
119山本哲三先生のご退職にあたって

223

　山本哲三先生は2017年度で早稲田大学をご定年となります。私が商学部に赴任して以

来，同じ経済学系列の教員として，年齢を超えて親しくさせていただきました。山本先

生は著しい数の著作を出版しました。近年では，そのペースを一層上げて，毎年１冊以

上発表し，非常に精力的に活躍されております。

　山本先生は会議などにおいて，物事をはっきり主張する厳しい側面がある一方で，と

ても優しい面がございます。今回の執筆に当たり，私の経済学，特に，学説史的な素養

が少ないことにご配慮いただき，ご自身の業績に関しましてレジュメを準備していただ

きました。今回は，それに基づいて研究者としての『山本哲三』を簡単にご紹介させて

いただきます。

　山本先生の研究は一見，マルクス経済学から新古典派経済学への転向として特徴づけ

られます。事実，「資本論と国家」や「市場か　政府か」を代表例として，30代まで宇

野理論を中心としたマルクス経済学本流の研究に没頭してきました。その後，民営化と

規制緩和をライフワークとして，「規制改革の経済学」，「規制影響分析入門」，「最適規

制」など，新古典派経済学を背景とした一連の研究成果を世に送り出し続けております。

山本先生ご自身の中では，分析手法の差こそあれ，一貫して「市場と政府の関係」とい

う同一テーマに挑戦してきただけなのかもしれません。

　山本先生は共著を通じて，商学部の幅広い分野の先生方と共通の研究テーマに取り組

まれました。商学部の学生のためにもなるよう，商学各分野による分析と提言を分かり

易く纏め，商学部の教育にも大きく貢献されました。川邉信雄先生，嶋村紘輝先生とと

もに編者として，商学部100周年を記念し『成長の持続可能性』を15名の先生方と出版

しました。川邉先生，嶋村先生と再度編者として，私を含む商学部の５人の先生に加え，

経営管理研究科の先生方にもご参加いただき『日本の成長戦略』を出版し，東日本大震

災後の日本の復興への大きな指針となりました。
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　研究者としては若干内容が逸れますが，大学理事会との関連も少し述べさせていただ

きます。教員組合の書記長として，当時の白井総長による学費値上げと戦う一方，早稲

田祭改革のため，早稲田祭委員として革マルと戦いました。また，ご自身の OECD と

の長期的な関係を早稲田の学生にも広げるため，OECD 幹部を白井総長に紹介し，早

稲田大学 OECD インターン制度の創設に関与しました。

　学外活動では長年の規制改革の研究が高く評価され，政府の多数の委員会に招かれま

した。例えば，内閣府物価安定政策会議副座長として規制影響分析を導入し，内閣府

RIA（Regulatory Impact Analysis）ガイドラインを制定させました。さらに，内閣府

市場開放委員会，総務省 IT 競争部会などを歴任し，国交省鉄道運賃検討委員会では，

現行鉄道運賃制度（変則価格上限制）の創設に尽力しました。2003年から2004年まで

OECD コンサルタントを務め，カルテル課徴金の強化やリーニエンシー制度を導入な

ど，独禁法改正に貢献しました。学会活動においても，1994年『市場か　政府か』によ

り公益事業学会賞を授与され，以後現在まで，公益事業学会理事を務めています。

　私の山本先生の印象は，とにかく，勉強熱心かつ衰えのない研究への情熱です。経済

学の最先端の知識を絶えず貪欲に身に付けておられます。20年近く前に私が早稲田に赴

任して来たとき，最新の計量経済学の本を熟読されておられました。当時，山本先生は

計量分析についてあまり興味がないと思っておりましたので，少し驚きました。無言な

がら，私に対して「今では当たり前でしょう」という態度でした。

　山本先生とは不思議なご縁があります。講演会での発表で分かったのですが，山本先

生が規制改革の経済理論として，ボストン大学の Vogelsang 教授のモデルを採用する

ことになり，ご本人にインタビューしに行ったそうです。そのとき，同席しておりませ

んでしたが，当時私はボストン大学博士課程在籍中で毎日大学に来ていましたから，も

しかしたら，すれ違った可能性もあります。私は Vogelsang 教授とは親しくさせてい

ただき，彼の産業組織論を受講し，博士論文口頭試験の審査メンバーとして立ち会って

いただきました。

　昨（2017）年秋に，山本先生は早稲田大学総合研究機構において，おそらく，日本で

初めて上下水道を研究対象とする社会科学系の研究所（水循環システム研究所）を立ち

上げました。電力とガスの自由化により，地方自治体による典型的な地域独占産業とし

て唯一残った上下水道事業について，規制改革の研究を行うためです。私も設立時の研
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究員として参加を促され，設立後のセミナーシリーズにも参加し，理系文系を問わず，

上下水道研究の第一人者の発表に耳を傾けました。

　12月に設立記念シンポジウムを開催した際は，各自治体の上下水道事業者，関連企業，

民営化コンサルタント，上下水道関連のマスコミ等が押し寄せ，大変な盛況となりまし

た。現政権による上下水事業コンセッションへの方向性が明らかとなり，大きな波を予

感させます。山本先生はご定年のため，私が所長を引き継ぐことになりましたが，山本

先生が顧問として取り仕切っていくことになります。日本経済に影響する大変な役割で

すから，どうか，ご自愛くださり，体調管理も怠らないよう，次期所長として忠告させ

ていただきたく存じます。

　おわりに，これまでの商学部での研究と教育のご功績に感謝の心をこめて，これまで

の業績を列挙させていただきます。あまりの量とテーマの豊富さに驚愕するとは存じま

すが，山本先生を研究者として振り返るため，できる限り掲載させていただくことにし

ました。なお，詳細は割愛しましたが，日本経済新聞の経済教室に10点，評論として東

京交通新聞８点，週刊トラモンド８点，日本評論（経済評論社）４点など，一般読者を

対象とする記事も多数執筆なされており，山本先生の社会への影響にも只々圧倒される

思いです。

著書

単著
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共編著
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洋経済新報社

山本哲三・佐藤英善（編）『ネットワーク産業の規制改革─欧米の経験から何を学ぶか

─』2001　日本評論社
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「規制改革の経済理論」首藤重幸・岡田正則（編）『経済行政法の理論』2010　日本評

論社

「規制改革と投資問題─ブロードバンド投資をめぐる問題を中心に─」林敏彦（編）『情

報経済システム』2003　NTT 出版

「規制緩和：経営学の現代イシュー」二神恭一（編）『起業と経営（現代経営学講座１）』

2000　八千代出版

「福祉の市場化と最適規制」国立社会保障・人口問題研究所（編）『医療の介護の産業

分析』2000　東京大学出版会

「イギリスのユーロ加入問題」日本証券経済研究所（編）『ユーロ導入と金融・証券市場』

1999　日本証券経済研究所

「工場法」マルクス・カテゴリー辞典編集委員会（編）『マルクス・カテゴリー辞典』

1998　青木書店

「規制政策の動向と課題」『日本経済・社会システムの特質に関する調査報告』1998産

業研究所

Recent Issues of JRs, P. Curwen At El (eds), The Public Sector in Transition 1995, 

PAVIC Publications

「日本型企業集団の功罪」『東洋経済日本の企業グループ1995版』1995　東洋経済新報
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An Analysis of JNR’s Privatization, T. Clark & C. Pitelis (eds), The Political Economy 

of Privatization, 1993 Routledge

地域改善研究所（編）『企業と人権─人権を考える③─』1991　ぎょうせい

「法政啓発への提言」総務庁長官官房地域改善対策室（編）『啓発・その役割』1991　

中央法規出版

地域改善研究所（編）『地対財特法 Q&A』1987　土曜美術社

第３章「価値・蓄積論争」降旗節雄（編）『クリティーク・経済学論争─天皇制国家か

らハイテク社会まで─』1990　社会評論社

地域改善研究所（編）『地域改善対策の展望』1986　ぎょうせい

地域改善研究所（編）『地域改善対策─調査と分析─』1986　ぎょうせい

清水正徳・降旗節雄（編）『宇野弘蔵の世界』1983　有斐閣

第３章「価値の実態と形態」第５章「貨幣の資本への転化」第７章「労働力消費の特筆

性」第12章「価値と生産価格」1979　降旗節雄（編）『経済学原論─宇野理論の現

段階Ⅰ─』
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翻訳
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