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プラットフォーム協同組合主義とはなにか？
――デジタル経済における協同組合の可能性を探る――
日時：2019 年９月 21 日（土）開催
会場：東京大学本郷キャンパス福武ホール

ラーニングシアター

主催：一般社団法人日本協同組合連携機構（ＪＣＡ）
協力：東京大学大学院情報学環・学際情報学府 水越伸研究室

デジタル経済の進展のなか、コミュニケーションや情報収集、商品・サービス取引
などのためのインターネット基盤（デジタル・プラットフォーム）を提供する「Ｇ
ＡＦＡ」などのプラットフォーム企業の独占的地位が問題となっています。プラッ
トフォーム上で情報を共有して価値を生み出している利用者こそがプラットフォー
ムを協同組合的に所有すべきとする「プラットフォーム協同組合主義」について考
えます。

《キーワード》
● プラットフォーム協同組合主義（Platform Cooperativism）
● プラットフォーム資本主義
● ＧＡＦＡ

一般社団法人 日本協同組合連携機構

https://www.japan.coop/wp/publications/publicacion/report

はじめに
一般社団法人日本協同組合連携機構（ＪＣＡ）は、東京大学大学院情報学環・学際
情報学府の水越伸研究室と協力し、2019 年９月 21・22 日にシンポジウム「プラッ
トフォーム協同組合主義の現在」を開催しました。
これは、
「プラットフォーム協同組合主義」（Platform Cooperativism）の提唱者の
１人であるトレバー・ショルツ氏（米国ニュースクール大学准教授）の来日にあわせ、
ショルツ氏を招き開催したものです。
デジタル経済の進展のなか、コミュニケーションや情報収集、商品・サービス取引
等のためのインターネット基盤（デジタル・プラットフォーム）を提供する「ＧＡＦ
Ａ」などのプラットフォーム企業の独占的地位が問題となるなか、世界の協同組合に
とっても、こうした動きにいかに対応していくかが大きな課題となっています。
「プラットフォーム協同組合主義」は、プラットフォーム上で情報を共有して価値
を生みだしている利用者こそがプラットフォームを協同組合的に所有すべきとする思
想で、2014 年頃から提唱され始め、近年注目を集めつつあります。
国際協同組合同盟（ＩＣＡ）も 2017 年の総会において「プラットフォーム協同組
合主義」に対する支援を決議し、また国際労働機関（ＩＬＯ）なども強い関心を示し
ています。
そうしたなか、日本でまだ紹介されることの少ない「プラットフォーム協同組合主
義」とは何かを知るとともに、プラットフォームへのリテラシーを身につけることを
目指し、２日間にわたる本シンポジウムを開催しました。
シンポジウムの第１日（2019 年９月 21 日）は、ＪＣＡの主催、水越研究室の協
力により、「プラットフォーム協同組合主義とはなにか？～デジタル経済における協
同組合の可能性を探る～」と題し、プラットフォーム協同組合主義の考え方や最新の
動向について紹介しました。
シンポジウムの第２日（2019 年９月 22 日）は水越研究室の主催、ＪＣＡの協力
のもと、「国際セミナー『インフラ・リテラシーの道具箱』」として、研究者や専門家
を対象に、最新の知見や研究動向について深めました（プログラム参照）。
本研究レポートは、同シンポジウムのうち、ＪＣＡ主催・水越研究室協力で行われ
た第１日目の記録です。ショルツ氏による世界のさまざまな事例を織り込んだ講演を
ベースに、パネルディスカッションを行いました。
翻訳の必要などから、本レポートの刊行が遅くなってしまいました。現在、世界は
コロナ禍の真っただなかです。その克服のためには、だれも取り残さない形で、ＩＴ
の活用や助け合いのネットワークが広がることがますます求められています。本レ
ポートが、プラットフォーム協同組合主義とその可能性への皆さまの理解に資すると
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ともに、その実践に向けた契機となり、またコロナ禍克服の一助になれば幸いです。
最後になりましたが、ご登壇いただいたショルツ准教授、水越教授、コープこうべ
の浜地研一様、ご協力いただいた東京大学大学院情報学環・学際情報学府水越伸研究
室の皆様、ご協賛いただいた農林中金総合研究所、生協総合研究所、協同総合研究所、
市民セクター政策機構、地域と協同の研究センター、本研究レポートの原稿をとりま
とめていただいた法政大学連携社会インスティテュート伊丹謙太郎教授に厚く御礼申
し上げます。
2020 年 11 月 30 日
一般社団法人 日本協同組合連携機構

常務理事 青竹 豊

シンポジウム「プラットフォーム協同組合主義の現在」プログラム
（このうち第１日の内容を本研究レポートに収録）
● 第１日（2019

年９月 21 日）──────────────────────

【タイトル】
「プラットフォーム協同組合主義とはなにか？
			

～デジタル経済における協同組合の可能性を探る～」

【日

時】2019 年９月 21 日（土）13：30 ～ 18：00

【会

場】東京大学本郷キャンパス福武ホール

ラーニングシアター

【参 加 費】1000 円
【参加申込】PassMarket より（別途案内）
【資

料】資料は事前にメールでお送りします。

【主

催】日本協同組合連携機構（ＪＣＡ）

【協

力】東京大学大学院情報学環・学際情報学府

【協

賛】農林中金総合研究所、生協総合研究所、協同総合研究所、

水越伸研究室

市民セクター政策機構、地域と協同の研究センター（申込順）
【問合せ先】日本協同組合連携機構・協同組合連携部

TEL.03-6280-7254

第１日プログラム（※逐次通訳が入ります。時間は目安です。）
① 開会挨拶（13:30 ～ 13:35 ／５分）
馬場 利彦（日本協同組合連携機構 代表理事専務）
② 基調講演（13:35 ～ 14:55 ／ 80 分）
「プラットフォーム協同組合主義とはなにか？」
トレバー・ショルツ（米国ニュースクール大学 准教授）
③ 質疑応答（14:55 ～ 15:25 ／ 30 分）
④ パネルディスカッション（15:40 ～ 17:00 ／ 80 分）
「デジタル経済における協同組合の可能性を探る」
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《パネリスト》トレバー・ショルツ
水越 伸（東京大学大学院情報学環・学際情報学府 教授）
浜地 研一（生活協同組合コープこうべ 情報・物流推進部
インターネット・デジタル推進統括）
中野 理（日本協同組合連携機構

協同組合連携部／

日本労働者協同組合連合会理事・海外連携推進部長）
《司

会》前田 健喜（日本協同組合連携機構 協同組合連携部長）

⑤ ネットワーキング（17:00 ～ 17:30 ／ 30 分）
参加者同士の名刺交換や簡単な交流
⑥ 閉会挨拶（17:30 ～ 17:35 ／５分）
青竹 豊（日本協同組合連携機構 常務理事）
● 第２日

───────────────────────────────

【タイトル】国際セミナー「インフラ・リテラシーの道具箱」
【日

時】2019 年９月 22 日（日）13：30 ～ 18：00

【会

場】東京大学本郷キャンパス

ダイワユビキタス学術研究館

【事前登録】参加費不要
【使用言語】英語
【主

催】東京大学大学院情報学環・学際情報学府

【協

力】日本協同組合連携機構（ＪＣＡ）

水越伸研究室

【問合せ先】水越研究室プロジェクトＨＰより
第２日プログラム
① 開会挨拶（13:30 ～ 13:35 ／５分）
②「インフラリテラシー・プロジェクトの概要」（13:35 ～ 14:00 ／ 25 分）
水越 伸（東京大学大学院情報学環・学際情報学府 教授）
③「メディアランドスケープ・ワークショップ 2019」報告
（14:00 ～ 15:00 ／ 60 分 )
宇田川 敦史（東京大学大学院情報学環・学際情報学府 博士課程）
勝野 正博（東京大学大学院情報学環・学際情報学府 博士課程）
④ パネルディスカッション（15:15 ～ 16:45 ／ 90 分）
「メディア・プラットフォームにいかに気づくか」
《司

会》水越 伸

《パネリスト》トレバー・ショルツ（米国ニュースクール大学 准教授）
水嶋 一憲（大阪産業大学経済学部 教授）
田口 純子（東京大学大学院情報学環・学際情報学府 助教）
⑤ 閉会挨拶（16:45 ～ 17:00）
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プラットフォーム協同組合主義とはなにか？
── デジタル経済における協同組合の可能性を探る ──
① 開会挨拶

日本協同組合連携機構（ＪＣＡ）代表理事専務 馬場 利彦

本日は３連休の初日、それも急なご案内にもかかわらず多くの方にご来場いただき
ありがとうございます。私は、昨年発足しましたＪＣＡで専務を今年６月から務めさ
せていただいています馬場と申します。本日と明日、私たちＪＣＡは東京大学大学院
情報学環水越伸研究室のご協力を得てここに本シンポジウムを開催することになりま
した。
１日目は私たちＪＣＡの主催で「プラットフォーム協同組合主義」の考え方や最新
の動向について紹介いたします。明日、２日目は水越研究室主催で研究者、専門家を
対象に最新の知見や研究動向を深めるものとなっています。プラットフォーム協同組
合主義とは、プラットフォーム上で情報を共有し価値を生み出している利用者が協同
組合方式でプラットフォームを所有するべきだという思想であり、2014 年ごろに提
唱され始めました。
国際協同組合同盟（ＩＣＡ）も 2017 年総会においてこのプラットフォーム協同組
合主義を支援するという決議を行っています。また、国際労働機関（ＩＬО）も強い
関心を示しており、本日もメッセージをＩＬО協同組合ユニット長よりいただいてお
ります。
本日は、プラットフォーム協同組合主義の提唱者の１人であるアメリカ、ニュース
クール大学のトレバー・ショルツ（Trebor Scholz）先生をお招きしています。世界
のプラットフォーム協同組合主義の動向を踏まえながら、日本においてはどういう取
り組みが必要なのか、課題は何なのか？皆さまと議論していきたいと思います。
遠方からいらしていただいたショルツ先生、コープこうべの浜地さん、さらには協
賛いただいた農林中金総合研究所、生協総合研究所、協同総合研究所、市民セクター
政策機構、地域と協同の研究センター、アグベンチャーラボ（AgVenture Lab）の
皆さまにも感謝申し上げたいと思います。
ともに学び、ともに考え、ともに進みましょう。本日はどうぞよろしくお願いします。
《司会》ＪＣＡ 協同組合連携部長 前田 健喜
これから基調講演に入りますが、その前にＩＬО協同組合ユニット長のシメル・エ
シム（Simel Esim）さんからこのシンポジウムに対するビデオメッセージをいただ
いておりますので、まずそちらの映像をご覧いただきたいと思います。
《ビデオメッセージ》シメル・エシム（ＩＬО協同組合ユニット長）
こんにちは。スイス・ジュネーブのＩＬО、その協同組合ユニットからご挨拶申し
上げます。日本協同組合連携機構（ＪＣＡ）の皆さんには、私たちＩＬО協同組合ユ
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ニットにこのような機会、皆さんとともに「プラットフォーム協同組合」について考
える機会をいただき、感謝いたします。
はじめにＩＬОと日本、特に日本の協同組合運動との関係について少しお話した
いと思います。日本は、1919 年にＩＬОが設立された当初から、その創設メンバー
の一員です。早くも 1923 年には、ＩＬОは東京に駐日事務所を開設しています。
1928 年、ＩＬО初代事務局長のアルベール・トーマが 26 日間にわたり日本を訪れ、
日本の協同組合運動の父である賀川豊彦にも会っています。こうしたＩＬОと日本
の協同組合運動の歴史的なつながりは、今日まで続いています。 その実例の１つが、
日本生活協同組合連合会とＩＬО協同組合ユニットの 2010 年からの連携です。私た
ちは 2010 年から毎年、アフリカの選りすぐりの協同組合リーダーが日本を訪れ、日
本の協同組合主義の力強い伝統を学ぶ視察ツアーを共催しています。つい先日も、こ
の日本生協連とＩＬОによる共同視察ツアーの記念すべき第 10 回目が、アフリカか
ら５人の協同組合リーダーの参加を得て、ＪＣＡのもとでそれぞれのセクターを代表
する協同組合中央組織の協力により、つつがなく行われました。
さて、過去から未来へと時が経つにつれ、仕事の世界で起きつつある重大な変化は、
労働者に対してこれまでにないプレッシャーをかけています。このために協同・共生・
連帯に基づく経済モデルへの関心が高まっています。今年（2019 年）６月の国際労
働会議は、
人を中心に据えた仕事の未来を展望するＩＬО百周年宣言を採択しました。
この宣言は、仕事の世界を変えつつある経済・人口動態・環境・技術における国際的
な趨勢を反映しています。それらの国際的な潮流は、いくつかのケースでは新たな就
労機会を創り出しているものの、他方でプラットフォーム・エコノミーのように雇用
の喪失や質の低下も引き起こしています。これに対して、協同組合や社会的連帯経済
企業を含めて、企業家精神と持続可能な事業体を養うための環境を創り出す必要性が
高まっています。
とくにプラットフォーム・エコノミーのような新興の分野では、新しいテクノロジー
が労働を組織し、管理する方法を変えつつあります。プラットフォーム・エコノミー
を新たな経済的チャンスと見なす人もいることでしょう。 しかし、それが労働者の
不安定性や労働条件の悪化につながる無法状態を生み出す実例も増えています。こう
した変化に対して、政策や法制度の整備は概して遅れをとっています。テクノロジー
の持つ前向きな潜在能力を十分に引き出しつつ、それによる失業率の増加や労働に対
する資本の支配という脅威に対抗するためには、協同所有と民主的運営という新しい
モデルが有効です。つまり協同組合は、プラットフォーム・エコノミーにおける労働
者の主張を支持し、その権利を強める手助けができます。 労働者保護が適用されな
い「非公式経済」において自営業やフリーランサーとして働く労働者を含めて、さま
ざまなセクターの労働者が、協同組合を通じて市場にアクセスし、搾取的な中間業者
を排除し、発言力と交渉力を高めているのです。
例えばこうした労働者の一例として、労働者協同組合を設立し、オンライン・アプ
リケーションを活用しているタクシー運転手や家事サービス労働者がいます。 タク
シー運転手たちは、自ら協同組合を組織し、オンライン・アプリケーションを立ち上
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注１）Uber（ ウーバー）：

げて、彼（女）らから権利と利益を奪う―Uber（ウーバー）注１） に代表されるよう

アメリカ合衆国においてＩ

な―ライドシェア業者の介入に対抗しています。 家事サービス労働者やホームヘル

Ｔによる自動車配車サー
ビスを開始し、現在は世

パーたちも協同組合を設立し、その組合員たちが（労働者保護のない「非公式経済」

界中で同様の事業を展開

から）「公式経済」へと移行するのを促進しています。 彼（女）らの協同組合は、よ

している。時間のある市

り良い賃金と労働条件、組合員主体の運営と意思決定プロセス、また賃金と労働条件

民ドライバーと送 迎を希

のさらなる改善のためのより強力な団体交渉力を組合員に提供しています。 こうし

望する顧客をマッチング
させるシェアリング・エ

た協同組合の多数の事例には、労働組合も協力しています。

コノミーの代表的事例と

協同組合とより広範な社会的連帯経済の発展のためには、政策・規則・制度の整備

して注目されている。ほ

や金融・教育などの支援サービスを促進する環境とエコシステムが必要です。多くの

かに、あらゆる飲食店へ
の出前注文を行えるフー

国では、協同組合全般や、とくに労働者協同組合に関する制度環境の改善が見られま

ドデリバリーサ ービ ス、

す。他方で、絶え間なく変化する現実や現場のニーズ対して、法的整備が遅れている

Uber Eats（ウーバー・イー

国も少なくありません。こうした制度的整備に加えて、労働者協同組合の発展や、そ

ツ）もあり、日本でも広

の優れた実践の普及のためには、相談サービスや支援機関、金融ツールなどへのアク

がっている。

セスが必要です。 資金の調達は、多くの新しい協同組合にとって最もさし迫った課
題の 1 つです。
すべての人に働きがいのある、人間らしく、持続可能な仕事をもたらすことを通じ
て社会正義を促進するためには、継続的な取り組みと行動が必要です。 それには社
会的な対話と結束、そして新しい考え方も必要となります。さらに私たちの社会と、
その中のさまざまな集団を結びつけ、私たちがみな「すべての人のための経済」に結
集することも必要となるでしょう。
ご盛会を心より祈念しております。
《司会》ビデオメッセージをいただきましたＩＬО協同組合ユニット長のシメル・エ
シムさん、どうもありがとうございました。さて、これからトレバー・ショルツさん
による基調講演に入りたいと思います。ショルツさんは本日と明日の２日間のシンポ
ジウムのためにニューヨークから駆けつけてくださいました。それでは皆さま、拍手
をもってお迎えください。
② 基調講演 「プラットフォーム協同組合主義とはなにか？」
ニュースクール大学准教授・協同組合デジタル経済研究所長
トレバー・ショルツ
皆さまと一緒に過ごせることを嬉しく思っています。連休の中、足をお運びくださ
りありがとうございました。
中野さん、水越先生のほか多くの方のご尽力で今回の開催に至りましたこと、まず
はお礼を申し上げたいと思います。こういうイベントですとなかなか表に出てこない
人たちの苦労もあります。その１人、通訳の皆さまにも最初にお礼を申し上げたいと
思います。
私はこの 10 年ほどデジタル労働という問題に取り組んでまいりました。これはイ
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ンターネットを使ってどういう仕事をするのかというような内容です。もちろん、こ
のような労働形態には利点もあります。例えば、地理的に分散して住んでいる労働者
をまとめる（aggregate）ことができます。このデジタルプラットフォームを使うこ
とで、取引費用を削減することができ、規模を追求することもより簡単になります。
こうした労働者へのアクセスも簡単になります。難民がアメリカに来たらまず Uber
で働くそうです。すぐに仕事にありつけるからです。
こうしたデジタルプラットフォームで働く人たちの特徴に、短時間労働というもの
があります。極めて短い労働時間の人たちがたくさんいます。しかし、これから私が
お話しする内容については、フルタイム労働を前提にしている点、ご承知ください。

彼ら労働者の苦境を分かりやすくイラストにまとめてみました。まずは、極めて
低い賃金です。本人の生活を維持するにも十分とは言えないレベルです。最近報道
を目にされた方もいらっしゃるかもしれませんが、Uber の共同創業者がごく最近
７千５百万ドルの豪邸を買ったそうです。一方、Uber で働く人びとは家賃すら払え
ず車で寝泊まりしていたりするのです。
プラットフォーム経済の成功が喧伝されています。しかし、その背後には、この
40 年間に生じた変化を指摘することができます。これまでの「雇用労働」というも
のが支配的であった環境では、労働者に一定の権利が認められていました。ところ
が、新しい経済では「請負」が支配的であり、一人ひとりが独立自営業者となります。
この経済では、「勝者総取り」という言葉が象徴するように独占や寡占が生まれます。
そのなかでプライバシーの問題なども発生してくるのです。
例えば、タクシー運転手の場合がそうであるように、これらのビジネスでは「客待
ち」の時間が発生します。しかし、そこに報酬は発生しません。それから、実は「リ
スクの移転」も発生しています。たとえば輸送ビジネスであれば、かつては企業が生
産手段、すなわち車を提供していました。しかし、この経済では、ドライバーが所有
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する車で運びますし、それに関連するリスクもすべてドライバー自身が負うことにな
注２）Airbnb（エアビー

ります（Airbnb 注２）の場合も、不動産は一人ひとりの貸し手が所有しています）。労

アンドビー）：恒常的なホ

働者が生産力を、資本家が生産手段を提供する古典的な企業の姿とは、著しく違って

テルや賃貸アパートでは
なく、短期的に利用しな
い部屋等の個人間での貸
し借りを仲介、マッチン
グさせる目的で始められ
たサービス事業。2019 年

きていることが分かるでしょう。労働者がほとんどのリスクを負い、企業は利益のほ
とんどを取る、そういう経済なのです。
このように労働者自らが大変な脅威にさらされる状況が生まれていますが、規制当
局である政府は十分な対応を行ってきませんでした。例えば、アメリカでは 1970 年

12 月現在、世界 192 カ国

代以降、連邦政府による労働者保護のための法改正や介入が行われてきていませんで

にまで広がっている。い

した。オバマ政権もこうした改正に対し、極めて弱腰でした。

わゆる民泊サービスであ
るが、宿泊予約サイトと
して世界第２位の予約数

2009 年、ニューヨークにある私の所属する大学、ニュースクールで最初のデジタ

を誇る規模となり民間ホ

ル労働会議を開催してから今年 (2019 年 ) で 10 年となります。開催場所はニューヨー

テルとの強い競合関係に

クが中心でしたが、昨年は香港で開催しました。私は、長年オンライン労働者たちの

ある。

働き方について研究を続けており、住まいはブルックリンにあり、この地区にある協
同組合にも所属しています。もう 18 年になりますが、この組合で月 2 時間ほど組合
員として働いています。自分の子どもたちも保育協同組合に預けています。さまざま
な生活に密着した協同組合が存在しています。一方で、研究者としてのデジタル労働
への興味、もう一方で協同組合での活動、このふたつが私のなかで自然につながり、
2014 年に「プラットフォーム協同組合主義」を提唱することになりました。
今日、図書館でも本屋でもデジタル経済をテーマとした本は棚を埋め尽くしていま
す。しかし、このデジタル経済を批判的に乗り越えようとする、それも半世紀後など
ではなく今この時点で乗り越えようという意図で書かれたような書籍を目にすること
はほぼありません。私たちが進めようとしているのはまさにこの運動なのです。
さて、プラットフォーム協同組合主義とはいかなるものなのか。定義は次のよう
になります。

プラットフォーム協同組合とは、ウェブサイトやモバイルアプリあるいは通
信接続（プロトコル）を通じて商品やサービスを提供するものであり、そのプ
ラットフォームは、労働者やユーザー自身による民主的なガバナンスと共有（共
同所有権）を基盤としている。

私の研究は 2009 年に着手されたデジタル労働に始まります。協同組合は 200 年の
歴史がありますから、それに比べるとごく短いものですが、いかに協同組合と結び付
くに至ったのか、興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、以前に著したデジタル
労働に関する私の作品にも目を通してください。さて、このプラットフォーム協同組
合主義は想像以上に各界からの反響を呼ぶことになりました。この一部を紹介します。
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・数年前に始まったばかりの貴方のプロジェクトが社会科学への大きな貢献へ
と実ったことを心から祝福します。
サスキア・サッセン（コロンビア大学）
・プラットフォーム協同組合主義は、労働者が本当の意味で力をもち、利用者
には高品質のサービスが届けられる、そういう可能性をもっている。
アリエル・グアルコ（ＩＣＡ会長）
・ウェブの所有権はますます少数の企業の手に握られるようになってきた。プ
ラットフォーム・コープ開発キットのようなプロジェクトは、こうした状況
を変革するための力を人びとに与えてくれる。
マーク・サーマン（Mozilla 最高経営責任者）

では、プラットフォーム協同組合主義は、アマゾンや Google のようなビジネスと
よく問われる質問です。GAFA 注３）の心臓となるアルゴリズム

注３）GAFA（ガーファ）：

はどうちがうのか？

Google、Amazon、

に協同組合の温かい血を通わせるといえばよいのでしょうか、最新のデジタル技術と、

Facebook、Apple の４者
を指し、巨大ＩＴプラット

協同組合が得意とする民主的な事業運営を融合させることが私たちの狙いです。具体

フォーマーが社会的に大

的にはイラストをご覧ください。そのなかには、「公正な支払い（Fair Pay）」とい

きな影 響を与えるように

うものもありますし、人間としての「尊厳」も重視します。人間らしい、ディーセン

なった事象について語る

トな労働を実現させることがプラットフォーム協同組合主義の狙いの１つでもあるの

場合に用いられる。日本
では GAFA という括りが

です。

一般的だが、国際的には
FANGA（上記４者に定額
制動画配信サイト Netflix
を含める）を用いること
が多い。

プラットフォーム協同組合主義のプロジェクトを開始してから５年になります。協
同組合は他の形態に比べてレジリエンスが高く、倒産しにくいという結果が出ていま
す。生産性も５％ほど向上します。さらに重要なのは、その利益がコミュニティに還
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元されることでしょう。例えば、民泊プラットフォームの Airbnb の例を用いると、
そこでは売り上げの 30％がプラットフォーマーに吸い上げられます。しかし、協同
組合型であれば、それらが個々の貸主の手元に残ります。現在、世界に存在する多様
な協同組合型のデジタル経済ビジネスについて調査し情報収集を行いました。すべて
を含めて、350 ほどの事例を世界 26 カ国 96 都市から見いだすことができました。
このような仕事のやり方はどのような部門で成功しやすいのでしょうか？

ホームセ

クターに関わるものに適性が強いようです。家事や子育てのようなホームケアです。
その他、交通や農業、消費者に関わるものに強みを見いだせます。

これまで概観してきましたが、具体例に移りながら、デジタル経済におけるプラッ
トフォーム協同組合主義について考えてみたいと思います。具体例を２つのグループ
に分けてみます。１つは、協同組合のインフラを創ろうとする運動です。「ツイッター
を買おう (Buy Twitter)」運動もその事例の１つです。ユーザーの数で割ると、１人
あたり 60 ドルあれば Twitter を買収できます。それを協同組合型でユーザーによっ
て運営しようという運動です。
もう１つのグループは、社会正義や労働に関わる待遇改善、貧困問題の克服を考え
ようとする動きです。
最初の例は、インドの事例です。非正規雇用の女性たちとプラットフォームを構築
し、マッサージやコスメなど美容産業における複数のサービスを供給する事業が生ま
れています。これに関連して、イギリスから広がった＜ /unfound ＞というインキュ
ベーターが世界中で支援を行っていることも付言しておかなければなりません。非正
規のインド女性をエンパワーし、彼女たちが搾取されない所得を得ることによってよ
り自由に働ける機会を増やしていこうとしています。
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注 ４）Equal Care Co-op
（平等なケアを追求する協
同 組合、Eccoo）：イギリ

イギリスの “Equal Care Co-op” 注４）は、運営に必要な多額の費用がコミュニティ
によって出資されています。コミュニティを通して自らが出資することに特徴があり

スで最初のデジタル・プ

ます。サービスの需要者と供給者が一緒になって出資し、運営する。これがどれだけ

ラットフォーム 型の福 祉

の強みとなるのかはこれまでの話から想像できるかと思います。

介護協同組合。介護を受
ける人と提供する人とが
ともに所有し運営してい

ニューヨークには英語の話せないたくさんの移民がいます。そのなかでも多くの女

る、マルチステークホル

性が清掃業務に従事しています。Coopify.org は、こうした人びとを働き手として、

ダー協同組合である。非

アプリを使って顧客を募ることでサービスのマッチングを行います。これによって同

営利組織ならではの方法

じ仕事をしても報酬は従来の倍となりますし、プラットフォームを共有することでそ

を通じて、労働者への十
分な所得と質の高い介護

の 95％が手元に入ることになります。ベンチャー・キャピタル（投資家）が立ち上

の提供の両立を目指して

げたプラットフォームの場合は 30％が彼らに取られてしまいますので、労働者自身

いる。

が協同して出資すれば５％で済むというのは驚くべきことです。
Fairmondo は、ドイツで運営されているオンラインのマーケットプレイスです。
2000 人が出資しています。また、Stocksy は、世界 47 カ国から 1000 人ほどの写真
家たちが作品をストックし、販売するプラットフォームです。昨年度の売り上げは
1300 万ドルに達しました。
Ｅｖａは、カナダのケベック州モントリオールで運営されているブロックチェーン技
術を用いた協同組合型の相乗りサービス事業です。Ｐ２Ｐ技術を用いており、Uber
に取って代わるビジネスモデルといわれています。
ベルギーには Smart というプラットフォームがあります。これはどこにも雇用さ
れていないフリーランスの労働者たちへ仕事を仲介しますが、同時に Smart が雇用
して契約先に送り出します。企業ではハラスメントが大問題になっていますが、フリー
ランスは最も被害に逢いやすいといわれています。この問題を解決し、労働者に保護
を与える仕組みが Smart です。極めて多くの人に多大な影響を与えるプロジェクト
です。失業保険の獲得のほか、オーストリアでは市民権を得るための手がかりとさえ
なっています。ＥＵではすでに９カ国で活動を展開しており、ほかにカナダなどでも
実験が始まっています。
“Fairbnb” は、その名称だけでどういうサービスなのか想像できますが、コミュニ
ティベースでの短期の民泊プラットフォームです。アムステルダムや特にバルセロナ
やベニスでは市場を席巻しています。例えば、バルセロナは観光客がこの４年で倍増
していますが、Fairbnb では、住民の意思を受けてコミュニティが宿泊施設の提供数
を決定します。コミュニティが一丸となることで、これ以上は収容できないという主
張も行えるのです。
スイスに MIDATA.coop というプラットフォームがあります。心拍数や血圧などの
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医療情報をどの範囲まで共有するのかを患者自身が選
択できるものです。データを集団で共同所有すること
で管理する。データの信頼性も高く、正確で安全性を
確保した医療開発に結び付きます。
COTABO というイタリアのタクシー配車の協同組合
注５）Spotify（スポティ

もあります。Resonate という協同組合版の Spotify 注５）

ファイ）
：スウェーデン

のようなものもあります。ブロックチェーン技術を用

で創設された定額制音楽
配 信 サ イ ト。2019 年 時
点 で 79 カ 国 に 展 開 し、

い、音楽家は他のサービスに比べて２倍の収益が得ら
れているようです。

有料会員は１億 8000 万
人となっている。ＣＤか
らネット配信へと音楽
シーンを大きく変革した
Apple 社 の Apple Music
に対し、同価格帯サービ
スで倍以上の会員数を抱
えている。

これまで色々な具体例を話してまいりましたが、政
治への影響も見てみたいと思います。
写真の女性はドイツ社会民主党ＳＰＤの党主です。
この党の綱領にはプラットフォーム協同組合主義の考
えが盛り込まれています。また、先日私は、イタリア
の協同組合からも招きを受け、Ｇ７で話をすることに
なりました。アメリカでも何人かの上院議員から法制化に向けたアプローチがありま
した。
昨年、私たちの研究プロジェクトは Google 財団より 100 万ドルの寄付金を受け
取りました。プラットフォーム協同組合の開発基金としての基金となります。本来な
ら 1000 万ドル以上かかる複雑なプロジェクトなので大変なのですが、私たちは、協
同組合が自らの力でオープンソースのプラットフォームを作ることを目指していま
す。そのための開発キットを提供することを狙いとしています。各国の事情もあるの
で、その情勢に合わせたカスタム化が必要ですが、そのベースとなるものの開発を考
えています。
次頁イラストの中央右下に「協同組合の生態系を考える対話型マップ（interactive
map of co-op ecosystem）」というものがありますが、これは政策的な課題に対応
した協同組合のマップ（計画表）のようなものを作ろうとするものです。ハーバード・
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ロースクールと協働で「サイバー法診療室（cyber law clinic）」という取り組みが
進んでいますし、コロンビア・ロースクールからも法務上の助言を得ています。アメ
リカでは特に州によって法制度が大きく異なりますから、複数の専門機関と協力して
いくことが肝要です。複数言語でのリソース・ライブラリーもこのキットにおいて重
要な役目を果たします。世界中のありとあらゆる記事や文献を収集し、プラットフォー
ム協同組合主義のリテラシー向上に努めようとするものです。ぜひ皆さんにも使って
いただけるものになることを期待しております。協同組合型のプラットフォームにお
いては、多様なステークホルダーが関わってきます。研究者や運動のリーダーや実務
家、さらには政策立案者や技術者にも使ってもらいたいと思っています。私たちは、
どこの国でも使えるような、そしてあらゆる国で使われることでより充実したキット
の提供と新しい協同組合の設立に結び付くような「大旋風」を起こしたいのです。

インドにおける協同保育プロジェクトの様子

この取り組みをまず５カ国、先ほどの例にありましたインドを含め、ブラジル、ド
イツ、ＵＳ、オースラリアの５カ国で始めています。この５カ国で 3000 人の女性が
個々人で参加し、協同で子育て（預かり保育）に取り組むというプロジェクトです。
共同購入なども含め、このプラットフォームを通して独自のガバナンスを生み出せる
よう、役立ててほしいと思っています。
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労働を提供する側とニーズを持っている人たちのマッチングがテクノロジーを通じ
て実現する。この仕組みを協同組合方式で運営することは、これまで話してきたよう
にたくさんの利点がありますが、一方でそれを実現する上での障害も多くあります。
コミュニティベースでの協同プラットフォームがあれば、価格が安いからというこ
とでいたずらに海外にアウトソースして仕事がなくなるようなことはありません。プ
ライバシーについても、一人ひとりが所有者ですから、個人情報のコントロールにも
配慮した運営ができると思います。ただし、すべてがバラ色というわけではありませ
ん。失敗した例もたくさんあります。現在、一番の課題は資金調達（財務）です。プ
ラットフォームには相応の初期投資が必要となってきますので、これを集めるために
は、また、メンバーを説得するためには膨大なコストが予想されます。しっかりとし
たガバナンスや経営手腕も必要になります。近年の情報技術の発展は複雑でなかなか
知識が追いつかないと思われていますが、一番複雑で難解なのは、多様な人びとの間
で合意が形成されるということです。実は、これが最大の課題なのです。そして、こ
の難問の解決は１人の人間にはあまりに手に余るものなのです。
プラットフォーム協同組合の利点と課題
利

点

課

題

公正な支払い／高品質の仕事／高い生産

スタートアップ資金／マネジメント／ガ

性／環境の持続可能性／地域経済の安

バナンス／協同組合に対する認知度の低

定化／景気の影響や倒産率の低さ／低い

さ／ネットワーク効果を前提とした既存

怠業・離職率／本人所有によるプライバ

大企業との競争力／協同による連帯形成

シー管理の徹底

力の現実

私は、プラットフォーム協同組合
主義コンソーシアム（ＰＣＣ）を設
立しました。これは、世界中にある
何万ものプラットフォーム協同組合
事業の発展を支援するためのもので、香港をはじめとして世界中から大学などの機関
が参加しています。デジタル経済と協同組合が重なる研究機関としてはこのＰＣＣが
現在唯一のものではないかと自負しています。
大きな目標に向けて活動し、発信していくのも目的ですが、研究は皆さんのイメー
ジする最前線のアクティビズムとは少し違った特徴があります。研究は一歩退いて客
観的に物事を眺める必要があります。課題が大きいほどそういう立ち位置が大切に
なってくると思います。皆が熱い思いをもってこのプロジェクトに関わっています。
ニューヨークで開催される今年（2019 年）11 月の会議には 25 カ国から 120 人の
スピーカーが集まります。そのなかには研究者はもちろん、上院議員や実際にプラッ
トフォームを運営している実務家も含まれます。それぞれ問題意識は異なるかもしれ
ませんが、だからこそ互いに議論し合うことで新しいアイデアが出てくるのです。ぜ
ひこの運動に参加してください。ニューヨークに行けない方も、今日のシンポジウム
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に出席されているすべての方がネットワーキングして運動がさらに活発になることを
願っております。本日はどうもありがとうございました。
《司会》ショルツ先生、どうもありがとうございました。これから休憩の時間を設け
ます。質問のある方は、質問用紙を用意しておりますので前の方にお持ちください。
休憩の後に、私たちＪＣＡの中野理より報告を行いたいと思います。
③ パネルディスカッション「デジタル経済における協同組合の可能性を探る」
● 報告

「デジタル経済における協同組合の可能性①」
日本労働者協同組合連合会 理事・海外連携推進部長／ＪＣＡ協同組合連携部 中野 理
先ほどのショルツ先生
に対して寄せられたいく
つ か の 質 問 は、「 協 同 組
合そのもの」についての
問いになっておりました。
会場に参加されている方
には、協同組合の研究者
もいれば、デジタル経済
に興味はあるが協同組合
についてはあまり馴染み
のない方もいらっしゃい
ます。まず、私の方からいくつか関係する質問に答えられるような形で報告を行いた
いと思います。
スライドにあるのは「ペストフの三角形」と呼ばれ、スウェーデンの政治学者であ
るヴィクター・ペストフ（Victor Pestoff）が提唱した４つの経済セクターを区分す
るチャートです。私の方でいくつか加工しているものですが、市場、政府、コミュニティ
というセクターのほかに、「社会的連帯経済」と呼ぶことのできるセクターが存在す
ることが分かります。政府（行政）が「再分配」、民間企業は「市場交換」を通じて
財を移転するわけですが、フォーマル／インフォーマル、営利／非営利、公的／私的
の３つの軸で具体的な事業体の特徴を分類することができる図になっています。コ
ミュニティ―あるいは家族と言い切ったほうがいいかもしれません―というセクター
は「互酬性」を原理としていますが、あくまでインフォーマルな親密圏の領域に属す
るため、社会的な取引ではありません。政府や営利企業は皆さんにとってもイメージ
しやすいとは思います。
それではこの真んなかにある「社会的連帯経済」とは何でしょうか？「非営利」と
いう点では経済的利益を追求する企業とは大きく異なります。一方で、国家や地方政
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府がそうであるような、特定の領域において唯一の担い手であるという意味での公的
存在ではありません。サードセクター、ボランティアセクターなどとも呼ばれますが、
市民自身が自発的に立ち上げたアソシエーションがこの社会的連帯経済の担い手なの
です。協同組合は、特にヨーロッパでは最大の社会的連帯経済の担い手として挙げら
れます。市場を通じて財・サービスを提供しながら、一方では利益を追い求めること
はないからです。純粋な互酬ではありませんが、協同組合が特徴とする「相互扶助」
が互助の精神を社会に発現させるという点では家族・コミュニティの内側でしか存在
しない原理を拡張させる力を持っています。一方で政府のように、再配分を中核的機
能とはしていないけれど、市場では対応できない人びとのニーズを自ら組織化して生
産・供給しています。社会にとって不可欠なセクターの１つ、それがこの社会的連帯
経済であり、そのなかで経済的に最も大きなインパクトをもった組織が協同組合なの
です。
で は、 協 同 組 合 と
はどういう組織なの
か、 内 在 的 な 分 析 を
行ってみたいと思い
ます。
「共通の目的を
持 っ た 人 同 士 が、 自
発的に立ち上げる組
織」と定義すること
が で き ま す。
「出資」
と「利用」さらに「運
営・参画」の三位一体を特徴としています。例えば、日本の協同組合としてＪＡは最
もよく知られているものの１つですが、個々の農業者が組合員です。彼らが出資した
お金で出荷したお米や野菜を共同販売し、肥料や農機具を共同購入します。具体的に
いうと、青果市場まですべての農家が個別にリンゴを持っていくのは大変です。地元
の農協がまとめて出荷するほうが効率的でもありますし、まとまった商売ができるの
で市場での交渉力も強くなります。コープといえば生協のことをイメージしますが、
生協は消費者が共同で出資して購買することで流通過程に消費者の声を大きく反映さ
せることができます。かつて、日本の市場では安全安心な食品を望む声はかき消され、
「安かろう悪かろう」が支配的になった時期がありました。そうした時に、廉価自体
は望ましいことだが、それ以前に私たちは安全なものを口にしたいのだという声を上
げたのが生協でした。戦後の生協運動は、この「食の安全性」という課題解決への取
組を牽引する大きな力となりました。市民の、人びとの事業を通じた運動が協同組合
の遺伝子なのです。
さて、わが国にもワーカーズコープあるいは労働者協同組合というものがあります。
私の所属している組織はその連合会のひとつです。ワーカーズコープは、一人ひとり
の市民が出資し、事業を立ち上げ、その事業収益から報酬を得て生活するもので、
「働
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く」協同組合としての特徴を最も強くもっています。ＪＡや生協など多くの協同組合
では、組合員とは別に職員を雇用するのが一般的ですが、ワーカーズコープは、自分
たちの職場づくりにまで踏み込んだ協同組合です。ショルツ先生のお話にもたくさん
のワーカーズコープの事例が出てきましたので、重ねてイメージしていただければ理
解も進むかと思います。
さて、協同組合と株式会社、そしてＮＰОの比較表を作ってみました。出資のとこ
ろが大きく異なります。ＮＰОは会費や寄附によって運営されますが、協同組合の場
合は組合員一人ひとりが出資すれば資本を増強することができます。また、
「一人一票」
の議決権をもっていることも協同組合の特徴です。民主的運営がビルトインされた事
業体、それが協同組合なのです。いただいたいくつかの質問について、以上の説明が
回答になっていれば幸いです。
《司会》休憩中に出された質問への回答も織り交ぜながらご報告いただきました。ど
うもありがとうございます。報告の途中ではありますが、ショルツ先生に対して出さ
れた質問のうちいくつかのものへの回答を先に済ませた方が内容の理解がはかどるで
あろうという提案が中野さんからあり、ここで報告を一度止めて、ショルツ先生にご
回答いただきたいと思います。
● 質問１

協同組合の民主的ガバナンスとイノベーションの両立の難しさ、特に合意形成に時
間がかかるという課題をどのように考えているのか。また、メンバーシップを重視す
る協同組合は社会全体、あるいは一般市民に対する訴求力をどの程度持っているのか。
《トレバー・ショルツ》協同組合における最大の課題はやはりガバナンスにつきます。
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プラットフォーム協同組合の利点をこれまで強調してきましたが、経済的便益よりも
大きな課題として、分散されたガバナンス構造があります。プラットフォームを通じ
て労働者・生産者がまとまることで、自ら意思決定できるようになるわけですが、例
えば農協を例にすれば、あちこちに散らばった生産者をまとめ上げなければならない。
インドのフリーランサーもそうですが、これまで以上によりよいコミュニケーション
が取れるようにするためのツールを開発しなければなりません。現在、インドの協
同組合についての分散型ガバナンスについての研究を進めています。対象となる 98
注 ６）Loomio（ ル ー ミ

ある協同組合のうち、40 ほどがアクティブな活動をしており、そこでは Loomio 注６）

オ ）: ニュージーランド

のようなツールを駆使しています。これはテクノロジーの問題につながってもきます。

のウェリントンを拠点と
して開発されている、民
主的な意思決定の支援に

どのような方法論の下で、どのようなツールを使えば最善の形で意思決定を実現でき
るのかという研究をしています。

特化したＷＥＢベースの
無料のオンライン会議シ
ステム 。

《中野 理》質問の趣旨からいえば、民主的組織のコンセンサス形成の困難ということ
になりますが、やはりこれは一定程度引き受けなければならないものです。しかし、
逆に一度合意が生まれたら強い。それが裏表の関係にあるのだと思います。
《トレバー・ショルツ》今の問題提起は世界中共通の課題だと思います。メンバーで
ありながら、当事者意識をどの程度持てているのか？

メンバーであるという自覚を

しっかりと持てないことも現実の課題です。インドのグシャラート州の例ですと、広
い土地のなかに 106 の協同組合があり、ジャングルの奥深くから３カ月に１度くら
いだけ出てくるようなメンバーであっても、しっかりした組合員意識を持ち得るため
のツールを開発すること、これが私たちの役割だと思っています。
● 質問２

プラットフォーム協同組合の実現にあたって、法規制が大きな障害になっていない
か？
《トレバー・ショルツ》法的な障害はたくさんあります。世界中にあります。国によっ
てその内容は大きく異なってきますが、ここではブラジルの例を紹介したいと思いま
す。ブラジルは協同組合精神が強いという特徴があり、実践の場としても理想的なも
のの１つと思っています。しかし、法制度が障害になっています。ブラジルの法律で
は、協同組合ができることが一つひとつ条文で示される形になっています。行政用語
となりますが、いわゆる「制限列挙」方式が採用されています。協同組合を設立でき
る事業が具体的に制限されています。条文に書かれたもの以外はできないのですから、
新しく生まれたプラットフォーム協同組合が入っているはずがありません。法改正し
ない限り設立できないものなのです。ただ、私自身は法律上協同組合の法人格を持っ
ているかどうかをそれほど重視してはいません。ＬＬＣ（有限責任会社）のような法
人格であったとしても、協同組合の理念・原則を重視しながら事業展開するのであれ
ば、それもひとつの道ではないかと思っています。
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《中野 理》補足しますが、日本では事業分野ごとに協同組合の根拠法や監督官庁が異
なってきます。生協は生協法、ＪＡは農協法と分かれています。しかし、諸外国を見
ると、事業分野の別なく協同組合の設立を公認する国もあります。例えば、韓国では
2012 年に協同組合基本法が新たに生まれ、多様な協同組合の発展を促しています。
私の所属するワーカーズコープについて、日本では根拠法となる法律がなく、私たち
は労働者協同組合法の法制化運動を進めています。現状では企業組合やＮＰО法人な
どの法人格を用いながら、実態はワーカーズコープとしての運営を行っています。
《トレバー・ショルツ》一例を挙げますと、プラットフォーム協同組合は場合によっ
ては、カルテル行為、価格談合に認定されてしまう危険があります。法制化はこのあ
たりの問題を解消する上では不可欠なものです。だからこそ、政策立案者を巻き込め
るような友好・協力関係が必要となります。アメリカですと、連邦政府はこの点にま
だまだ腰が重い状態ですが、州政府では新しい実験的な法制度を導入するカリフォル
ニアのようなケースも出てきています。
● 質問３

タクシー協同組合を立ち上げる場合には、高額な初期投資が必要になると思うが、
どのような方法があるのか。事例などを教えていただきたい。
《トレバー・ショルツ》タクシーの車両は、協同組合が購入するわけではなく、個々
のドライバーが所有する車が使われます。この点では、タクシーを準備するコストは
圧縮されています。ブラジルの例をお話ししたいと思います。ブラジルでは、全国展
開のプラットフォームを構築しようと頑張っています。しかし、ナショナルなプラッ
トフォームに向かえば向かうほど、ローカルなアイデンティティが失われてしまうと
いう課題に直面しています。地域をまとめるための会議体や運営体制がなくなるとそ
れだけスリムにはなりますが、同時に全国で１つのフラットな事業体となってしまう
と先ほどから話題に出ている分散型ガバナンス特有の問題が発生することになりま
す。結果としてブラジルでは早急な全国化はいったん凍結させて、地域単位の結集を
図っているようです。
問題は、スケールアップすることの意味にあります。タクシーとは違い、ホームケ
アの分野においては、地元密着型という特徴があります。犬の散歩や子どもの世話な
どは、東京なら東京、大阪なら大阪でしか展開できないものです。これらは、同じプ
ラットフォーム技術で統合されていたとしても、自ずと財・サービスが循環する範囲
に制限が出てきます。しかし、全国的な交通・輸送に関わるものについては、どうし
てもより大きな立場、例えば、ＩＣＡのような国際組織からの支援が不可欠になって
くると思います。もしそれが叶わないのであれば、全国的なプラットフォーム事業は
成功しないかもしれません。全国レベルの何百万ドルもの初期投資が必要なものへの
準備も考えておかなければならない。Uber のような大企業に対抗するのなら、必ず
国際的な支援のインフラ作りが必要になってきます。
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《中野 理》少し補足します。タクシー会社では個々のドライバーの労働権を守る壁と
して労働組合が存在しますが、Uber の事例は、「請負」契約の独立自営業者として
扱われます。ですから、民間のタクシー会社で従業員として働くのに比べて、Uber
のドライバーは労働者としての十分な権利を確立できない状態にあります。こうした
状況の下で、コロラド州のグリーンタクシーのように、民間のタクシー会社を労働者
協同組合にするような動きも出てきています。ドライバー自身が共同出資して運営す
る事業体なので労働組合とはまた別の形態での労働者保護が実現されます。これは技
術的な意味でのプラットフォームの導入とは別のレイヤーの問題です。配車アプリ、
Uber のような配車サービスの事業は労働者協同組合でも立ち上げ可能です。一方で、
Uber はドライバーと乗客を「同じ利用者としてマッチングさせる」以外のものでは
ありません。だからこそ Uber が雇用することにならず、社会保険も適用除外になっ
ています。しかし、Uber の事業スキームはタクシー会社と変わらないわけですから、
雇用契約を逃れる偽装請負ではないかという批判が生まれ、ドライバーを従業員とし
て認める法案が先日、カリフォルニア州で通過しました。これは Uber の今後の方向
性を占う極めて重大な事態です。こうしたタクシー業界での動きを整序して考えてみ
ると本日の議論の見晴らしが相当良くなるのではないかと思います。
《司会》それでは、中野さんの報告の後半に戻りたいと思います。中野さん、よろし
くおねがいします。
● 報告

「デジタル経済における協同組合の可能性②」 中野 理
質問への回答と報告が入り混じってしまいましたが、残った部分の報告をまとめて
みたいと思います。先ほどもショルツ先生が支援の重要性という文脈で例に出され
たＩＣＡというものがございます。協同組合は世界中で総組合員数が 10 億人に達し
ています。また、事業高はトップ 300 の協同組合の総計で 250 兆円。全世界合わせ
ますと、Ｇ 20 の総雇用の 12％程度となる２億 8000 万人の雇用を創出しています。
世界中の協同組合の大多数が直接的・間接的にＩＣＡに加盟しており、ＩＣＡが定め
た協同組合の「定義」
「価値」
「原則」に基づいて活動しています（※巻末資料参照）。「協
同組合の価値」に明示されておりますように、協同組合は経済事業体ではありますが、
民主主義とともに倫理性・道徳性がビルトインされた企業だということができます。
協同組合原則は、７つの原則から構成されます。第一原則：自主的で開かれた組合
員制、第二原則：組合員による民主的管理。すなわち、オープンメンバーシップと民
主主義、この２つはこれまでも指摘してきた協同組合のアソシエーションとしての特
徴です。第三原則：組合員の経済的参加、これは、剰余金の一部を分割しないで共有
財産を形成し協同組合の発展に投じることなど、株式会社あるいは営利企業とは大き
く違っています。第四原則：自主と自立、第五原則：教育・研修および広報、第六原
則：協同組合間協同。さて、第七原則：コミュニティへの関与、これも大切です。協
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同組合はメンバー間の互助を前提とした組織なのですが、一方で組合員利益だけで
はなく、それ以外の地域コミュニティを構成するすべての人びとの利益にかなうよ
うな存在へと運動を展開しなければなりません。また、英語の原文は、“Sustainable
Development of the community” と書かれています。最近、SDGs、持続可能な開
発目標という言葉を耳にしたことがあるかと思いますが、協同組合は 1995 年からこ
の方向を意識してきたことが分かりますし、SDGs 自体とも極めて強い親和性がある
ことを指摘できます。
世界では、現在の生協の嚆矢とされるイギリスで設立されたロッチデール公正先駆
者組合（1844 年）
、さらに農協についてはドイツのライフアイゼンによる信用協同
組合（1864 年）など、19 世紀中葉に活発な協同組合運動が現れるようになりました。
ショルツ先生のイラストにありました 200 年の歴史というのはこれらのことを指し
ています。
日本での協同組合運動は、江戸後期に相互扶助組織を発展させた大原幽学や二宮尊
徳をその源流に置いています。また、先ほどの海外での流れを受けた近代的協同組合
をあらゆる事業分野にわたって日本に広めたのが賀川豊彦（1888-1960）です。戦
後日本生協連の初代会長に就任したことから生協の父とも呼ばれていますが、彼は協
同組合国家、協同組合による世界平和の実現というグランドデザインを持った人でし
た。彼の思想的な射程は、現在のプラットフォーム協同組合主義を考える上でも１つ
の参考になるはずです。
現在の日本には、たくさんの協同組合、協同組織があります。先ほどから話題に出

ＪＣＡ／研究REPORT／No.19／2020.12
プラットフォーム協同組合主義とはなにか？

21

ている、生協や農協、労協以外にも、生活に密着した金融機関である信用金庫や信用
組合も私たちの仲間です。また、医療や福祉の領域にもたくさんの協同組合がありま
すし、こくみん共済 COOP（全労済）も共済事業を営む生協です。
こうした多様な分野において協同組合は私たちの暮らしを支えています。最後に、
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各事業分野においてわが国の協同組合がどの程度のインパクトを持っているのか、一
覧で分かるインフォグラフィックスを配布資料に封入してあります（※本報告書掲載
の前図は 2020 年３月公表の最新版）
。こちらをご覧になって、協同組合の大きさ、そ

して身近さを感じてもらえればと思います。ご清聴どうもありがとうございました。
《司会》次は、先ほども言及されていました賀川豊彦が設立した生協でもあるコープ
こうべから、浜地研一さんにプラットフォームづくりの取組についてお話しいただき
ます。
● 報告

「たすけあいのプラットフォームづくり：デジタル経済における協同組合を模索する
コープこうべの取組」 生活協同組合コープこうべ 浜地 研一
よろしくお願いします。今日は、ショルツ先生が来られるというのでぜひ参加した
いと申しましたら、なぜか登壇者になってしまったわけで、若干緊張しております。
先進事例の報告というよりも、いろいろと模索しているなかで現在の形になっている
コープこうべの「たすけあいプラットフォーム」についてお話ししながら問題提起に
つなげていきたいと考えております。おおよそ、（１）コープこうべについて、（２）
デジタルの実践事例、（３）たすけあいのプラットフォームづくり、という３部構成
でお話ししたいと思います。
（１）コープこうべについて
それでは、まず私たちのコープこうべについて、ザックリとですが説明したいと思
います。組合員数は 170 万となります。兵庫県を中心に、京都と大阪の一部がエリ
アに入っています。世帯加入率は、49.6% とほぼ全世帯の半数が加入していることに
なります。供給高は、2018 年度で 2440 億円になり、160 店舗を展開しています。
店舗事業とともに、宅配事業というのがあります。この利用者が 48 万世帯になります。
2021 年で創立百周年を迎えます。再来年ですが、これに向けたさまざまな取り組み
を模索しているというのがコープこうべの現況となります。
少し私の自己紹介もしてみます。1995 年の阪神淡路大震災を新人のときに体験し
ました。その後、2000 年からインターネット事業に関わり始めていますので、キャ
リアとしては相当長いといっていいかもしれません。
（２）デジタルの実践事例
実践事例に入りたいと思います。１つ２つ私が関わっているトピックについてお話
ししますと、まず視覚障害者用のネット注文サービスの開発に取り組んでいます。目
が不自由な方は、パソコン画面に表示された文字を音声で聞いて注文されるわけです
が、コープこうべのサイトを視覚障害対応にしてほしいという要望をずっと受けてお
りました。すごく難しい課題ですが、難しいからと後回しにしていてはいけないだろ
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うと思い、まずは彼らのコミュニティに関わっ
てみようと訪問しました。これが、結果的にそ
の後ずっと彼らと一緒に開発を進めるきっかけ
となりました。今でも改善点はまだまだあると
は思うのですが、お店に行かなくても好きな売
り場で好きなものを買えるということで喜ばれ
ています。利用者数は 70 人ほどなのですが、
通常の注文よりも売上単価はやや高めです。平
均 5000 円 と す れ ば、7000 円、8000 円 く ら
い買ってくださいます。コミュニティに入り込
むことでなんとか実装にこぎつけることができ
た事例となります。
もう１つ、2015 年にＩＴの利便性をより広
く知ってもらおうと思い、大手電機メーカーと
一緒にＴＶ注文システムの端末を開発しまし
た。HDMI 接続さえすれば専用リモコンを用い
て簡単に注文できるというものでした。数億規
模の開発予算となったのですが、２年間の運用で 52 台しか売れず、大失敗に終わり
ました。なんで失敗したのだろうか。これはテクノロジー先行で、技術で人助けでき
るという独りよがりな面があったでしょう。先のコミュニティに入り込んでの開発と
はやはり勝手が違ってくるのです。
2017 年から新しいアプリの開発を進めていますが、このことの反省もあって、な
るべくユーザビリティを意識して作るようにしています。この新しいアプリは、現在
18 万ダウンロードされています。若い世代の方がアプリをきっかけに来店するよう
になってきました。宅配と店舗を併用される組合員が増えてきました。さらに、事業
と活動をつなげていく効果もあります。また、縦割り組織の場合でもアプリは組織内
横断的な特徴がありますので、部署間の壁も低くなってきました。
アプリをイメージしやすい紹介のスライドを作りましたので、それに沿って説明し
たいと思います。この女性が妊娠したという想定です。最初は LINE などで旦那さん
や友だちに「アレを買って帰って、コレもお願い」という連絡をしているのですが、コー
プこうべの専用アプリでは、友だちにメッセージを送る感覚で簡単に注文ができてし
まう。注文も毎週配達される 300 頁を超える分厚いカタログを見るのが大変だとい
う人は、ＡＩがおすすめの献立を提案してくれる。もちろん、カタログを見るのが楽
しみな組合員もたくさんいるのですが、そうじゃない組合員もいる。そういった新し
い組合員ニーズに合わせた機能やクーポンなど、アプリにはいろんなものが詰まって
います。まだ電子決済は実装できていません。一方で、品番を伝えればロボットが音
声で対応してくれるシステム、Alexa みたいなものも始めています。お子さんのいる
家庭でしたら、お子さんの情報を登録してもらえればそれに適したイベントなどを告
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知することができます。イベントに参加すればＱＲコードでポイントをもらえます。
どのイベントに参加したのかというログも蓄積されるようになっています。投票でき
る機能も実装しています。コープ委員という運営に参画している組合員はこれまで直
接集まってもらっていましたが、なかなか時間の調整が難しいということもあるので、
組合員活動についてもオンラインで参加できるような仕様を進めています。というよ
うに、世代を問わず運営に参加できるようなプラットフォームを実現できればいいな
と思っています。
（３）たすけあいのプラットフォームづくり
さて、ここからは（３）たすけあいのプラットフォームづくり、について話したい
と思います。これはまだまだトライアル段階です。先ほど中野さんが「協同組合の目
的」についてＩＣＡ原則の説明をされていましたので繰り返しとなりますが、協同組
合の目的は、人びとに共通した経済的、社会的、文化的なニーズと願いを実現するこ
とです。そして、この目的を果たすために、協同組合では組合員が自主的に手をつな
ぎ、事業体を共同で所有し、民主的な運営を行います。一人一票の話ですね。ルーツ
をたどると、当時の人びとは願いを実現するためには自分たちで作るということしか
手立てがありませんでした。「思いはひとつ」だったのです。しかし、現在、数百万
もいる生協の組合員の間には、多様な価値観や意識の高低があります。
「思いがひとつ」
というのはちょっと考えられない。もともと協同組合なのだから、先ほどから話題に
しているアプリも組合員のものだし、蓄積されるデータも組合員の持ち物です。すべ
て組合員の思いで作られるというのが協同組合の本来のあり方ですが、実際は多くの
組合員にとって生協は、スーパーやコンビニのように、お店とお客さんの関係のよう
になってしまう。コープこうべの組合員アンケートでは、「生協は買い物をするとこ
ろであり活動に興味はない」という回答は７割にものぼります。
「思いがひとつ」というのは難しいけど、多様な組合員の思いを重ねていく、そう
いうものを軽くタッチするような感じで体験することから始めたいなと思っていま
す。協同組合が大切にするコミュニケーション、それをなるべく簡素な、気軽なとこ
ろから始めていく。例えば、アプリを使って簡単に投票に参加することで「一人一票」
をネットで体験してみる。あるいは、ポイントを貯めるという目的でもいいからイベ
ントに参加してみる。
活動に参加したことがある組合員は、３割しかいません。アプリの投票を含めても、
アンケートの結果では７割が活動に参加していない。しかし、これに対して悲観して
はいません。毎週アプリの投票は 5000 人が参加してくれているのですが、これはもっ
ともっと増やせるのではないかと思っています。生協には、今回のテーマでもあるプ
ラットフォームとしての生協という強みがあります。週に１度、注文書と商品という
接点ではありますが、生協と組合員は１年で 52 回の接点を持っています。生協は、
週１回ルーティンの宅配事業を行っていることで、一人暮らしの高齢者など地域の
見守り活動に携わることができています。すでに全国で生協が 65.4％の自治体とこ
うした活動について協定を締結しています（2019 年４月 22 日現在）。ネットの注文
ＪＣＡ／研究REPORT／No.19／2020.12
プラットフォーム協同組合主義とはなにか？

25

も増えており、コープこ
うべでは毎週 10 万件の
注文があります。10 万
人が週に１度はサイトに
アクセスするわけですか
ら、とても安定した良質
なトラフィックが確保さ
れているといえます。こ
れを用いてたくさんのこ
とができるかもしれませ
ん。
コープこうべでは、「くらしの助け合いの会」というものがあります。これは、ア
プリではなく電話が中心になっている極めてアナログなプラットフォームなのです
が、支援を求める人と、支援する余裕や時間がある人をコープこうべのコーディネー
ターがつなぎ、そこに時給換算の低額の利用料が発生するというものです。これは
36 年前にできたシステムなのですが、発足時の考え方をスライドで抜粋してみます。
インターネットのない時代のものですが、今日のこれまでお話してきましたような
テクノロジーと融合させるとさらなる可能性があるのではないかと思わざるを得ませ
ん。私自身も驚きました。ただ、くらしの助け合いの会に参加する組合員は、毎年１
割ずつ減っており高齢化が進んでいます。助ける側として登録している方の平均年齢
は 65 歳、助けられる側に登録しているのは 83 歳となっています。それぞれ、500
人程度の登録があります。
アプリを使えば、もう少しできることがある
のではないか？
いか？

参加する人が増えるのではな

という思いもあります。そのためにも、

つながり参加していくことを肯定できるような
環境が必要です。また、購買行動のほか、活動
のデータも蓄積することで、こういうボラン
ティアがありますよというレコメンドを行うこ
ともできるのではないか。買い物ボランティア
などはニーズも高いので、お手伝いするとポイ
ントがもらえるといった仕組みを導入すれば結
構な拡大が見込めるのではないでしょうか。た
だ、現在のままではなく、一方で相互の助け合
いの心や活動を育てることも平行して行わなけ
ればなりません。先ほどの「タッチ」ではあり
ませんが、すごく簡単なところからスタートさ
せながら、体験を重ねる、そうした機会を提供
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していくことがなにより肝要です。こうして、ボランティア精神を基本とした、有償
のサービスとして利用する側も提供する側もともに参加しやすいシステムにしていく
ことが新しい時代の「くらしの助け合いの会」なのかもしれません。
今の時代にフィットさせるためには、つながりたい、あるいは助けたいといった気
持ちをスマートに実現させることが求められます。毎週アクセスする 10 万人の組合
員に「助けてほしい」を個別にレコメンドする。有償のサービスではありますが、現
金のやりとりというような面倒なものを省いて、ＱＲコードを用いたポイントのやり
取り、交換で完結させるようなシステムもいいかもしれません。情報のメッシュ化を
十分に図れるような技術を用いることで、ゴミ出しチケットのように、助けてほしい
リストを項目別にマッチングさせ、一人ひとりの活動が小さくても、活動をつなぎ合
わせることで十分な支援が実現できるような、そういうたすけあいのプラットフォー
ムを来年にでもリリースできればと思っています。以上、ご清聴どうもありがとうご
ざいました。
《司会》浜地さん、ありがとうございました。ここからディスカッションに移ります
が、中野さんから若干補足説明があるということで、まず中野さんからお願いします。
《中野 理》いくつかの論点について補足したいと思います。先ほどの浜地さんの説明
にあった活動の参加度を高めるためのプラットフォームの構築という使い方もありま
すし、Uber に対抗するビジネスモデルとしてワーカーズコープ方式でタクシー事業
を運営する、そのなかでＩＴを導入することもできる。また、「ツイッターを買おう」
運動のようにプラットフォームを利用者の管理の下に置くという形もある。いろいろ
な方法がありますが、いずれにせよ協同組合と現在の情報技術、デジタル経済という
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ものは本質的にきわめて親和性の高いものなのかもしれません。特に、ブロックチェー
ン技術と協同組合の共通性について比較した表がありますので、ご覧ください。
これはＩＣＡアジア太平洋地域の会議で議論されたものですが、民主主義や分散型
といった特徴、さらに仲介する場面を排除して直接相手同士をつなげるといった機能、
さらに高い監査性、トレーサビリティや透明性の確保など、個別の要素を見ても協同
組合はブロックチェーン技術と極めて似通った性質を持っています。組合員同士が手
を結ぶ事業体としての協同組合とブロックチェーンのＰ２Ｐによる直結した信頼性の
確保など、両者の性格の親和性が存在することを前提に、プラットフォーム協同組合
主義の今後の展開について考えていくことが肝要です。
さて、既存の経済は「希少性」を前提とすることで、市場価格が需給のバランス
を決定するものでした。しかし、デジタル経済における極めて低い財の複製コストは
むしろ限界費用をゼロにさせるようなものであり、これまでの市場競争が有効に機能
しないようになります。また、ビッグデータを活用して「つながり」や「マッチング」
などを提供するサービス部門においても、独占・寡占によるネットワーク効果こそが
支配的なビジネスモデルになりつつあります。GAFA はその典型といえるでしょう。
もし、独占や寡占が資本主義の最終形態、完成体であるのだとしたら、それが極めて
少数の者の手に握られるのか、あるいは「私たちが共有する」ものとなるのかという
選択肢のいずれをとるのかは、これからの社会のあり方を占う決定的なものとなりま
す。
後者、私たちの共有する新しい経済の秩序において、協同組合という運営形態が原
理的にふさわしいものであることは一目瞭然です。独占・寡占こそが財・サービスに
おける最大の価値を生み出すのであれば、それが「格差」や「分断」を帰結するよう
なデストピアの未来であってはなりません。むしろ、情報資本主義は、これまで数千
年の社会が逃れられず、苦しめられた格差や分断を廃絶させる可能性をもっている、
そう考えたい。協同組合が多くの耳目を集めた 200 年前の 19 世紀中葉には社会変
革を求める熱い運動が展開されました。新しい時代への転換点において、私たちは再
び協同組合という社会的ソリューションが、最新のテクノロジーとともに社会の中心
になりつつある予感を覚えています。
いずれにせよ、プラットフォーム協同組合主義というショルツ先生が提唱された議
論は、それだけの可能性を持ったものなのです。今日は SDGs にも触れながら社会的
連帯経済の担い手としての協同組合についてお話ししましたが、SDGs の数値目標の
達成には、「技術的」イノベーションへの大きな期待があります。しかし、新しい情
報技術は、使い方次第では最悪の社会に私たちを連れて行くかもしれません。これを
有効に利用できる「社会的」イノベーション、その鍵は協同組合にあるのだと思いま
す。以上が補足説明となります。
《司会》それでは、ショルツ先生・水越先生からコメントをお願いしたいと思います。
《トレバー・ショルツ》お２人の議論についてすべてフォローできたか不安な面もあ
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りますが、ブロックチェーンの話が出ましたので若干この点に言及したいと思います。
近年、ブロックチェーンに大きな期待が寄せられていますが、まさにその最前線で私
たちは格闘しているわけです。ブロックチェーンにはたくさんの資金が流入していま
す。しかし、これがどういうものなのかを深く考えているようには思えません。ある
パネルに参加したことがありますが、科学者の説明は出席した誰もが理解できず、何
千万ドルも投資している投資家は、ただ「私は信じている」とだけ語りました。私は
研究者ですから、常に懐疑的であり批判的な立場を保たなければなりません。ブロッ
クチェーンが有用であるということは理解しています。この分野の投資家と話すこと
も多いのですが、彼らからは将来の話しか耳にしません。今ここでブロックチェーン
に何ができ、どういう有効性を持っているのかを語る人はいません。ブロックチェー
ンの正体がなんであるのかをしっかり探究する姿勢が必要です。これをしっかり見極
めるところからスタートしなければならないと思います。
《東京大学情報学環 水越 伸》まず前提になることを少し説明しておきます。今回の
シンポジウムは今日明日の２日間にわたります。明日は私の研究室が中心になって、
今日のキーワードを用いれば、「プラットフォームのリテラシー」というテーマで議
論を行います。なぜ協同組合とメディア論の研究室というこの２つのグループが一緒
にやっているのかというと、2017 年に日本でプラットフォーム協同組合主義のこと
を考えていこうという流れが生まれました。2011 年にニューヨークでお会いしたこ
ともあるショルツ先生がこの概念を提唱していることに気が付き、協同組合のあり方
を考えていこうとされている中野さんたちのグループと協働のプロジェクトを進めよ
うということになりました。
２日間にわたるイベントのプロデューサーの１人として、本日どのような方々がご
参加くださっているかを紹介しておきたいと思います。参加者リストを見せてもらっ
たところ、協同組合関係の来場者が６割、メディア研究者や学生、マスメディア、地
域メディアの実務に関わっている方々などが残る４割になっています。今日の中野さ
んの話は、協同組合についてあまりよく知らない、私を含めた４割の人たちにとって
非常に刺激的だったと思います。私にも、そうか、そういうことなのか！

という気

づきがたくさんありました。協同組合関係者にとっては当然のことなのかもしれませ
ん。しかし、生協に加入しながらも、組合員活動などには関わることのない私たちの
ような人間にとっては、協同組合の思想的意味などに初めて接することになったわけ
です。ショルツ先生のお話は、今ある協同組合の形をさらに超えていく、新しいテク
ノロジーを通して 200 年前にできた協同組合が今後どう変化していくのか、予感さ
せる内容でした。協同組合のリバイバルともいえる、新しい世紀へのチャレンジ。こ
れがショルツさんの立場と協同組合研究・実践に関わる人たちの間で互いに刺激し合
うような関係がみられました。
ここから本題に入りたいと思います。私はプラットフォームという概念を単なるＩ
Ｔ業界の流行言葉で終わらせてしまうのはもったいないと思っています。人びとの多
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様なコミュニケーションが成立する文化的、経済的な場としてのプラットフォームの
価値を考えたいと思います。
申し上げたいことが２つあります。１つは、プラットフォームとは何なのか。私た
ちはプラットフォームにどう気付くのか、それを考えたい。これは明日の私たちのシ
ンポジウムのテーマになります。もう１つは、協同組合がどういうふうにプラット
フォームを利用するかを論じる際に、プラットフォームという概念を拡張して考えて
いく必要があるのではないかということです。浜地さんのメチャクチャおもしろい話
を聞いて、それはもうすでにやられている、始められつつあるということが分かりま
した。
まず 1 つめの、プラットフォームにどう気付くのかについてです。ショルツ先生
がブロックチェーンを例に、難しいことをよく分からないままで済ませてしまうとい
う問題について指摘していました。かつてであれば、例えば宇沢弘文が議論していた
ように道路や自動車、鉄道などの社会的資本がプラットフォームを指すものであっ
たと思います。しかし、今は主にデジタル・プラットフォームを指します。具体的
に Facebook や Google のことです。GAFA のような大企業は敵で私たちは搾取されて
いる、そういう議論があります。リベラルな人も、ちょっと頭のいい格好つけの大学
生もみんなこの話をします。しかし、ひるがえって現実の生活に戻ると、分からない
ことは Google で調べ、誰も百科事典を開こうとはしません。つまり、私たちは本当
に GAFA の存在を批判的に捉えきれているのか？

ということです。首から上だけで

GAFA の問題点を指摘しているような状況で、ネオリベラリズムや反知性主義に勝て
るのでしょうか。私は勝てないと思います。そこに何が必要なのか。必要なことは、
プラットフォームがどのような仕組みで動いているのか、いかなる構造性を持ってい
るのかをざっくり分かること、そして私たちがそれにどう依存しているのかを振り返
ることができること、すなわちプラットフォームに対するリテラシーを持つことです。
今日のデジタル情報技術はプラットフォーム化し、スマートフォンやロボットのよう
なモノと化して私たちを取りまき、身体と融合さえしつつあります。そうした状況に
私たちが気付き、それらと私たちがいかに関わるかをとらえ直すことが重要です。コー
プこうべの活動は、そうしたリテラシーの実践だと見て取ることもできるでしょう。
私は、“Platform Cooperativis ｍ ” ではなく “Cooperative Platform” に興味を持って
います。つまり、今あるプラットフォームのあり方を批判的に捉え返す先に、今はま
だ存在しない将来のプラットフォームの姿を創造することができるようになるかもし
れない。その現存しない “Cooperative Platform” を考えられるリテラシーを身につけ
ることが大切ではないか、そう思いながら今日のお話をうかがっておりました。
もう１つの点です。メディアには２つの意味があります。１つは、情報を伝達する
ための道具という意味です。もう１つは、コミュニティを育む装置という意味です。
後者に即していえば、例えば、お祭りはメディアです。学校もメディアなのです。最
近ベルギーに出張してきたのですが、町ごとに教会がありその鐘が時間を刻みます。
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それらもメディアです。テレビもかつては国民にとってのメディアでした。単に情報
を伝達する手段ではなく、みんなが１つの気持ちになって美空ひばりを聴いて泣く、
そういう時代がありました。
プラットフォームというものをメディアとして広げて捉えること。ただの情報伝達
の道具であるだけではなく私たちを結び付けコミュニティを創るための媒介役を担い
得るものとしても理解すること。すなわちデジタル・プラットフォームを情報伝達手
段であると同時にコミュニティ形成装置としてとらえてみると、そこには課題と同時
に可能性も見えてくるのではないでしょうか。ＳＮＳで情報をシェアするといういい
方がありますが、これは技術中心的な表現です。ＳＮＳを使うことによって私たちは
情報をシェアするだけではなく、コミュニティを持つようになってきている、その二
重性を考えていく必要があります。プラットフォームとはこういう意味で何よりもメ
ディアなのだと考えています。
イギリスのメディア教育、メディア・リテラシー研究において中心的な役割を果た
しているデイビッド・バッキンガム（David Buckingham）という研究者が最近『The
Media Education Manifesto（メディア教育宣言）』
（2019）という本を出版しました。
この本のなかでバッキンガム先生は近年のプラットフォーム企業とそれがもたらすさ
まざまな問題に対する怒りに燃えています。彼は、GAFA は公共的なコミュニケーショ
ンを担う事業者であり、きちんと GDPR などによる課徴金を支払うべきだと言います。
また、GAFA が自らをただのサービス・プロバイダーではなく、メディアなのだと自
覚できるように市民社会が説いていくべきだと主張します。GAFA をメディアとして
とらえることは重要です。プラットフォームをメディアとしてとらえなければ、私た
ちは私たちの問題としてプラットフォームをとらえることはできない。それは私たち
の外部にあるデジタル技術の問題ではなく、私たちのコミュニティの問題なのです。
先ほどのコープこうべのお話はまさにこの議論に沿った事例報告だったのではないか
と思います。ありがとうございました。
《司会》まだいくつかご質問を残しているのですが、この後にネットワーキングの時
間を設けていますのでそこでお尋ねいただければ幸いです。
今日は、デジタル経済の分野の方にとっては、協同組合という方法があることを知っ
ていただくことができたかと思います。一方で、協同組合の側にとっては、デジタル・
プラットフォームという手段があるのだということが分かった時間でした。協同組合
という方法については、改めて参加や合意、ガバナンスという人の問題を考えること
に戻ってきます。また、デジタル・プラットフォームについても、それがコミュニティ
を創るというお話が水越先生からあり、私としては最終的に１つにつながり、
「人」
の問題なのだという感想を持ちました。ショルツ先生、水越先生、ありがとうござい
ました。
最後に、ＪＣＡの青竹常務理事から閉会のご挨拶を申し上げます。
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④ 閉会挨拶

ＪＣＡ 常務理事 青竹 豊

ご来場の皆さま、お疲れさまでした。ご登壇いただきました皆さまからも大変素晴
らしいご報告・コメントをいただき、大変ありがとうございました。今日のチラシで
すが、GAFA の文字が大きく映され、それを批判的に検討する難しい会議のようなイ
メージをお持ちの方もいらっしゃったかもしれませんが、パネルディスカッションも
含め、デジタル・プラットフォームを活用して助け合いができるような公正な社会を
構築するための理念や実践について議論が交わされました。助け合いや公正な社会を
創ることは、協同組合の大きな理想でもあります。この意味で今日は参考になること
がたくさんありました。ブロックチェーンのような考え方が今後さらに必要になって
くるでしょう。そういう意味では課題や宿題もいただいたと思っています。
浜地さんの報告、コープこうべがやっていることを通して、他の協同組合の来場者
の皆さんも、（私も含め）自分たちにもやれることがある、チャレンジしてみたいと
いう気持ちになったのではないでしょうか。浜地さんの報告では「たすけあいのプラッ
トフォーム」というキーワードが出てきました。これから協同組合セクターの私たち
としてはこの言葉を大切にしていきたいと思いました。１つの方向性を示す問題提起
がなされたと思います。
ショルツ先生から、今後も調査研究を進めていく、その上では世界中でネットワー
クを広げていくことが大切だというお話がありました。11 月にはニューヨークで大
きな会議があるということでもありました。来場された皆さまもぜひネットワーキン
グに加わっていただきたいと思います。ショルツ先生は、この世界中がネットワーキ
ングした研究プロジェクトを通して、大旋風を巻き起こしたいという話をされていま
した。今日の場がもてたことで、プラットフォーム協同組合主義の議論が何を提唱し
ているのか、日本でも広まるきっかけになったのではないかと思います。大旋風に向
けての着実な一歩になるよう、これからも引き続きこの課題に向き合い続けていただ
ければと思います。
最後に登壇者の皆さまに拍手で感謝したいと思います。本日は、ご来場ありがとう
ございました。

協同組合アイデンティティに関するＩＣＡ声明
定義
協同組合は、人びとの自治的な組織であり、自発的に手を結んだ人びとが、
共同で所有し民主的に管理する事業体を通じて、共通の経済的、社会的、文
化的ニーズと願いをかなえることを目的とする。
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価値
自助、自己責任、民主主義、平等、公正および連帯という価値、ならびに正直、
公開性、社会的責任、他者への配慮という倫理的価値。
原則
協同組合原則は、協同組合がその価値を実践するための指針である。
第１原則：自発的で開かれた組合員制
協同組合は自発的な組織であり、性による差別、社会的、人種的、政治的、
宗教的な差別を行わない。協同組合は、そのサービスを利用でき、組合員と
しての責任を受け入れる意思のあるすべての人びとに開かれている。
第２原則：組合員による民主的管理
協同組合は、組合員が管理する民主的な組織であり、組合員は、その方針
決定や意思決定へ積極的に参加する。選出された代表として活動する男女は、
すべての組合員に対して責任を負う。単位協同組合の段階では、組合員は平
等の議決権（1 人 1 票）を持っている。他の段階の協同組合も、民主的方法
によって組織される。
第３原則：組合員の経済的参加
組合員は、協同組合へ公平に出資し、その資本を民主的に管理する。少な
くともその資本の一部は、通常、協同組合の共同の財産とする。組合員は、
組合員になる条件として払い込まれた出資金に対して、利子 がある場合でも、
通常、制限された利率で受け取る。組合員は、剰余金を次のいずれか、また
はすべての目的のために配分する。
● 準備金を積み立てて、協同組合の発展に資するため－その準備金の少な

くとも一部は分割不能なものとする－
● 協同組合の利用高に応じて組合員に還元するため
● 組合員の承認により他の活動を支援するため

第４原則：自治と自立
協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。協同組合は、政
府を含む他の組織と取り決め行う場合、または外部から資本を調達する場合
には、組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自治を保持する条件の
もとで行なう。
第５原則：教育、研修および広報
協同組合は、組合員、選出された代表、マネージャー、職員がその発展へ
効果的に貢献できるよう、教育と研修を実施する。協同組合は、一般の人びと、
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特に若い人びとやオピニオンリーダーに、協同することの本質と利点を知ら
せる。
第６原則：協同組合間の協同
協同組合は、地域的、全国的、（国を超えた）広域的、国際的な組織を通じ
て協同することにより、組合員へもっとも効果的にサービスを提供し、協同
組合運動を強化する。
第７原則：地域社会への関与
協同組合は、組合員が承認した方針を通じて、地域社会の持続可能な開発
のために活動する。
（出典：日本協同組合学会訳編「21 世紀の協同組合原則」）
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