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本特集号は、季刊誌『にじ』の「農協改革を協同組合から問う」シリーズの第
２弾である。第１弾では協同組合の立場に立って、JAは政府の農協改革にどう立
−
『家の光』創刊90周年記念出版事業として−
ち向かうのかをその背景とともに論じた。この第２弾では、その基本線は変わらな
いものの、2018（平成30）年開催の第28回JA全国大会を見据えて、JA自己改革を
どう捉え、どう実践するかを、現場の視点に立って考察し、提案することを主たる
2012「国際協同組合年」をふまえ協同組合運動の「新ビジョ
狙いとしている。
ン」をめざした３年にわたる研究成果の集大成。第一線の協同
政府の農協改革とJAの自己改革は似ているようで、似ていない。似ていないと
組合研究者たちが、これまでのわが国協同組合運動の歩みを
はどういう意味か、また、それは具体的にどのような取り組みに現れるのかを明ら
多面的に総括し、これからの協同組合運動の「新たな地平」
かにしようとしている。とくに、協同組合の仲間や法律の専門家から見ると、どこ
を拓くための指針となる一冊です。
にどのような問題があると考えられるのか、また、広く社会から支持されるJAの
編者の中川雄一郎明治大学大学院教授は序章で「新協同
自己改革とはどのようなものかを論じていることに特徴がある。
組合ビジョンは過去・現在・未来を俯瞰する、協同組合の事
言うならば、JA自己改革についての大きな指針を提供するという意図を持って
業と運動の新たな創造に着手することになる」と本書のねらいを
いる。そういう中で本稿は、JA役職員の「意識改革・行動改革」をJA自己改革の
述べています。協同組合研究者の必携本としてご利用
ください。
最重要課題として位置づけるとともに、焦眉の急である「組合員制度」
「総合事業」
（家の光協会、A５判、272頁、定価：本体2,300円＋税）
「協同組合間協同」について、その基本的視座を提供しようとするものである。
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特集 共済：いのちとくらしを支え社会をつくる

日本に
参加型民主主義を創る
稲垣 久和
Inagaki

Hisakazu

●東京基督教大学・教授

「いのちとくらしを支える社会」は人間

げられた」と語る １）。そして言語のみな

が人間である限り続く課題である。それ

らず「物語」や「宗教」が同時並行的に

こそ人類史の初期の狩猟採集の時代から

出現する。もしこの「精緻な種類の協力

続いている。

関係」が認知革命の基本であり、これに

Ｙ. N. ハラリの『サピエンス全史』は

成功したホモ・サピエンスが地球上に繁

やや大げさな翻訳タイトルではあるが、

栄・君臨したとなれば、逆に、うまい「協

知的刺激に富んだ面白い本だ。およそ筆

力関係」が築けない人種やグループは絶

者は革命と名の付くものに心が躍るのだ

滅危惧種ということになろうか。もっと

が、 本 書 は 三 つ の 革 命 す な わ ち 人 類 史

も企業や市場でも協力関係はあるわけだ

を画する認知革命 （７万年前）、農業革命

から、では協同組合運動における「精緻

（１万２千年前）そして科学革命（500年前）

な種類の協力関係とは何か」ということ

を挙げている。
認知革命とはいうまでもなく、新たな

産業革命や資本主義の出現という大

思 考 と 意 思 疎 通 の 可 能 性 を も っ た「 言

テ ー マ は ど う な の か、 と い う と こ れ が

語」を取得したことである。これにより

「科学革命」の中で扱われている奇抜さ

地上を制覇した新世代のホモ・サピエン

がある。たぶん、人類史にとっての最大

スは「誰が信頼できるかについての確か

の革命が科学革命であったということで

な情報があれば、小さな集団は大きな集

あろう。科学革命を17世紀のガリレオ、

団へと拡張でき、サピエンスは、より緊

ケプラー、ニュートンの時代におくのが

密でより精緻な種類の協力関係を築き上

普通の歴史書だが、そこは少し異なって
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な認知革命」という方向で意味づけたい。

いる。もしコロンブスの「アメリカ大陸
（1492年）の進取の気性と冒険心、
“発見”」

そのための協同組合論の「コペルニクス

「コペルニクスの地動説」（1543年） の知

的転回」を提唱したいと思う。それは先

的冷静さ、この双方をもってスタートと

人たちの「協同組合共済」の地道な連帯

するならば、500年前にヨーロッパで起

の努力 ３）に敬意を表しつつということな

こった科学革命を挙げても決して早すぎ

のであるが、公共哲学に基づいた創発民

はしない。科学革命の特徴は合理性であ

主主義の提唱である。

り、合理的に理論を構成したら今度は実

人と人とが自然な形で結びつくのは

際に現場で検証することである。今日の

社会学的にも150人程度と言われている。

AI （人工知能） にまで続いている重要な

親密圏の最小単位は家族から始まってせ

人類的思考様式であることは間違いない。

いぜい150人ほどであろう。これを超え

もう一つ、農業革命についてはどうで

た人々を説得させる物語を前著者ハラリ

あろう。農業をかつての産業革命のよう

は「虚構」と名付けるのであるが、残念

に合理的に工場化とシステム化して、株

ながらこれについては全く賛成できない。

式 会 社 化 す る こ と を21世 紀 の 歴 史 の 流

人が不特定多数の公共圏へと関与してい

れと見るのか。それともここで「新たな

くためには、確かに「共通の物語」が必

認知革命」とでも呼べる方向に農業・エ

要だ。しかし、人は「虚構」によって結

コロジー問題、協同組合運動を展開させ

びついた、これでは洒落にもならないで

る知恵と気概と人類史的冒険心をもつの

はないか。むしろ「共通の物語」こそが、

か、ひとえに本書の読者の選択の意志に

もっともリアルである （実在する） ので

よる。そもそも「労働力商品」や「剰余

あって、人を動かすものだと考える。こ

価値」といった指標は工業化社会の産物

のようにして筆者は実在論、厳密には批

で、農業や環境・地球温暖化問題のよう

判的実在論という立場に立って、公共哲

な複雑な出来事をはかる指標ではないだ

学の理論と実践を行ってきたつもりであ

ろう ２）。むしろ国民の幸福度とでもいえ

る。本稿で強調したいことは批判的実在

る、指標化になじみにくいものを柔軟に

論としての四セクター論である ４）。

取り込める「新たな認知革命」を人類は

筆者の四セクター論は人々の「いのち

必要としている。

とくらしを支える社会」のための近代的
な最小の単位であって、今日でいう基礎

批判的実在論としての四セクター論

自治体またはもっとせまく中学校区程度

筆者は「共済」という考え方を「新た

から始まっていると考えてよい。ここか
－3－
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ら広く、県単位程度の公共圏での参加型

している。その著作の序文でこう述べて

民主主義と自治能力はもっと高められな

いる。「日本に於ける社会保険は、その本

け れ ば な ら な い。 問 題 は 国 家 に ま で 広

質的発達に於ては決して西洋諸国に劣っ

がった場合である。主権国家なるものが

てゐるものではない。頼母子講の組織に

揺らぐ21世紀に、国家という「想像の共

しても、報徳仕法にしても或は旧幕時代、

同体」すなわち「伝統を共有する物語」

十一箇国十三藩に実施せられてゐた、洪

をいかに「自己―他者」論という「新し

水救済の地割制度にしても、或は又、幕

い公共」につくり替えていけるのか、筆

末より行はれてゐた福岡県宗像郡に見ら

者は現代の「共済」をこのように「公共」

れるやうな一種の農民健康保険組合制度

と捉える。まずは「公」と「私」の関係

の如き、我国の互助経済思想が相当に根

を再考すること、次に公と私の間に「公

深く民衆の間に潜在意識として働いてゐ

共」という概念を確立しそれを親密圏か

たことが認識されるのである」 ７）。戦後

ら脱皮させていくことである。

は日本生協連の初代会長を務めるだけで
なく、JA共済の設立のために全国で講演

それには日本の伝統の強みと弱みを知

して回った。日本の市民社会形成のパイ

らなければならない。

オニアと断言できる。

伝統vs近代 ― 滅私奉公から活私開公へ

賀川は頼母子講にしろ尊徳の報徳思想

協同組合論はその国の伝統によって大
いに異なっている。米国とヨーロッパで

しつつ「自治による民主主義」を「下から」

異なるし、ヨーロッパでもまた北欧や西

成し遂げた。今日のような「上から」の改

欧・南欧で異なる ５）。これら海外の文献

悪の時代は、これまでのような既得権益

を参考にしつつも、日本の伝統を熟慮し

に依存するのではなく、それこそ江戸時

た協同組合の理論を作っていくべきであ

代にあった自治村落の伝統を生かし、戦

る。そういう意味でも賀川豊彦の働きを

後の自作農の気概、自立した市民の誇り

再評価すべきと考えている ６）。

に立ち帰り、自主・自治による21世紀の相

賀川は都市でも農村でも、金銭面で相

互扶助の気風を推進することである。こ

互に支え合う保険や共済の組織作りに大

こでは農協は都市型生協が食の安全、共

きな力を注いだ。『日本協同組合保険論』

済事業の問題等でやはり「上から」の改

（1940年）という著作がある。欧米の協同

悪に抵抗していることと連帯すべきだ８）。

組合保険の詳細な紹介と日本国内の産業

日本の協同組合運動は転換点に来てい

別保険組合の抱える諸問題を包括的に記

る、ある意味では危機である。しかし危
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機にこそ結束しなければ永久に結束の機

「理論」とは何か。

会は失われる。「市場」と「効率」は必要

「理論」はあるのか

である。しかし市場ですべてを解決でき
る（つまり貨幣ですべてが交換できる）とい

「実践」に対する「理論」ということ

う物語は信じがたいものである。友愛は

で あ る。 西 洋 哲 学 で は ア リ ス ト テ レ ス

貨幣で交換できない。

のpraksisに 対 す るtheoriaか ら 出 発 し

中央政府 （主権国家） が主導する産業

て い る 基 本 的 な 考 え 方 だ。 哲 学 が 実 在

には国際市場とグローバル大企業が適し

（reality）そのものの探求であることを思

ている （例えば軍需産業や原子力発電所な

い起こすために「理論」と「実践」の二元

ど）。協同組合や社会的企業に適している

論のジレンマを乗り越えなければならな

産業は地域密着型の相互扶助と生態系と

い。プラトンから18世紀のカントの「理

の関わりなどであり、地方政府との連携

論理性」に対する「実践理性」まで、こ

が重要だろう。国民が中央政府に従来型

の二元論は続いている。「理論」の典型は

の“滅私奉公”を続けるならば、そこに

17世紀ニュートンの「科学革命」の時期

招来するのはユートピアではなくデスト

に確立して、カントはまさにこれを前提

ピアであろう。人々の幸福度を増すため

にした。

に、
“ 活私開公”によって地域に密着した
コミュニケーションの回復を目ざしたい。
筆者の公共圏の四セクター理論（図１）

M1M2
r2

この万有引力の公式は中学生の理科の

の意味を説明するために、しばしば引用さ

教 科 書 に 出 て く る「 理 論 」 の 典 型 で あ

れるペストフの四セクター理論（図２）と

る。現代日本で義務教育を受けたレベル

の違いに注目しよう。しかしその前にまず

の人たちはその内容が理解できる。科学

図１ 「自己－他者」と「親密圏―公共圏」の図
図１「自己－他者」
と「親密圏－公共圏」の図

図２ 福祉トライアングルにおける第三セクター
－5－
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の世界で生きる人種はこの程度の「認知

西洋哲学も20世紀に入ってから （フォ

革命」に慣れていて高度技術社会の常識

イエルバッハ、ニーチェ、フロイド） は、反

になっている。しかしながら、日本の社

実在論も強くなった。実はこの風潮に科

会科学には統計学の適用を除いて理論は

学が一役買っているのであるが、その詳

存在しない。自然科学と事情が大きく異

細 は 別 の 機 会 に 回 し た い。 い ず れ に せ

なる。このギャップが問題だ。なぜなの

よ、先の歴史家ハラリもその線でものを

か。これは実在（reality）をどうとらえる

考 え て い る こ と が 明 ら か で あ る。 し か

かという哲学の根本の問題に関係するの

し人が私に向けて語りかけてくること

である。実践は現場での積み重ねとして

（narrative）を「虚構だ」と言ってしまっ

あるが、日本では多くの人たちは「理論」

たら、それこそその人との「信頼」関係

というものの意味を理解しない。研究者

など築けるはずがない。ハラリの本も世

による西洋社会科学の輸入としての「理

界のベストセラーになっていること自体

論」はあっても、これは何も役に立って

が、著者である彼自身の言説を裏切って

いないし、役立てる気もない。

いるではないか！
しかし日本文化と習慣、制度に生きる

「規範性」への信頼

人たちは「理論」（規範性）への信頼を持

社会科学では「理論」は「規範性」と

てるだろうか。いや、持たなければ話に

置き換えてもよい。西洋においては自然

ならないというのが筆者の言いたいこと

法 （神の法） の伝統の中で規範性の重視

だ。ところが、日本で唯一の規範性と言

があり、それは基本的には「信頼」とい

えばそれは「お上」（オカミ） であり、お

う形で続いている （実は先のニュートン力

上（＝公）に逆らうことは倫理的に悪とさ

学の例でもこれが基本にある）。
「信頼」と

れた。西洋文化圏では自然法に信頼して

は一言で言えば世界は目の前にあるとい

これに従った行動をとることが「真理」

う信念であり、人は私に語りかけてくる

（truth）や「正義」
（justice）の意味である。

という信念のことである。これを実在論

だから時には革命が起こる。今では功利

（realism）という。社会科学であれば社会

主義倫理学と新自由主義のゆえに弱まっ

的実在（social reality）とは何かという問

た感がある。しかし場合によっては強い

いである。しかし日本ではこの「信頼」

信念として生きている。他方、日本では

は自然科学の理論に比較して極めて弱い。

依然として「お上」が恣意的に定めた法
に従順であることが「善」なることの証

（「世間虚仮、唯仏是真」と述べたのは６－７
世紀を生きた日本の代表的思想家であった）。
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り、いくら「理論研究」を積み重ねても

戦後民主主義のスタートは日本国憲法

実践の場で何のインパクトも与えること

であろうが、今日、憲法改正が話題にな

ができないと考える。実践の場で影響力

る前に、われわれ自身がこの視点からま

をもってくるのは、結局は政府（＝公）の

だ十分に憲法を活用していないことに気

決めたことに従う （つまり「お上」にたて

づきたい。憲法第８章に地方自治があり、

つかないことが善き国民） ということでし

今の時代に「いのちとくらし」や福祉を

かない。筆者たちの公共哲学ではこの日

地域（コミュニテイ）に移していくことに

本人の性向をくり返し“滅私奉公”と呼

すでに十分な憲法的根拠があるのである。

んできた ９）。それを“活私開公”に変更

松下圭一は1970年代からローカル、ナ

するのがわれわれの目的である。

ショナル、グローバルに相当して政府三

西洋文化圏ではpost-truth （真理の死ん

分化論を提唱してきた。都市型社会に移

だ時代）という概念は意味を持つが、
日本

行するときに国の政府のみならず地方政

思 想 で は 最 初 か らtruthやjusticeの 概 念

府 （自治体政府） や国際政府が重要にな

がないのでpost-truthに意味はない。
「お

ることを主張している。松下は繰り返し

上への忖度」ということですべてが何事

2000年 の 地 方 分 権 改 革 に よ っ て 国 の 自

もなかったように過ぎ去る（現代の劇場型

治体への＜機関委任事務＞が廃止された

政治でモリ・カケ問題も証言による「信頼」の

にも関わらず、自治体が国の憲法にあた

確立のプロセスがあればまだ理解できる。し

る基本条例や立法過程を担う準備がなさ

かしマスコミやニュースショーの話題になっ

れていないことを指摘し、自治体→国→

ても、数の力により「逃げ切り」や「幕引き」

国際機構という順序での補完性原理を強

や「みそぎ」がすめばそれでよい、そのよう

調したあとに次のように語る。
「自治体基本条例は、自治体が地域の

な現実こそがtruthやjusticeなどまさに“虚
構”にすぎないという意味である）。

政治・行政にまず責任をもつ「政府」と
なったかぎり、市民主権を起点にもつ基

市民自治の憲法理論

礎自治体 （市町村）、広域自治体 （県） の

しかしながら、西洋近代の正義の理論

《基本法》として不可欠となる。この基本

が政治思想の基礎であり、戦後の民主主

条例は補完原理による重層型政府構成原

義はこれを国家機構のみならず地方自治

理つまり複数信託論の再確認となるはず

にも生かしてきたはずだ。現代日本でこ

である」 10）。しかし国と自治体両方の借

の民主主義がまだ十分に定着していない

金が一千兆円を超えている今日、自治体

のだ。

法務のみならず自治体財務をもこなさな
－7－
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ければ議論は現実的にならない、と警告

協同組合関係者の役割と責任は大そう大

を発している。「自治の精神」と「自主の

きいと考える。

経済」の両方が担えるグループと組織の

ペストフの四セクター論との比較

必要性を強調する。では今日、いったい
日本のどのグループがこの課題を担える

前置きが長くなった。筆者の四セクター

のか。協同組合共済事業に関わってきた

論であるが、ペストフの四セクター論と比

人々の役割は大きいであろう。

較するとその特徴が分かりやすい。ペス

現代日本の危機の回避はこの自治、自

トフの図は三角形なので三セクターに見

主の気概を市民自ら創り上げられるかど

えるが、真ん中の影のついた円が第３セ

うかにかかっている。高齢少子化、介護

クター（アソシエーション＝ボランタリィ・

人材不足、保育所と保育者不足、増え続

非営利組織）となっているので全部で四セ

ける社会保障費、拡大する貧富の格差、

クターある。この第３セクターは国家（第

長時間労働の悪弊、女性の社会進出の壁、

１セクター）、市場（第２セクター）、家族等
（第４セクター）の各セクターと重なり合っ

原発事故の未処理と核廃棄物の増大、将
来の大災害の危機増大、国際 （東アジア）

ペストフはスウエーデンやヨーロッパ

情勢の緊張と摩擦の増大等々。

の伝統から書いているが、筆者は日本の

お上 （かみ） 主導ではなく、
「新しい公
共」に基づく市民主導で地域コミュニテ

公私二元論の伝統の打破から書いている。

イのニードにあった、地域の環境にあっ

最大の違いは先述の「理論」で述べたよ

た町づくりがなされなければならない。

うに筆者が「公」に従属する「私」（滅私

ここでは国民主権というよりも、むしろ

奉公） を避けるために「公共」を強調す

市民主権が発揮されるいわゆる参加型民

るところと、民主主義の訓練 （対話的討

主主義の時代に入っている。いやそれを

議＝闘技？） 場としての公共圏を確保す

実践しないことには今後の持続可能な社

ることである。筆者は経済的というより

会は望めない。筆者は自治体での市民主

政治的な意味あいから、日本での四セク

権をも含めて、市民の生活領域に立ち上

ター理論の確立には「自己―他者」軸を

げ る 協 同 組 合 やNPO等 の 活 動 主 体 の 自

意識的に導入することが必要と考えてい

主的活動を「領域主権」と呼んできた。ま

る。その理由は社会科学的というよりも

ず訓練されなければならないのは、「異

倫理学的なもので、“ムラ社会”が仲間

質な他者」と共存する市民社会を担う各

ウチの相互扶助が強かったと同時に「異

主体の自治と連帯の能力である。ここで

質な他者」を排除する傾向が強かったか
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らである。この弱点が克服できたときに、

開く （活私開公）、
「 下から」の参加型民主

日本の相互扶助の精神は世界でも十分に

主義が必要であり、筆者はこれを創発民

誇れる美徳を発揮できるであろう。

主主義と呼んでいる。諸協同組合は全体

自己性が強い所には親密圏が位置して

としていわゆる第３セクターの中核を担

いる。ここはウチワでコミュニケーショ

う伝統を形成しているわけであるが、こ

ンしやすいのであまり対話や討論は必要

れは他のセクターと共に公共圏での多く

ないだろう。しかしより大きな集団では

の社会問題に取り組み、人間の誇りと尊

自分と異なる考え方をする人々 （すなわ

厳を守る先鋒とならなければならないの

ち他者）が増えてくる。だからウチワの以

ではないか。あえて協同組合間の「協働」

心伝心は通用しない。「共通の物語」を作

と言おう。「同」ではなく「働」の字を使

り上げていくには対話と合意のプロセス

うのは「同じ」になる必要がないからで

を繰り返す訓練がどうしても必要であり、

ある。互いのグループの違いを尊重しつ

これが公共圏を形成する。今日、
「 異質な

つ多様性を生かして対話（和）していこう

他者」は移民の増加をも意味する。ヨー

との志が大事なのだ。協同組合間の「協

ロッパが移民問題に苦しんでいる、とい

働」の目的は平和でギスギスしない和ら

う論を展開する人がいるが、それは総人

いだ日本社会を創るためである。「君子

口に対する移民の率が一桁違う世界に

は和 （話） して同ぜず、小人は同じて和

なったときの話だ、ということである。

（話） せず」（論語・子路篇第23章）。

筆者の公共哲学の世界観を示す図１の

公共圏においては「お上」（行政＝第１
セクター） はたえず「権力」を抑制され

四セクター論には三つの意味がある。

る。さまざまなセクターに横並びに主権

１. 第 ３セクターからの強い発信は他

（領域主権） が付与されて同等の資格で自

のセクターとの力のバランスから

治、自主、自由が保障される。憲法８章

も必要。

の地方自治はこれを述べているし、憲法

２. 第 ３セクターの公共圏への自治的

21条の結社（アソシエーション）の自由と

参加により日本に新たな民主主義

25条の生存権もこれを保証する。第２セ

を創る （創発民主主義）。

クター （企業） を特徴づけるものが「利

３. 都 市と農山漁村を結んで持続可能

益」であるとすれば、第３セクターを特

な社会を目ざした相互扶助の連携

徴づけるものは「友愛」である。

を作る。

今日、賀川の思想を受け継ぐには「友
愛と連帯」に基づいて、私を活かし公を

「新たな認知革命」としての友愛革命
－9－

№663本文.indb

9

協同組合研究誌 にじ 2018 春号 №663

2018/03/02

22:17:44

人間類型の転換がどうしても必要であ

改めていくことだ。その目的はこの日本

り、倫理学、哲学的議論を深めなければ

で、この愛着ある美しい国土で、人間と

ならない点だ。人と人とはいかにして絆

して自由に尊厳をもって幸福に生きるた

を結べるのか、と。

めである。そこで、最後に、
「幸福」とは

伝統的な“ムラ社会”が同質者集団を
想定していた時代から、グローバルな時

「幸福」は功利主義倫理では金銭に置き

代には「異質な他者」が増えている、こ

換えられた。「最大多数の最大幸福」とは

れがローカルな地域社会にも入っていか

すなわち私がより多くの収入を得ること

ざるを得ないという自覚があるかどうか

であり、政策的にはGDPを上げることに

である。もしそれがあれば、日本の相互

帰着した。逆にGDPが上がることが各人

扶助の伝統を生かしつつ都市でも農村で

の幸福を増すと仮定された。その結末は

も第３セクターが中心になって、多様な

今日われわれが見ている通りである。

主体がフラットに参入しながら、幾重に

し か し「 幸 福 」 の 別 の 理 論 が 存 在 す

も対話的な公共圏を生み出す努力をして

る。最近の脳科学や医学、心理学などの

いく、こういった方策が考えられる。

科学的証拠（evidence-based）とよく調和

西洋型、日本型といった風土決定論に

す る 物 語 の 共 有 （narrative-based） で あ

逃げ込むべきではない。日本の長所を生

る。幸福の方程式と呼ばれている式があ

かした幸福形成があるはずだ。人間とし

る。H=S＋C＋Vというものだ 12）。言葉で

て生まれたからには幸福に生きよう、と

表現すると、持続的な幸福度＝遺伝的要

まずは人として意欲を持つことだ。賀川

因＋環境要因＋自発的にコントロールで

豊彦に『乳と蜜の流るゝ郷』という希望

きる要因。H （Enduring Happiness：持続

に満ちた物語があることをご存じだろう

的な幸福度） とは、刹那的な満足感ではな

か 11）。まずは市民の側が「友愛革命」の

く、長期にわたって持続する幸福度を指

理論を持つこと。協同組合間協働の運動

す。S （Biological Set Point） は、 個 人 が

論はその第一歩であると信じたい。すな

生まれ持って備えている遺伝的要因、性

わち第３セクターを第１セクターと第２

別、 健 康 状 態 を、C （Conditions in Your

セクターから自律した主権的セクターと

Life） は、職業、経済状態、婚姻状態等、

して確立することである。社会的孤立の

現在置かれている自然・社会環境的な要

著しく進行した国で、グローカルに「異

因を指す。そして、それぞれが持続的な

質な他者」を受け入れつつ、相互扶助の

幸 福 度 に 寄 与 す る 割 合 はSが50 ％、Cが

日本的伝統のよい面を生かし、悪い面を

10％とされている。もしＳとＣだけであ
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れば遺伝決定論、風土決定論となる。し

にかかわらず人類の最小の自然的共同体

かし、残りの40％は何なのか･･･ ？とい

であったし、その紐帯としての「家族愛」

うと、V （Voluntary Activities） つまり自

に説明の必要はないであろう。しかし個

発的にコントロールできる要因であると

人主義の浸透の時代に家族の“危機”が

いう。「よし、やろう」という意欲のこと

訪れた。先進国の中でも社会的孤立の度

だ。私は過去の出来事をどのように捉え

合いの大きい今日の日本にそれが目立つ。

て、どんな未来を思い描くか、周囲とど

家族の変容が著しい。そもそも、戦前の

のように関わっていくのか、そんな前向

“封建遺制”としての“大家族”からいき
なり“核家族”へ、という表現自体が日

きの「生き方の質」を指している。
筆者はこれを「新しい公共」の理論（規

本の家族の困難さを表現している。戦後

範性） の柱として考えている。自発的活

70年の民主主義社会とは言うが、「一組

動ないし自由、自治そして他者との協働、

の夫婦と子どもたち」といういかにも近

この人間的喜びこそが、人々に幸福をも

代的な家族像が、観念的でなく実質的に

たらす。実際に本誌でも紹介されている

モラルを伴って十分に語られる余裕はな

ように、多様な地域の物語が数多くある。

かった。つまり伝統的儒教倫理の解体の

現実的に、今後、超高齢少子化社会で

後に、夫婦が互いに尊厳をもった人格と

幸福に生き延びていくために、どうすれ

して、夫として妻として父として母とし

ば い い の か。GDP成 長 神 話 か ら 目 覚 め

て十分に体験されていないのが戦後日本

て、低成長でも環境を考慮した持続可能

の現実である。勤労所帯の税制、年金制、

社会を「友愛と連帯」によって、意欲を

社会の老齢若年保障制度、インフラ整備

もって足元から創り上げていくことでは

等々を見れば明らかだ 13）。特に都市生活

ないだろうか。「友愛」とは他者へのケア

においては“核家族”が“核分裂”を起

の心であり、自然と大地を配慮したケア

こしたような危うさがあって、それが児

ワークを主とした社会的企業を多数起こ

童福祉や家族福祉の今日的“危機”の出

すこと。これが農村と地方都市で生き方

所となっている。

の主流になれば希望はある。「友愛」や

この“危機”を補完するのはコミュニテ

「ケアの心」は家族というウチワ（家族愛）
の社会化である。

イや親密圏でのケアワークすなわち“支
え合い （愛）”しかない。既婚者、単身者

家族は第４セクターに属しそれを特徴

を問わない基本的な人と人の絆づくりで

づけるものは「家族愛」である。家族はそ

ある。これを「友愛」という言葉で筆者

れこそ狩猟採集、農業、工業の生産形態

は呼びたいのである。共済事業とは何か。
－11－
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金銭的助け合いにとどまらず、人が生き
ていく上で遭遇する社会的ストレス、自
然災害等へのさまざまな“危機”への対
応の人格的事業と捉えたい。その果たす
べき役割の領野は広がっている。
女性と男性の協働、友人と友人の協働、
大人と子供の協働、多世代間の協働、多
様に織りなす「異質な他者」との協働、こ
こにこそ友愛革命のスタートがあるので
はないだろうか 14）。
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