聞』

｢フルシチョフ権力の時代｣,スターリソ批

1980.10.31書評.メドヴュージェフ,ロイ,

判後のソ連社会主義ほ何を果たしたか,
1980. 10

現代と社会変革の遺すじ,

1980.ll.30

分担執筆.岡崎次郎帝(代表)

『朝日ジャーナル』22‑44

『社会運動』No. 7
『現代マルクス=レ‑エソ主義事典』上,社会

思想社,下ほ1981.7.30
1980. ll

｢ゾルゲ事件｣補遺,

1980. 12

中野重治のはじめとおわり,

1981.

2.28

対談.渡部義通と,山川均の再検討,

1981.

4

｢寒村自伝｣遺聞,

1981.

5

国際共産主義運動と寒村,

1981.

5‑6

1981.

6.

1981.

6

1981.

7

阪)での講演
吉祥寺のころ, 『大宅壮‑全集』 4巻,月報15,蒼洋社,発売･英潮社
『さんいち』12
伊藤律,荒畑寒村,革命歌,

1981.

8.15

共同体的東洋の力説,山本秀夫編『逸る橘撲』,龍渓書舎

1981.

8.31対談o勝部元と,コミソテルソと＼日本,

1981.

9.15

ll‑12月号
『新日本文学』No.400
『運動史研究』 7

『図書』380号
『新地平』81号

『経済在来』33‑5,6
何が日本の社会主義運動を歪めたか,渡部義遠との対話,
1981.3.15解放セソタ‑
(大
レ‑ニソの提言,富岡隆平氏作成のプ1)ソT.,

1

『運動史研究』革

荒畑寒村と社会主義運動,荒畑寒村回顧展函館実行委真金『荒畑寒村追悼シ
ソポジウムの記録』
異なった視点から,トロツキー理論‑の一つの疑問,

9

1981.ll.

『みすず』245号,

『世界革命』705号,日

本革命的共産主義者同盟(第四イソターナショナル日本支部)中央機関紙
1981.1ト12

私とアソトニオ･グラムシの出会い,

1981.12

尾崎･ゾルゲ事件の現代史的意義,

1982.

2

『社会運動』20,

21

『月刊状況と主体』72号

大間知君の思い出, 『大間知篇三著作集』第6巻,月報6,未来社
●

1982.

3

1982.

3.

1982.

6

寒村とコミソテルソ,
6

『藤沢市史研究』Noユ5

寒村とナボレオソの言葉,寒村会,
訳.

『人と時人』,マルジェ社

J.チェルレーティ｢デラックスな特使｣,

『トレーズとトT)ア.yティと

ともに』の抄訳
1982.

8.

1982.

8.23

1

1935年よりも前に, 『遺言』No.63
金沢時代の中野重拾,三回忌によせて,

『北陸中日新聞』10983号

木村

24

1982.

英亮

『運動史研究』10

8.31通巻10号を顧みて,

1982.1q

荘洋と細心,

1982.1ト12

回想･金沢時代の中野豊治,

1983.

書評.当事者が明らかにした内面史,木村亭｢横浜事件の真相｣,

2.14

『雲悠々,関根悦郎の思い出』関根薫,あけぼの印刷社
『中野豊治研究月報』17号, 18号
『日本読書

新聞』 2194号
1983.

2/20

弾圧の魔のなかで, 『別冊 一億人の昭和史,1930年恐慌と軍拡のほざまで』,
毎日新聞社

1983.

2.28

『運動史研究』11この号より発行者に

1983.

6.20

書評.何となく瓢独な｢大物｣,岡崎次郎｢マルクスに焦れて六○年｣,

『週刊

読書人』 1486号
1983.

1983
1984.

｢転向｣の新たな研究をめぐっ

8.31座談会.いいだもも･菅孝行･丸山茂樹と,
て, 『運動史研究』12
あいさつ,

1983.

ll.26中野重治研究と講演の会記録,

『中野豊治研究月報』23

1.31マルクスにおける生けるものと死せるもの,伊藤誠編『いまマルクスを問
う』,幸洋出版(1983.3.14

1984.

マルクス没後百年記念講演,都留重人と)
書評.新しい理論的次元開いた労作,片桐薫｢ヨーロッパ社会主義の可能

1

性｣, 『公明』264号
座談会.近藤悠子･秋沢弘子･市村順子･舌藤静枝･水沢耶奈と,婦人民主

1984.

2.29

1984.

クラブに見る婦人運動の継承と展開, 『運動史研究』13
3.31解説.
『五味川純平著作集』第20巻,戦争と人間(9),三一書房,

1984.

5.12

書評.拷問が天皇制を顕在化,主人公ほ消極的レジスタンスの典型,彦坂帝
｢ひとはどのようにして兵になるのか｣,

1984.

83.12.8執筆

『図書新聞』400号

書評.伊藤武雄他｢われらの生涯のなかの中国｣,みすず書房,

5

『中国研究月

報』435号
1984.

8.31座談会.小野義彦･勝部元･山崎春成と,戦後革命論争の展開をたどる
『運動史研究』14
書評.宮本正男｢死の組曲｣,

1984.

9.25

1984.ら.30

スター7)ソ主義時代, 『木鐸』22号,木鐸社
解説. 『五味川耗平著作集』第6巻

1984.12.30

中野豊治の人と思想, 『中野重治を語る全会報』別冊

1985.

2

書評.原覚天｢現代アジア研究成立史論｣,

『中国研究月報』NoA44

1985.

3

1985.

4.17

ゾルゲの秘密報告, 『みすず』293号
『ふれあい』(奥田東八十寿記念論集)
いつまでも変らない寅さん,

1985.

5.

1985.

5.23

1985.

8.31転向について,

1985.

9

｢ゾルゲ事件｣についての近著,プラソゲ,ゴードソ･W『ゾルゲ,東
1資料.
京を狙え』下,千早正隆訳,原書房
｢平和｣と天皇,

『法学セミナー』増刊,日本評論社
『運動史研究』16

満洲と日本,今日への教訓として,

『季刊gラインス』, 24号,社会評論社

1985.10.21原文対照.注解B.パルミ‑ロ･トリアoJティのモスクワ･コミソテルソ本

石堂清倫‑人と業績

25

H.

『コミソテルソとスペイソ内戦』,富

部への秘密報告(抜粋),カー,

E.

田武訳,岩波書店
302

1986.

1

1985年読書アソケ‑ト『みすず』

1986.

2.28

1986.

3.25

『運動史研究』17
書評.山本正美｢激動の時代を生きて｣,
17号をもって当分休刊を通知
編集後記及び｢休刊について｣で,
新旧スターリソ主義批判のために, 『現代と展望』20,稲妻社

1986.

3

釈.コ‑ティニョ,カルロス･ネルソソ｢グラムシの諸範噂とブラジルの項

1986.

4

ll‑3
実｣,解説.勝部元,桃山学院大学『総合研究所報』
『月刊状況と主体』124,谷沢書房
リヒアルトゾルゲについて,

1986.

6.25

十五年戦争の序曲, 『坊書月刊』2‑10,弘隆社

1986.

6.30

『わが異端の昭和史』,密事書房

1986.

6

1986.

7

1986.

9.

起点とはなりえないロシア革命, 『月刊状況と主体』125
社会主義論についての希望, 『社会主義と労働運動』
私の読書, 『出版ダイジェスト』1176号,出版梓会出版ダイジェスト社

1986.

9.25

1

電話のほなし,

6

1986.10.

近刊

『防書月刊』2‑10,弘隆社

鼎談.野々村一雄,野間清,小林庄一と『十五年戦争と満鉄調査書旭原書房
シソポジウム発言. ｢満鉄調査部｣,アジア経済研究所
釈.アゴステイ,アルド『コミソテルソ史』
『満鉄論･人物論』,致草書房

追加

未拾分の点検を石堂氏にお願いしていたところ,ここに追加した分の他に約130点のリス
トをスクラップ等によって作成して下さったが,印刷に間に合わなかった.ご希望の方に
はワープロ･コピーをさし上げます.
1975.

1975.

4.21書評.社会主義国と民主主義の逆流,藤村倍｢プラ‑の春とモスクワの冬｣'
『公明新聞』
『北郊新聞』(団地新聞)
5.11著者から読者へ,思想と人間の背後,

1975.

6.19

1975.

9.

1975.

9.

『朝日新聞』夕刊
海外文化欄.ソ連の地下雑誌｢二十世紀｣;
『流動』
書評.志士の書,河合貞吉｢ゾルゲ事件萩中記｣,
『通信』6,神山茂夫研
1三二年テーゼとクーシネソ,軍封帝国主義について,
究会

1976.

2. 5

海外文化欄.グラムシ研究資料｢新版獄中ノート｣,

『朝日新聞』夕刊

1976.12.20

書評.基本的立場を割合忠実に,ナポリタ‑ノ･ホプズポーム｢イタリア共
産党との対話｣, 『週刊読書人』
『公明新聞』
書評.論争過程に見る社会主義像,菊地昌典他｢中ソ対立｣,

1977.

1.

無題,.田中武夫と橘僕, 『楠』

1977.

3.

書評.私記のなかにこそ真実がある,安東仁兵衛｢戦後日本共産党私記｣,

1977.

4.

1976.12.12

『労働運動』
6

赤旗の歌のこと, 『煙』

