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「労働運動をめぐる論点の現代的総括」
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高橘祐吉(専修大学経済学部)

生恊における労働組合を研究の対象とした「生協労働組合研究会」は、 96年10月の箆1回研究
会以来約1年半にわたって計10回の研究会を積み重ねてきた。この研究会で還成すべき最終目標は

二つぁる。ーつは、 21世紀に向けた生協における労働組合運動の課題を解明することであり、もう
ーつは、 90年代に進行した生協改革の意味を探り、そこで労働組合が果たした役割を検証すること
である。ともにかなり大きなテーマであって、短時日のうちに解明しうるようなしろものではない。
そのために、まず96年度の後半から97年度にかけては近年の関連領域に関する先行研究を読み

すすめ、そこにはらまれている論点を整理することにした。計10回におよぶ研究会でとりあげた文
献が著書15点、論文8点にのぽったことからもわかるように、研究会のメンバーの興味・関心は多
岐にわたっており、論点もそれだけ広くなった。自画自賛を承知であえていえば、研究者と実践家の
「協同」によって、生協における労働組合を文宇どおりラディカルにとらえなおし再定義しようとす
る意欲にあふれた研究会であったといえよう。

こうした研究会をつうじて、市場経済の光と影に彩られた現代社会に発芽した使命共同体、多元的
経済社会、新福祉国家を論じ、労働者協伺組合や民主経営における管理と労働の相克を検討し、「纒
営者支配」を強めた現代の生協とそこでの職員論の展開を整理し、さらには「二つの使命」と「三つ
の民主制」の再検討をふまえつつ生協労働組合論を深めてきたわけである。その成果をひとまずとり
まとめたものが本報告書である。厳しい労働と生活のなかで労働組合運動を支えている人々の目にふ
れ、しかも忌輝のない意見が聞けたならば、われわれとしてはそれに勝る喜びはない。

この間の研究をつうじて強く感じたことがーつぁる。生協に関しては、その「本質」や「理念」が
じつによく語られるが、それとは対照的に、その「実態」や「現実」に関してはあまりに語られるこ
とが少ないということで商る。労働組合についても同様のことがいえなくもない。もちろん必要に応
じてアンケート調査やヒアリングなどはおこなわれている。しかし、本格的な調査と呼ベるものは数
少ない。われわれは、 98年度から生協労働組合に関する調査に着手する。どれ儀どの調査が可能な
のか自信はないが、「本質」や「理念」によりかかることを禁欲しつつ、調査対象を深くボーリング
しながら「実態」や「現実」を凝視し続けてみたい。はたしてそこから何がほの見えてくるのだろう

」

か。
J

最後に、これまでの研究経過を紹介しておく。
ーキーーー凄曝推゛゛1蓼1g'

働第1回研究会 96年10月30臼
有田光雄 r民主経営の管理と労働』

報告者:根本隆
(祠時代社、 96年)
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「生協労働組合に関する研究会」研究委員

俵第2回研究会 96年12月20日報告者:庭野文雄、小林正明

協同組合労働研究会編『コープ・ワーカーズ考』(労働旬報社、 91年)
生協総合研究所編 r生協労働と職員問題』(コープ出版、 95年)
命第3回研究会 97年3月4日報告者:高橋祐吉、小野塚知二

、

座長高橋祐吉(専修大学)
委員小野塚知二(東京大学)
塚本一郎(佐賀大学)

野村秀和編『生協 21世紀ヘの挑戦』(大月書店、 92年)

小林豊

生協労連・生協研運営委員会編『生協運動に三つの民主制を』(大月書店、 94年)

庭野文雄(同)

.第4回研究会 97年5月2日報告者:塚本一郎、福田裕行

根本隆

(CR1協同組合総合研究所)

(生協労連書記長)

内橋克人『共生の大地』(岩波書店、 95年)

小林正明(かながわ生協労働組合書記長)

熊沢誠『能力主義と企業社会』(岩波書店、 97年)

福田裕行(かながわ生協労働組合)

.第5回研究会 97年6月30日報告者:八木澄人、大山克美

八木澄人(生協しずおか労働組合委員長)

高橋洋児『市場システムを超えて』(中公新醤、 96年)

大山克美(さいたまコープ労働組合)

竹内洋 r日本のメリトクラシー』(東大出版会、 95年)

榑松佐一(名勤市民生協労働組合)

.第6回研究会 97年8月28日報告者:高橋祐吉、小林正明、庭野文雄
晞蒜座現代日本4日本社会の対抗と構想』(大月書店、 97年)

村上修一(生協おかやま労働組合)
オブ佐藤三男(タウ技研労働組合)
金島清次(タウ技研労働組合)

渡辺治「帝国主義的改革と対抗の戦略」
木下武夫田本型福祉国家戦略と社会労働運動」
後藤道夫「新福祉国家論停説」
命第7回研究会 97年10月13日報告者ソハ野塚知二、福田裕行
有田光雄「民主経営と労働運動』(同時代社、 97年)
戸木田嘉久他編 r生協職員論の探求』(法律文化社、 97年)
.第8回研究会 97年12月3日報告者:塚本一郎、村上修一
富沢賢治他編 r労働者協同組合の新地平』佃本経済評論社、 96年)
黒川俊雄『いまなぜ労働者協同組合なのか」(大月書店、 93年)
邸第9回研究会 98年1月21日報告者:塚本一郎、小野塚知二

日本生活協同組合連合会『21世紀を拓く新しい協同組合原則』(コープ出版、 96年)
山田定一氏・田中秀樹氏生協論・生協労働論(関連論文8点)
.第10回研究会 98年3月13 14日(合宿研究会)
生協労働運動をめぐる論点の総括一報告とコメントー
塚本一郎「生協における管理と労働」(コメント:福田)
小野塚知二「民主的経営論批判」(コメント:庭野)

高橋祐吉「生協労働組合運動論」(コメント:榑松)

根本隆「三っの民主制と二つの使命をめぐって」(コメント:村上)
小林正明「生協改革と労働組合の役割をめぐって」(コメント:八木)
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第 1 章

生協における管理と民主主義
一民主経営論・生協労働論の若干の先行研究をめぐってー
小野塚知二(東京大学経済学部)

はじめに

「生協に搾取はあるか」とか「生協労使関係は
本質的に敵対的な性格か否か」といった、それ

この研究会の主題は、臼本のおもに地域生協

自体は高度に理論的かつ抽象的なことがらが議

における労働のあり方と、そこでの労働組合・

論されたことがあると聞いているし、こうした

労使関係である。生協総研の『生協労働と職員

議論は生協労使関係においては、実際にはその

問題』(コープ出版、 1995年)の冒頭で、兵

言葉が用いられなくても、ある種の重さをもっ

藤氏は生協職員問題とは「生活協同組合にっい

て受け止められてきたと考えられる。それだけ

ての理論的命題がはっきりしていれば、それで

ではなく、有田光雄氏の最近の2冊の書物

演纒的に解けるというようなものではな」く、

(『民主絲営の管理と労働』同時代社、 1996

「いま地域生協がどぅいう課題に直面してお

年、『民主経営と労働運動』同時代社、1997

リ、それをどぅいう方向で解決しようとしてい

年)は、生協運動・生協労働運動の中から展開

るか、あるいはまた、そこにどういう障害があ

し、またそこに影響してきた、そうしたいくつ

リ、地域生協に働く人びとがどぅいう悩みを

かの議論を「理論的に」批判しながら、協祠組

もっているかということを理解しなくては、と

合に搾取はなく、その労使関係は敵対的ではな

ても答えは出しがたい」(同書3頁)と述ベて

いことを主張している。この2冊が生協労使関

いる。地域坐協と生協労働の現状を理解しなく

係にどれほどの影響力をもっているのか正確に

ては問題を解決できないというのは、まったく

評価することはできないが、商業ベースで立て

正当な指摘だと私も考えている。それにもかか

続けに刊行されるほどには読まれているのであ

わらず、本稿が生協についての理論的命題らし

ろうし、少なからぬ生椿関係者が読んでいるの

きものを検討するのは、生協労使関係の当事者

も事実である。また、山田定市氏や田中秀樹氏

一殊に生協労働組合の役員や生協の理事・経

はマルクスの著述の解釈を通じて、独自の生協

営者一は、いくつかの理論的な言説が色濃く

論・生流労働論を1980年代から展開してい

存在する空間で、ものごとを認識し表現してい

る。このお二人の一連の論文は原理的な基礎か

るのではないかと考えるからである。生協にお

ら出発した、やはり高度に理論的かつ抽象的な

いては理論的命題や演繹的論法も現実の一部で

内容を含んでいるが、この研究会にとって無視

あり、入びとの実際の老え方・振る鐸い方や関

できない論点を示している。

係はそれらに何らかの程度規定されているので

本稿は有田氏と、山田氏・田中氏の研究を検

はないだろうか。

討することを通じて、この研究会の今後の課題

たとえば、生協労使関係ではこれまでに、

を発見するためのーつの試みである。
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1 民主経営論の虚妄

一有田光雄氏の

著作に即してー
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労働運動をめぐる論点の現代的総括
備校,私立学校など、⑦一定の条件のもとで民

「舶勺)」の付かない「民主経営」が成立す

どと強弁するつもりはないだろう。明らかなの

主伯勺)経営ヘの変質・発展過程にある資本主

るためには以下の4条件が満たされていなけれ

は有田氏がダブル'スタンダードで処理してい

ばならないとする(r民主経営の管理と労働』

るということで、明らかでないのは有田氏の

義企業。

皐 58頁)。第1は「資本」の集団的・民主

゛

②の「運動」は経営なのかとか、⑤に含まれ

〒ノ

jJ

る諸形態はなぜ一括されているのかなど、些末

的協祠所有、第2は民主的・科学的な羅針盤

する。これらは、後述するように、一方では専

な問題はここではすべて無視する。ここで示し

(綱領、宣言、労働協約などに表現される)、

従者論・奉仕者論などの、他方では商業資本

ておきたいのは、有田氏がいかなる基準から上

第3は科学的な管理と民主的な運営、第4は階

説・制限資本説などの、これまで生協関係者に

の① ⑦を「民主(的)経営」としたのかとい

級的・民主的な労働組合で、このうち第1が客

も影響を与えてきたいくつかの理論的命題を批

う疑問である。もし、民主的医療機関、民主的

観約条件、第2 4は主体的条件である。した

協等の「多くは保守勢力によって牛耳られ」、

判しながら、民主経営を発展させる条件を探ろ

企業体などの企業・団体は「民主的」だから

がって、「民主伯勺)経営」の諸形態のうち、

その限ηでは「民主的」ではないのである。む

、]

ろん、ここで「民主的」を、その語の通常の意

するために有田氏は別の理論的命題を対置する

何も語らぬ同義反復に等しい。幸い、①の各種

の病院のうち医療生協の形態をとっていないも

味だけで解釈してはならない。日本の左翼政治

のだが、そこには重大な問題が含まれている。

の協同組合形態には「民主的」なる形容がない

のは、いかに主体的に努力しても第1の客観釣

運動に関わる者たちのあいだでは、「民主」や

から、このあたりに「民主仙勺)経営」の語ら

条件を満たせないから「民主経営」になること

「民主的」には、いわば隠語として、独特の意

れざる基準を理解する鍵が潜んでいそうなのだ

はできない。むろん、資本が協同所有(協同組

味が付与されてきた。すなわち、自分たちの政

有田氏は「民主経営'」と「民主(的)経営」

が、実は一筋縄では行かない。有田氏は①の各

合)でも主体的条件を満たさなければ、自動的

治運動の綱領や路線を承認してその隊列に加

という二つの概念を用いるが、それが読みにく

種の協同組合形態から農協・漁協・森林組合・

に「民主経営」となるわけではない。

わっていることを、またその方針に共感して同

くさせている原因のーつとなっている。有田氏

信用組合などを除外するのである。すなわち、

の民主経営論の主たるメッセージを理解するに

一一一^
一{^一^一'拶"途ヲ加

ここで私は「民主(的)経営」の基準という

盟者の立場に立っていることを、「民主的」と

有田氏によれば、農協・漁協等の「多くは、い

疑問に戻って混迷する。なぜ有田氏は農協・漁

いう左契隠語で表現してきたのである。たとえ

は些か迂遠なことではあるが、本節では、なぜ

ずれも保守勢力によって牛耳られ、その限りで

協等を「民主(的)経営'」から除外しなければ

ば「民主的出版社」とは出資者・経営者・労働

二つ用いなければならないのかを考えてみよ

は民主経営に不可欠の民主的労使関係の欠如し

ならなかったのだろうか。農協・漁協等が「民

者・書き手・読み手の民主的意思決定で経営さ

つ。

てぃるものが少なく』ないからこれらを「民主

主経営に不可欠の民主的労使関係」を欠いてい

れている事業を必ずしも意昧するのではなく、

(的)経営」とは区別して論じなければならな

るということは、有田氏の明示する条件に照ら

その事業方針が左認隠語の意味において「民主

いのだ(『民主経営の管理と労働』 33頁)。

すならば、それらを「民主経営'」ではないとす

的」なのだ。「民主的知識人」とはその知識人

では、労使関係が「民主的」でないものは「民

る理由にはなるが、同じ弱点を抱える生恊と区

が民主主襲を承認、しているということを意味す

7種類に大別する(r民主経営の管理と労働』

主(的)経営」ではないのかというと、そうで

別してまで、農協・漁協等を「民主(的)経

るために「民主的」と形容されているのでもな

30 37頁)。①各種の恊同組合形態(生協、

はない。有田氏は同じ場所で、民主的労使関係

製'」から除外する理由にはならないはずであ

いし(もちろん、民主的でない「民主的知識

労働者協伺組合、企業組合、建設協同組合な

の欠如という「点では『生活協同組合』の場合

る。農協・漁協等も生協と同様に協祠組合であ

人」がいると厄介なのだ力勺、「民主的」では

ど)、②民医連に結集する民主的医療運動、③

も例外ではありません」とわざわざ指摘してお

るから「民主経倒'」の客観的条件は満たしてお

ない知識人の誰もが民主主裟を承認、していない

争議労働組合から転化した民主約企業体、④社

きながら、それでも生協などと農協・漁協等を

リ、したがって、さらに主体的条件を満たすな

わけではない。「民主的」ではないが民主的な

会福祉事業部門の各種の民主的非営利組識(社

区別するのである。さて、有田氏の語らない

らそれらは「民主経営'」になると考えるのが自

人や主張に対しては、「ブルジョワ民主主義」

然である。しかし、農協・漁協等は生協とは異

なる形容が先人たちによって発明されていたか

なり「民主(的)経営'」ですらない。よもや有

ら、この「民主」という語は多義的なのであ

田氏は、農協・漁協等はいかに主体的に努力し

る。 r民主経営と労働運田加のあとがきでは、

たところで、本来的に民主的ではありえないな

民医連を「トウの病院やがナ」と説明した院長

(1)「民主(的)経営」の諸形態

有田氏は「民主(的)経営」の諸形態を次の

「民主(的)怒営」の基準はいったい何なので

会福祉事業団、共同作業所、民主的保育所、老
人福祉施設など)、⑤民主的法律事務所・会計

あろうか。

事務所、民主的印刷・出版社、民主的な劇団・
?

2

プロダクションなど、⑥民主的な研究機関・予

(2)「民主経営」の条件
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謎解きのヒントは目の前にあった。農協・漁

おそらく③から⑦に含まれるものや②の民隱連

1=
YX

「民主」の多義性一

T民主(的)経営」なのだというのであれば、

1.「民主軽営」とは何か

1き.0、

ν間ゴー

(3)「民主経営」と「民主伯勺)経営」

うとした書物である。従来の理論的命題を批判

ノノ

^十

「民主伯の経営'」の基準である。

ここでは先に挙げた有田光雄氏の2著を検討

ノ.ノ

グ燕膨

第1章生協における労働と管理

第1章生協における労働と管理

労働運動をめぐる論点の現代的総括
さんの「誤解」と、それを「トウの病院て、ト

到達した「民主経営」概念では資本の協同所有

いう関心も、現場の実態や、そこでの無用・労

ウニョウ病の専門病院ですか?」と聞き返した

が重要なポイントであり、そこには明瞭なズレ

働のあり方、現実に労使関係・労働組合の抱え

有田氏の誤解とが回想されているが、院長さん

がある。むろん、同盟軍としての中小企業家・

る問題ヘの顧慮も希薄である。

のは単純な誤解とは言えない。

需細経営者も、生協や医療生協も、運動論的な

返す意図が、従来のもろもろの民主経営論に対

ではどちらも大切にしたい。それらを一括して

では、有田氏はこの2著で、何を、誰に対し

舶り)経営」を混伺して用いてしまった原因

「民主的経営」としたら日本共産党用語と整合

て、主張しようとしているのだろうか。上述の

を、誠実に分析している。それによれば、「民

しないが、「民主経営」と呼ベば理論的に正し

ように「民主(釣)経営」を幅広く挙げていな

「雇う雇われる関係はない」論・労働組合不要

主経営'」とはあくまで資本が恊同所有でなけれ

くない。運動論細本社会を「民主的に」変革

がら、その議論は協同組合に即して展開され

(屋上屋)論・李仕者論・専従者論のように、

ばならないのだが、それでは中小企業・零細経

する政治運動の基盤を経営分野でより広く結集

る。

営を結集できない。「民主(的)経営」とは、

する)と、民主経営論の理論的命題とを調整す

経営分野で運動論的により広く結集すべき対象

る苦肉の策が、鴨り」を括弧内に入れた「民主

だったのである。では、いかなる運動に結集し

(的)経営」という有田氏独特の用語法なので

する両面批判であることは随所に明示されてい
る。やや概括的に表現するなら、一方では、

協同組合労働の特殊性を一面的かつ無制限に肥
大化させ、賃労働者としての一般的側面をまっ
たく無視した議論ヘの批判であり、他方では、

(D全体構造
有田氏の議論の構造を要約するなら以下のよ

轟業資本説・制限資本説のように、協同組合労

うになろう。すなわち、①資本が協同所有され

働の特殊性を無視して賃労働者としての一般性

ている協同組合にあっては、②搾取はなく、③

のみを強調する議論ヘの批判である(『民主経

のも、彼の運動論では両者を祠列には論じられ

また、そこでの労働の本質は賃労働ではない。

営の管理と労働』玲5 139頁、「民主経営と

a9艶年)で中小企業家を直ちに労働者階級の

ない(前者は保守勢力の影粋下にある=「民主

④協同組合における労使関係(労働者・労働組

労働運動』 103 124頁、 148 168頁)。

敵とは見なさない方向に政策転換したときに、

的ではない」、あるいは前者は中小企業・零雛

合と経営者・理事会の関係)は、緊張と矛盾を

前者については、たとえぱ屋上屋論は民主経

民主経営という問題意識が生まれ、さらに第8

経営政策ではなく農林漁業政策の対象領域であ

はらむとはいえ、⑤上の②と③より、資本と賃

営での管理と労働の境界(役割と任務)を暖昧

回党大会a9飢年)の「政治報告」で、労働者

る)'からだとすれぱ、有田氏が明示しなかった

労働の関係のように敵対的なものではなく、⑥

にするだけでなく、民主経営の「緊張した民主

階級・人民と提携できる同盟軍としての中小企

「民主(約)経営」の基準が何で栃ったのかも

そこでは民主的管理運営と民主的労使関係が成

主義」を破壊するものですらあると厳しく指弾

立する、⑥'あるいは、民主的管理運営と民主

する。総じて、前者の議論は、「民主経営'がい

的労使関係によってこそ協同組合は真の民主経

くら民主的であったとしても、指揮・監督の管

営となる。

理労働と、指揮され、監督される共同労働との

ある。

農協・漁協等をさしあたりは生協と区別した

営の労働運重加に明瞭に示されている。

有田氏によれば、日本共産党が第7回党大会

推測はできる。

業に民主経営の名が与えられた(同書器 闘

私は有田氏の民主経営諭がこのような運動論

頁)。その後、革新自治体論・革新統一戦線論
孝1'
i

の発展とともに民主経営論も前進したのだが、

と結び付いていることをもって、適ちにそれが

その結果、資本の集団的所有、非営利経営、民

正しい/正しくないと結論するつもりはない

主的な運営と科学的な管理の3点が民主経営の

︑'.4'︑X唖リ3'り'ノニニ4÷α︑'''り''aH

互

2.有田氏の民主経営論の主張と性格

3で、自身がかつて「民主経営」と「民主

たいのか。その答えはむしろ2冊目の『民主経

"

(2)有田氏の位置
有田氏が2著を通じてこのような主張を繰り

(=「民主的な」)目的・意鞭を共有する限り

有田氏は『民主経営の管理と労'働』の第1章

を加えておこう。

こうした構造の前提にあるのは、協同組合で

あいだに必然的」に発生する矛盾(r民主経営

し、政治運動の存在意義を否定するつもりもな

は資本が協同所有されているという命題①であ

と労働運動』1H頁)を無視する点に誤りの原因

最大公約数的な概念として定式化されることに

い。有田氏の尾語法力制虫特で、「民主」が多義

リ、②以下を有田氏は、その論理的あるいは理

があり、犠牲・低賃金・赤字を当然視する傾向

なった。

的であることを明らかにするのも、それ自体は

論的な展開として主張している。それゆえ、有

があり、非科学的であるがゆえに民主経営の長

些末な論点に過ぎない。ここで指摘したいの

田氏の民主経営論は「民主(釣)経営」の諸形

所を活かすことができないとする。

後、民医連の病院に長年勤務し(同書あとが

は、有田氏の運動論とは現場に根ざしたーた

態のすべてに通用するものとしてではなく、協

き)、退職後は民主経営論の論客として活躍し

とえば生協に即して言うならば、生協運動や生

同組合に即してなされざるをえないのである。

展望を切り開いたが、なぜ私的資本に基づく経

ているのだが、おそらくはどこかの時点で困っ

協労働運動の中で論じられてきた一運動論と

では、なぜ②以下を主張しなければならなかっ

営とは別に協同組合が発生したのかを説明でき

たのであろう。日本共産党の用語では民主経営

は大きく駈離しているということである。そこ

たのだろうか。上述の構造が論理的かつ理論的

ず、所有形態の相違にもかかわらず搾取と労資

とは資本が私的に所有されている企業である

には、実際に現場で「働く人びとがどういう悩

に成り立つか否かは次節で吟味するとして、以

対立の存在を認、めたため、労使関係は私的資本

みをもっているかということを理解し」ようと

下では有田氏の位鐙と意図について若干の検討

においても協同組合においても祠質としてし

有珊氏は、自治労の政党支持問題で闘った

(あるいはそれも含む)のだが、民主経営論が
‑4‑

商業資本説はこうした諸論の誤謬を克服する
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労働運動をめぐる論点の現代的総括
まった。制限資本説はこれを修正して協同組合

さらに、商業資本説とは、商品の購入・販売

の民主性という概念を導入したが、協同組合を

第1章生協における労鋤と管理
有」、「横領」、「着服」と訳されることもあ

を主要な業務とする生活協同組合を念頭に置い

有害だとすら考えている。それにもかかわら

リ、有田氏は「占取」を用いているー。むろ

も「最大限の利潤」追求組織と認識し、協同組

て描成された議論であって、協同組合一般を前

ず、こうした点に論及せざるをえないのは、そ

んこの定義では、前資本制社会の貢納・奴隷労

合の資金が資本主義の下での擬態としての「資

提にした議論でも、「民主伯り)経営」の諸形

れらの言説が、少なくともかつては、生協労使

働・封建地代のように剰余労働が暴力に担保さ

本」形態であり、協同組合労働が同様に擬態と

態に幅広く適用可能なものとして提示された議

関係に登場し、また最近、有田氏によって繰り

れた経済外的強制で収奪されることと、資本制

しての「賃労働」形態であって、本質はいずれ

論でもない。たとえば、労働者協同組合(生産

返されているからである。本節では、できる限

社会において原理的には経済外的強制がなくて

も資本や賃労働ではないことを見落とし、協同

協同組合)なら「産業資本説」とでも言うべき

り有田氏の立論に即しながら、それらの命題の

も成り立つ搾取とが区別できないから、後者に

組合の資本性と民主性の二元論的対立という謬

ものが構成されるべきだし、建設協同組合なら

妥当性を検証することにしよう。

ついては、労働力と生産手段を価値どおりに購

論に除っている。そもそも民主的・集団所有の

資本姓よりも同業組合的な性格が問題となった

協同組合には資本性などないし、もともとから

であろう。それゆえ、商業資本説とその改訂版

a)「搾取の不在」論一その第1の根拠の意

よって(=価値法則に基づいて)、剰余(労働

民主的組織として成立している協同組合に民主

たる制限資本説を批判の対象に据える有田氏の

味一

生産物の)価値を領有することと定義される。

性があるのはあたりまえなのである(r民主経

標的が生協にあるのではないかという上述の予

営'と労働運重加 158頁)。両説とも協祠組合内

想はそれほど外れていないと言えよう。

〒d一閏リ立閏'.
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むしろまったくナンセンスで胡り、それゆえに

貿して生産物を価値どおりに販売することに

有田氏は協同組合に搾取がないとする根拠を

ここで労働力を価値どおりに購買するとは、労

2点挙げている(『民主経営の管理と労働.

働者が生活できる賃金(=労働力の再生産費

H7 118頁)。①協同組合労働者の労働力は

用)を支払うことを意味するが、労働力の消費

部に搾取と労使の敵対的対立があるという暴論

有田氏の挙げる「民主(的)経営」の諸形態

をもたらし、そこでの労働運動の「もの取り主

には農協・漁協等は含まれないから、現在の日

私的所有の資本とではなく、共同所有と交換さ

によって生産手段に含まれる価値が生産物に移

義」を正当化するために使われていると批判す

本において諾形態のうちで圧倒的に大きな勢力

れるのだから、原理的に剰余価値法則による搾

転するとともに、労働力は新たな価値を創造す

るのである。

を有するのが生活協祠組合であることは明らか

取はあわえない(なお、有田氏は「協同所有」

る。労働力が創造した価値から労働力の価値を

で商る。したがって、有田氏の運動論の中で

と「共同所有」という二通りの表記を用いる

控除した残余が剰余価値であるが、この剰余価

は、生協運動と生協労働運動が「民主経営を守

が、その区別は明瞭ではない)。②協同組合で

値が、労働力・生産手段・生産物がすべて商品

有田氏の両面批判の対象となっている議論は

り発展させる」路線を確立し堅持することこそ

も剰余労働は発生するがその処分には労働者も

として等価交換されることを通じて生産手段所

いずれも、生協労使関係・労働組合に存在して

が枢要の位置を占めていても不思議なことでは

関与して、労働は白主的・自発的・自覚的にな

有者に領有されることを資本制社会における搾

きた言説である。むろん、われわれは生協労働

ない。有田氏の議論は明示的に生流に向けられ

されているから搾取は成立しない。

取という。もし、有田氏が協同組合では価値法

運動力Ⅱ970年代以降、「生協運動の三つの民

たものではないが、私はそのメッセージはまさ

まず第1の根拠だが、これは一見して理解困

則に基づく剰余価値の領有はないと主張してい

主制」論と「生協労働者の二つの使命」論で、

しく生協とそこでの労働運動に拘けられている

難である。なぜ労働力が共同所有と交換される

るのだとすると、それは、 a恊同組合では、前

それらを克服しようとしてきた歴史を知ってい

と哲える。

と搾取はありえないのか。有田氏が「剰余価値

資本制的生産関係と同様に、経済外的強制に

法則による搾取」という語で何を意味している

よって剰余労働生産物力叫又奪されているという

のかも明瞭ではない。搾取とは通常、生産手段

ことか、あるいは、 b協同組合では労働力の創

後述するように、もとより私は、「協同組合

の所有者が直接的生産者の労働の成果の一部分

造した価値がそのまま労働者に取得されてい

う。それに比ベて、後者の商業資本説ないし制

に搾取はあるか、ないか」とか、「協同組合労

(剰余労働の生産物)を無償で領有することと

限資本説の方が生協労働者や生協労働運動活動

使関係は本来約に敵対的性格か、否か」といっ

定義されるーここで「領有」とは

ということか、いずれかを意味する。前資本制

家の実感に多少は近いところに南るのではない

たことがらは、生協や生協労働組合の運動論の

appropdation(英・仏), AtleignU鴫(独)の訳

釣な生産関係や怒済外的強制と、有田氏の言う

だろうか。もしそうなら、そして有田氏も同様

観点においても、理論的な関心からも、特別に

語で、本来自分のために存在するのではないも

民主的運営や民主的労使関係とは到底両立しが

に認識しているとすると、彼は読み手として生

重要な論点だとは老えていない。民主的運営や

の(たとえば自然や、他人の労働の成果)に対

たいと思われるから、 aではないだろう。そう

協労働者や生協労働運動の担い手を意図してい

民主的労使関係の重要性を主張するために、有

して、それがあたかも自分のものであるかのよ

するとbとなるが、協同組合が剰余価値を取得

田氏のようにこうした命題を持ち込むことは、

うに関係することを意味する。「占取」、「専

(3)有田氏の意図する読み手

宅一1
圭

ー'.ー
,宅

るし、専従者論等々の前者の議論は、かつては
3.有田氏の民主経営論の問題点

知らず、今では少なくとも生恊労働運動からは
ほぼ完全に払拭されたと言っても良いであろ
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ると想像することが可能である。

る、つまり剰余価値も労働者に支払われている

できないと、新規投資に必要な資金を内部では
ーフー

1

X
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形成できないだけでなく、生産手段の価値減耗

剰余労働に関して労働者が決定するから搾取は

そもそも第2の根拠はかなり怪しい。

(3)「協同組合に搾取はない」のか?

ないと考えるなら(さらに、霞塩説を現存の協

有田氏なら、協同組合は私企業の資本とは性

を補填する(たとえば、老朽化した店舗や商品

有田氏はこの怪しい根拠を補強するために置

陳列棚を修繕する贄用を捻出する)こともでき

塩信雄氏を援用する。置塩氏によれば、「労働

同組合に適用することが妥当だとするなら)、

格が異なり協同所有なのだから搾取はありえな

ないから、民主経営を守り発展させるなど本質

者が剰余労働を行うということは、直ちに、労

組合員と労働者が一致する労働者協同組合を除

いと反論するだろうか。「搾取や所有を、決定

的に無理なことになってしまう。いずれにせ

働者が搾取されていることを意眛しない。どの

けば、協同組合では、原理的にも実態的にも、

を誰が握り、誰がそれから排除されているかと

よ、共同所有だから搾取はないということの意

ような社会形態のもとでも、拡大再生産や労働

剰余労働に関してー「剰余労働」のように原

いう観点から把握」することの重要性を指摘し

味は不明なままである。これ以上、第1の根拠

できない人びとの扶養などを行おうとすれば、

理的・抽象的な概念を現実の協同組合の語に副

(置塩、174頁)、「所有=決定」説を唱えた

を詮索しても無駄なようだから先に進もう。

剰余労働は絶対に必要であることは、直ちにわ
かる。労働者が剰余労働を猫主的に行い、それ

訳するのは絶望的に困難だが、ここでは、たと

(同書、 6頁)資塩氏を援用した有田氏だが、

えば、「労働時闇・賃金・剰余金に関して」

再び、所有形態の相違というマルクス経済学の
「常識」に立ち返って、 r協同組合に搾取はな

(2)置塩「所有=決定」説の援用一「搾取の

によって生産された剰余生産物を自分たちがき

労働者が決定しているとは言えないから、

不在」論の第2の根拠一

めた使途にあてるのであれば、そこには搾取と

「協伺組合にも搾取はある」ということにな

い」ことを主張できるだろうか。協同組合の生

有田氏は、協同組合にも「剰余労働があるの

いう人問関係は存在しない。[改行〕問題なの

る。なお、霞塩氏は別の場所では、剰余労働率

産手段所有者は法人格を有する協同組合であり

はあたりまえ」(『民主経営と労働運動』142

は、剰余労働を行うのかどぅか、どれくらい剰

(剰余労働/労働支出)と剰余生産物の使途

(出資者=組合員の持分は出資金の形熊で存在

頁)だと述ベるが、上述のa、 bいずれでもな

余労働を行うのか、剰余労働で生産された剰余

を、社会主義社会の全構成員の直接関与で決定

するが、組合員諸個人が生産手段に直接的な持

いとすれば、それは協同組合が剰余価値を取得

生産物をどのような使途にあてるのかなどにっ

されるべき項目に含めており、先ほどの「労働

分を有ずるとは考えられず)、協同組合にも剰

しているという意味で理解すべきだろう。協伺

いて、労働者がその決定を行うのでなく、誰か

者による決定j とは明らかに異なる見解なのだ

余労働があり、剰余価値は直接的には協同組合

組合は剰余価値を取得しているが、しかし、

他の人びとが決定し、労働者はそれに従わねば

が、これを現存の協同組合に適用できないこと

に婦属するのだとすれぱ、生産手段の所有関係

ならないという点にある。そして、そのような

は言うまでもない。

に注目する通常の定義に照らして、「協同組合

「剰余労働を行うのかどぅか、おこなうとすれ
ぱ、どれくらいの剰余労働なのか、労働の成果

とはいえ、現在の日本では生協の正規・パー

とき、労働者は搾取されているのである」

にも搾取はある」と言う方が自然ではないだろ

(r経済学はいま何を老えているか』、大月書

ト職員のほとんどが組合員でもあることが多い

'.ー

かが一方的にきめて押しつけてくる」(『民主

店、 1993年、 174頁)。ここで述ベられている

だろうから生協労働者は組合員として総代会な

経営と労働運動』146頁)のではなく、労鋤者

のは、資本主義社会と、置塩氏の構想する社会

どを通じて、また、労使の交渉・協議などを通

持株制は、資本の意思を押し付けておきなが

が「その労働の成果についても発言し、それを

主義社会(同書第Ⅲ部参照)を比較して、後者

じても、労働時問,賃金・剰余金などの事項の

ら、労働者の「発言・関与」という装いでそれ

共祠占有することもできる」し、民主経営の利

では剰余労働の有無・その長さ・剰余価値の処

いくつかに関して労働者は「発言し関与する」

を隠蔽しょうとする悪練な装置なのだと、有田

潤は「民主経営労働による自主的・自覚的な剰

分に関して労働者が自ら決定するから搾取はな

ことはできる。なるほど、有田氏の第2の根拠

氏は言うだろうか。それなら、協伺組合には同

余労働の成果」だから協同組合に搾取はないと

く、前者では労働者以外の誰かが決定するから

に照らすなら「協同組合に搾取はない」。しか

様な「押し付け」や「隠蔽」が現実にあわえな

言うのだ(r民主経営の管理と労働』117

搾取はあるということである。有田氏が述ベて
いるのは「剰余労働に関する決定に労働者が発

し、それなら、従業員代表の取締役会ヘの珍

いことを証明する必要があるだろう。その証明

加、従業員持株制、交渉・協議などさまざまな

なしに私企業と協同組合を先験的に区別するの

「「搾取』のもとにない労働は、自主的・冑覚

言し関与するなら搾取はない」ということだか

回路を通じて、多くの私企業の労働者たちも労

は拜斗学的」ではないからである。

的な労働でありうる」とか、「民主経営労働に

ら、貴塩説とは異なる主張である。つまη、こ

働特間・賃金・利益について「発言し関与す

は、自主的・自覚釣な労働を可能にする客観的

こで有田氏は「決定」を「決定ヘの発言・関

る」ことが可能になっているのだから、そこで

において剰余労働部分は「不払いではあっても

条件がそなわっている」とか、上とは逆の

与」にすり替えているのである。

も同様に「搾取はない」ことになってしまう。

本人の意思と無関係な『占取』でなく、あくま

有田氏が繰り返す「搾取はない」論はこの程度

で自主的・肖発的『拠出』という性質のもので

の意味だったのであろうか。

[中W胡、資本の私的・資本家的な所有が、社会

Ⅱ8頁)。しかし、この直後で有田氏は、

ノ"︑ノノ'ー

ゞ

協同組合の主権者は原理的には組合員であ

く、「搾取がない」から自主的・自覚的労働で

リ、実態的にはしばしば理事・経営者がものご

あηうるという一論理をも示しているから、

とを決定している。すると、置塩説のように、
‑8‑

うか。

あるいは、私企業における従業員経営参加や

それとも、有田氏は、来るべき社会主義社会

9

自主的.自覚的だから「搾取がない」のではな

﹂之
︑︑︑q︑Y ︑

.1 6イ゛辻.

J''キノ式

ー÷ーー'ーー一ーミ,ー

ー'L

はどのように使うのか、などについて、他の誰

的・集団的所有にとってかわられている新社会

第1章生協における労働と管理

労働運動をめぐる論点の現代的総括

'︑ーー

司ん1ξJ:
ノ︑ι一

j

第1に、搾取とは高度に抽象的な概念であっ

が、殊にその著作の一部分が、真理の源泉であ

ないだろう。しかし私は理論的にも実践的にも

ている」のだから、「民主経営の収益= r利

て、個々の経営形態に即してその有無を論ずる

る保証はどこにもない。②マルクスからの引用

その結論に大した意味があるとは汚えない。

潤』の問題」も「これを参考にしながら考え」

のは無理がある。有田氏はマルクス経済学に依

部分の解釈としてもまったく正しくない。マル

なければならない(『民主経営と労働運動』

拠しているはずだが、その基本文献たる『資本

クスはそこで、協同組合工場に雇用関係や搾取

H3 146頁)と言うだろうか。ここでもやは

論』で剰余労働や搾取は、資本の本質である価

がないと述ベているのではなく、協同組合の所

「決定ヘの発言・関与」に注目する観点からの

リ、来るべき社会主裟像がどのような意味で現

値増殖の秘密を解き明かす第1巻第3篤レヴェ

有する生産手段を用いて価値増殖が行われてい

「搾取の不在」論であったが、この言葉遊びは

在の協同組合を老察する際の参考になるのかは

ルの議論であって、現実の経営に適用できるよ

ることを表現しているのである。③さらに、当

上の「搾取はある」という結論よりもさらに不

明瞭ではない。とりあえずごく単純に、協同組

うな具体的なレヴェルの議論ではない。第3巻

時のイギリスでは玲認年および62年の協同組

毛であろう。

合でも剰余労働・不払い労働部分は労働者に

でようやく、剰余価値の利潤ヘの転化と利潤率

よって幽主的・自発的に拠出されているのだか

均等化を論じて商業資本が、利子と信用を論じ

ら、そこに搾取はないのだという主張と理解し

て銀行と株式会社・生産協伺組合が登場するよ

ておこう。これは「搾取はない」とする有田氏

うに、資本一般より多少は具体的な範疇を論ず

の第 1の根拠についての解釈b (上述3.(1))

'剖勺一゛ミーイナ4.毛J斈4゛゛ミ三゛4︑゛兆゛3ν

え

では、不払い労働の「占取』の関係がなくなつ

合法によって協祠組合は法人とされたから、法

「搾取はない」とする有田氏のさまざまな議論
の中で唯一「論理的に」成り立っているのは、

第2に、搾取や収奪とは理論的には、剰余労

的にも生産手段は複数の個人の共同所有や持分

働の処分と帰属の仕方を表現しているだけで

所有ではなく協同組合の所有となっており、協

あって、倫理的評価や価値判断をともなう概念

伺組合が雇用主体であるという背景的事実が顧

ではなかったはずである。それゆえ、搾取があ

ることが可能になるが、剰余価値が利潤に転化

慮されていない。④それゆえ、流同級合工場で

ると言ったところで協同組合が疫められるわけ

の改訂版となる。つまり、剰余価値はいったん

し、利潤率は全社会的に均等化するのだから、

は早くから労働者と協同組合管理者との対立が

ではないし、搾取がないと言って協同組合が倫

は労働者に支払われているのだが、労働者の自

ここでは個々の経営でなされた剰余労働が最終

顕在化し、ストも頻発していたのだが(たとえ

理的に高められるわけでもない。有田氏はどう

主的・自発的拠出を経て、最終的には協同組合

的に誰にどれだけ帰属するかを明らかにするこ

ぱ、椎名重明編 r団体主義』、東京大学出版

もそう感じていないらしい。砿かに通俗的には

が剰余価値を取得し、剰余労働は結果的に不払

とはできない。明らかなのは総利潤が資本所有

^

い労働になる。何ともややこしい話だが、この

ー、゛ム>一ー、
額に応じて全社会的に配分されということで

して「協同組合工場の場合には監督労働の対立

を、それゆえ労資対立における労働者の倫理的

ようなことを協同組合の会計から確認すること

あって、第3巻でも、搾取は他人の剰余労働の

的性格はなくなっている」(『資本論』第3巻

優位性を強羽するために用いられてきたかもし

はまったく不可能で而る。ことによると、協同

取得という一般的規定を出ることはできないの

第23章)と述ベるマルクスを相対化する視点

れない。なるほど、私企業の経営者は「わが社

組合の創業時には組合員と労働者の問でそうし

である。

が欠如している。「資本と労働の対立」がなく

には搾取がありますので、どうかよろしく」な

ユ'ヰ、

1985年、 24 27頁)、こうした事実に反

「搾取」は資本主義や資本家の倫理的劣位性

J/''陸

1
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たア解が暗黙のうちにあったと言いうる事例が

有田氏は第3巻第27章の「協同組合工場の

なれば労使関係は本来的に敵対的ではなくなる

どとは言いたがらないものなのだ。こうした意

あるかもしれない。しかし現在の労働者の大多

内部では、資本と労働との対立は止揚されてい

というわけではないのである。これは後述(6)

味で「搾取の不在」を論じているのだとする

数はそんな「原始契糸勺」を交わした覚えはない

る。たとえ最初には、組合としての労働者たち

に関わる論点である。⑤協同組合工場(生産協

と、それは「民主経営は宝物である」というこ

だろう。彼らにとって剰余労働部分は本人の意

が彼ら自身の資本家であるという、すなわち、

同組合・労働者協同組合)ではほとんどの場

との別の表現に過ぎないから、有田氏の結論は

思と無関係に「占取・領有」されているから、

生産手段を彼ら自身の労働の価値増殖に使用す

合、 組合員はそこに働く労働者のみに限定され

最初から決まっていることになる。協同組合に

やはり「搾取はある」ことになる。

るという形態に過ぎないとしても」という記述

ておわ、生弼のように組合員のほとんどがそこ

「搾取はない」とする芝田進午・田中礼蔵・辻

から、そこに「資本主義企業のような『雇う・

に働く労働者ではない協同組合とは大きく姓格

岡靖仁氏らの議論は「民主経営の存立の基盤を

雇われる関係がない』のは当然のことですし、

が異なるから、協同組合工場で協同組合を代表

擁護する立場にたっている」から「本質を正し

また、資本主義的な搾取関係が存在していない

させるのには慎重でなけれぱならない。

くとらえている」が、「搾取はある」とする議

(4)搾取の有無を論ずることの不毛性

有田氏の「搾取の不在」論を忠実に解釈し検

以上の考察にもかかわらず、「それでも協同

論は民主経営の存立基盤の無視ないし放棄とい

JゞJ/'︑︑ノ"︑ム︑ムν

ゼ︑

討することは、以上のようにほとんど「言葉遊

ことも、また、当然の帰結というべきでしょ

び」としか言いようのない不毛な議論を強いら

う」という結論を導き出す(『民主経営の管理

組合に搾取はあるか」と強引に問うなら、既に

れることを意味する。「搾取の不在」論が決し

と労働』123 128頁、『民主経営と労働運

見たように、生産手段の所有関係に注目する観

て明瞭ではないし、必ずしも論理的ではないか

動」 162 163頁)。こうした論法には次のよ

点からも、置塩説的に意思決定に注目する観点

第3に、「理論的な」装いの有田氏の立論で

らなのだが、不毛である原因はほかにもある。

うに多くの問題が含まれている。①マルクス

からも「搾取はある」という結論しか導き出せ

は、現実に生協労使関係に登場した「搾取はあ

‑10‑
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う致命的弱点を免れていないことになるのだ

(r民主経営の管理と労働」』、 114頁)。

涯守こ亀轟廷

ーノゞブム
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労鋤運動をめぐる論点の現代的総括
形態で行われて」いると述ベる(同書117

のはずだが、有田氏は賃労働を「賃労働の形

を理解できないのではないだろうか。「生協に

頁)。しかし、「私的所有の資本と交換される

態」と言い換え、私的資本の運動の中に存在す

も搾取はあるのだ」という言説は、「自分の

ことのない民主経営労働は、賃労働とはいえな

る労働を「賃労働」と表現するのである。な

する批判が、商業資本説等々への批判(「搾取

行った剰余労働は不払いで、生協に領有されて

ぜ、このように面倒なことをしなければならな
ΥU

はない」論、「賃労働ではない」論、「敵対的

いる」という実感を意味していたというより

い」(同書U3頁)のである。つまり、流同組
合労働者は賃労働者であり、その労働は「賃労

か0たのか。協祠組合労働が賃剪延と、賃労働

関係ではない」論など)に比ベて真剣ではない

は、むしろ、「生協が r生協らしさ』を失って

働の形態」でなされるが、しかし賃労働ではな

の反対側にあるのは資本だから、協同組合にお

ことを示している。それにもかかわらず、さま

私企業と同じょうになっている」という思い

いと言うのだ。さらに、「専従者でありなが

いても資本と賃労働の敵対的関係が必然化して

ざまな困難と問題を抱えた民主経営を守り発展

や、ことによると「生協の管理や運営は私企業

ら、同時に、『賃労働』の形態にある労働者で

しまうとでも考えたのだとすると、まさに自縄

させるために、そこでの労働組合の役割(労働

以下なのではないか」という思いを表現してい

もあるという、協同組合労働の二重性」を指摘

自縛である。有田氏が協同組合を私企業とは別

者の一面的な利益のみに拘泥せず民主経営を守

たのではなかったか。では「生協に搾取はな

する(『民主経営と労働運動』106頁、 17フ

格に論じたがっているからといって、協同組合

り発展させるという独自の役割)に期待した

い」という言説の背後には何があるのだろう

178頁)。これらの命題をどぅ理解すべきなの

労働が賃労働であって困ることはなかろう。そ

い。しかも、有田氏にあっては組合員主権の観

か。それは「民主経営内における労働者が一面

だろうか。途方に暮れるとはこのことである。

もそも賃労働でないのに賃労働者としての一般

点が欠落しているから労働組合にしか期待でき

的側面を論ずるのは無理である。

ない。期待するには労働組合の存在を承認しな

おそらく有田氏は、賃金と交換に提供される

的な自己の利益のみに目をうばわれることな

こうした無理は、有田氏の専従者諭等々に対

区逵1

1蓋差1

労働は「賃労働の形態」にあるが、賃労働の賃

有田氏は民主経営の労働組合も階級的でなけ

ければならないが、専従者論や労働組合不要論

を守り、発展させることとむすんで労働者の利

労働たる本質は私約所有の資本が決定すると言

れぱならず、民主経営の労働者も労働者階級の

では都合が悪いから「賃労働者としての一般的

益をはかる」べきだという意図だろうか。それ

いたいのだろう。これはかなり突飛な議論であ

一員だとする。民主経営と私企業は、所有形態

側面」を指摘しなければならない。有田氏の難

とも「民主経営の目的と労働者の目的は一致す

る。通常は賃金と交換される労働を賃労働と言

と搾取の有無の点で異なり、そこでの労働はー

解な議論を理解するためには、このような、お

る」(のだから、労働者はいちいち文句を言う

う。賃労働が前資本制社会にも存在していたこ

方は賃労働ではなく、他方は賃労働であるとい

そらく有田氏にとっては不本意な解釈を必要と

な)」という恐ろしい主張であろうか。有田氏

とは経済史学の常識的知見であり、労働は売買

うように基礎範疇のまったく異なる者たちがな

する。

は「民主経営を守り発展させたい」という「善

できるという歴史的前提があってはじめて産業

ぜ同じ階級なのだろうか。有田氏によれぱ、民

有田氏は、「賃労働はおとった形式にすぎ

意」から『民主経営の管理と労働』を著したか

資本が成り立ち、資本主義社会が生成したので

主経営は国家独占資本によってさまざまに「搾

ず、よろこんではたらく手、いそいそとした精

ら、それが T悪魔のバイブル」などと評された

ある。マルクス経済学においても商品一貨幣一

取」・収奪されているから、民主経営労働者の

神、よろこばしい心をもってその勤労にいそし

のは心外だったであろう。しかし彼の言説が現

資本、さらに資本の一般的定式とその矛盾

敵は理事会ではなく国独資である(『民主経営

む協同労働のまえに消滅すべき運命にある」と

と労働運動』134 135頁)。私企業労働者の

いうマルクスの「国際労働者協会創立宣言」の

敵も同じく国独資だから、両者は同じ階級だと

一節を引用して、協同組合労働が賃労働ではな

いうことなら、有田氏の論法によると中小企

いことのーつの根拠としている。玲64年のマ

業・零細経営も基礎範臨は労働者ではないが、

ルクスは、設立されては消滅していった19世

国独資に収奪されているのだから労働者階級だ

紀中葉の生産協同組合の実験から、そこに秘め

という暴論になりはしないか。敵が共通だから

られた可能性や優位性を発見しようとしている

同じ階級というのではなく、私企業労働者も民

ーそれも、マルクスにとっては胡散臭さを拭

(「ここが口ードスだ、さあ跳んでみろ」)と
いう論理展開から労働力商品を登場させること

もっと配愈すべきだったのではないだろうか。

はできず、労働力商品の存在を前提にしてはじ

「地獄ヘの道は」しばしば「善意で敷き詰めら

めて資本はその運動の中に労働を取り込み、価

である。

蓬迂蓮亀1'︑゛

い。有田氏は専従者論等々を批判して、協同組

つまり、歴史的にも論理的にも資本が労働を

合労働者の賃労働者としての一般的側面を無視

1

ー︑主

〒tミ)1宝一.'喜'ゞ

していると指摘し(『民主経営の管理と労働.

賃労働にするのではないのである。これが有田

135頁)、また、「民主経営労働は、賃労働の

氏の依拠しているはずのマルクス経済学の常識
‑12‑
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異質な歴史叙述を介在させなければならないの

難解な議論は「搾取の不在」論だけではな

〒1

原始的蓄積過程論という、純粋な論理展開とは

(5)「協同組合労働は賃労働ではない」論

1

値増殖の必然性を獲得できるので商る。した
がってマルクス経済学理論は、ここで、資本の

1翫+斗︑+ー︑+單,ノノ6︑〒〒〒〒〒〒斗)﹂/jナ'

れていかなる意味をもちうるかということに

れている」からである。

、

に意味をもたせるのは無理ではないか。

<、民主経営の役割を正しく理解し、民主経営

実にどのような役割を果たし、著者の意図を部

3

十1;マ)i }ヱ︑ニニJづJ

る」とかけ厶U とかの言説の背後にある思い

主経営労働者も、中小資本家も零細経営者も、

いきれなかったさまざまな社会主義者や協祠組

共通の敵の前に階級連帯すると言うべきなので

合主義者とともに国際労働者協会(第1インタ

はないか。あるいは、民主経営労働者も私企業

ー)を創立する際の政治的文書においてそうし

労働者も賃労働者だから同じ階級だということ

ているーのであって、現在の日本の協同組合

なら、一方の労働を賃労働ではないとする命題

における労働が賃労働より優れていると言って

‑13‑

1a

いるわけではない。百歩讓って、これは協同組

期待、あるいは、その説明力の乱用である。社

合の本質を表現しているのだから現在の日本に

会的な存在と関係をすべて「資本」と「資本主

もあてはまるというのだったら、農協.漁協に

羨」で説明してしまう悪習も早く捨てるべきで

も適用しなければならない。そもそも私は、マ
ルクス、エンゲルス、レーニン(かつてはこれ

はないだろうか。仮に、「労資」関係ではない

に加えてスターリンと毛沢東)の片言隻句を妄

経済学に基づいて成打立っとしても、それを現

ηに抜き出してきて自説を正当化し補強する悪

実の側に押し付けて、だから「協調せよ」と主

習は早く捨て去るべきだと考えている。彼らの

張するなら、「科学的」ではない。あるいは、

著述に「真理の源泉」を求めるなら、それは信

国独資との対抗という点で基本的利害は一致す

仰である。しかも『聖書』に依拠して「万人は

べきであり、社会を「民主的」に変革するとい

平等である」と「人の世には身分がある」とい

う使命で結ばれた共同体であるべきだという命

う相反する主張が可能なように、こうした信仰

題で、現実の協同組合労使関係を裁断し、この

のあり方はしばしば、先人の英知を冒涜するこ

命題を当事者に押し付けることも外在的な要訥

とと隣η合わせの関係にあるのだ。

であって、「科学的」ではない。仮に協同組合

から根本的対立ではないという命題がマルクス

の労働者が国独資と制うよりも理事会と闘う方
が自分たちの要求を確実に実現できると判断し

(6)「敵対的ではない」論

↑民主経営がいくら民主的であったとして

て行動するのなら、それは、「民主経営を守り

も、指揮・監督の管理労働と、指揮され、監督

発展させる立場」から容認しうることでないに

境があります。[中W舗そして、権力的な強制が

考えられるからである。では、そうした矛盾が

民主主義にとってかわります。これは、営利企

必然的に発生する根拠は何であろうか。有田氏

業を含むすべての大規模組織、学校、病院、政

によれば、「民主経営の民主的・集団的所有の

党、あるいは、労働組合にさえもあてはまる物

『土台』と、株式会社的経営・管理の矛盾の必

理的な現象といえるかもしれません」(祠書

然性」の根拠は以下の4点に整理される(r民

249頁)と述ベているから、どぅやら①を、文

主経営と労働運動』248 252頁)。①大規摸

字通り(矛盾を発生させている檎造や関係を根

化・管理機櫛の肥大化をもとにした官僚主義の

本的に変更しなければ、その矛盾はなくならな

発生、②「民主経営らしさ」を失わせるイデオ

いという意味で)必然的な根拠と考えているよ

ロギー的背景(=商業資本説・制限資本説)、

うだ。いかにそれが必然的であっても、主体的

③資本主義的競争のもとでの路線逸脱(多店舗

努力によって何らかの仕方で解消されるのか、

展開、競争原理万能主義、高能率・高賃金志向

それとも、およそ組織・団体である以上、民主

など協同組合の原点にそむく傾向)、④資本主

経営にもまつわり付いて除れない宿業なのか。

義的環境のもとでのブルジョワ的変質(理事・

後者だとすると有田氏には不都合なはずだが、

経営者のブルジョワ化)。

解消の展望が示されているわけでもない。

四つの根拠のうち、②は誤謬であり、③は原
点からの逸脱であり、④は変質だから、いずれ

偲)「矛盾」の正体

も主体的努力によって克服可能であると老えら

われわれはここで立ち止まらなければならな

癌
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ない民主的・階級的労働組合のチェック機能に

てみよう。「管理と労働の矛盾」というのだか

よって、「民主経営らしさ」が回復されなけれ

ら、管理と労働との問に矛盾があると解釈すべ

ばならないと述ベている。 1.の(2)で見たよ

きであろうか。なるほど、既に見たように、有

うに、民主経営を民主経営たらしめる条件のう

田氏は「指揮・監督の管理労働と、指揮され、

することである。むろん、その根拠を「主体的

ち、主体的な3条件とは「管理と労働の矛盾」

監督される協同労働のあいだに必然的な矛盾を

誤謬」や「指導の不徹底」に帰着させるぱかり

を主体的に克服すべきであるということを意味

避けることはできません」と述ベている。しか

だったら、議論は一歩も先に進まない。

していたと解釈することもできる。そうする

し、有田氏はマルクスに依拠しながら次のよう

と、残る問題は①大規摸化・管理機構の肥大化

にも述ベる。「全体を統一し翻整する指揮者な

をもとにした官僚主義の発生である。

しのオーケストラなど考えることは」できない

性質は非敵対的なものです」(『民主経営と労

正しさを承認する者にまず求められるのは、現

働運動』111頁)というのも難解である。矛盾

実の労働者に対して「君たちは客観的に正しく

は必然的だが敵対的ではないとはどういうこと

ない」と断ずることではなく、労働者たちが現

か。それに、なぜ、「もちろん」非敵対的なの

実にそのように判断し行動する根拠を明らかに

か。『民主経営の管理と労働』では「内部に

,ーーー,シー'

"︑︑︑]ノ︑ご}︑ノ.'ノ︑"閏︑ノ

盾」が何を意味しているのか注意深く読み適し

で、国家独占資本主義という現状規定の客観的

〔ー、ー

1
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民主的労使関係を通じて、また、ストをも辞さ

けることはできません。もちろん、この矛盾の

組合の基本的利害は一致しているからです。こ
(フ)「管理と労働の必然的な矛盾」

れはまさしく『使命共同体』企業そのもので

れ、また議論されてきた問題を表現していると

いのだろうか。もう一度、有田氏の言う「矛

せよ、ーつの目的合理的な選択ではある。

民主経営では、経営・管理部門と労働者・労働

第1章生協における労鋤と管理

れるし、有田氏も随所で、民主的管理0運営と

^^

される協同労働とのあいだに必然的な矛盾を避

r労資』による利害の根本的な対立関係のない

1牽茎1琴'蚕嘉゛竃多釜14含重会戴牙4尋広ヨξ誕左11笑女式亀1ーミ三ーミ会ミ女1ーミ?ーー甕

労働運動をめぐる論点の現代的総括

「敵対的ではない」論はひとまずおくとしよ

有田氏は、民主経営、が「資本主義的な荒波に

合は資本ではないから労資対立はないというこ

う。本書で最も重要なポイントは、いかに基本

もまれながら次第に、大きく、近代的な発展を

いは、管理労働の優劣によって大きく左右さ

とが、そこに「搾取がなく」、そこでの労働が

的利害が一致し、「使命共同体」であり、敵対

とげていくなかで管理機構も次第に認大化し、

れ」るのであって、このことは軍隊、労働組

「賃労働ではなく」、そして「非敵対性」のす

的な関係でないとしても、民主経営にも「管理

階層化していきます。[中W制そうなると、どぅ

^
口、

べての根拠となっているのだが、ここに表現さ

と労働の必然的な矛盾」が存在するということ

しても風とおしが悪くなり、不透明になる場合

織体でありさえすれば、その全部にあてはまる

れてぃるのは「資本」概念の説明力ヘの過大な

である。これこそ、生協労使関係に繰り返し現

が少なくありません。ここに官僚主義発生の環

真理で」ある。このことは「もちろん、民主経
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す」伐92頁)と述ベている。つまり、協同組

し、「分業に基づく協業の組織体の成功の度合
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学校、政党、企業などルヒ較的に大きな組

営にあっても例外では」なく、「監督・指揮者

では、この問題は矛盾だろうか。もし、民主

によって、つまり管理労働の優劣によって生産
性が大きく左右されるので」ある(「民主経営

経営に株式会社的経営・管理が発生することは
ないにもかかわらず、現にそこにはそうした管

の管理と労働ι195 197頁)。つまり、単な

理がなされているというのであれば、この問題

る烏合の衆でなく、分業のなされているある程

は理論的命題か事実認識のどちらかが誤ってい

廐以上の規模の組織体であれば管理は必然であ

ることによって発生しているのであって、矛盾

リ、また必要不可欠だということになる。矛盾

は有田氏の頭の中にあることになる。それと

とは二っのことが同時には両立しないことを意

も、民主経営に株式会社的経営・管理は発生す

味するから、ここで有田氏は「管理と労働」の

べきではないにもかかわらず、現にそうした管

関係は矛盾ではないと述ベていることになる。

理がなされているというのであれば、事実認識

「管理と労働の矛盾」は矛盾ではなかっ

が誤っているのでない隈り、この問題は規範と
現実の相違を表現しているに過ぎない。した

これまた既に見たように、有田氏は「民主経営

がって、ここで解かれなけれぱならないのは、

の民主的.集団所有の r土台』と、株式会社的

なぜ民主経営においても株式会社的経営・管理

経営.管理の矛盾の必然性」とも表現してい

がなされているのか、その根拠である。むろん

た。これは有田氏の立論の仕方を検討してきた

有田氏は、その根拠を示しているのだが、そこ

われわれには、一見理解しやすいようにも思わ

から導き出せるのは誤謬・逸悦・変質を主体的

れる。しかし、ここでも注意を要する。ある経

に克服しなければならないという課題と、必然

営が「資本」の民主的・集団所有という土台の

的に発生する官僚主義は放置すれば必然的に民

上に成り立っ民主経営であ吟、そこに株式会社

主主義を押し潰してしまうから、不断に民主的

的経営,・管理がなされているということは、

^

チェックと規制を及ぼし続けなければならない

つのことが現に両立しているという事実認識を

という課題の、それ向体は平凡な言い古された

表現しているに過ぎないのであって、それ自体

ことでしかない。

が直ちに矛盾となるわけではない。ここに矛盾
(9)理論的命題と規範的命題の混在

らしき何らかの問題があると言うのならば、

y,ノ,ノ,一ーナき︑達3耳聖0,会'1趣¥葬ぎ4.互X会竃キ畔'X安遵美妄安'安'安''きー131ー'ニ'ニ,,

た!?。では「矛盾」はどこにあるのだろうか。
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労働運動をめぐる論点の現代的総括

第1章生協における労働と管理

管理と労働の問題をめぐる議論にも同様の混

して解決することはできない。ここに民主経営

在を発見することができる。有田氏によれば、

での「教育・学習」機能の必然性がある。客観

資本主義のもとでの管理労働は、一方では「手

的な関係では搾取はないとはいっても、肝心の

の労働」と詞じょうに、指揮・監督および羽整

労働者・職員の意識にそれが正確に反映してい

の機能によって社会的富(使用価値)を生産す

なければ単なる画餅にすぎないし、民主経営労

るとともに、他方では、支配・抑庄の機能に

働者の自覚ある立場とは民主経営の仕事や運動

よって、資本家の元手を大きくしていく(剰余

をやっていれば自動的に発生するわけでもない

価値を搾取する)労働でもあるという二重性を

から、「階級的な自覚は、もっぱら運動の外側

有している。ここで資本主鞍企業の目的はもと

から、教育・学習の手段をつうじて『注入』す

より利潤の追求(価値増殖)であって、そのた

ることによってのみ生まれてくるもの」である

めの手段として社会が必要とする使用価値を創

(同書206 207頁)。つまり、有田氏の「民

造するのだが、協同組合など「民主紬,)経

主経営の教育・学習機能」は規範的命題として

営」=非営利組織では、社会ヘの貢献が目的

導き出されている。それなしには「民主経営」

で、味岬幻の追求はそのための(「生産をひ

は「民主経営、」たりえないし、労働者の f階級

ろげたり、労働者の賃金をあげたり、そして、

的肖覚」も発生しないから、「教育・学習機

地域の人々に役立つ事業にだしたりしながら、

能」がなければならない、換言すれば、有田氏

経済民主主義の実現と社会の革新に貢献してい

の運動論から必然的に要請されざるをえないと

くため」の)手段となっているのである。した

いうことなのだ。

がって、資本主義的管理における資本家的な指
揮,監督機能と搾取・抑圧機能の二重性は、民

ao)さらなる疑問

主的な管理にあっては労働者的・民主的な指

ここで、私はさらに新たな疑問に逢着する。

揮・監督機能と教育・学習機能の二重性に転換

第1。有田氏の「理論的」展開において、資本

するのだ(『民主経営の管理と労仭Ⅱ 199

主義的管理の二重性が民主的管理のそれに転換

206頁)。ここまでは、とりあえず「理論豹命

するのは、非営利組織では、私的所有の民閻経

題」であるかのように展開されている。では、

営ではあっても、一般の営利組織とは目的と手

「民主経営の民主的・集団所有の『士台』」と

有田氏の叙述には、このように理論的命題と

なぜ、搾取・抑圧機能が教育・学習機能に転換

段とが逆転しているからなのか(伺書201

いう表現は暗黙のうちに、民主経営に株式会社

規範的命題が混在している。協同組合では「資

するのか。民主経営(協同組合)内部には労資

204頁)、それとも「資本」が協同所有され

的経営.管理が発生することはないという理論

本」が協同所有されているから、「搾取はな

の敵対はないが、国独資による民主経営の川又

的命題か、あるいは、民主経営にそうした経

く」、「そこでの労働は賃労働ではなく」、

奪」という本質は民主経営での「搾取」という

書204 207頁)、あるいはその両方によるの

「搾取」も「労資敵対」もないからなのか(同

1篭一

1'

ニニ亀"︑ヨー]゛'非望.︑=一魯望'

営・.管理は発生すべきでないという規範的命題

「敵対的関係でもない」から、そこでは民主的

現象(仮象)をとって現れる。この関係を明ら

か。有田氏の叙述は決して一義的に明瞭ではな

を意味していなけれぱならない。つまわ、こう

管理運営と民主的労使関係が成立するが、同時

かにする科学的な認識なしには、ほんとうに主

い(弁証法的だからそうなのだとでも言うのだ

した理論的命題あるいは規範的命題と、民主経

に、そこには「必然的な矛盾があるから」民主

体的な協同労働が成立することはできないのだ

ろうか)。私は不明瞭な叙述を繰り返すのは、

営において現に株式会社的経営・管理がなされ

的管理運営と民主的労使関係によって協伺組合

が、思想とイデオロギーの問題を力によって解

その「理諭」も「論理」も危うい証拠ではない

ているという事実認識とは両立してはならない

は真の民主経営とならなければならないのだ

決することはできないから、指揮・監督機能が

かと老えている。

(2.ー(D参照)。

という問題があることになる。
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第2。民主経営においては労働者的・民主的

1涯隆

ゴノ
J
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な指揮.監督機能と教育・学習機能によって民

くて出発点を再確認しているに過ぎない。言い

主的管理がなされるということと、民主経営に

古されたことでも、新たな視角から、その重要

おいても株式会社的経営、・管理や官僚主義が必

性を再確認、することに意味がないわけではな

然的であるということはどのような関係にある
のだろうか。繰り返Lになるが、有田氏はある

い。しかし有田氏の叙述は、ここまで忍而躬金く
検討してきた結果明らかなように、理論的にも

規模以上の組織体には官僚主義が発生し、権力

論理的にも無理な展朋と、無意味な命題で満ち

的な強制が民主主義にとってかわるのは必然だ

あふれている。そこからなされる再確認にどの

と述ベているのであって、それが国家独占資本

ような意義があるのだろうか。「管理と労'{朝

主義のもとでの現実態だと述ベているわけでは

は古くて新しい重要な問題だが、確かに難しい

ない。もし仮に官僚主義が現実態で、民主的管
理が民主経営の理論的な可能態だと言うのな

問題だということを、有田氏の空しい叙述を反
面教師として読者にわからせてくれる意義か、

ら、主体的.民主的努力によって前者を克服し

それとも、有田氏の善意にもかかわらず「悪魔

て後者を実現することもできょう。しかし、官
僚主義が組織体の必然だと言うのであれば、い

のバイブル」となってしまう負の意義だろう
か。

果には所詮限界がある(=民主経営は到達でき

論」であり、経営内の r管理と労働」」に限定さ

ない理想である)ということになりはしないだ

れているから、そこからは組合員が抜け落ちて

告1念

ろうか。それとも、必然性を食い破って彼岸に

しまっている。有田氏は商業資本説/制限資本

到達するほどの主体的・民主的努力が可能であ

説では f協同組合が、だれによって、どのよう

る/必要であるとでも言うのだろうか。

な要求を満たすために、なぜ労働組合運動とは

J

しかも有田氏の立論はあくまで民主「経営

宅准珪黛1

かに主体的.民主的に努力したところでその結

︑︑︑︑︑︑

別の流れとして生まれてきたのか」を明らかに

羅

aD有田氏の民主経営論の意義

動』152頁)、有田氏の立論も同様な難点を免

論」にとってのみならず、生協論・生協労使関

れていない。協同組合工場についてのマルクス

係論にとっても決定的に重要な論点だと考えて

の断片的な記述を拾い集めることは、マルクス

いる。ところが有田氏の叙述はまさにそこで正

の生産協同組合論を再構成するのに有効かもし

体をくらましてしまうのである。その民主経営

れないが、それで有田氏白身の上の問いに答え

論は「民主」の語を多義的に乱発し、さまざま

ることができるわけではない。殊に、この研究
会の主題である生協は、マルクスの見た生産流
同組合のように組合員とそこでの賃労働者とが
一致しているわけではないし、組合員の雇用保

‑

私はこの第2の点は、いわゆる「民主経営
J〒一'一︑:

二とC
‑︑宅︑゛Cミ︑丁才'

キ
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に言い古された課題を確認、する。大方の読者に
とって、有田氏の二著で首肯できるのは、協同
組合にも「管理と労停加の問題が必然的に発生

遵
兵史子恩メム〒

11

う。これは四半世紀前に生協労働運動が「三っ

参考にはなるかもしれないが、かなり迂遠であ

の民主桐1」論を定式化した際の、到迷点ではな

る。

1

0﹂ノ

主体的.民主的努力が必要だとする点であろ

障を直接的な目的としているわけでもないか
ら、マルクスの流同組合工場にっいての記述は

するということと、それに対処するには不断の

那

できないと批判するが(『民主経営と労鋤運

第1章生協における労働と管理

とって、組合員を無視したことは決定的な難点

私は経営管理や労使関係のあり方に着目した
場合、協同組合が現にどれ様ど民主的か、また

である。

民主的でありうるかは、株式会社と比ベて明除

同じくマルクスに依拠しながらも山田定市・

な差(協同組合の優位性)があると直ちに主張

田中秀樹両氏の生協論・生流労働論の内容は、

することはできないと考えている。協同組合よ

組合員を論じえているという点で有田氏の議論

ηよほど民主的で科学的な管理のなされている

とはまったくと言ってよいほど異なる。それは

株式会社だってあるだろう。協同組合と株式会

きわめて抽象的なレヴェルにとどまっていると

社がどれほど異なる/異ならないのかは、色眼

はいえ、理論的基礎として注目すべき内客を展

鏡や思い入れなしに冷めた頭で議論すべきこと

開しており、発展の可能性があるように思われ

だが、原理的に直ちに指摘できるのは、出資者

る。

と経営体の関係は協同組合と株式会社とでは明
瞭に異なるということであろう。株主が株式会

Ⅱ生活労働の共同化論一山田定市0

社に求めるのは配当である。しばしば「株主優

田中秀樹両氏の研究に即してー

待サービス」などもあるが、企業の事業から良
いサービスを受けることは株主の本来的な出資

山田定市・田中秀樹両氏の一連の研究は、

目的ではないし、経営者が背任行為や違法行為

「生活一労働一共同化」という脈絡から生協

でもしない限り事業内容の細部にまで注文を出

論・生協労働論の独自の体系化を試みているも

したりはしない。経営者・従業員の株主に対す

のとみなすことができる。既に私に与えられた

る責務もそうしたサービスを株主に提供するこ

紙数を大幅に超えてしまっているので、両氏の

とではなく、いかなる事業内容であれ高い配当

研究を詳細に紹介しながら吟味することは不可

を生み出すことである。それに対して、組合員

能だが、幸いそのエッセンスは明隙なので、簡

が協祠組合に出資する目的は、協祠組合の事業

潔に検討することにしょう。

から良いサービスを受けることであって、配当

ここで対象とするのは、両氏の以下の論文で

や割戻金の獲得ではない。それゆえ組合員はさ

ある。引用・参照は「山田a、 1頁」のよう

まざまな回路を通じて事業内容の細部にまで発

に、氏名・記号と頁数で示すことにする。

言 し、参加することができる。むろんそれは原

a山田定市「生活問題の現段階と協祠組合

理的な相遜であって、現実には協同組合の組合

現代生活協同組合論の視角を中心にー」

員主権はかなり形骸化してしまっているのだ

(北海道大学 r教育学部紀要』第42号、 1983

が、それでも多くの生協の総代会がデパートや

年3月)

スーパーの株主総会よりはるかに活発で実質的

b田中秀樹「生活協同組合と家庭内労働」(北

な議論の場になっていることにも表れているよ

海道大学教育学部社会教育研究室「社会教育研

うに、株式会社と協同組合の差は組合員に注目

究』第5号、 1984年9月)

してはじめて浮かび上がってくるのではないだ

C田中秀樹「初期マルクスにおける

ろうか。したがって協同組合に注目して「民主

Assozlation概念の形成」(北大 r社会教育研

経営の宝物」を発展させる条件を探る有田氏に

究.第6 号、 19鉐年9月)
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労鋤運動をめぐる論点の現代的総括

d山田定市「生協労働・労働者論の視角一生

基礎を、この後者の社会化(生活労働の共伺

協論ヘの労働論的接近一」(「生活協同組合
研究』第137号、 1987年5月)

化)にとらえる。「生協労働の形成.展開は、
生協の成員の生活共同労働の発生を出発点とし

e田中秀樹「マルクスの『生括」把握と協同組

ており、その形成・展朋過程の一定の段階で、

合所有」(北大『社会教育研究』第8号、

専門労働として自立化することになる」のであ

19認年3月)

る(山田d、 9 10頁)。こうして、共同化

f田中秀樹「生活協同組合の組織と経営の統一

された生活労働(生協労働)は、個別的生活労

的把握一主体形成論としての生活協同組合論

働、生活共同労働、生協専門労働の重層構造と
して把握されることになる。ここで実際の生協
に即して言えば、生活共同労働は組合員が手弁
当で行う共同購入業務などであり、生協専門労

」(『協同組合研究』第10巻第1号、通
巻第19号、 1991年)

g山田定市「現代社会における協同組合の歴史
的位置

'

"銘同組合の基本的価値"をめぐる

働は生協労働者が担うそれ以外の業務を指す。
このように、労働、殊に生活労勵の特有の社

議論とかかわってー j aヒ大『社会救青研
究』第13号、 19船年6月)
h田中秀樹 f生協労働者論の過去・現在'未

来」(生協労連・生協研運営委員会編 r生協運
動に三っの民主制を』第Ⅲ章、 1994年)
1旺シ4毎¥ー

i山田定市「現代協同組合論の基本視寛」 1'
Ⅱ(『農業.農協問題研究』第妬号、 1995年

会化のあり方(共同化)に注目する両氏の研究
のメリットは、生協労働者(生協に雇われて働
く賃労働者)だけに限定せず、生協組合員をも
含めて生協労働の担い手を論じうるところにあ
る。こうした立論は、「資本・賃労働」や「搾
取」などの図式的解釈を編愛してきた従来の
「マルクス経済学的」な労働の論じ方に比ベる

5月、第16号、 1996年3月)

と、より本質的であると言いうる。

1.両氏の生憐論・生協労働論の特質と
基礎

(2)両氏の位羅

田中氏はその議論がそれまでの生協労働者論
(D 「生活労働の社会化」

の展開過程の中にいかなる位置を占めるかを、

錘

はない。他方で、生活労働は個々の家庭で個別

としての生協労働者が広範に形成された第3段

寺

的にのみなされるのではなく、それを基盤にし
て生活共同労働が発生するという意味でも、生

階には、商業労働的性格が強調されるととも
に、生協労働者の労働者としての一般的性格が

活労働は社会化する。両氏は生悠存立の原理的

確認された。オイルショック後の生活擁護運動

る。すなわち、生産と労勵の社会化が進展する
にともない、 f生活労働(あるいは家族労働、
家庭内労働)」も社会化するのであるが、家庭

1

内でなされる生活労働が民間部門の労鋤や公務

︑ー

1牙エヰー

で'ーーミ"ヅ4妥含ユ ヨ

‑20‑

J 1

労働に吸収されて完全に消滅してしまうわけで

およそ以下のように表現している。生協が組合
員同士の共同労働という初発の段階を経て、組
合員の中から専従者が形成された第2段階に対
応するのが専従者論であり、そこでは成員に奉
仕する労働としての公務労働的性格が注目され
ていたことになる。さらに、社会的専門労働者

両氏の生協論は、労働論として構築されてい
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労働運動をめぐる論点の現代的総括

第1章生協における労働と管理
の盛り上がりを踏まえた1970年代後半以降

リ、これまでの生協運動や生協労使関係に登場

は、商業労働者論だけではとらえきれない生活

したもろもろの言説から相対的に肖由である

関連労働としての特質が注目されるようになっ

(あるいは、それらの言説の意味を自覚してい

たのであり、両氏の議論もとりあえずはここに

る)から、生協論・生協労働論のたたき台とし

含まれる(田中b、 26頁)。山田氏によれ

ては発展の可能性があると考えている。また、

ば、生協労働者の担う労働は商業労働と生活専

初期マルクス(殊にAssoziation論)の研究を

門労働との二重性を有する点では民問商業労働

踏まえ、コミュニケーション論を援用すること

者のそれと共通するが、生協にあってはそれが

によって、モノ・カネを媒介にした物的関係だ

生活共同労働と密接に結合し、さらにこの結合

けでなく、ヒトの相互承認的関係にも注目して

を通じて個別的生括労働とも重觸構造をなすと

いるから、教条的で便宜的な「マルクス主義」

いう独自の性格を有するのである(山田d、

よりはるかに生産的であるとも評価できる。

W頁)。

とはいえ、それは、本質的であり、従来の諸

こうした認識が田中氏の言う生協労働者論の現

論から自由であろうとするだけに高度に抽象的

段階を特徴付けていることになる。

で商り、生協労働組合・生協労使関係が現に直

以上のような概観からも理解されるように、

面している問題を理解し解決するという課題に

両氏の議論は「商業資本説・商業労働者説」ヘ

適ちに応えうるものになっていないことも明ら

の批判を内在しているのであるが、その批判の

かである。生協と生協労働の現実を具体的に観

意味は次のようなところにある。流通過程にお

察することや、これまでの翻査結果を復習する

ける生協の経済的機能に注携することは必要で

ことは、単に実践釣課題にとって意味があるだ

はあるが、それだけでは、生協の組織・運動体

けでなく、両氏の研究のような試用する価値の

としての側面から、経営・事業体としての側面

ある議論を発展させるという学問的関心から

を切断して把握する二元論に終始せざるをえな

も、意味のある作業であろう。ただし、両氏の

くなり、両者を統一的に把握できなくなってい

研究にもやはり疑問は残るのであって、以下で

る。これに対して両氏は、上で見たように、組

はそのうち主要なものだけを検討することにし

合員の生活労働を基盤とする「社会化された生

よう。

活労働」の重層的な構造として生協労働を論じ
ようとするから、その議論では組合員に正当な

2.山田・田中両氏の生協論の問題点

位羅付けが与えられ、したがって、それは、組

織・運動体としての側面と経営・事業体として
の側面を統一的に把握するためのーつの試みた
りえているのである。

a)フェミニストの議論との関係

「生活労働の社会化」という立論にもかかわ
らず、両氏の研究は1970年代にラディカル・
フェミニストが提起した「家父長制論」や、

(3)山田・田中両氏の研究の意義

1980年代にネオ・マルクス主義フェミニスト

私は両氏の研究は、生協という現象の一側面

だけにとらわれない本質的な立論になってお

が提起した「家父長制と資本制の二元論」との
関係をまったく自覚していない。たとえぱ、山
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田定市氏は「家庭内労働ないし家事労働の閉鎖

資に関する人的資本理論→企業にとっての女性

性、非社会性(社会的生産から排除されてい

の「能力」の低位性→男女賃金格差→機会費用

る)、したがって人問発達にとっての否定的側

理論に基づく家族の性別役割分業→勤続年数の

面だけが強調されてきたといえる。とくに、そ

性別格差→再び統計的差別理論)か、晤者制

の労働が現実には婦人によって担われてきたと

度・慣行にはジェンダー・バイアスがあるの

いうことから、それは婦人問題の根源にかかわ

だ」という超越的な指摘に依拠せざるをえず、

ることとして問題にされてきた」(山田a、

両氏の目指す生活労働に関する本質豹な議論は

25頁)と述ベながらも、その部分の注で参照

大幅に制約されてしまうであろう。第2に、田

されているのはエンゲルスの『家族、私有財

中秀樹氏の生活主体形成論において、「二重の

産、国家の起源』ーつだけである。両氏がマル

意味で自由な」労働者の「私的生活」領域の確

クスやエンゲルスの書き残したものを丹念に解

立が生活主体の矛盾(私的生活の社会的性格)

釈することを通じて議論を展開すること白体は

を議論する起点となっているのだが(田中 f、

尊重すぺきことであるし、フェミニストの諸論

59頁)、家族女性論の研究成果を受け止めて

を無視しているということを指摘してもそれは

いないため、そこでは私的生活の主体とは「個

直接的には外在的な指摘にとどまらざるをえな

人=ヒトの個体(single person)」なのか、

いと思われるかもしれないが、私は1980年代

「家(あるいはカップル)」なのか、それとも

以降、家族・女性論や女性労働論の分野で蓄積

それ以外の仕方で捉えられるのかという点はー

されてきた研究の中には両氏の議論に内在的に

貫して不明なままである。したがって、それは

関わる論点が含まれていたと考えている。第]

具体的な問題領域に降りることのできない高度

に、家事.育児・介護などの生活労働の大半が

に抽象的なレヴェルの主体形成論にとどまって
いる。そこには、人問と社会を認、識し表現する

呼ばれる成人女性に担われ、生協の共同購入を

際に方法的個人主義に立脚するのか否かという

支える組合員労働の大半も、また店舗労働の大

根源的な問いが横たわっているのであるが、

半も女性に担われているのはなぜかという問題

Assoziatlon論に最も鋭く突きつけられたこの

を、言い換えれば、生活労働の担い手がその個

問いは田中氏においても回避されたままであ

別的領域から共同化・専門化した領域にいたる

る。

まで性別に不均等であるのはなぜかという問題
②生協の民主主義

を両氏の議論は扱えない。したがって、たとえ

1

一リ︑︑︑ーーーーJ'

御参貞牙1 '妾1五

ば、店舗展開とともに女性パート労働者の比重

生協労働の担い手が生協労働者と組合員であ

が急増した根拠を両氏の立論のままでは解明で

るということから、山田氏は「協同組合運動の

きないであろう。むろん、低賃金や供給の弾力

根幹に民主主義が貫いており、また貫かなけれ

性という要因を指摘することは直ちに可能であ

ばならないことはいうまでもない」と主張し

ろうが、それだけでは結局、企業と家計の双方

(山田g、 H頁)、また田中氏も「協同組合

の合理性を説明する新古典派豹な循環論法(勤

労働は、家庭内労働と社会的専門労働との民主

続年数に関する統計的差別理論→教育・訓練投

主義的労働編成のーつの典型となりうる性格を

J
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労働運動をめぐる論点の現代的総括

'

第1章生協における労働と管理
もっている。また生協労働においては、社会的

労働の中から「生協専門労働」が分隣する根拠

専門労働編成自体が、家庭内労働との関連を強

は充分明瞭には語られていないように思われ

くもつなかで民主主義的に編成される可能性を

る。個別的生活労働は組合員問の生活共同労働

もつ」と述ベるのだが(田中b、 32頁)、ど

で既に社会化されているし、組合貫の持ち回り

ちらも安易な論法であるといわざるをえない。

で運営される生協でも、生協の外側の経済主体

山田氏の場合、民主主義の根幹をなす合意形成

と取引関係を維持することは不可能ではない。

過程を解明するための基礎概念として「自由時

なぜ「生協専門労働」は必然的に発生するのだ

澗」と「コミュニケーション」を挙げ、今後そ

ろうか。生活労働の社会化の過程を、田中氏の

れについての議論が展開することに期待するの

ように私的生活の社会的性格という矛盾の克服

だが、「民主主襲が貫いている」という理論的

過程(「社会的性格をもつ商品ヘの自己関係の

命題ないしは現実認識と、「貫かなけれぱなら

中での自己実現」と「物象の自立化を制限しう

ない」という規鞄的命題を並冽することの意昧

る相互承認的関係としての豊かな組織的関係」

は不明なままである。田中氏には、民主主義の

の形成)と、またそれを通じた生活主体の形成

可能性を指摘するだけでなく、生協の民主主裟

過程と、重ね合わせて理解するなら(田中 f、

を実現し、あるいは阻害する諸条件が何である

諦頁)、生協専門労働など発生しない方がむ

のかを明らかにすることを期待したい。田中氏

しろ「モノへの関係」も「ヒトとの関係」もよ

は、労働者は財産から自由だから人格闇の相亙

わ生き生きと実感できるのではないか。

承認が容易であり、従って本来的に民主的であ

私は、組合員が「価格低廉、利用安易」を求

るとも述ベるが(田中h、 133頁)、無産だか

めるから、生協は効率的に運営・経営されねば

ら民主的であるという関連は一義的に成り立っ

ならず、それゆえにこそ生協専門労働は発生

わけではないし、経験的にも必ずしもそうであ

し、生協労働者は階層化し、そこに管理が発生

るとは言えまい。無産だからこそ唯一の財産で

するのだと考えている。商品との関係について

ある労働力の価値を保全し高めるために、セク

の組合員のこうした志向を、「生活労働の社会

ト的排他主義や個人的能力主義に結び付く可能

化」論も「生活主体の矛盾」論も明瞭に論じて

性もあるし、現実にもその事例はいくらでもあ

いないので南る。こうした志向は市場経済社会

る。しかも、こうした「非民主的」傾向を通じ

に生きる入問にとってはあまりにも当然のこと

ても労働者の主体形成はなされている

かもしれない。しかし、この当然のことを明瞭

「あ

るべき」主体形成ではないかもしれないがー

にしないために、両氏の民主主離論は安易な論

のだから、民主主義の可能性に期待するだけで

法に鮠っており、有田氏がともかくも指摘した

はやはり安易である。

生協労働者の階癖化と管理という論点が山田.
田中両氏の議論からは欠落しているのである。

③生協専門労働の導出法

ウエッブ夫妻の労働組合論・協詞組合論におい

生活労働の社会化という論理から「生協専門

て民主主義とともに効率性が最大のボイントで

労働」「生協労働者」を導き出すことは可能

あったことの意味は決して小さくないのであ

だろうか。初発の段階にある組合員同士の共祠

る。「高くても、面倒でも良い」のなら生協は
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効率的であることを要さず、専門労働も階層化

る(たとえば、しばしぱ発生する「代行主義」

も管理も発生する必然性はない。近現代社会に

や事実上の指揮・命令関係など)ところにも作

おいても「みんな仲良く、人問本来のモノへの

用していると考えられる。

ところで、組織・運動体や団体が、多様な文

関係を回復する」ことだけを目的とした協同性
はありうるのだが、生協がそうした「同好会・

化、価値観%思想、行動様式を有する多数の

仲良しクラブ」ではありえないのは組合員が

人々によって構成されるなら(近現代社会の
Assoziationの基本的な前提)、この「管理,

「価格低廉、利用安易」を求めているからなの

支配」は、文化・価値観等の同一性を前提にし

である。

ていた(あるいは、その多様性を考慮しない)
Ⅲ

前近代社会の諸団体とは異なり、伝統的支配で

「管理と労働」について

もカリスマ的支配でもなく、まさに官僚制的支

配とならざるをえないのである。多様な背景を

私は有田氏の民主経営論にも、山田・田中両
氏の生協論・生協労働論にも、「管理と労働」

有する人々が一致して受容できるのは、誰に

の論じ方に最大の問題を感じている。有田氏の

とっても紛れなく一義的に明瞭なルールと、明

「管理と労働の必然的な矛盾」は何であるのか

確な権限・貴任関係に基礎付けられた官僚制的
支配だけだからである。

が明瞭ではなかったし、山田・田中両氏の議論
11

からは「管理と労働」という論点が事実上欠落

したがって、私は「管理と労働の関係」が必

していた。この問題についての私見を、まった

然的なのも、官僚主義が現れるのも、組織の規

く未熟なものではあるが、ここで披掘しておく

模が主たる原因だとは考えていない。小規模組

ことにしよう。

織であっても効率性を無視できないなら、「手
や足」を指揮・命令する「頭」の機能は必要で

ある。多細胞生物でも噛乳類のように身体諾器

ノ間︑︑︑︑﹂

1.効率性・専門労働者・管理

,コ'ノ'二卑C'.饗1︑︑>予qリ3'予︑ー'<︑ウムム

いかなる組織・運動体も団体も伺らかの効率

官を効率的に操ろうとすれば、発達した脳や中

性を追求するなら、あるいは効率性を無視し去

枢神経系が必要なのと同じ道理である。確かに

ることができないなら、それは「経営体

小規模組織、たとえばオーケストラとの対比で

佃etrieb)」とならざるをえず、そこには専門

言えば数人程度のアンサンブルの場合、誰かが
「頭」の機能に特化する必要はない。しかし、

労働者(役員・職員)が必要となり、役職員内

旦1手'1垂割痛諸
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部の関係には「管理・支配(指揮・命令と服

そこでも「手や足」が「頭」によって統御され

従・実行の固定的役割分担)」が発生せざるを

なければならないことに変わりはないし、そこ

えない。それは、有田氏が指摘したように、私

には明瞭なルール(誰かが弾き間違えたときど

企業、軍隊、オーケストラに表れている「管

うするか)と明確な権限・貴任関係(どのフレ

理・支配」と組織論的には同一の性格である。

ーズは誰がりードするか)が作用している。少

さらに、効率性の追求は専門労働者内部の関係

人数の対面的な関係で、濃密な意志疎通も容易

だけに作用するのではなく、専門労働者と成員

な場合には、管理やルール・権限について全員

との関係において民主主義的な原則が形骸化す

が充分に納得することが可能だから、「管理と
‑24‑
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労働運動をめぐる論点の現代約総括

第1章生協における労働と管理
労働の関係」や官僚制の問題点は露呈しない

し、また一致させるためには教育・学習が不可

が、管理がなされていないわけでも、ルールが

欠だ」というのならそれは規範的命題だが、有

ないわけでもない。

田氏はそれを「本来的に一致する」という理論

的命題に無理に仕立て上げるために、資本の所

逆に大規模組織でも効率性を追求しないなら
専門労働者も管理も必要ない。生協組合員が

有形態に執着して「搾取がない」、「敵対的関

「価格低廉・利用安易」を求めないなら、商品

係がない」ことを主張したのだ。だが有田氏は

の供給が円滑である必要はないし、生鮮品の損

誠実にも、「管理と労働」の関係は実際には必

耗も増えるから価格も低廉というわけにはいか

ずしも調和的ではないという現実認識を捨て去

ないが、それでも組合員が自分たちの生活に必

ることができなかったから、「管理と労働の必

要なモノを自分たちで協同で入手することと、

然的な矛盾」などと表現せざるをえなかったの

その過程で他者とさまざまなコミュニケーショ

である。

ンを取n結ぶことのみを目指しているのなら、

有田氏はマルクスの「よろこんではたらく

事業内容が非効率であっても、それは問題では

手、いそいそとした精神、よろこばしい心を

ない。こうした想定があまりにも非現実的なこ

もってその勤労にいそしむ協同労働」というー

とに思われるのは、われわれがそれほど根深い

節をひいて、協同所有だから「管理と労働」の

ところで当然のこととして効率性を求めている

ぎくしゃくした関係から烏由で商りうるかのよ

証拠なのだ。

うに論ずるが、既に述ベてきたように「管理と
労働」の問題は所有形態とは無関係に発生する

2.管理と労働の相補的関係

というのが私の考えである。マルクスは「管理

以上のように協同組合にも「管理と労働」はと労働」をしばしば指揮者とオーケストラの関
分継して表れざるをえないが、それは「管理と係に喩えるが、そのマルクス自身が「音楽指揮
労働の矛盾」ではなく、「管理と労働の相補的者がオーケストラの楽器の所有者であることは

関係」なのだ。有田氏がこれを「矛盾」と表現少しも必要ではないし、彼が他の楽士たちの
せざるをえなかったのは、民主経営の目的と労

r賃金』になにかのかかわりをもつということ

働者の目的は本来的に一致しているという無理も指揮者としての彼の機能には属していない」
な想定をおこなったからである。有田氏は「オと正当にも指摘したように、「管理と労働」は
ーケストラの個々の演奏者が指揮者の指揮を自そもそも私的所有や労資関係に基礎付けられる
分の演奏労働に対する不等な抑圧だと感じるこことなく発生するのだ。
とは」なく、「むしろ、反対に自分の演奏活動

むろん、所有形態の相違が「管理と労働」の

の可能性をのびのびと発揮するための必要条件具体的な現れ方に影響するということはあるだ
として歓迎するの」だと述ペるのだが(「民主ろう。その限りでは有田氏が私企業と協同組合
経営と労働運動』、 W9頁)、オーケストラでとでは目的=手段関係が逆転していると指摘し
も協同組合でも、「団体の目的=指揮管理者のたことは有益なのだが、ここでもやはり、協同
目的=労働者諸個人の目的」の等式が成り立つ組合も効率性から自由でない限り、「利潤の追
保証はどこにもない。「それらは一致すべきだ求」という手段が自己目的化してしまう危険性
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会.「未開社会」だけでなく、近現代の資本主

求」は「成員ヘの貢献」という本来の目的をよ

義社会にあっても、関係そのものの保持や再確

り良く達成するための手段として既に正当化さ

認のために商品を媒介にする人間関係(g汝

れてぃるから、自己目的化してもそれをチエツ

Con狐Iunlcauonなどの儀礼的関係)は可能だ

クするのは容易ではない。「どれほど儲け、そ

からである。生徳が効率性から自由でないのご

れを何に用いるのか」について組合員が具体的

とを説明する際に、決まり文句のように「資本

に決定し、それを経営者に実行させる組合員主

主義」を持ち出すだけでなく、組合員がそれを

権が弱体化している場合には、一方では手段が

求めているという点を無視してはならないので

尚己目的化し、他方では利潤すら追求できない

はないか。

ト.レ

放漫な経営管理に縮るという、両様の問題が待

「しかし、その組合員は資本主義社会に生き

ちかまえているように思う。こうなると労働組

る人だから、資本主義の影響を受けて、生協に

合の役割に期待したくなるのだが、労働組合は
生協の運動と経営に対してどのような責任をも

効率的であることを求めているのではないか」
という反論も予想されるが、こうした論法は究

ちうるのか、また、そこに発生する生協労働者

極的には資本が人問を作るという転倒した議論

と組合員の関係は組合員主権を損なう危険性は

(「資本」の説明力ヘの過大な期待)に陥る危
険性がある。マルクスの『資本論』は確かに、

討する必要があるだろう。

資本の運動を通じてどのように人問と社会が編
成されているのかを明らかにしたが、その資本
は「天から降り落ちてきた」のでも「地から湧

ー︑﹂1

3.資本主義との関係

いて出たのでもなく」、まさに人問が生み出し

私は、協同組合における専門労働の発生・生

たのである。

4

協の「株式会社」化・官僚主義の根拠を、この

一キ4'征''ノι二ー︑出七︑1J

ーー陛Jメーーー﹂券︑窯一契翆'ニミ發婁奨宅蟹乳t電乳1

ように効率性の追求から自由でないことに求め

したがって、私は「労使関係」とは「労資閼

るが、生協が効率性と縁を切れないのは、それ

係」という本質の現象形態だとは考えない。む

が資本主義(あるいは国家独占資本主義)の制

しろ、私は労働する者と、指揮・命令する者

約下に存在・活動しているからだという説明は

(あるいは支配する者)との関係(「労指関

不充分だと考えている。むろん、もろもろの私

係」あるいは「労支関係」)が人の共同性.協

企業と取引や競争の関係にあることが生協に影

同性が効率性から自由でない場合に通有する性

将しないわけはないのだが、資本主義社会にお
いても先に述ベた「同好会・仲良しクラブ」の

格であり、「労資関係」は資本主義社会におけ
るその現象形態一指揮・命令や支配が資本の

ように効率性に桐」糸勺されない集団は可能だし、

私的所有を根拠にして正当化されるーではな
いかと考えている。

「社会主義」下の協同組合が効率性を無視でき
たわけでもない。また、商品を媒介にした人問
関係だから資本主義的な影響を被らざるをえな

4. Assoziatio"の危うさ

自由平等な諸個人の存在を前提にして、諸個

いといった理解も、それを否定しなければなら
ない謂われはないが、正確ではない。前近代社
‑26‑

人の自由意思に基づき協伺性が形成されても、
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ないかなどの、ごく基本的な点をあらためて検
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からも自由ではないのだ。しかも「利潤の追
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それが効率性を無視できないなら、その内部の

決定や民主主義という領域で発生する問題に対

管理や官僚制は必然であって、それは常に成員

して意外なほど脆弱であったことが明らかにさ

諾個人の自由や権利を制約する可能性がある。

れてきた。

いかに限定された目的で一致して協伺しても、

イギリスでサッチャー政権力江980年代に、

また加入・脱退が随時自由で南っても、人はー

労働法・労働政策と労使関係実態の両面にあれ

人では不可能なことを実現するために協同する

抵ど大きな変革をもたらし、 T.プレアの労働党

のだから、その協伺性は個人の存在にとって規

政権も「サッチャー改革」の基本線に伽」糸勺され

定的な意味をもたざるをえない。民主釣に決定

ざるをえないイデオロギー的背景には、労働組

された協同の意思が個人のさまざまな意思と常

合がいかに労働者の自主的団体であり、民主的

に調和・一致する保証はないし、結成や加入の

であり、加入,脱退が自由であったとしても、

時点で共有しうるのは限定された目的だけで

それは使用者個人や第三者個人だけでなく、組

あって、その団体が具体的にどのような意思決

合員個人の自由や権利を侵害するのではないか

定をする可能性があるかすべて事前に列挙でき

という認識があったのである。確かに労働者は

るわけではないから、ある個人にとって団体の

個人では弱く、自立しがたい。使用者との関係

意思決定とそれに基づく管理・運営が不自由と

において労働者個人が根本的に不利であること

なる可能性は常にあるのであって、それを「民

はA,スミス以来認、識されてきたし、一人では

主的組織の逸脱現象」とばかりは言えないであ

自己をさまざまなりスクから守り、その生

ろう。

(1壯e)を安定させることは困難である。それゆ

私は、諸個人の自主的な協同性を論じてきた

え労働者は団結してきたし、その団結は労働者

者たちは概して、その危うさに鈍感であったよ

個人の集合的由立の手段として社会的・法的に

うに思、う。これはマルクスのそれも含めて

承認されてきた。むろん団結が承詔、される過程

Assoziation論に一貫した難点でもあった。あ

でも、その後も、団体と個人の危うい関係は常

るいは、1970 80年代に労働者自主管理企業

に鋭く問われ続けてきたのだが、自主的・民主

に期待を込めて注目してきた論者たちも少なく

的で、加入・脱退が任意で南る以上、それは実

ともはじめはこうした難点から自由ではなかっ

質的に大きな問題ではないという論理で、この

たようにおもう。しかし、たとえば井上雅雄氏

危うさは隠蔽されてきたのである。イギリスの

がある自主管理企業についての緻密な観察を踏

経済・社会・政治の混迷状況を逆手にとって、

まえて、そこにはらまれている問題点を統合・

素朴で一面的な「個人の自由と活力」を掲げ

自治・共同性の三つの側面から冷徹に捌り出し

て、隠蔽されてきたAssozlatlonの危うさを暴

たように(『日本の労働者自主管理』、東京大

露したのがサ、ソチャー主義だったのである

学出版会、 1991年)、 ASS021且tlonは決して万

(サッチャーの「コロンプスの卵」)。

能の妙薬ではなかったのだ。19 20世紀のヨ

労働者団結をめぐるこうした思想状況は協同

ーロッパの協同組合に関する実証的な歴史研究

組合などさまざまなAssoziationにも当てはま

からも、いかに崇高な理想を掲げ、どれほど大

る。「各人の自由な発展が万人の自史な発展の

きな期待とともに出発しても、協同組合は意思

条件である」ことは、確かにーつの理想かもし
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Con鄭川nism)にも、あまり多くは期待できな

素朴な期待は表明されているとはいうものの、

いでいる。人は原子論的に自立しうるし、自立

それがいかにして可能かは明らかにされてこな

しなけれぱならないという人問=社会観に基づ

かったのではないか。

置塩信雄氏の「所有=決定」説に基づく社会

く個人主義・個人責任論では現に発生する悲惨
や不幸に対処できないし、人は生物諸器官の細

主義像は、何がどのように決定されるべきかを

胞のようにしてはじめて全うに存在しうるとい

明瞭に論じた点で注男しうるが、やはり、自由

う有機体的非自立型の人冏=社会観に基づく共

意思に基づく自主的な集団・組織・結社の意思

同体主義も息苦しすぎる。だから、自由な諸個

決定と成員個人の意思との調和・一致を素朴に

人の協同性(郎Sociation)とそれに基づく社会再

前提しているから楽観的に過ぎると、私は考え

編の構想(本来的な意味でのSod田IsnDに期待

ている。集団的意思、が常に全員一致になるとは

したくなるのだ。それは方法的個人主義の語で

限らないから、それは多数決などの原理によっ

表現され、正当化されてきたのだが、それゆえ

て決定されざるをえない。近代社会の自主的な
組織の原理では、集団的決定とは異なる意思を

に、個人と団体の危うい関係を免れることもで
きないでぃる。そこで、「民主経営の目的と個

もっ個人に可能な選択肢は、①その集団を脱退

人の目的は一致している」と叫んでも、「協同

するか、②翹人の意思を留保したまま集団的決

組合は民主的であり、民主的でなければならな

定に(少なくとも次の意思決定の機会まで)服

い」と理論的命題と規範的命題を並ベて見せて

従するか、③説得され学習することを通じて個

もこの危うさを糊塗することしかできない。

人の意思を集団の意思に一致させるかの、いず

仙同組合にも「管理と労働」」のさまざまな問

れかである。一人ではできないことを可能にす

題は必然的に発生するし、個人の自由と権利が

るために協同するのだから、①は当該個人に

制約される危険性が常に存在すること、それら

とっては自らの生の危機を、集団にとっては担

と協同組合の民主主義原則とは背反するもので

い手の脱落を意味するだけである。②は民主主

はないことを率直に認めようというのが、「三

義のルールであるとはいえ、失業したくない、

つの民主制論」の出発点だったのではないだろ

仲問外れになりたくないなどの理由で、不満を

うか。他方、学問の世界には、個は共同性・協

持ちながら集団にとどまる個人にとっては決し

同性を形成するが、その個は共同性・協同性か

て幸福なことではない。③の「説得と学習」が

ら生まれ、それに規定されているというありき

しばしば集団的価値の倫理的優位牲による抑

たりのことを、方法的個人主義を相対化しなが

圧.洗脳になってしまうこと、すなわち、個人

ら表現することが求められているのだと思う。

の尊厳を保ちながら個人の意思を集団的意思に

そして、方法的個人主裟に匹敵するほどの精緻

一致させるのはそれ儀ど容易ではないことをわ

で説得的な人間=社会認識の基本的枠組みを模

れわれは経験的に知っている。

索することは、単に学問にとってのみならず、

1美識,゛f゛圭キ︑

4,'.彦1ーー韮迦

確かに現在のわれわれは、素朴な個人主義・

個人責任論にも、「ーにして全」の共同体を回

実践的にも大切なことではないかと青えてい
る。

復すべきだという思想(本来約な意味での
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れない。しかし、そこには個と全体の調和ヘの

私は、自分がものごとを悲観的・消極的・否
定的に表現しすぎると思われるかもしれないこ
とを自覚している。夢や理想を語るのは思想・
宗教や運動のわざであり、学問のわざは夢や理
想を実現する(それに近付く)条件を明らかに
することだと考えているが、学問が夢や理想の
肯定的・積極的・楽観的な条件や「可能性」ば
かりを語っていたら、それは学問の役割を半分
しか果たしていないことになるだろう。私の見
る限りではどういうわけか、労働運動や地同組
合運動に関わる研究者は、しばしば肯定的・積
極的・楽観的な言説に傾きすぎる。学問も思
想・宗教と無緑ではありえないと考えている
が、学問が思想・宗教や運動の提示する夢や理
想にとって「明るい話題」だけを振りまき続け
ていたら、学問の存在意鞍は失われてしまうの
ではないかというのが、小稿を書く際の自戒
だったのである。
未熟な内容を、冗浸に譜き連ねて、多くの
方々に迷惑をかけ、不快感を与えたかもしれな
いが、ご批判・ご教示を期待したい。
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