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今、あらためて「協同組合とは何ぞや」を問う
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今、協同組合はどのようなアイデンティティの確立を求められているか（第１部）

－協同組合の基本的価値︵社会的目的）
と効率性
（経済的目的）
のトレードオフ関係に着目する－

本特集では協同組合の目的である基本的価値（社会的目的）の実現と効率性（経
済的目的）に着目し、トレードオフ（二律背反）の関係にあると言われる両者の矛盾の
実態と克服に向けた方向性を探る。
この二つの目的の両立は必ずしも容易ではないが、各論考から連帯の理論とともに
協同組合における組織革新、事業革新に向けた貴重な実践事例が報告される。

№

647

2012「国際協同組合年」をふまえ協同組合運動の「新ビジョ
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
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
多面的に総括し、これからの協同組合運動の「新たな地平」
を拓くための指針となる一冊です。
編者の中川雄一郎明治大学大学院教授は序章で「新協同
組合ビジョンは過去・現在・未来を俯瞰する、協同組合の事
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
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。
（家の光協会、A５判、272頁、定価：本体2,300円＋税）

レイドロー報告（第27回ICAモスクワ大会）以降、1980年代
からおよそ30年間にわたる協同組合に関する文献を幅広く取り
上げ、分野別に詳細に解説しています。編者の堀越芳昭前
山梨学院大学教授は本書の特徴について「国際協同組合運
動、理論と歴史、法制、そして農協・漁協・森組・生協・
中小企業組・ワーカーズ・金融・共済および社会的企業を網
羅した、文字通りオール協同組合研究の総括書」としています。
「家の光」発行の『新版 協同組合事典』（1966）の後継本
として広くご利用ください。
（家の光協会、A5判、372頁、定価：本体4,200円＋税）
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経営破綻した遊子漁協の再建には61年から76
年の約15年間を要したが、その間、養殖魚種の
多角化と養殖場の拡大によって販売金額は飛躍的
に増加するとともに、最終年度には累積欠損金を
解消までに回復した。漁家は養殖生産で他の漁
家と家族ぐるみで競い切磋琢磨に努めるとともに、
協同の取組みとして固くまとまったという。
こうした漁家の意識変革はどのようにして定着
していったのか。古谷氏はことあるごとに「浜を
支える下積みとなれ」と語ったという。氏の漁協
人生を振り返りながら、漁業協同組合の運動と
事業が一体のものとしてすすめられた取組みを見
る。
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集 ｜協同組合の基本的価値（社会的目的）と効率性（経済的目的）のトレードオフ関係に着目する｜

特集解題
津田 直則
Tsuda

Naonori

●桃山学院大学 名誉教授

Ⅰ

はじめに
本号の特集は「今、協同組合はどのよ

論考編

１. 協
 同組合基本的価値と効率のト

うなアイデンティティの確立を求められ

レードオフ

ているか―協同組合の基本的価値 （社会

桃山学院大学名誉教授

的目的） と効率性 （経済的目的） のトレード

津田直則

オフ関係に着目する―」である。この特

拙稿ではまず、協同組合において社会

集テーマは今号と次号の２回にわたる共

的目的と経済的目的のトレードオフ問題

通テーマである。この共通テーマのもと、

が生じる具体例を２つ取り上げている。

今号では協同組合の目的である基本的価

第１は、生協店舗事業におけるトレード

値 （社会的目的） の実現と効率性 （経済的目

オフ問題である。コープこうべにおいて

的） の関係に着目する。双方はトレード

協同組合基本的価値の計測が取り組まれ、

オフ （二律背反） の関係にあると言われる

その副産物として基本的価値と効率のト

が、その矛盾の実態と克服に向けた方向

レードオフ関係が実証された。第２の具

性を探る。また次号では、今号での展開

体 例 は、 第 二 次 大 戦 後 の 旧 ユ ー ゴ ス ラ

をふまえ協同組合を取り巻く環境変化や

ヴィア労働者自主管理体制における民主

経営基盤の変化のもとで、事業体であり

主義と効率の間のトレードオフ問題であ

運動体である協同組合は今日、どのよう

る。民主主義の不効率が原因でこの国の

なアイデンティティの確立が求められて

システムは崩壊した。

いるかを探る。

次に協同組合では、なぜこのようなト
レードオフ関係が生じるのかを経済理論
的に分析している。基本的理由は、協同
組合では効率よりも人間を重視する視点
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が種々の形で入ってくるからである。ト
レードオフ関係を克服する方法としては、
欧州の協同組合が取り組んできた連帯に

３. JAにおける組織体と事業体との
協同組合的統合―支店協同活動
に着目して－

よるシステムづくりの具体例をあげてい

三重大学招へい教授

る。

石田正昭氏によれば、協同組合におい

２. 協同組合をめぐる二元論と矛盾論
北海学園大学教授

石田正昭

ては社会的目的を表現する有効性と経済

佐藤信

的目的を表現する効率性との間でトレー

佐藤信氏は社会的目的と経済的目的の

ドオフ関係が生じ、時には目的手段関係

間 の ト レ ー ド オ フ 問 題 を、 矛 盾 論 と 二

が逆転し事業体の目的を達成するための

元論という２つの視点から議論している。

組織体に転化することもでてくる。この

協同組合における組織・運動体と事業・

ようなトレードオフ関係から逃れる道は、

経営体という矛盾した関係は双方の相互

種々の革新によりトレードオフをより高

浸透によって統一的に把握でき、役員、

いレベルにシフトさせることである。氏

組合員、職員の関係も相互浸透によって

はこの革新が可能かをJA組織について

理解を深めあうことができるという。こ

検討している。

の調和により実現されるのが「非敵対的

JAの事業運営は種々の事業が連合会

な矛盾」である。意思疎通が崩れると矛

の下で縦割りに分立し、勝手に自走して

盾は敵対的な矛盾へと転化していく。

分裂し始めているという。JAのCS運動

氏は大阪いずみ市民生協やコープさっ

も資本制企業の模倣に陥っている。組織

ぽろの経営トップの発言を取り上げ、彼

を進化させるには環境変化に適応力があ

らの協同組合基本的価値よりも競争を優

る柔構造組織への転換が必要であるとい

先する偏った思考様式は二元論であり、

う。

短期的に通用しても組織と経営の統一の

つまり、革新への道は、JA事業間の分

観点からは問題があると考える。重要な

化と統合をどのように図るのか、本店と

のは矛盾論的な視点にたって、協同組合

支店・事業所との間の集権と分権をどの

原則の理念に戻り、組合員の自発的参加

ように図るのかという問題であるという。

を重視し、社会各階層との連帯の必要性

具体例として縦割りの事業運営の中に統

を認識することであるという。

合を取り込むボイス運動の例、目的 （ミッ
ション） 優先の職員育成方法としてチー

ムプレイで動かす支店運営例、支店を単
－3－
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位として集権の中に分権を取り込む支店

反をどう考えるのかという問題だけでな

運営委員会等、各地の事例を挙げている。

く、協同組合の事業・運動体の社会的責

氏によれば、これらは分化の中に統合を、

任の問題であり、21世紀生協のめざすべ

そして集権の中に分権を組み込む創造的

き課題だと氏は強調する。

な解であるという。

Ⅱ

２. 小規模生協は生き残れるのか
―山間部と離島の事例から―

実践編

奈良女子大学助教

１. パルシステムが日本の協同組合

青木美紗氏が問題にするのは、人口が

運動にもたらしたもの－個人対

少ない地域で小規模生協が存続してきた

応配送型生協の成果と課題－
関西大学教授

青木美紗

要因についてである。山間部・離島での

杉本貴志

生協の生き残りがテーマとなる。第１例

杉本貴志氏は協同組合の社会的目的と

は、宝塚市山間部に位置する組合員数72

経済的目的のトレードオフの問題を、生

人の生協である。生活物資の必要性から

協における個配事業と労働問題とを素材

生協が誕生し50年以上存続している。近

として検討している。消費者生協におけ

くにコンビニやスーパーがあり、組合員

る労働問題は協同組合で長い歴史を持っ

の６割が生協はなくてもいいと思ってい

ているが、再びこの問題が深刻になりつ

る。しかし４割の組合員により工夫を重

つあると氏は指摘する。

ねることで存続を決めた。

世界的に有名となった日本の「班」シ

第２例は奄美医療生協である。離島・

ステムが女性の社会進出により陰り始め

僻地では医師の確保、資金繰りなど困難

たころ、全国の生協は個配導入の可能性

も伴う。命に離島があってはならない と

を探っていたが、運送業者に任せるシス

いうスローガンのもと、医療生協は60周

テムを考えだしたのがパルシステムの前

年を迎えた。班会活動や消費生協との協

身・コープ事業連合であった。これによ

同が特徴で、非組合員も交えて地域のつ

り個配事業は全国に広がった。

ながりを支えている。氏は小規模生協が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

パルシステムは委託先の運送会社を

生き残れた要因として地理的に生協の必

パートナーと呼んでいるが、配送労働に

要性が高いこと、くらしに関するニーズ

携わる人は非正規社員の世界に属する。

に応え地域資源を有効に利用してきたこ

全国の生協に広がるこの労働問題は、協

と等を指摘している。

同組合内部での社会性と効率性の二律背
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３. 青
 森県百石地区のホッキガイ漁の

４.「協同労働の協同組合」の社会


「５艘１艘」という協業化－協同

的目的と事業運動の持続的な発

の基本的価値と効率性はどのよ

展のために

うに導かれたのか－
東京海洋大学准教授

日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会
濱田武士

事務局長

濱田武士氏のテーマは、資源量に限界

田嶋康利

田嶋康利氏は日本労働者協同組合連合

があるホッキガイという特殊な漁場で、

会 （以下、労協連）の視点から議論する。協

競争によって共倒れにならないためには

同組合の社会的目的と経済的目的の双方

どうすればいいかという問題である。東

は分離できないものと考える立場である。

北・北海道の漁民達が考え出した解答は、

事業活動と運動とは一体的であるという

協業という方法で売上高をプールする方

主張に基づいて氏は、労協連の歴史を振

法であった。漁民が自由に漁をすると急

り返り、いかに両者が一体となって発展

速に資源は減少する。福島県で出漁漁船

してきたかを説明している。

を半分にして水揚げ金をプールするとい

労協連における協同労働は３つの協同

う協業方式が始まった。青森県では２人

（働く者同士の協同、利用者との協同、地域との協

の漁業者が１隻の船に乗る２艘１艘方式

同）から成り立っている。70年代の行政か

が生まれ、後に５艘１艘方式へと転換さ

らの配慮による仕事の時代に始まり、こ

れた。

れまで種々の仕事を開発してきた。現在

氏はこの５艘１艘方式について詳しく

では、社会的困難・就労困難にある人々

説 明 し て い る。86年 に 資 源 対 策 協 議 会

の自立・就労を支援する公共の仕事等へ

が設置され種々の漁獲制限が設けられ

と事業と運動を広げている。

た。反対者もいたが協業すれば手取りが

次に氏は、以上の労協連を牽引してき

増えることが示されていった。99年には

た中心であるセンター事業団について、

２艘１艘の協業が定着し、その後、デフ

資本形成や事業運営の基本原則の観点か

レや燃料高騰を背景にさらに合理化を進

ら詳しく説明している。

め、５艘１艘に転換した。合意形成は難
おわりに

しかったが、協業化により相互監視が働
くために横流しが減り、競争が弱まるこ

最後に執筆いただいた７名の原稿につ

とにより、逆に海難事故防止にも役だっ

いて、トレードオフ問題の議論ではどの

ている。

ような共通点が見られるか整理してみよ
－5－
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う。佐藤氏の二元論と矛盾論、並びに青

論である。田嶋氏の協同労働の協同組合

木氏の小規模生協生き残り論は、どちら

論は、労協のシステム作りをめざしてき

かといえば協同組合の理念に立ち返るこ

た。原則、制度、システムがそれぞれつ

とを重視すべきだという考えである。残

ながっている。杉本氏のパルシステム論

りの５名には別のある共通点がある。そ

では、パルシステムの個配という効率を

れは協同組合の社会的目的を実現する手

高めるシステムについて論じている。配

段としての経済的目的として、ある種の

送システムが非正規労働を広げたことは

システムを考えているという点である。

協同組合の社会的目的を犠牲にしている

拙稿はモンドラゴン協同組合とイタリア

のではないか、という問題提起をしてい

協同組合における連帯システムに学ぶこ

る点で他の論考とは異なる特色がある。

とを重視している。石田氏のトレードオ

７名の論文全体を通じて協同組合におけ

フのシフト化論は分化の中に統合を、そ

る社会的目的と経済的目的の両立は必ず

して集権の中に分権を組み込むための革

しも容易ではないが、両者のトレードオ

新を重視しているが、これもシステム論

フ関係をシフトさせるシステムの革新は

である。濱田氏の漁業協業化論は資源量

様々なレベルで可能であるということが

の制約の下で、コスト引き下げによって

できる。

メンバーの収益最大化をめざすシステム

JC総研 第35回公開研究会
日
時：2014年10月13日（月・祝）13:00 ～ 18:00
場
所：明治大学（駿河台）グローバルフロント２Ｆ4021号教室
研究課題：
「今、協同組合はどのようなアイデンティティの確立が求められているか
～事業環境や経営基盤の変化のもとでの協同組合運動の展望～」
主な内容：
・趣旨説明：三重大学 招へい教授 石田 正昭 氏
・第１報告：
「大規模化のもとで協同組合のガバナンスをどう確立するか？」（仮題）
報告者：北川 太一 氏（福井県立大学 教授）
・第２報告：
「第一次産業に基礎をおいた地場産業の活性化～島根県・飯石郡森林組合
の取組み～」（仮題）
報告者：岸上 光克 氏（水産大学校 専任講師）
・第３報告：
「規模拡大が進むヨーロッパの協同組合銀行で、
協同組合のアイデンティティ
（協同の基本的な価値と原則）
をどのようにとらえ、活かしているのか」
（仮題）
報告者：重頭 ユカリ 氏（農林中金総合研究所 主席研究員）
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