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協同組合のアイデンティティ再訪
一般社団法人日本協同組合連携機構 特別研究員

栗本 昭

協同組合のアイデンティティをめぐっては、これまで内外で活発な議論が展開され
てきた。筆者がこれまで重ねてきた、レイドロー、マルコスなどのリーダーとの対
話や、ベーク、マクファーソン、ミュンクナー、クレイグ、ニルソンなどの研究者と
の議論を踏まえて、協同組合のアイデンティティ声明の歴史、背景、インパクトを
紹介し、協同組合の基本原理、定義、価値、原則の歴史的・理論的文脈を考察する。
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１．はじめに
ICA 創立 125 周年、「協同組合のアイデンティティ声明」25 周年に当たり、2020
年 12 月に予定されていた ICA ソウル大会のテーマは「協同組合のアイデンティティ
を深める」となった。ソウル大会は 1992 年の ICA 東京大会以来アジアで 2 度目の
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大会として大きな関心を集めているが、コロナ・パンデミックのため 2021 年 3 月
に、さらに 12 月に延期された。現在、ソウル大会に向けて ICA のアイデンティティ
委員会において協同組合原則の改定を含む検討がすすめられている。この間、ICA と
英国協同組合大学によるウェビナー「アイデンティティ声明に関する協同組合の対話」

合研究所主任研究員・理
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２．協同組合のアイデンティティ声明にいたる歴史
（１）ロッチデール原則から ICA 協同組合原則へ
1844 年に創立されたロッチデール公正先駆者組合は堅実な事業運営によって成功
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周年を記念して G.D.H. コールは『協同組合の一世紀』を著し、また CWS は映画『ロッ
チデールの人々』を制作した。第 2 次世界大戦後の政治経済情勢の重大な変化、アジア、
アフリカ諸国への ICA の会員の拡大という新たな状況に対応するために 1963 年の
ICA ボーンマス大会でソ連のツェントロサユース（ソ連生協中央会）の提案により原
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則改定の提案が可決された。そこで原則調査委員会が設置され、1966 年の ICA ウィー
ン大会において前 ICA 常務理事の W.P. ワトキンズの起草による新しい ICA 協同組合
原則が決定された（ワトキンズ、1987 年）。同年、ILO（国際労働機関）は新原則を
踏まえ「発展途上国の経済的社会的開発における協同組合の役割」に関する 127 号
勧告を採択したが、これは植民地時代の経験に強く影響され、それを新しい開発に適
応させることを目的としていた。
（２）レイドロー報告から ICA アイデンティティ声明へ
カナダ協同組合連合会（CCA）の会長であったカナダのアレックス・レイドローは
1980 年の ICA モスクワ大会における報告書『西暦 2000 年における協同組合』にお
いて、古くからの既成の協同組合が民主的運営の形骸化、組合員のアパシーの増大、
協同組合教育の弱体化など、アイデンティティの危機に陥っていることに深刻な懸念
を表明した。彼は協同組合の 3 つの危機、すなわち信頼性の危機、経営の危機およ
びイデオロギーの危機について警告を発し、当時の ICA 協同組合原則の妥当性につ
いて問題提起を行った。また、将来の選択として 4 つの優先分野（世界の飢えを満
たす、生産的労働、保全者社会、協同組合地域社会の建設）を提起した。今日の用語
注 １） 非 営 利 組 織 論 や

でいえば、イデオロギーの危機は「アイデンティティの危機」注１）、保全者社会は「持

サードセクター論におい

続可能な社会」に言い換えることができるが、レイドローはこれに対する回答は協同

て、 組 織 の 資 源 や 活 動
がその組織の公式的な目

組合人によって書かれるべきとして処方箋は提供しなかった。レイドロー報告はその

的からそれることを指す

後のアイデンティティ声明にいたる国際的な議論の出発点となり、労働者協同組合や

「ミッション・ドリフト」

協同組合の環境に関する取り組みを刺激したが、モスクワ大会に提出された社会主義

と表現するものと近い

国の協同組合連合組織による報告『西暦 2000 年における社会主義国の協同組合』は
当該協同組合の国家機関化を正当化するのみで、レイドロー報告のような協同組合の
危機に関する省察を含まず、その後顧みられることはなかった。
レイドローの問題提起に対して、1988 年の ICA ストックホルム大会においてス
ウェーデン生協連出身のラーシュ・マルコス ICA 会長は『協同組合と基本的価値』と
題する基調報告を行い、協同組合の価値の中核としての組合員に焦点を当てて 4 つ
の基本的価値を提起した。さらに、スウェーデン協同組合研究所の S.A. ベークは世
界の 1 万人余の協同組合関係者との討議を踏まえて 1992 年の ICA 東京大会におい
て『変化する世界における協同組合の価値』を報告し、そのなかで ICA 協同組合原
則改定の必要性について勧告した。原則改定諮問委員会委員長を務めたカナダのビク
トリア大学のイアン・マクファーソンは世界の 1 万人余の協同組合リーダーや研究
者との討議を経て 14 版もの草案を起草した。このような世界的な討論に基づいて作
成された『協同組合のアイデンティティ声明』は 1995 年の ICA 創立 100 周年記念
マンチェスター大会において満場一致で承認された。アイデンティティ声明は体制、
国境、セクターを超えた世界的な議論による合意に基づき、協同組合の定義、価値、
原則を「1 頁」にまとめた綱領的文書である（栗本、2006 年）。
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３．協同組合のアイデンティティ声明の背景
マクファーソンはアイデンティティ声明の『背景資料』（Background Paper）にお
いて、原則改定の根本的な理由として市場経済の影響の急速な拡大、中・東欧の中央
集権的経済の没落、多くのアジア諸国の急速な成長、人口、環境、経済力の集中と貧
困などの普遍的な課題の出現を挙げている。ここではより大きな歴史的射程において
背景としての政治・経済・社会の変化を素描したい。
1971 年のニクソンショック、1973 年の石油危機を契機として、先進国の高度成
長が終焉してスタグフレーションが起こり、福祉国家の危機から新自由主義が台頭し
て世界の政治経済システムに大きな影響を与えるようになった。冷戦の崩壊によっ
て経済のグローバル化が急速に進展し、ICT 革命とあいまって規制緩和、競争の激化
が進行した。世界ではバーゼル委員会（銀行）、WTO（貿易）、地球サミット（環境）
などのグローバルな規制枠組みが作られ、また、北米、南米、欧州では地域経済統合
が進められた。ソ連・東欧の社会主義体制の崩壊と市場経済への移行がすすめられ、
発展途上国においても構造調整政策（SAP）による規制緩和がすすめられた。資本主
義対社会主義というイデオロギー対立は終焉し、国際社会において民主主義と自由経
済が最終的に勝利し、これからは社会の平和と自由と安定を無期限に維持するという
仮説（フクヤマ『歴史の終わり』）は民族・宗教紛争、テロリズムの多発という現実
によって繰り返し裏切られてきた（ハンチントン『文明の衝突』）。社会的にも、富の
一層の集中と中間層の解体、貧困層の拡大によって格差は深刻化している（ピケティ
『21 世紀の資本』）。また、民族、宗教、ジェンダーによる分断が進行し、伝統的な家
族やコミュニティの絆、ソーシャル・キャピタルが弱まっている。このような変化の
なかで、国民国家、政党、宗教団体などの伝統的な集団の規制力が弱まり、個人は無
慈悲な市場競争に投げ出されている。他方、労働組合など既存の社会運動に対して、
エコロジーやフェミニズムなどの「新しい社会運動」が生成してきたこともマルコス
報告やベーク報告で指摘された。
このような環境変化のなかで、先進資本主義国では投資家主導の企業モデルの優
位性がメディアやビジネススクールで喧伝され、人々の利益のために民主的に管理
される企業の価値に疑問が投げかけられてきた。1980 年代以降アングロ・サクソン
諸国を中心に協同組合やミューチュアル（相互会社）の株式会社化、脱協同組合化
（demutualization）が流行し、協同組合のアイデンティティが問われるようになった。
社会主義経済からの体制移行をすすめる諸国において協同組合は過去の遺物として信
頼を失い、協同組合財産の不明朗な移転や先進国企業との競争激化によって混迷を深
めていた。発展途上国においても官僚主導の協同組合から自主・自発の協同組合への
転換が求められ、1990 年から ICA アジア太平洋地域の協同組合閣僚会議において繰
り返し決議が採択されているが、官僚や政治家の既得権維持と協同組合側の依存カル
チャーの存在により、その進捗はきわめて遅かった。このような環境変化のなかで協
同組合はその価値、原則を見直し、原点に帰ることが求められていた。
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４．協同組合のアイデンティティ声明のインパクト
「協同組合のアイデンティティ声明は」、グローバル、リージョナル、ナショナルの
レベルでさまざまなインパクトを生み出しており、それについて素描しておこう。
（１）グローバルレベル
グローバルレベルにおけるアイデンティティ声明のインパクトは国連機関による協
同組合の見直しに表れている。1980 年当時国連やその専門機関は、発展途上国の協
同組合が政府の下請け機関になっているとして軽視していたが、世界の協同組合の改
革の努力とアイデンティティ声明によって見方を変え、国連の目標である各国の社会
経済の開発に資する組織として評価するようになった。それは 2001 年の国連の「協
同組合の発展に支援的な環境づくりを目指したガイドライン」、2002 年の ILO193
号勧告「協同組合の振興」に表れており、両文書にはアイデンティティ声明の内容が
盛り込まれた（Nippierd、2002；日本協同組合学会、2003 年）。ハーゲン・ヘンリー
の『協同組合法のガイドライン』によれば、これらのガイドラインと勧告は政府の法
や政策に規範的な影響力を持つ「国際公法」となった（Hagen Henry、2012）。
2009 年のモンゴル政府の提案により 2012 年を国際協同組合年（IYC）とする国
連総会決議が採択され、決議の望ましさと実行可能性に関する国連からの調査に圧
倒的多数の政府および協同組合から賛同が寄せられた。「協同組合企業はより良い世
界を作る」（“Cooperative Enterprises Build a Better World”）のテーマのもとで、3 つ
の目標（協同組合の見える化、協同組合の振興、法的枠組みの改善）が設定された。
2012 年においてアメリカでは上院での IYC 支持決議、イギリスでは首相による協同
組合法現代化の約束、韓国では協同組合基本法の施行などの成果をあげたが、日本で
は政府の IYC への窓口は最後まで決まらず、協同組合陣営によって作成された「協同
組合憲章（素案）
」は日本政府から顧みられることはなかった。ICA は 2012 年のマ
ンチェスター総会で協同組合の 2020 年ビジョンを含む『協同組合の 10 年のための
ブループリント』を採択したが、これは IYC の目標を達成するための 10 カ年計画で
あり、5 本柱の一つとして「アイデンティティ」が掲げられた。
2015 年に国連は 2030 年までの「持続可能な開発目標」（SDGs）を採択したが、
そのなかで協同組合の貢献を要請している。また、2016 年にはドイツ協同組合の提
案によって「協同組合の思想と実践」がユネスコ無形文化遺産に登録された。
（２）アジア太平洋地域レベル
政治経済体制、発展度合い、文化や宗教の多様性を特徴とするアジア太平洋地域で
は、1904 年のインド信用組合法を起点とする英国・インド的協同組合モデル（ミュ
ンクナー）を継承した政府主導の協同組合政策が支配的であるが、ICA は 1990 年か
ら協同組合閣僚会議を隔年開催し、政府と協同組合の対等なパートナーシップを推進
する勧告を採択してきた。しかし、政治家の介入、官僚の現状維持志向、協同組合
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の依存の継続により、自治と自立の協同組合への進展は遅いのが実情である。ICA は
1997 年、2002 年、2004 年、2012 年に「協同組合法と公共政策の改革に関する批
判的研究」を行い、2018 年から ICA-EU パートナーシップによる協同組合の法的枠
組み研究（LFA) における協同組合法の比較研究をすすめている。アジア太平洋地域
はその多様性のため、地理的、文化的に共通性の強い６つのサブ・リージョン（東ア
ジア、東南アジア、南アジア、西アジア、中央アジア、太平洋）ごとに報告がまとめ
られている。2020 年にはアイデンティティ声明に関連する論文や協同組合によるベ
ストプラクティスに関する事例研究を収録した英語論文集『アジア太平洋の協同組合
注２）本書はアジア太平

のポテンシャルを呼び覚ます』が出版された注２）。

洋協同組合研究パート
ナーシップ（APCRP）に
よって編集された論文

（３）各国レベル

集。 第 1 部 は な ぜ ア ジ

アイデンティティ声明の各国語への翻訳と普及がすすめられ、いくつかの成果も生

アの協同組合モデルなの

み出されている。組合員公開原則に関連して、韓国の協同組合基本法の施行によって

か、協同組合の価値・原

協同組合の爆発的拡大が起こり、協同組合の制度的枠組みが整備された。民主的運営

則 の 経 済 学 的 分 析、 グ
ローバル・ヒストリー、

原則に関連して、協同組合のガバナンスの改善や組合員参加の取り組みがすすめられ

政府の協同組合政策、協

ている。経済的参加原則に関連して、欧米協同組合は各種資金調達方法を開発したが、

同組合と SDGs、ジェン

そのなかには株式会社方式への接近という問題も生じている。自治と自立原則に関連

ダーとユースなどの共通

して、インド憲法における協同組合の自治を強化するための改正等、各国協同組合法

テーマについての理論的
分析の論文からなり、第

の改革がすすめられている。教育と訓練原則に関連して、乗っ取り騒動に直面したイ

2 部は共通の方法論に基

ギリスのコーペラティブ・グループは大規模な非常勤理事教育を行った。協同組合間

づくケーススタディから

協同原則に関連して、イタリアの系統別ナショナルセンターの統合、スウェーデンや

な り、11 カ 国 に お け る
農協、生協、信用組合、

日本の協同組合連携組織の創設が行われた。コミュニティへの関与原則に関連して、

労協の 22 協同組合のベ

イギリス、イタリア、スウェーデン、カナダなどでコミュニティ協同組合が設立され、

ストプラクティスを収録

また各地で協同組合による草の根の地域再生の取り組みが行われた。

している。

５．協同組合の定義
ここでは、アイデンティティ声明に示された協同組合の定義を確認し、あわせて、
比較のためにアメリカ農務省による定義を参照しておきたい。
（１）アイデンティティ声明における定義
「協同組合は、人びとの自治的な組織（アソシエーション）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（エンタープライズ）を通じ
て、共通の経済的、社会的、文化的なニーズと願いをかなえることを目的とする」
この定義には協同組合の組織的特質（アソシエーション）、目的（組合員の共通のニー
ズと願いの実現、共益）、手段（エンタープライズ）が盛り込まれている。これは協
同組合他の組織形態と区別する特質を明らかにしている。すなわち、協同組合は人の
組織、社団として金の組織である財団と異なること、共益目的の組織として株式会社
（営利目的）、非営利組織（公益目的）と異なること、さらに企業、事業体として社会
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運動と異なることを端的に表し、協同組合と他の組織形態との境界を定めている。
これに関連して、1966 年の ILO127 号勧告は協同組合の目的として「財産及び機
会が制約されている者の経済的、社会的及び文化的地位を改善し、かつ、これらの者
の創意を鼓舞すること」を掲げ、また、協同組合の本質的な性格を明らかにする定義
として「協同組合は、民主的に管理される組織体を結成することにより共通の目的を
達成するために自発的に結合した者の組合であって、必要な資本を公正に拠出し、か
つ、組合員が積極的に参加する事業の危険負担及び利益配分を公平に行なうものであ
る」と記述しているが、これがアイデンティティ声明における協同組合の定義の基礎
となっていることに留意すべきである。
（２）アメリカ農務省による定義
アメリカ農務省（USDA）は 1987 年に利用者による所有、管理、利益を協同組合
原則として定義した。
・利用者所有の原則：協同組合を所有し、資金を提供するのは協同組合の利用者
である。
・利用者管理の原則：協同組合を管理するのは協同組合の利用者である。
・利用者利益の原則：協同組合の唯一の目的は利用者にその利用に基づいて利益
を提供・分配することである。
これは実践のためのガイドラインとしての原則というよりは、基本原理あるいは定
注 ３） こ の 定 義 は リ ン

義である注３）。この経済的な根拠づけのアプローチは、協同組合という組織の必要十

カーン大統領によるゲ

分条件の提示を通じて普遍的な有効性を目指したものである。社会的経済的条件や文

ティスバーグ演説にお
け る「 人 民 の 人 民 に よ
る人民のための政治」
（government of the
people、by the people、
for the people） を パ ラ
フレーズしたものと考え
られる。

化的規範の断続的な変化によって影響されないという意味で、普遍的で時代を超越し
たものである。対照的に ICA 原則は協同組合の目的を定義するために社会的歴史的
な経験を源泉として盛り込んでいるために、より長い説明を必要とし、また定期的
に見直されることになる。USDA の定義は他の企業形態と異なる協同組合を定義する
ことを目的としているため、多くの経済学者によって活用されているが（Reynolds、
2014）、ミュンクナーなど他の分野の研究者も協同組合を利用者所有企業（user
owned firm）として投資家所有企業（investor owned firm）と対比している。

６．協同組合の価値
次に、アイデンティティ声明における協同組合の価値に関して、そこに至る議論と
併せて確認しておきたい。
（１）マルコスおよびベークによる基本的価値
スウェーデン生協連合会の副会長であったマルコスは、自らの協同組合人としての
経験からつぎの４つを協同組合の基本的価値として取り上げた（マルコス、1988 年）。
・組合員参加（Member Participation）
・民主主義の徹底（Adherence to democracy）
ＪＣＡ／研究REPORT／No.27／2021.6
協同組合のアイデンティティ再訪

6

・誠実（Honesty）
・他人のための配慮（Caring for others）
マルコスの問題提起を受けて、スウェーデン協同組合研究所の所長であったベーク
は、世界の協同組合リーダーや研究者との討論を経て、グローバルな協同組合の価値
としてつぎの 5 つを列挙した（ベーク、1993 年）。
・ニーズに応える経済活動（Economic activities for meeting needs）
・参加型民主主義（Participatory Democracy）
・人々の能力の発揚（Human Resource Development）
・社会的責任（Social Responsibility）
・国内的・国際的な協力（National & International Co-operation）
（２）アイデンティティ声明における価値
「協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯という価値を基礎とする。
協同組合の創設者たちの伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的
責任、他人への配慮という倫理的価値を信条とする」
これはマルコスとベークの問題提起を受けてマクファーソンが整理したものであ
る。協同組合の価値は世界人権宣言に盛り込まれた価値（自由、公正、平等など）や
労働組合の価値（公正、連帯など）と共通する価値を含んでいるが、ここでは協同組
合の実践のなかから生み出された、協同組合の組織原理を反映する価値を列挙してい
る。自助と自己責任はライファイゼン原則として掲げられてきたことから、ドイツの
主張によって盛り込まれた。社会的責任や他人への配慮は協同組合が共益から公益に
拡張することを想定した価値であり、第 7 原則や社会的協同組合、SDGs への貢献など、
近年の協同組合運動の進化を導いている。後段で「創設者たち」と複数形が使われて
いるのは、生協を基礎とするロッチデールの先駆者と、信用協同組合の始祖となった
ライファイゼンやシュルツェ・デーリッチ、ドイツやデンマークで始まった農協の創
設者、フランス起源の労働者協同組合の創設者、その他の協同組合の創設者を対等に
扱ったことによる。

７．協同組合原則
ここでは、アイデンティティ声明が示した協同組合原則について、そこに至る議論、
またその後の議論と併せて確認したい。
（１）レイドローによる ICA 協同組合原則への批判、ベークによる提言
レイドローは『西暦 2000 年における協同組合』において、1966 年の ICA 協同組
合原則に対して、（１）それらは原則そのものを明確にするかわりに、現在の慣行を
原則の水準まで格上げしてしまった、（２）それらは主として生協に準拠しているよ
うに思われ、農協、労働者協同組合、住宅協同組合など他の種類の協同組合に同様に
適用することができないという欠陥を指摘した（レイドロー、1989 年）。
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ベークは『変化する世界における協同組合の価値』において ICA 原則について勧
告した。控えめのアプローチとして、以下の 4 点を勧告した。
・出資金に対する利子の制限の原則をより柔軟な方法で定式化すべきである。
・資本形成に関する基本的な原則を導入すべきである。
・協同組合の運営への職員参加を謳う文言を加えて、民主主義原則を補足すべき
である。
・協同組合組織の適度の自治と自立を強調する新しい原則が必要である。
より大胆なアプローチとしては、ICA が「協同組合の基本的原則」と「協同組合
の基本的実践（ルール）」という 2 種類の原則を策定するように勧告した（ベーク、
1993 年）
。アイデンティティ声明は職員参加の問題を除いて控えめのアプローチを
採用した。
（２）アイデンティティ声明における原則と価値との関係
ワトキンズはあるべき協同組合原則として、結合または統一、経済、民主主義、公正、
自由、責任または任務、教育を挙げたが（ワトキンズ、1987 年）
、その多くはアイ
デンティティ声明においては価値として取り扱われている。原則は論者によって異な
る意味で使われており、それが議論を混乱させる原因であった。アイデンティティ声
明は原則を「価値を実践に移すためのガイドライン」と定義し、価値と原則の関係を
明らかにした。
後にマクファーソンは協同組合原則とその基盤にある協同組合の価値との関係につ
いて詳しく説明している。すなわち、民主主義、平等、公正の価値は、第 1、第 2、
第 3 原則の基礎となっている。組合員管理の中心性は第 4 原則の導入に反映されて
いる。連帯の価値は第 6 原則の基礎となっている。正直と公開の価値は第 5 原則と
第 2 原則に部分的に反映されている。また、マクファーソンは 7 原則が完成された
ものではなく、社会的経済的環境が変われば見直すべきであるとして、従業員の参加
と環境の問題を取り上げている（MacPherson、2012）。従業員の参加についてはマ
ネジャーの役割を認知し、マネジャーは理事会に自動的に参加すべきであるとのイギ
リスの経営学者ピーター・デイビスによる主張があるが、これはコンセンサスに至ら
なかった。
注４）ここでは ICA の公
用語とされていた英語、
フランス語、スペイン語、
ドイツ語、ロシア語にお

（３）コミュニティへの関与原則
アイデンティティ声明に盛り込まれた７つの原則についてはマクファーソンの『背

ける表記を比較する。現

景資料』に詳しい説明があるが、ここでは準備段階で最も議論が多かった第 7 原

在は費用節約のために英

則について考察したい。ドイツのハンス・ミュンクナーは組合員の自助という協同

語のみの場合が多く、フ

組合の基本原理を主張したのに対して、イスラエルのイェフダー・パスは協同組合

ラ ン ス 語、 ス ペ イ ン 語
で出版される場合もあ

が環境など世界的な問題に関与すべきと主張し、最終的に「組合員によって承認さ

る。（W.P.Watkins、Anne

れた政策を通じて」という歯止めが置かれることになった。この原則の表現を一

Lamming eds. Vocabulary

義的に確定することができなかったことは、訳語の多様性にも反映されている注４）。

of Cooperative Terms、

Concern for Community はスペイン語の Interés por la Comunidad と同様、コミュニ

1974）
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ティへの関心事、懸念事項を表しているが、これは caring や commitment に近いの
ではないかと当時の協同組合関係者の間で議論になった。フランス語の Engagement
envers la Communauté はアンガージュマンという用語を使っているため、「コミュ
ニティへの参加」の意味合いが強い。ドイツ語の Vorsorge für die Gemeinschaft der
Genossenschaft は「共同体のための予防、備え」を意味するが、コミュニティの訳
語としてはゲマインシャフトを使っている。ロシア語のЗаботаобобществеは「共
同体についての関心」を意味するが、コミュニティの訳語としてはオプシチーナ（ロ
シアの伝統的な農村共同体）を充てている。日本語では「コミュニティ（または地域
社会）への関与」と翻訳されているが、これは英語版よりはフランス語版に近いニュ
アンスを含んでいる。
マクファーソンは『背景資料』で第 7 原則について詳しく解説しなかったが、そ
の歴史的文脈について 2012 年のベネチアでの国際協同組合年記念研究会議で「協同
組合のコミュニティへの関与：組合員から地域コミュニティの利益へ」と題する論文
注５）筆者はマクファー

を発表した（MacPherson、2013）注５）。彼は協同組合が国家や国際機関の産物では

ソ ン が『 背 景 資 料 』 で

なく、厳しい経済的条件という文脈において人々の福祉を改善するためにコミュニ

第 7 原則についてほと
んど説明しなかったこと
を 指 摘 し た が、 か れ は
この論文によって応え
た。この論文は同名の遺
稿集にも収録されてい
る（MacPherson & Paz、
2015）。

ティのなかから生まれたという起源を論じている。コミュニティへの関与は協同組合
を立ち上げる推進力であり、協同組合の存続にとって欠くことのできないものである。
「協同組合運動は株式会社や合同会社とは異なるアソシエーションの絆を基盤にして
いた」協同組合は事業体であるとともに組合員ニーズに基づくサービス提供者である。
満たされないニーズを満たすことはマクファーソンが「コミュニティへの関与」を例
証していると考える協同組合の顕著な特質である。この原則は協同組合の組合員の境
界を越えてミッションを拡張しているという批判はある。確かに「コミュニティへの
関与」を行う協同組合以外の団体は数多く存在する。この原則は外部に焦点を当てる
点で他の原則と異なる（Reynolds、2014)。
（４）協同組合原則ガイダンス・ノート
2011 年 11 月の ICA 総会（メキシコ・カンクン）でアメリカ地域から第 7 原則を「コ
ミュニティと環境の持続可能性への関与」に変更すべきとの決議案が出され、賛否両
論の討論の結果、総会は協同組合原則を含む「協同組合のアイデンティティ声明」の

注６）この解釈指針の表

改定の手続きについて勧告するよう ICA 理事会に差し戻す決定を採択した。ICA 理事

題として当初「ガイドラ

会は各地域からの推薦によるメンバーによって 2012 年に協同組合原則作業部会を構

イン」が提案されたが、
協同組合原則自体が「価

成し、この問題を諮問することになり、アジアからは筆者がメンバーとして推薦され

値を実践に移すためのガ

た。オンライン会議では、協同組合原則改定のプロセスは理事会の総会への提案によっ

イドライン」と定義さ

て開始され、会員組織（地域、セクターを含む）の討議を経て次の総会の特別多数決

れているので、「ガイダ

で決定すること、それとは別に環境変化を踏まえた ICA アイデンティティ声明のた

ンス・ノート」が採用さ
れた。この用語はイギリ

めの「ガイダンス・ノート」
（解釈指針）注６）を発行することが勧告として確認された。

スにおける都市計画行政

10 月のマンチェスター総会において協同組合原則の改定問題について作業部会が提

のための行政による運用

案した勧告（総会における原則の改定手続き、「ガイダンス・ノート」の発行）を踏

指針として用いられてい
る。

まえた決議が採択された。ICA 理事会は理事会小委員会として３名の理事と専門家か
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ら成る原則委員会（ジャン・ルイ・バンセル委員長、フランスのクレディ・コーペラ
ティフ理事長）を設置した。日本からは萬歳章氏（Ｊ A 全中会長）と筆者が参加した。
原則委員会は ICA の会議に並行して、あるいはオンラインで開催され、最後は委員
長の事務所で開催されたが、それはパリのシャルリ・エブド襲撃事件の直後であった。
「ガイダンス・ノート」は 2015 年の ICA 総会（トルコ・アンタルヤ）で発表された。
「ガイダンス・ノート」の狙いは序文のなかで次のように謳われている。
協同組合原則の適用に関するガイダンス・ノートは、教義として順守すべきものでは
ないし、また、組合員の経済的・社会的・文化的・環境的ニーズを満たすことを目指
す協同組合の起業家的工夫を拘束するものでもない。組合員のニーズを満たすための
工夫は常に、協同組合事業の母であり父であり、またそれは 今後も同様である。ガイ
ダンス・ノートは、まさにその名が示す通り、異なる規制要件を伴う様々な法的管轄
区域で運営し、様々なコミュニティや文化に仕える協同組合に向けたガイダンス（手
引き）なのである。協同組合原則は普遍的なものであるが、
このガイダンス・ノートは、
規範的なものとなることを意図していない。 目指しているのは、協同組合が最初に設
立された際、多様な状況において協同組合事業の基本的な原則がいかにして適用され
るか、検討しまとめることである。これらは協同組合に解釈の余地があるべきガイド
ラインなのであり、そこに成功事例が含まれることで、世界経済で成長している協同
組合事業セクターの強化に役立つのである。

（５）ライファイゼン原則、モンドラゴン原則と WOCCU の国際運営原則
ライファイゼン原則はライファイゼン型農村信用組合の伝統に基づいて形成された
原則で、1995 年 4 月に ICA と国際ライファイゼン連盟（IRU）の合同会議で確認さ
れたものである。第１原則（自助）、第 3 原則（自己責任）はアイデンティティ声明
では価値として取り入れられ、第 2 原則（自律）はアイデンティティ声明の民主的
管理原則と自治・自立原則に対応している。第 5 原則（組合員の助成原則）はドイ
ツ協同組合法にも取り入れられている協同組合の組織原理である。また、第 7 原則（ア
イデンティティ原則）は組織体と企業体の同一性（組合員は出資者、運営者、利用者
である）を意味しており、原則というよりは組織原理に近い。他方、スペインのモン
ドラゴン協同組合の原則は労働者協同組合を基盤としているが、③労働主権、⑥連帯
的給与、⑨普遍性（社会的経済、平和、公正）など独特の原則が含まれている。しか
し、多くの原則はアイデンティティ声明と共通した原則である（表１）。
世界信用組合協議会（WOCCU）はこれまでアイデンティティ声明とよく似た原則
を掲げていたが、2015 年にはクレジットユニオンのためのモデル法、2017 年には
国際オペレーティング原則を採択しているが、この原則は ICA 原則や金融特有の原
則のほか、アメリカ国務省による協同組合の定義を含んでいる（表 2）。
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【表１】ICA アイデンティティ声明とモンドラゴン協同組合の対応関係

【表２】WOCCU の国際オペレーティング原則

８．ICA における協同組合の価値と原則の議論への日本の協同組合運動の参加
日本の協同組合運動は ICA における協同組合の価値と原則の議論と深く関与して
きた。1966 年の ICA ウィーン大会での協同組合原則の改定に際して日本生協連は協
同組合の民主的運営のために班などの基礎組織が必要と主張し、その後も国内の研究
会などで議論を組織した。協同組合経営研究所は農協や生協の全国組織とともに報告
書『協同組合原則とその解明』を出版したが、これは協同組合原則に関する理解を深
めるために活用された。
レイドロー報告は賀川豊彦が協同組合運動を『友愛の政治経済学』と呼んだこと
を指摘し、また、日本の総合農協を協同組合地域社会のモデルとして高く評価した。
ICA モスクワ大会の際、レイドロー博士が筆者との懇談から日本の生協の班活動に着
目したことから、JJC はレイドロー博士を招待したが、来日の直前に急逝され、再度

ＪＣＡ／研究REPORT／No.27／2021.6
協同組合のアイデンティティ再訪

11

の訪日は実現しなかった。
1984 年の ICA ハンブルク大会の際の生協委員会と女性委員会において日本の生協
における組合員参加、女性参加の実情を見たいとの申し入れがあり、日本生協連は
1986 年に両委員会の合同会議を東京で開催した（視察先は当時の灘神戸生協で行わ
れた）。各国からの参加者は日本の生協の組合員参加、女性参加に感銘を受け、ICA
の執行部に働きかけるよう申し合わせた。ICA ストックホルム大会における基調報告
「協同組合の基本的価値」でマルコス会長は日本の経験を引用しながら組合員に帰れ
というライトモチーフ（主題）を提起した。この間、日本の生協ではコープさっぽろ
の理事長による粉飾決算や大阪いずみ市民生協の副理事長による私物化などの不祥事
によりガバナンスの失敗が明らかになったことから、当時の高村・日本生協連会長
は基本的価値の honesty の訳語を「誠実」から「正直」に変更することを提起した。
1988 年から 1992 年にかけベーク氏は何度も訪日し、生協の班組織、医療生協、大
学生協など日本の協同組合からのインプットを報告に盛り込んだ。日本では、ICA 東
京大会に向け、協同組合の価値に関する学習会、シンポジウムが全国各地で行われた。
1992 年の ICA 東京大会では日本生協連はベーク報告「変化する世界における協同組
合の価値」を深めるために生協国際シンポジウムを開催した。また、大会ではマルコ
ス会長は IDACA（アジア農協振興機関）の 30 年近い貢献に対し表彰を行った。その
翌年、高村会長は『生協経営論』を出版したが、これは協同組合の価値を協同組合の
注７）本書はロッチデール

経営にいかに生かすかという視点で書かれたユニークな書物であった注７）。コープこ

生まれの Geoffrey Cruddas

うべは基本的価値と経済的基盤の２つの軸を設ける『生協総合評価』の作成に取り

に よ っ て Principles of Cooperative Management

組んだが、これは 1995 年の阪神・淡路大震災のために 3 年後に発表された。他方、

(1993) に 英 訳 さ れ た が、

コープかながわは 1992 年の東京大会から「協同組合の参加型民主主義」に関する国

筆者は高村氏の依頼によ

際共同プロジェクトを主宰し、日本、カナダ、スウェーデン、イギリス、イタリアの

り 英 文 の 編 集 を 行 っ た。

生協やクレイグ、ベーク、マクファーソンなどの研究者が参加して報告書をまとめ、

その省察についてはマク
ファーソンも指摘している

1995 年のマンチェスター大会の際に国際シンポジウムを行った。また、京都生協や

(MacPherson、2007)。

コープさっぽろはベーク氏やマクファーソン氏を招いて講演会やシンポジウムを開催
した。
1995 年の原則改定に向け、マクファーソン氏はたびたび訪日して日本の協同組合
リーダーや研究者と議論し、他方全国各地で協同組合原則に関する学習会、シンポジ
ウムが行われた。日本生協連は「協同組合が経済的・社会的ニーズを満たすために活
動することには異論はないが、協同組合が組合員の間の協同、心豊かなくらしの創造
に貢献している」とコメントした。マクファーソンはこのような意見も踏まえてアイ
デンティティ声明のなかの協同組合の定義に「経済的・社会的・文化的価値と願い」
を盛り込んだ（筆者アンダーライン）。ICA マンチェスター大会ではこの部分はドイ
ツ出身の理事の提案によって外されていたが、日本生協連の関係者の説得によって復
活することになった。1995 年以降も生活クラブ生協はマクファーソン氏をしばしば
招いて交流した。
このように日本の協同組合関係者は協同組合の価値と原則をめぐる議論に積極的に
参加してきたが、レイドロー報告やアイデンティティ声明の翻訳には農協版と生協版
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があるように別々に取り組む傾向もあった。しかし、ICA 東京大会には各組織のスタッ
フからなる合同事務局を結成し、IYC に際しては世界に先駆けて全国実行委員会を立
ち上げるなど、国内の協同組合の共同行動がすすめられた。さらに、2018 年に日本
協同組合連携機構（JCA）が結成され、協同組合原則ガイダンス・ノートの翻訳や分
野横断的な協同組合統計を作成するなど、協同組合間の連携が強まってきた。

９．協同組合の基本原理と価値、原則をめぐる議論
ICA のアイデンティティ声明は協同組合の定義、価値、原則を 1 頁にまとめた文書
であるが、これらと協同組合の基本原理との関係について議論を整理しておきたい。
また、法学、社会学、経済学から見た協同組合のアイデンティティについての議論を
紹介したい。
（１）協同組合の基本原理
原理と原則は principle の訳語としてしばしば同義語として使われている。数学に
おける原理とは定義、公準（要請）、公理（共通概念）を指し、これらの諸原理を置
いて議論を展開する。保険論では民間保険（私的保険）が 3 つの原則（給付・反対
給付均等の原則、保険技術的公平の原則、収支相等の原則）を保険のしくみの基礎と
しているのに対して、社会保険（公的保険）はこれを修正して保険原理（共助原理）
と扶助原理（再分配原理）を組み合わせている。ここでは協同組合の基本原理を原則
と区別して使うことにしたい。
また、principle は推論、論拠（reasoning）のための基礎、または行動、手続きの
ための指針（guide）を提供する一般化であり（Webster’s Dictionary）、前者（reasoning）
は現象の科学的説明、特有のアイデンティティを持つ実体の必要十分条件であるのに
対し、後者（guide）は道徳や市民的特性のための行動指針、効率や成功のための行
動指針である。USDA の原則は前者のアプローチをとり、協同組合の定義に焦点を当
てているのに対して、ICA 原則は後者のガイダンス・アプローチをとり、定義は別に
規定している (Reynolds、2014)。
協同組合の本質、基本原理とは何か。協同組合は企業、事業体であるとともに組織体、
運動体か。まず、これらの疑問から考察する。ベークは協同組合の本質を組合員の相
互自助（mutual self-help）と規定しているが、ここでは集合的自助（collective selfhelp）、助け合いのための組織として措定する。協同組合が自助の組織であることは
19 世紀の協同組合人にとって自明のことであった。教会や国家からの援助である「慈
善」ではなく、労働者、農民が自らの資源（資金、生産手段、労働）を持ち寄って生
活や労働の条件を改善するための「自助」のための組織であることを誇りにしてきた。
弱者を助ける慈善のための組織は非営利組織に引き継がれていくが、中村圭介はこれ
を「他助」の組織と規定している。一方、自助は個人的自助と集団的自助に分化していっ
た。個人的自助を組織原理とする民間の銀行や保険会社に対して、団体を基盤にして
集団的自助をすすめるのが協同組合の金融機関や共済組織である。クレジットユニオ
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ンは地域、労働組合、教会などの「共通の絆」（common bond）を基本原理としてお
り、共済は農協、生協、労働組合などの団体を基盤にして集団的自助をすすめている。
また、カール・ポランニーは経済過程に秩序を与え、社会を統合するパターンとして、
互酬（reciprocity）、再分配（redistribution）、交換（exchange）の 3 つをあげるが、
協同組合は相互扶助関係としての互酬の原理、市場における財の移動である交換の原
理を基礎としている。
もう一つの問題、すなわち協同組合は事業体か運動体かという問に対して、それは
アソシエーションであり、エンタープライズであるという協同組合のハイブリッド性
を措定する。協同組合が事業を行うことを否定する言説は存在しないが、協同組合
が企業であることに反発する見解が一部の研究者に見られる。協同組合は株式会社、
ミューチュアル（相互会社）、非営利組織、公的企業と並ぶ企業形態、組織形態の一
つであり、ヘンリー・ハンズマンは契約コストと所有コストの比較から各種企業形態
が選択される理由を分析しているのに対して、マイケル・クックは所有権理論の観点
から伝統的協同組合から公開株式会社（plc）にいたる各種企業形態の特質を分析し
ている。他方、正田彬は消費者運動の文脈で協同組合の運動性を強調する。また、日
本の生協は組織として平和運動に取り組む、他に例を見ない協同組合である。日本
十進分類法では生協を「生活・消費者問題」（365）と「商業」（670）の両分類で位
置付けている。協同組合運動（co-operative movement）という言葉はよく使われる
が、これは歴史的に協同組合が持ってきた経済的・社会的な運動性を表す場合ととも
に、単位協同組合と連合会、関連組織を含む集団全体を指す類概念である場合もある。
G.D.H. コールは「労働運動」の 3 つの構成要素として、労働組合、協同組合、労働者
政党を挙げているが、これは各種組織形態を含む類概念である。
協同組合の基本原理は法律の規定にも反映されている。イタリア憲法 45 条は協同
組合の相互扶助性（mutualità）を規定している。ジャック・クレイグは株式会社の
利潤原理（profit rationale）に対して協同組合の奉仕原理（service rationale）を対置
しているが、日本の各種協同組合法において「組合は、その行う事業によって、その
組合員及び会員に最大の奉仕をすることを目的とする」と規定しているのも同じ趣旨
である（農協法第 7 条、生協法第９条など）。ドイツ協同組合法第 1 条は協同組合の
目的として「組合員への助成任務」（Förderlungsausgabe）を掲げているが、これも
同様の趣旨である。
（２）ジョルジュ・フォーケの「協同組合組織の経済的・法的地位」（1948 年）
フランスの協同組合人で最初の ILO 協同組合部長であったジョルジュ・フォーケ
は協同組合セクター論（1935 年）の著者として知られているが、「協同組合組織の
経済的・法的地位」は協同組合の本質についての洞察力ある分析を行っている。協同
組合の経済における地位については農業や手工業において小規模な組織を特徴として
いるが、連合会を結成することによって規模の経済を実現し、1937 年の時点で 81
万の組合が 1 億 4300 万人の組合員を擁していることを指摘しつつ、協同組合は経
済全体をカバーすることはできず、独自のセクターを形成していると述べている。協
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同組合は①一定のニーズの類似性と共同の取り組みによってそれをより完全に満たす
ことを確保する可能性を認識する人々のアソシエーションであること、②そのニーズ
を満たすことを中心的な目的とする共同の事業であることを指摘し、社会的要素と経
済的要素という２つの混合した要素を区別しなければならないとしている。このよう
にフォーケは今日の協同組合の定義につながる考察をしている。このような協同組合
の特質が協同組合組織のルールを形成し、各国の法制に表現されているとして、スイ
ス、イタリア、ポルトガル、中国、南米諸国、ソ連・東欧諸国の憲法を例示している。
この論文は協同組合組織と他の経済セクターとの関係、とりわけ国家との関係につい
て、公共セクターが協同組合との連携によってサービスの水準を確保すべきとすれば、
協同組合組織はその本来の特質を保持しなければならない、行政機関の単なる歯車に
退化してはならないと結論付けている。
（３）ハンス・ミュンクナーの『協同組合原則と協同組合法』（1973 年、2015 年）
ドイツのマールブルク大学のハンス・ミュンクナーは 1992 年の協同組合の基本的
価値の設定、1995 年の協同組合原則の改定、2001 年の国連の協同組合ガイドライ
ン、2002 年の ILO193 号勧告の立案において指導的な役割を果たしたが、法学の視
点から協同組合の価値と原則を論じている。『協同組合原則と協同組合法』
（1973 年）
は 4 版を重ね、9 カ国語に翻訳された古典である。これはアジアやアフリカの新興独
立国に焦点を当て、各国の協同組合法の改善に資することを目的としている。協同組
合法を学ぶ学生を主な対象にしているが、政府や協同組合において協同組合の法や規
制、定款の解釈や改善に取り組んでいる人々にとっても関心をもたれる内容を含んで
いる。本書は 1966 年の ICA 協同組合原則や ILO127 号勧告を評価しながら、協同組
合の原則（より不変的）と慣行（より可変的）を区別し、それらが協同組合法の条文
にどのように翻訳されているか分析している。協同組合原則についてはカルバートの
『協同組合の法と原則』（1959 年）やワトキンズの「原則」を参照しながら、ドイツ
やフランスの教義による「組合員の経済的利益の助成の原則」と「出資者と利用者の
アイデンティティの原則」を取り入れている。旧版は協同組合の概念と定義、自助と
アイデンティティ、組合員の助成、経済的効率、自発的組織、公開組合員制、民主的
経営と管理、自治、協同組合の事業活動から生じる経済的成果の公正な分配、不分割
準備金、教育の促進、政治的宗教的中立の 11 の「原則」がどのように協同組合の条
文に反映されているかを詳しく叙述している。
ミュンクナーの『協同組合原則と協同組合法・改訂第 2 版』（2015 年）は旧版の
発行後の各国の協同組合法の展開を踏まえて、ICA アイデンティティ声明の採択の
20 年後に出版された。改訂版はヨーロッパや南米諸国の協同組合法にも視野を拡大
すると同時にアジアにおける協同組合法の批判的研究（critical studies）を重要な情
報源として参照している。ここでは旧版で列挙した協同組合の概念と定義、11 の「原
則」にそって、その意味すること、協同組合法への影響、新しい傾向とルールについ
て解説している。ミュンクナーは結論として、会社モデルへの接近ではなく差異化す
ること、明確な制約の下で定款自治を作ること、ハイブリッド組織がコースから外れ
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ないようにすること、協同組合の関連会社では組合員助成やアイデンティティの原
則を保持すること、国家の助成者としての役割を明確に定義すること、協同組合を
想定されていない目的に適合させる試みを拒否することを主張している（Münkner、
2015）。
この他の協同組合原則と協同組合法に関する文献としては、ハーゲン・ヘンリー
『協同組合法ガイドライン』（1998 年、2005 年、2012 年）がある。これは ILO 協
同組合部門が出版した各国の立法関係者のためのガイドラインであり、協同組合法と
協同組合の価値と原則の関係について解説している。『国際協同組合法ハンドブック』
（2013 年）は 31 カ国・地域の協同組合法、3 つのリージョナル法（欧州、南米、西
アフリカ）についての便覧であるが、序論において協同組合のアイデンティティと協
同組合法の関係について詳しく論じている。さらに、
『欧州協同組合法の原則』（2017
年）は欧州 7 カ国の協同組合法における定義と目的、ガバナンス、財務構造、監査、
協同組合間協同について比較分析しているが、各国の法律上の規定と協同組合原則の
関係について論じている。
（４）ジャック・クレイグの『協同の本質』（1993 年）
カナダのヨーク大学のジャック・クレイグの『協同の本質』は社会学の見地から協
同組合の価値と原則を論じている（Craig、1993）。まず、クレイグは協同（co-operation）
を「自動的協同」、「自発的協同」、「伝統的協同」、「指導された協同」および「契約に
よる協同」に分類し、協同と紛争（conflict）、競争（competition）との関係につい
て叙述する。協同組合は労働組合や非営利ボランティア組織と同様、メンバーの間の
「契約による協同」を可能にするために設計された組織形態である。次に、協同と社
会運動（social movement）の関係について分析し、社会運動から協同組合が生まれ
た過程を 5 つの段階（ロッチデール組合以前、第 1 次世界大戦まで、1950 年代まで、
1970 年代まで、1980 年から現代）に分けて説明している。
クレイグは、協同組合の価値の基盤が協同の固有の論理と目標達成のために協同組
合を組織する人々の願いという２つの源泉から来ると考える。いずれの場合も価値は
最終的目標という点で人間行動の指向性に対応しており、イデオロギー的には価値は
よいもの、望ましいあるいは理想的なものに対する態度を意味する。協同組合の価値
については様々の主張の間でコンセンサスはないが、クレイグは互助、平等・同権・
自由、経済的公正を協同組合の価値基盤として措定し、各論者による価値を分類して
いる（表３）。さらに、協同組合に関するイデオロギーとして、協同組合コモンウエ
ルス、協同組合セクター、集権的社会主義（マルクス・レーニン主義）、修正資本主義、
新世代協同組合主義を挙げ、意思決定の支配的原理として分野別協同組合のサービ
ス原理（service rationale）と協同組合コミュニティの意味原理（meaning rationale）
を挙げている。クレイグはその後研究を中断したため、その問題提起は未完に終わっ
ている。
なお、クレイグと S.K. サクセナ（元 ICA 専務理事）の論文「協同組合原則の批判
的分析」（1985 年）は 1966 年の協同組合原則について問題点を列挙し、また、原
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則の適用方法について、①農協において女性の参加を除外していること、②一方の当
事者に民主主義を適用しながら他の当事者の民主的参加の恩恵を無視していること
（消費者の参加と生産者、労働者の参加の矛盾）、③民主的過程の衰退がすすみ、組合
員とのかかわりが失われていること、④運転資金が枯渇し、組合員が協同組合を財政
的に支えて地域社会の自立をすすめることを困難にしていることを指摘している。
【表３】クレイグによる論者、価値基盤による協同組合の基本的価値の比較

（５）ヤルケル・ニルソンの「協同組合の価値と原則の特質」（1996）
スウェーデン農業大学のヤルケル・ニルソンの「協同組合の価値と原則の特質」は
経済学の取引費用理論による説明を試みている。協同組合の価値については多くの論
者の間でコンセンサスが存在しないが、帰納的方法と演繹的方法によって特定するこ
とができる。前者は思想的な出発点、類似の経験的な基礎を用いるが、後者は理論的
な出発点、分析的な方法を用いる。前者は論者によって大きな差異、時には矛盾に行
きつくが、後者は協同組合の概念の定義、協同組合が成功裏に機能するために実現し
なければならない条件の理解を出発点としている。問題は協同組合の価値がこのよう
な条件の実現にいかに貢献することができるかである。ニルソンは取引費用理論に
よってこの問題に答えることができると主張する。まず、組合員の取引費用は彼らが
共通の価値群を持っているならば、お互いの相互作用において低減される。組合員は
お互いに信頼しており、協同組合に関与することに恐れを感じない。信頼は他の人が
詐欺的に行動するリスクの低減を意味する。すべての組合員がお互いに依存している
ことから、彼らは万人が同じ役割を持つことを受け入れなければならない。このよう
な価値を社会的価値と呼ぶことができる。他方、特定の協同組合の価値は組合員が外
部のパートナーと取引する場合の取引費用を低減する。これは組合員が外部のアク
ターに依存しないことに寄与する価値であり、協同組合が他者に依存すべきでないと
いうことを意味する。このような価値を主権者としての価値と呼ぶことができる。
同様に、協同組合原則も協同組合の定義からから説明することができる。協同組合
は部分的な垂直統合の一形態である。個人はその機能的な利益に奉仕する事業を運営
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するために協同する。個人は取引相手（協同組合）を所有することによって、後者が
独立したアクターである場合に直面する取引費用を低減することができる。協同組合
は社会的次元と経済的次元を持っている。前者は組合員の間の関係として表現され、
後者は組合員と事業の関係に関わっている。事業を所有しない協同組合も協同組合に
よって所有されない事業も存在しないことから、両者は等しく重要である。ここから
２つのカテゴリーの原則を同定することができる。１つは組合員との関係に関する事
業の役割を決定する「事業原則」であり、もう１つは事業よりも社会、協同組合の社
会的次元に関連する「社会原則」である。前者の事業原則は協同組合のなかで取引す
ることによって協同しないで取引するよりも目標をよりよく達成することができると
いうことを意味し、ロッチデール原則の「純良で混じりけのない商品」や「現金取引」、
ICA 原則の「自治と自立」、「協同組合間協同」や「コミュニティへの関与」を例示し
ている。後者の社会原則は組合員の間の関係をどのようにデザインし、組合員間の相
互作用に関連する取引費用をいかに低減するかに関わり、ICA 原則の「自発的で開か
れた組合員制」、「組合員管理」、「組合員の経済的参加」や「教育、訓練、広報」を例
示している。協同組合の価値と ICA 協同組合原則の対応関係は表４のとおりである
（Craig、1993;Nilsson、1996）。
【表４】協同組合の価値と ICA 協同組合原則の対応関係

10．おわりに：アイデンティティ声明をどのように生かすか
アイデンティティ声明はどこへ向かうのか。欧米協同組合における資本調達、ガ
バナンスに関する協同組合原則の柔軟な解釈をどう考えるか。ICA はマーティン・ロ
ワリー理事（アメリカ農村電力協同組合連合会役員）を委員長とするアイデンティ
注８）これはノルウェー

ティ委員会を設けて検討を開始した。ロワリー氏は協同組合の価値を重視するととも

のヨハン・ガルトゥング

に、環境、多様性、包摂等の問題で原則改定の可能性を示唆している。2019 年 ICA

が提唱した概念で、戦争
がない状態（消極的平和）

キガリ総会決議における積極的平和（ガルトゥング）の問題にも注目している（ICA、

に対して、貧困、抑圧、

2020）注８）。ICA ソウル大会のテーマ「協同組合のアイデンティティを深める」につ

差別など構造的暴力のな

いて検討することが求められている。

い状態を意味している。
る (MacPherson、2007)。

いま、私たちに求められていることは何か。まず、協同組合のアイデンティティ声
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明の背景、意味、内容についての理解を深めることが重要である。次に、農協の准組
合員問題の解決、ガバナンスの改善と組合員参加、出資金の増強と新協同組合への支
援の仕組みの構築、協同組合基本法の検討、組合員教育と職員訓練、協同組合間連携
の強化、地域社会への関与などの点で協同組合原則を実践することが求められている。
さらに、グローバル化の減速と生産・物流の変化、米中のデカップリング；脱炭素
化、再生可能エネルギー、リサイクルの支援など地球温暖化への対応；医療・福祉や
エセンシャル・ワークの支援などパンデミックへの対応；持続可能な開発目標（SDGs）
への取り組みなど、協同組合のアイデンティティを新しい環境への対応に生かすこと
が求められている。
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