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 本報告書は、2012 年 3 月 15 日と 16 日、イタリアのヴェニスで Euricse（協同組合と社

会的企業に関するヨーロッパ研究所）1と ICA（国際協同組合同盟）が共同開催した大会「よ

                                                   
1 2008 年、ＩＣＡヨーロッパ、トレンティーノ協同組合連合会、トレント・ロヴェレート銀行財団、トレ

ント県、トレント大学によって設立された。イタリアのトレンティーノ地方に拠点を置いているものの、

他の地方や国外の研究機関とも協力し、国内外の社会問題の解決を目指している。研究の他、若手研究者

や協同組合、社会的企業、NPO に従事する人々への教育や協同組合や社会的企業、NPO へのコンサルテ



3 

 

りよい世界の実現に向けて：協同組合への理解の促進」から得られた知見をまとめたもの

であり、主に、以下の招待講演者による発表に基づいている2。 

 

ミネソタ大学（アメリカ） Avner Ben-Ner 教授 

スターリング大学（イギリス） Johnston Birchall 教授 

ケンブリッジ大学（イギリス） Partha Dasgupta 教授  

リエージュ大学（ベルギー） Jacques Defourny 教授 

バーリ・アルド・モーロ大学（イタリア） Giovanni Ferri 教授  

聖心カトリック大学（イタリア・ミラノ） Michele Grillo 教授 

フンボルト大学ベルリン（ドイツ） Konrad Hagedorn 教授 

イェール大学法科大学院（アメリカ）Henry B. Hansmann 教授 

ハミルトン大学（アメリカ） Derek C. Jones 教授 

バーサ大学（フィンランド） Panu Kalmi 教授 

ビクトリア大学（カナダ） Ian MacPherson, Emeritus 名誉教授  

フィレンツェ大学（イタリア） Pier Angelo Mori 教授 

マールブルク大学（ドイツ） Hans-H. Münkner 名誉教授 

リーズ大学（イギリス） Virginie Pérotin 教授 

マルティン・ルター大学（ドイツ・ハレ－ヴィッテンベルク） Vladislav Valentinov 教授  

ボローニャ大学（イタリア） Stefano Zamagni 教授 

ボローニャ大学（イタリア） Vera Zamagni 教授 

 

 著者は、素晴らしい貢献をして下さった招待講演者の皆さんに大いなる感謝の意をここ

に表明したい。また、座長や討論者，報告者の価値ある活動と刺激的な洞察にも感謝を述

べたい。 

 

 

第１章 協同組合の潜在可能性を理解する 

 

 協同組合は影響力のある組織である。発展途上国と先進国の双方において、協同組合は

社会経済の発展に貢献し，雇用の増加を支援し、よりバランスのとれた富の再分配を維持

する。さらに，オープンソースソフトウェアといった新しいサービスやコミュニティ全体

の生活の質を改善する公共サービスの提供など，一連の広範な革新的な活動は協同組合的

                                                                                                                                                     
ィング業務の実施、出版や大会、セミナーの開催などを行っている。 
2 Ben-Ner 教授の論文は、 経済分析機関及びバルセロナ経済大学院大学（スペイン）の Matthew Ellman

博士との、Defourny 教授の論文は、ルーヴァン・カトリック大学（ベルギー）の Marthe Nyssens 教授と

の、Valentinov 教授の論文は、トレント大学（イタリア）の Ermanno Tortia 博士及び アテネ農業大学（ギ

リシャ）の Constantine Iliopoulos 博士との共著である。 
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な取り組みをベースにしている。 

 協同組合の役割と重要性は、グローバルな金融・経済危機の勃発に伴い、ますます明ら

かになっている。ほとんどの国々で、協同組合は、投資家所有企業3に比べ、危機に対し、

より効果的に対応した。協同組合のレジリエンスはますます認識されており、政策立案者

やオピニオンリーダー、協同組合がグローバルな危機の劇的な結果に対応し，危機を生み

出すのに貢献したシステムを書企画するうえで，いかに役割を果たしうるかを必死に理解

しようとしている。ソーシャルネットワーク，マスメディア，国際機関が協同組合や関連

組織に最近払うようになった関心は、この増大する認知を浮き彫りにしている。 

 しかし、協同組合は、その重要性にもかかわらず、それが受けるに値する十分な注目を

まだ集めていない。このような無視の基本的な理由は，在来の経済理論が現代社会に影響

を及ぼしている主要な出来事を説明することがますますできなくなっているにも関わらず，

経済の働きを解釈するうえでの大勢順応主義（コンフォーミズム）が広がっていることに

ある。1970 年代半ば以降、とりわけ、社会主義体制崩壊以来、世界中の経済政策に大きな

影響を及ぼすようになった「市場原理主義」の風がニューヨークとワシントンからますま

す強く吹いてきた(Ferri, 2012)。 

 この風が推進するビジョンでは、人間の進歩をもたらす最良の方法は合理的主体が活動

する自己規制的な市場の配分メカニズムを通じたものである。さらに、投資家所有企業は

全ての財やサービスの清算を組織する最良の形態であると位置づけられ、効率は企業の株

主に価値を創造する能力，すなわち利潤の極大化によってのみ評価される (Ferri, 2012)。 

 こうしたアプローチの主な含意は，市場のためにより多くのスペースを生み出すことを

目的とする民営化政策の採用であり、営利企業タイプとは異なる企業形態の過小評価であ

った。その結果，協同組合は、偶然の産物，例外，市場競争の結果淘汰されていく移行期

の組織とみなされてきたのである。協同組合を、投資家所有企業同様、経済システムを担

う独特のタイプの制度的取り決めと捉えていた人々はごくわずかである(Grillo, 2012)。 

 こうした制限的な見方が大勢を占めていたことが、政策立案者や研究者の協同組合に対

する関心を低めてきた。協同組合の分析は協同組合セクターの重要性に対応しておらず，

協同組合について行われた研究は営利企業や市場を題材とした広範な研究に比べて限られ

ている。 

 さらに、それらの研究の多くは一貫性を欠いた仮説に基づいている。家族企業や投資家

所有企業とは異なる協同組合の特性は十分に分析され説明されなかった。協同組合が増加

しているのは何故なのかを説明する包括的な理論枠組みは構築されてこなかった。理論化

の欠如は、協同組合の社会的インパクトを測定する適切な評価指標の開発を妨げてきた。

さらに，営利企業の効率を評価ために設計された指標を無批判的に協同組合にもあてはめ

ることは，協同組合が、時代遅れの伝統，特別の法的保護，国による介入のおかげで生き

                                                   
3 本報告書で言う「投資家所有企業」と「営利企業」は互換的に使われており、投資家によって所有され

ており、かつ、利潤を最大化することを目的としている組織のことを指しており、そこには同族経営も含

まれる。「営利」は組織の目的に，「投資家所有」は所有権に関連している。 
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ながらえている古風で奇妙な企業形態であるとのイメージを固めてきた(Ferri, 2012)。 

 協同組合への関心の薄さや、協同組合と称さないが事実上協同組合的に運営されている

企業の広範な存在は、協同組合の規模やインパクトの正確な評価を妨げてきた。協同組合

は異なる文脈において様々な方法で定義され、あるいは全く定義されなかった。協同組合

が法的に認知されていない国では、人々は、協同組合とは呼んでいないが、集団的な企業

を設立する傾向がある。例えば、農民が農産物を出荷するために協同し、また、金融機関

が十分存在しないコミュニティにおいては、非公式のクレジットユニオンを設立すること

もある。さらに，各国の統計局が採択している国際統計基準は企業の所有形態に関するデ

ータを集めていない。その結果，協同組合についての利用可能な統計は不満足なもので，

協同組合に関する包括的なデータは少数の国にしか存在せず、十分信頼できるものではな

い。 

 要するに，このような欠陥は協同組合の認知度を弱めており，協同組合の範囲，業績，

成功を制約している。協同組合の福祉に関する役割やインパクトについての公的な理解の

欠如は，協同組合が企業活動の重要な形態と広く認知されていないことを意味する。さら

に，公立・私立の別を問わず、協同組合について教育プログラムにおける協同組合につい

ての教育は限られているか存在しない。そのため、協同組合は訓練を受けた人材をなかな

か確保することができず，投資家所有企業の経営実務，組織戦略やインパクト評価方法を

模倣することになった。 

 協同組合の現実と認知度の間に存在する矛盾を克服する明確なニーズがある。このニー

ズは進行中の危機によって際立つようになった。危機の起源は協同行動に対する競争の役

割についての吟味されていない信念と市場だけが成長と繁栄をもたらすという信念に遡る

ことができる。このような信念は、金融市場に不適切な規制、所得と富の分配における格

差の拡大、再生不可能な資源の乱用を招き、さらには環境を脅かす短期的的かつ無責任な

消費モデルを世界に広めた。 

 ほとんどの観察者は既存の方策は、よくていくつかの劇的な結果を緩和するだろうが，

こうした危機に立ち向かうことはできないということに合意している。新しいパラダイム

と制度的な取り決めが不可欠である。経済，社会，環境という 3 つの目標を効果的に結合

する能力を前提とすれば，協同組合は危機に対応し、緩和する潜在力をもっている。それ

は危機から脱出する道はあるが，十分に活用されていないということを示唆する。協同組

合とその機能を説明する改善されたモデルだけではなく，経済システムの働きやそのガバ

ナンスの制度についての革新的な解釈のための劇的なニーズがある。 

このような背景の下、Euricse は、いかに多様な協同組合形態が持続可能な経済とより公

正な社会の構築に寄与しうるかという問題について学際的に議論する研究会議を開催した。

会議は様々の経済分野における協同組合の原理，役割，規模についての討論を刺激した。

既存の理論は批判的に分析され，経験的な証拠と突き合わされた。このように、研究会議

は新しい知識を構築し，協同組合の潜在可能性についての理解を前進させ得る理論的枠組
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みを作り上げるための条件を提供した。主な成果を、次の 5 つの章で要約する。 

まず、第 2 章では、歴史的教訓，協同組合の社会経済的貢献と生み出された社会的価値

という観点から協同組合の重要性について述べる。第 3 章では、不適切な法律や非効果的

な市場規制と政策、十分に開発されていない経営手法など、協同組合がその競争優位性を

フルに発揮するのを妨げてきた主な障壁について紹介する。第 4 章では、在来の解釈の限

界と最近の理論的革新を指摘した上で、協同組合の本質と原理を説明しうる理論的発展を

検討する。第 5 章は協同組合の今後の動向と挑戦について分析し、第 6 章は学界、行政、

協同組合運動、国際ドーナーに向けた 3 つの提言をまとめる。 

 

第２章 協同組合の重要性 

 

 研究会議の報告者は様々の視点から歴史的にも今日的にも協同組合の重要性を浮き彫り

にする新たなデータと情報を提供した。 

 

2.1．歴史が示す教訓 

 協同組合は約 200 年前から存在する。協同組合は経済のすべての分野で活動し，営利企

業のそれよりも長い寿命をもっている。協同組合モデルは変化する条件に絶え間なく適応

し、新しい社会的・経済的問題に対応すべく革新的な形態の協同組合が出現した。 

 協同組合は大きく異なる政治的条件，経済の発展度，文化的特徴、歴史的背景により特

徴づけられる国々において発展してきた。生協、農業協同組合、相互扶助組合、クレジッ

トユニオン、信用協同組合，ワーカーズ・コープは至る所で設立された。ある種の協同組

合は特定の国で際立った成長を記録した。例えば、ドイツでは信用協同組合が、イギリス

やスウェーデンでは住宅協同組合が、フランスやイタリアではワーカーズ・コープが目覚

ましい成長を遂げている。19 世紀末には協同組合は経済的社会的組織として中・東欧で重

要な役割を果たしていた。社会主義体制に移行する以前にチェコ，ブルガリア、セルビア、

ポーランドでは興味深い自助組織のイニシアティブが起こった(Borzaga et.al., 2008)。同様

に，発展途上国においても協同組合は、たとえ制度化され法的に認知されていなくとも、

重要な役割を果たしてきた (Münkner, 2012)。 

 協同組合が発生した時，それは通常産業革命や農村部の貧困によって生じた厳しい条件

への自発的な防御反応であった。その後，協同組合は多くの国や地域で所得と雇用の場の

提供においてシェアを増大してきた。協同組合の発展は継続中のプロセスである。例えば、

新しいタイプの協同組合として、社会的協同組合やコミュニティ協同組合がある。これは、

地域コミュニティや障がいのある人に対して社会サービスや教育，雇用の場など，不十分

にしか供給されてこなかったサービスを提供するものである。また、コミュニティが地域

ならではの資源を有効に活用することを支援することを目指した協同組合も登場している 

(Hagedorn, 2012)。 
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 協同組合が成功し長きに渡って存続してきたのは、それらが、投資家のために利潤を最

大化することではなく、コミュニティのニーズに応えることに動機づけられてきたからで

ある。協同組合は集団的な問題解決者と見なされるべきである。歴史的に見ると，協同組

合は投資家所有企業より優位性をもち，他の方法では満たされないニーズを満たす場合に

反映してきた。利用者の協同組合，生協は中間コストや小売価格を低減させるために設立

された。生産者の協同組合，とりわけ農業協同組合は、市場における生産者の弱い市場支

配力を強化するために設立された。ワーカーズ・コープは、組合員に事業を自主管理する

機会を提供するために設立された。相互扶助組合は、共同の保険と扶助を提供するために

労働者やコミュニティによって設立された。協同組合は、組合員のニーズを満たすことに

よって、社会の大部分、しばしば社会的に不利な立場にある人々の生活の質の向上に寄与

してきたのである。多くの公的福祉政策は、こうした協同組合による先駆的な取り組みや

実験を基に構築されている。主要な福祉制度は、もともと相互扶助組合や協同組合によっ

て開発されてきたものだ。しかし，20 世紀初めから、ヨーロッパの大半の医療・福祉サー

ビスは、福祉国家建設プロセスの一環として国家機関によって提供されるようになった。

したがって，このようなサービスは協同組合や相互扶助組合の手から離れ，公的な資金に

よって賄われ，法によってすべての市民に提供されるようになった。しかし，この傾向は

一方向ではなく，20 世紀末からヨーロッパの多くの国々で新しい協同組合はそれらのサー

ビスの提供においてますます重要な役割を果たしている。 

 今日に至るまでの歴史は、協同組合が他の企業形態に比べて危機的状況の下においても

存続してきたということだけではなく、危機がもたらした結果にうまく対応してきたこと

をも示している。19 世紀のイギリスの生協は、周期的な景気後退にそれほど影響されるこ

となく成長し続けた (Birchall, 2012)。1930 年代の世界大恐慌の際には、電気協同組合や

電話協同組合は、アメリカの農村経済の転換を助けた。1960 年代に 2 万 7000 世帯に住宅

を提供する協同組合運動がニューヨークで創設された(Birchall and Hammond Ketilson, 

2009)。1970 年代の抜本的な構造改革の時期に、ヨーロッパのワーカーズ・コープは増加

し，営利企業より倒産件数が少ないことを証明した。現在の危機は協同組合の能力とレジ

リエンスのさらなる証拠を提供している。 

 

2.2. 協同組合セクターの規模 

 協同組合運動を理解するには、協同組合セクターの全体としての規模の現実的な想定が

必要である。 

 入手できるデータから，協同組合が重要な経済的役割を果たしていることは明らかであ

る。若干のデータをあげると，国連は 1994 年に世界人口の半分にあたる約 30 億人が協同

組合から生活上の恩恵を受けていると推計した(ICA, 2012)。世界全体では，組合員の数は、

投資家所有企業の個人株主数の 3 倍に相当し、急成長している BRICs 諸国（ブラジル、ロ

シア、インド、中国）に限ると 4 倍にあたるという (Mayo, 2012)。協同組合の組合員数を
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集計すると8億人から10億人に上るという (ICA, 2012; Worldwatch Institute, 2012)。ICA

によれば、協同組合はすべての国で活発であるが、中でも貧困地域において重要性は際立

っている。 

 研究会議への報告が示したように，協同組合はいくつかの分野で際立っている。ヨーロ

ッパでは、農業協同組合は、農産物の加工・販売において約 60％の市場シェアを占めてお

り、農業用資材供給は 50％に上ると推測されている。他方、アメリカでは、農業協同組合

の市場シェアは農産物の加工・販売の約 28％、農業用資材供給の 26％のシェアをもってい

る (Valentinov et.al.,2012)。 

 世界には 5 万 3,000 の信用協同組合，クレジットユニオンがあり、ヨーロッパでは協同

組合銀行の数は 4,200、6 万 3,000 の支店があるという。これらの協同組合銀行の組合員の

数は 5,000 万人、顧客数は 1 億 8,100 万人、従業員数は 78 万人，資産額は 56 億 5000 万

ユーロに上り、約 20％の市場シェアをもっている (V. Zamagni, 2012)。 

 ヨーロッパの小売業界については、3,200の生協が40万人の従業員、2900万人の組合員、

3 万 6000 の店舗を有しており、売上高は 730 億ユーロに上る。 

 ユーティリティ（訳注：電気、ガス、水道など）については，アメリカでは協同組合の

存在は極めて重要であり、およそ 1,000 の電気協同組合は国内の送電網の 40％を管理して

いる。これは国土の 75％をカバーしていることに相当し、3,700 万人の組合員や世帯が電

力の供給を受けている (V. Zamagni, 2012)。アルゼンチンとボリビアでは、協同組合は水

道供給の主要な担い手であり、例えば、ある都市の水道協同組合は約 70 万人の人々に水を

供給している (Mori, 2012)。 

 労働者はさまざまの産業分野で協同組合を組織してきた。イタリアでは、2 万 5,000 以上

のワーカーズ・コープが存在する (Pérotin, 2012)。スペインでは、1998 年から 2008 年

にかけて、新たに 1 万 4,000 の協同組合が設立され、その 75％はワーカーズ・コープが占

めている (Díaz-Foncea, 2012)。ワーカーズ・コープが、どのような分野で活動しているか

は、国によって異なる。フランスでは、製造業や建設業においてワーカーズ・コープが多

く存在するのに対し、サービス業ではあまり存在しない。一方、ウルグアイでは、投資家

所有企業に比べて製造業ではあまり存在しないのに対し、運輸業やサービス業では多くの

ワーカーズ・コープが活動している  (Pérotin, 2012)。 

 国際協同組合・相互保険連盟によると、2008 年現在、世界の保険市場の 25％は協同組合

が占めているという。国別に見ると、ドイツでは 44％、フランスでは 39％、日本では 38％、

アメリカとカナダでは 30％のシェアを有している(V. Zamagni, 2012)。 

 ヨーロッパのいくつかの国とカナダで広がりを見せている社会的協同組合は、集団とし

ての利益を高めることを明示的に目指している新しいタイプの協同組合である。それは伝

統的な協同組合と非営利組織の間に位置するタイプであり，一般に複数のステークホルダ

ー（組合員）の参画を公益の追求と結び付けている。社会的協同組合はそれが最も発展し

ているイタリアにおいて過去 20年にわたって福祉システムにおいて重要な役割を果たして
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きている。社会的協同組合は登場して以来、年間 10－20％の経済成長を遂げており、2008

年現在、その数は 1 万 3,938、約 35 万人の労働者と 3 万 5,000 人のボランティア、450 万

人の利用者を抱えている (Andreaus et. al.，2012)。 

 近年の研究は，社会通念とは裏腹に協同組合が広範囲の産業で存在していることを例証

している。さらに，いくつかの国では協同組合は他の企業よりも大きく、資本をより調達

している。最近の実証的な研究は協同組合における雇用のレベルが投資家所有企業よりも

安定していることを示している。在来型の企業は人員整理を行う傾向があるが，ワーカー

ズ・コープは給与を調整することで雇用を守ろうとするからである  (Pérotin, 2012)。 

 このように、所得と雇用への協同組合の貢献は，一様ではないにしても全体として重要

である。過去 20 年間に多くの協同組合を株式会社に転換させた危機と脱協同組合化のプロ

セスにもかかわらず，協同組合は収縮していない。 

 

2.3．協同組合の経済的インパクト 

 協同組合の経済的インパクトの測定は、狭義の数値的指標を超えて拡張すべきである。

協同組合の役割をよりよく理解するためには，それが経済システムの全体の機能に果たし

ている貢献に関心を払うことが不可欠だ。 

 協同組合は、少なくとも 5 つの方法で貢献している。１つは、協同組合が市場の失敗を

軽減し、経済システムの機能と多くの人々の福利を改善するうえで周辺的とは程遠い役割

を果たしているということである (Hansmann, 1996)。この貢献は、協同組合ならではの

所有とガバナンスルールから生じている。異なる所有構造をもち異なる目標を追求する複

数の企業が共存することは市場の競争力の改善に貢献するだけでなく，消費者に多様な選

択肢を提供し、独占の形成を妨げるのを助け、小売価格を低減させ，イノベーションの機

会を提供し，情報の非対称性を制限する。 

 2 つめは、協同組合は、とりわけ金融や農業など不確実性や価格変動によって特徴づけら

れる分野において、経済を安定化させるうえで主要な役割を果たす。ヨーロッパの協同組

合銀行と北アメリカのクレジットユニオンは銀行システムにおける安定化する影響力と見

られている (Birchall, 2012)。以前の不況からの歴史的な証拠が示しているように、協同組

合の安定化の役割は危機の時代に決定的に重要である。さらに，協同組合の存在は、将来

の不確実な変化に対応する社会の能力を高める。 

 3 つめは、協同組合は、財やサービスの生産を人々のニーズに寄り添ったものにするうえ

で貢献する。協同組合はしばしば革新的な財やサービスを提供して，利潤最大化の論理に

対応するのではなく、組合員の特定のニーズに応える。また、協同組合は，利潤が不確実

あるいは見込めないことから投資家所有企業が関心を抱かなかったり、政府が供給できな

かったりする財やサービスを生産することができる。収益性が低いかマイナスのサービス

には，社会サービス，医療，教育その他の個人向けおよびコミュニティ向けのサービスが

ある。利潤が見込めない場合，協同組合は、ボランティアや寄付といった資源を引きつけ，
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価格差別化政策を行うことによって収支均衡を達成することができる。協同組合の経験が

示すことは，こうしたボランタリーな資源は、事業の文脈に関わらず，すべてのタイプの

協同組合のスタートアップ（設立）の局面でとりわけ重要であるということである。 

 4 つめは、協同組合は、活動するコミュニティの生産力の資産にしばしばなることから、

長期的視点を採用する傾向がある。一般的に協同組合は現在と将来の世代に関心を持つ。

組合員の経済的参加に関する ICA の第 3 原則に則り、多くの協同組合の定款は、個々の組

合員に属さず、すべての組合員および将来の世代のためにも使われることを目的として剰

余の一部を集団的な不分割準備金として積み立てている。いくつかの国では、協同組合の

長期的視点は法律のなかに盛り込まれており、協同組合が年間剰余の一部をアセットロッ

クする（資産やや利益の一部をコミュニティの利益を推進するために使わなければならな

い）ことを義務付けている。 

 5 つめは、協同組合がより公平な所得の分配に貢献することである。協同組合は、組合員

のニーズを満たすために設立され，利益の蓄積をするために設計されていないため、利益

があがれば、労働者の給与をあげたり、雇用を増やしたり、消費者により低価格で財やサ

ービスを提供したりといった方法で、資源を再分配する傾向がある。 

  

2.4. 協同組合の社会的価値 

 協同組合は、設立以来，経済的組織であるだけではなく、地域コミュニティや困窮して

いる人々の集団が抱える問題に取り組むことに明示的にコミットする社会的アクターでも

あった。 

 協同組合の社会的役割はしばしば強調されているが、体系的に分析されたことはめった

にない。協同組合の社会的インパクトは付随的なものではなく、外部性でもない。それは

ボランタリーに生成された付加価値であり、協同組合の活動の不可分のものである。 

 それにも関わらず，協同組合が生み出す社会的インパクトは協同組合の種類，文脈，次

代によって変化する。地域・セクターの特殊性に加えて，協同組合は、普通の人々の生活

を脅かすような極端な事態に対する制度的な対応であり、集団的なアイデンティティを同

じくする社会集団の共同行動によって設立されたということは強調されるべきである

(Defourny and Nyssens, 2012)。初期の協同組合の焦点は主たるターゲットグループによっ

て異なる。それは、イギリスでは消費者、フランスでは職人、ドイツでは農家や職人、商

人であった(Münkner, 2012)。協同組合の社会的機能は、ライファイゼン4のキリスト教徒

としての活動やシュルツェ・デーリチュ5の自助、ロッチデール開拓者6の労働者解放、ビク

                                                   
4 ドイツの農村協同組合かつ信用協同組合の創始者（1818-1888）。貧困を改善するには、当事者同士で助

け合い、責任を果たし、ガバナンスを行うことが重要と考えていた。 
5 ドイツの自由主義の政治家かつ協同組合の組織者（1808‐1883）。組合員の連帯と相互援助という理念

を基に、協同組合運動を展開することで、貧しい職人の救済に尽力した。 
6 イギリスの協同組合の先駆けとして、1844年、高品質の商品を売るために従業員が１ポンドずつ出資し、

倉庫に小さなお店を出したのが始まり。 
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トル・フーバー7の積極的な自己教育といった考えを反映していた  

 協同組合の解決策は、投資家所有企業に比べ、より包括的で、福祉への有益な影響を及

ぼす公益的目標を促進することを志向していることを歴史的な証拠は例証している。金融

協同組合は特定の人々が金融サービスから排除されているという事態の克服を目指してい

るし、生協は生活必需品の供給を保証することで家計の存続を支えているし、農業協同組

合は、独立した農民が大型小売業者の市場支配力に立ち向かい、生産者として、さらには、

地域経済の保護者としての役割を果たし続けるための主たる制度的な道具となっている。 

 初期の協同組合のイニシアティブはコミュニティの福利を改善することを目指す「集団

的知識」に強く根ざしていた(Defourny and Nyssens, 2012)。しかし，時が経つにつれ、協

同組合は立地や活動分野において非常に多様化した。市場がより発展している国では，協

同組合は社会的コミットメントを弱め，社会的目標よりも単に所有権によってのみ投資家

所有企業と異なる区別される企業形態に進化した事例もある。一方で、ラテンアメリカ諸

国を含むいくつかの国では、協同組合はより広範なコミュニティに根差した企業となって

いる。ここ数 10 年にわたって、社会的目的を明確に掲げている新しいタイプの協同組合が

設立され，その多くは新しい分野で活動している。例えば、社会的協同組合は、社会的公

正の促進や環境保護、不利な条件に置かれた人々の社会的ならびに職業的な統合の支援と

いうニーズのような集団的知識の諸形態に深く根ざしている。社会的協同組合では、集合

的利益とは、単に経済的活動によってもたらされるものではなく、組合員が活動に取り組

むよう動機づけする主要な特徴である(Defourny and Nyssens, 2012)。 

 1995 年、ICA によって採択された「協同組合のアイデンティティに関する声明」は、様々

なタイプの協同組合の社会的側面を明示したり、あるいは呼び起こしたりする「コミュニ

ティへの関心」を、7 つめの協同組合原則として盛り込んでいる(MacPherson, 2012)。この

ような原則が設けられたのは、社会的インパクトよりも、組合員の参加に比例する剰余金

の分配と結びついた組合員の経済的便益を強調する協同組合の動きに対抗するためである。

協同組合とコミュニティとの関係を確認することで、この原則は協同組合の活動が社会に

大きな影響をもたらすことに関心を払うことと協同組合が活動するコミュニティに配慮を

する責任という 2 つの異なる特性を浮き彫りにしている。協同組合のコミュニティへのコ

ミットメントは、信用協同組合が地域に根を張って活動しコミュニティに関与しているこ

とから力を引き出している経験が示しているように、協同組合の競争優位性を生み出すこ

とが期待できる。さらに、協同組合の目的と参加型の組織構造を前提にすれば，協同組合

は広範な分野で事業を生み出すことによって新しいコミュニティの課題に対応するビルト

インされた能力をもっている(MacPharson, 2012)。 

 協同組合の社会的志向はいくつかの有益な効果を生み出す。まず、組合員，利用者や労

働者など多様なステークホルダーが目的の参加によって地域レベルに根付いているために、

                                                   
7 ドイツの施設型協同組合の創始者（1800-1869）。ある特定の部分に関する協同ではなく、住居やレクリ

エーション、庭園、店舗、学校、病院などを兼ね備えた、組合員のための居住地を建設し、あらゆる場面

で協同することを重視していた。 
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協同組合はソーシャル・キャピタルを醸成したり、コミュニティにおける信頼関係を強め

たりすることに貢献する。したがって、協同組合は、市民的な態度を育成したり、社会的

道徳を生み出したりするための効果的な手段であるとみなしうる(Dasguputa, 2012)。協同

組合が社会的凝集性についてもつ前向きの影響力は，互恵的な取引の実現を保証するため

の主要なルールを制度化する能力から来ている。協同組合は組合員が共有する相互依存的

な有用性から生じる相互の愛情によって特徴づけられ，組合員はしばしば共通善と重なる

共通の目標を共有していることから親・社会的な気質をもつ傾向がある。さらに，協同組

合は組合員に約束を守るインセンティブを提供することから，資源をプールするインフォ

ーマルな合意を特定の契約に転換する組織と見なされうる。そのため，協同組合は社会的

志向をもつ行動の外部的な執行者と考えられ得る(Dasguputa, 2012)。 

 ２つめに、所得と雇用の確保を通して、協同組合は、さもなくば公共政策の責任にとど

まる問題の解決を助けることができる。協同組合は、悪化する市場の条件においても、投

資家所有企業よりも雇用を創出、維持する能力を証明してきた。また、失業を懸念する従

業員が、自己防衛策として企業買収を行うという動き（ワーカーズ・バイアウト）がいく

つかの国で増加している。最近の買収が証明したように，深刻な危機が起きた時に協同組

合は雇用を守ることができる(Pérotin, 2012)。失業は、厳密に経済面だけではなく、より広

い効果，とりわけ健康面にも大きな影響を及ぼすことがますます認識されてきている。ワ

ーカーズ・コープが従業員の雇用を創出・維持すれば、コミュニティの公的医療支出にも

前向きの効果をもたらす。さらに、協同組合はサービス供給におけるギャップを埋める新

しいサービスを提供することで公的な福祉サービスを補完し、新しい雇用を生み出してい

る。 

 3 つめは、協同組合は、雇用の機会の創出にとどまらず，労働市場から排除されてしまっ

たり、また、その危険性があったりする不利な条件に置かれた労働者にしばしば特典を与

える。いくつかの国では、協同組合は、投資家所有企業によって差別された労働者を明示

的に優遇し，それらの人々が不利な状況を克服するのに足る適切な実地トレーニング

（OJT）を提供している(Defourny and Nyssens, 2012)。 

 これら協同組合によってもたらされる社会的便益は、異なる企業形態の業績を比較する

インパクト分析ではほとんど考慮されてこなかった。このような分析は通常狭い効率性の

基準に基づいているからである。大半の分析は協同組合が生み出す社会的目的，固有のア

ウトカム，集団的便益を考慮に入れないことから，投資家所有企業に偏っている。このア

プローチは認識論的な欠陥をもつばかりでなく，適切な政策の開発に役立たない (S. 

Zamagni, 2012)。 

 

第３章 協同組合の発展を妨げる壁 

 

 協同組合はしばしばその発展を妨げるいくつかの障害に直面する。このような障害は弱
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い法的枠組み，不適切な市場規制と政策，そして協同組合が採用する未発達のマネジメン

トの実践によって生み出されている。 

 

3.1．協同組合法 

 営利企業に関する規制は国の違いを超えてほぼ同一の内容であるのに対し、協同組合に

関する法律は国によって内容が様々である上、特定の法律が存在しない国もある。2001 年

に国連が、2002 年に ILO（国際労働機関）が公式文書として承認した 1995 年の ICA の「協

同組合のアイデンティティ声明」が浮き彫りにした協同組合の価値と原則の概念を促進す

るために国際レベルで行われた強力な活動に鑑みれば，このような違いを理解することは

難しい(Münkner, 2012)。このような統一性の欠如は，第 1 に協同組合所有形態のビジビリ

ティと利用を制約し，第 2 に協同組合事業の国際化を妨げ，様々の国をベースとする協同

組合の間の潜在的な相互作用の可能性を弱めるという，2 つの結果をもたらしている。 

協同組合に関する法律は、権限を付与するというよりもしばしば制約している。例えば、

ある国では、協同組合の事業領域や組合員の活動範囲について制限を設けている。また，

新しい協同組合の設立に必要な組合員数や資産を高く設定することによってさらなる障害

が生み出されている。さらに，協同組合がまだ非企業的な存在として分類されている国で

は，協同組合事業の範囲と形態に制約が置かれている。 

協同組合に対する一般的な評価の低さは、協同組合の会社化を容認あるいは優遇する各

国の法律を促進してきた。例えば、これは法が相互扶助組織や協同組合の営利企業への転

換を許す場合に発生した。それは協同組合が積み立ててきた資産をコントロールすること

にもっぱら関心を抱く機会主義的な組合員やマネジャーによって転換の選択が誘引される

リスクを伴っている。 

 

3.2. 市場規制 

 協同組合は市場規制によってその競争優位性を十分に発揮するのを妨げられうる。協同

組合に対し中立的あるいは好意的な市場規制も存在する一方で、競争ルールが協同組合の

発展を制約する場合もある。研究会議は否定的な効果をもった市場規制のいくつかの事例

を浮き彫りにした。 

 協同組合の特徴を考慮に入れずに設計された金融市場規制は信用分野の協同組合の発展

を阻んでいる。国際会計基準やバーゼル合意などの国際的な金融ルールは、協同組合モデ

ルの特徴を考慮に入れることに欠ける自己資本比率や流動性マネジメントシステム、ガバ

ナンスメカニズムを押しつける場合，協同組合の発展と成長を制約する。(Grillo, 2012)。

協同組合の特性に対する認識不足は、協同組合銀行に不釣り合いな規制コストを強い、そ

の結果、中小企業や家計が融資や借り入れを受ける機会を減じている (Ferri, 2012)。 

 同様に，公益事業の分野では，公正取引委員会は追加的なコストを生じるルールや制約

を押しつけることによって，供給者の市場支配力に対して利用者を保護しようとするかも
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しれない。しかし協同組合に関する限り，利用者はすでに協同組合所有形態によって守ら

れているためこうしたルールや制約は余分であり、追加的なコストを生じる。同様の状況

は公益サービスセクターにおいても生じる。契約システムが協同組合と投資家所有企業と

の間に存在する本質的な違いを考慮しない基準に基づいている場合には，協同組合は公益

サービスに関する受託契約の不公正なプロセスによってダメージを受ける恐れがある。 

 

3.3．支援政策 

 協同組合は、通常、設立や事業活動の統合を支援するために設計された公共政策から恩

恵を受ける。協同組合を支援するための特別措置が時として導入されていることから，協

同組合は投資家所有企業に比べて優遇されていると広く信じられている。これは単純な見

方である。実際には協同組合を支援する政策はしばしば弱く，矛盾をはらんでいたり、論

争を巻き起こしたりするようなものである。 

 いくつかの国の政策は、協同組合に「企業」としての完全な地位を与えていないため、

協同組合は、営利企業に与えられているような制度的恩恵を受けられない。例えば，雇用

助成金は協同組合の組合員や従業員にはしばしば否定されている。別の国では、法律は投

資家所有企業には適用されないやっかいな義務を協同組合に課している。例えば，協同組

合は（その財産や利益は、コミュニティのために使われなければならないと定めている）

アセットロックのルールに従わなければならないが，競争の名のもとに税制上の特典を受

け取る資格がない場合に，これは生じる。協同組合は非営利組織と同様、社会的公益的目

標を追求しているにも関わらず、協同組合は非営利組織が受けているようなインセンティ

ブや税制優遇が適用されないということがしばしば起こっている。 

 

3.4.マネジメントとガバナンスの慣行 

 協同組合は、その価値と設立の原則に忠実であることを目指しつつ，経済的業績を追求

するために多くの課題に直面する。協同組合はその倫理を反映するマネジメントや会計の

手法を採用するために奮闘しなければならない。 

 主流のマネジメント慣行はしばしば協同組合を経営するには不適切である。協同組合の

ニーズに沿って作られた教育・訓練プログラムがないために，マネジャーは協同組合のミ

ッションと矛盾した慣行や道具を採用するようになる。協同組合多くのセクターで数の上

でも規模の上でも成長し，効率性を証明したが，マネジメントは弱い領域にとどまってい

る(V. Zamagni, 2012)。投資家所有企業の慣行を模倣することは，より効率的で協同組合の

所有形態に合致したオルタナティブ・モデルを開発する協同組合の潜在力を軽視する。 

 弱いマネジメントはいくつかの否定的な帰結を生む。それは協同組合が投資家所有企業

の慣行を模倣することを促進し，とりわけ組合員の強力で活発な参加から生じる協同組合

ならではの競争優位性を協同組合が活用することを妨げ、組合員やマネジャーの機会主義

的行動によって協同組合の株式会社化を引き起こす。 
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 協同組合の規模が成長し、組合員の関心の異質性が増加するときに一貫したマネジメン

ト慣行の欠如が起こる。原則として，こうした問題は革新的なガバナンス戦略によって解

決されうる。しかし，協同組合は同質化傾向とイデオロギー的なガバナンス解決策の間で

しばしば落とし穴に陥る。このように，革新的な戦略の実験は「一人一票」の原則に基づ

いて選出された総会や理事会という排他的なガバナンスモデルを消極的に受け入れること

によって妨げられ得る（Hansmann，2012）。組合員の関心が異質化しても、所有コストを

減少させつつ、協同組合を経営出来るような多様なガバナンス戦略もあることを経験は証

明している。だが、このようなガバナンス戦略に対する詳細な分析や公式化が行われてこ

なかったために、その採用は普及しなかったのである。 

 研究会議の報告者はこのようなプロセスの事例を提供した。スペインのモンドラゴンと

フィンランドの協同組合銀行の事例研究は、制度的な適応が成功をもたらす重要な要素で

あることを示した。革新的なガバナンス解決策の設計を通じて変化する条件に適応する能

力のために，両協同組合グループは民主主義を保持する圧力に対応しつつ、繁栄する能力

を立証した (Jones and Kalmi, 2012)。 

 

第４章 協同組合を解釈する 

 

 上述の障害を克服し，協同組合の経済的インパクトと社会的価値を強めるために，新た

な解釈の枠組みが必要である。研究会議の重要な目的の一つは協同組合の性質と原理を説

明するのに役立ちうる理論的な発展に光を当てることであった。報告者は従来の解釈の限

界と最近の理論的な革新を明確にした。 

 

4.1．既存の経済理論の限界 

 分析アプローチは異なるものの、全ての招待講演者が合意したことは、協同組合が概し

て投資家所有企業よりも非効率であるとの広がった新年に挑戦する必要があるということ

である。協同組合だけではなく、社会経済システム全体に関する既存の理論の不適切な前

提に対して異議を唱える招待講演者もいた。 

 とりわけ、指摘されたのは、既存の理論が抱える次の 3 つの限界である。1 つは、効率性

の主要な条件が分業から生じる課題の専門化であるという仮定である。経済学者は，社会

的分業が最大化する場合にはいつでも主体の専門化が強化され，技術が許容する最大レベ

ルの生産が達成されると一般的に仮定する。この仮定は、特定の課題に専門化するよりも

同じ活動を追求する主体の協力によってもたらされうる効率の増進を軽視している。 

 2 つめの限界は、競争市場と契約が，独立し，専門化し，合理的な主体をコーディネート

するためにもっとも効率的な社会的制度であるという仮定である。もう一つの埋め込まれ

た仮定は，競争力は必然的に市場を特徴づけるものであり、それは適切な規制によって達

成されうるというものである。しかしながら、多くの場合において、市場は完全に競争的
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なものとなっておらず、その結果、社会に最大の福祉をもたらすことができない。このよ

うな条件のもとでは，市場への資源のための機会は構造的に制限される。 

 3 つめの限界は、経済的主体が完全に合理的かつ利己的で、あらゆるタイプの経済活動へ

の参加によって生み出される純所得の最大化を唯一の決定要因とする効用機能によって特

徴づけられるとの仮定である。このような単純化では、通常金銭的報酬によってのみ動機

づけられない主体の現実の行動を説明できない。さらに，最大限の金銭的利得を得られな

い場合でも、取引が成立するのはなぜかを説明できない。このような取引が起きるのには 2

つの重要な理由がある。1 つは、経済活動に参加する決定が金銭的報酬以外の利己的動機に

由来するということである。例えば、ワーカーズ・コープにおける、長期に渡る収入の安

定化、農業協同組合における、市場の異時的な条件のもとでの公正な価格での農産物販売

の機会といったことがこのような報酬に該当する。2 つめは、主体が利己的動機動かされて

いるだけではなく、それに影を投げかけたりそれと結びついたりしている互酬性（助け合

い）や道徳的コミットメント，プロセス重視など、より社会的な動機によって動かされて

いるということである。個人の本性についてのより広い見方が行動経済学者によって開発

されているが、彼らは、「強い互酬性」に基づいて協力する人間の能力を浮き彫りにしてい

る (Ben-Ner and Ellman, 2012; S. Zamagni, 2012)。 

 主流派のアプローチの限界を軽視する理論の適用から導き出される結論は疑問の余地が

あり，協同組合の現実の機能と合致しないことは驚くべきことではない。例えば，ワーカ

ーズ・コープで起こるとされる，価格が上昇すると雇用を削減すると想定する「屈折した

供給対応」を考えてみよう。近年の実証的研究は協同組合が製品価格の変動や需要激変に

対して「屈折した供給対応」をしていないことを示している。むしろ，協同組合は一般企

業よりも雇用の創出と安定を選好する傾向があることを示している (Pérotin, 2012)。コン

トロールできない労働者の想定されるフリーライダーとしての行動のために、協同組合の

構造的な非効率性に関しては同様の条件が存在する。この解釈は協同組合に参加しようと

する決定にしばしば影響を与える重要な要素である本質的な動機づけの役割を軽視してい

る。 

 

4.2. 新しい理論的発展 

 協同組合の本質を理解するには、集合的な利益を生み出す上での一つの可能なコーディ

ネーションのメカニズムとして市場での交換を捉える必要がある。経済学者の多くが共有

しているこの前提によると、参加している全ての人々が財や課題の配分を再配置すること

によって公正な便益を実現する場合、市場の特性は交換を効率的に管理する能力である。 

 実際には，ヒエラルキー（階層性）や協同に基づくオルタナティブなメカニズムも集合

的な現役を生み出すことができる。既存の経済理論によれば、市場が失敗する時、このよ

うなメカニズムの混合物に依拠する公的主体や民間企業はより効率的な社会的制度となる

ように思われる。それにもかかわらず，重要なステップはすべての企業が同じ特徴を共有
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していないということを認めることである。公的主体や投資家所有企業は主としてヒエラ

ルキーに依拠している。さらに，投資家所有企業は市場交換の原理を複製する契約関係に

従って組織される。実際に，投資家所有企業は「私的に所有された市場」と見なされ、そ

こでは経済的主体の相互作用は利己的な金銭的交換に基づいて行われる(Heath, 2006)。そ

の結果，投資家所有企業はしばしば市場と同様の条件のもとで失敗する傾向がある。 

 投資家所有企業とは異なり、協同組合は主として自発的な協同に基づいている。協同組

合のメカニズムを活用する可能性は、行われる取引のタイプによるが，特定の条件のもと

で競争優位を生み出すことを可能にする。とりわけ，もっぱら経済的な利己的行動を通じ

てはコーディネーションが達成されない場合には，協同組合は特別の優位性をもつ。社会

的主体がお互いに信頼し，利己的な行動に加えて協同的な行動をとり，他者を尊重し互酬

性に基づく動機や行動を活発化させる条件のもとで集団的利得が実現される状況が実際に

存在する。異時点間の合意が他の取り決めより大きな利得を生み出す場合には，協同組合

は規模の経済の優位性を掴みうる。例えば，農業協同組合でこのような状況は起こる。多

数の組合員のリスクをプールすることが起きる場合には，相互組織や協同組合の保険は市

場交換よりも効率的な解決策の実現に成功する。効率は主体が「本当のことを言う」こと

を前提とする場合，協同組合は効率的に情報の移転をすることができる。最後に，生産さ

れる財やサービスが（その完全な価値を価格システムを通じて利用者に課金することがで

きないために）内部化することができない正の外部性によって特徴づけられる場合，協同

組合は効率上の優位性をもつ。 

 このような状況は広がっており，したがって，明示的に社会的目標を追求する協同組合

を含めて，さまざまなタイプの協同組合には大きな行動の余地がある。 

 経済制度が多様化することを解釈することは，コーディネーションメカニズムにおいて

協同組合を区別する特徴が極めて重要であることを意味する。この特徴は，協同組合の経

済的役割と非経済的役割の不可分性，協同組合の行動の指針となる原則，協同組合が活動

するうえでの法令の制約を含む。このような特徴はすべて，さまざまなタイプの協同組合

が直面する特定のコーディネーション問題と合致する。 

 この協同組合へのアプローチは４つの重要な意味をもつ。１つは、市場交換，投資家所

有企業，公的機関と比較した場合の協同組合を特徴づける効率上の優位性である。特に，

協同組合は自己利益以外の動機づけにより強く依拠することから特別の効率上の優位性を

導き出す。さらに，協同組合は他の組織に比べてフリー・ライダー問題にさらされにくい

と期待される。協同組合の追加的な資源は組合員の固有の動機づけであり，効率分析はこ

の重要な要因を考慮に入れるべきであろう (S. Zamagni, 2012)。 

 ２つめは協同組合の生存能力に関わる。協同組合は市場交換以外のメカニズムが働き，

非利己的な動機が主要な役割を果たす分野において、存続し繁栄する。その一つの例が、

信用セクターで，信頼関係に基づいた組織は情報交換の改善に貢献してきた。農業分野に

おいても、農民の協同は分業にさらされない事業において重要な規模の経済の達成を可能
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にしてきた(Valentinov et. al., 2012)。その他，相互組織はリスクをプールするうえで効果

的であり，社会的協同組合は内部化できない正の外部性が生み出される場合には効率的で

ある。 

 ３つめは協同組合の潜在的可能性に関わる。提案された理論的な枠組みに合致して，協

同組合は世界中で発展する大きな可能性をもっているということである。発展途上国にお

いては、収入レベルが低かったり、市場交換が発達していなかったり、福祉制度が限られ

ているために，協同組合のメカニズムから集合的な便益を獲得する大きな余地が存在する。

他方、工業先進国では、正の外部性によって特徴づけられる社会サービスやコミュニティ

サービスのための要請が高まり，多様化している。 

 ４つめは協同組合の限界に関わる。市場がより競争的になるや否や，市場の失敗に対応

する協同組合の競争優位性は失われる傾向がある。しかし，競争状態に向けての進化は特

定の市場において厳密な条件のもとでのみ起こる。実際，分業がさらに増大し，市場の失

敗が市場自体の進化や規制によって大幅に弱められるような事業について生じる。市場が

より競争的になる場合，協同組合は、自らの財の付加価値を高めるマーケティング・組織

戦略を採用するならば，役割を果たし得る。 

 要するに，様々なタイプの協同組合を設立する決定，その生き残りと経済社会への貢献

は，協同組合が投資家所有企業に対して持つ優位性によって説明しうる。研究会議は 2 つ

の重要な問題を解明した。まず，さまざまの視点から，報告者は協同組合が周辺的な企業

であり，市場交換と投資家所有企業が必然的に最も効率的な社会的制度であるという考え

方に異議を唱えた。この考え方は多くの欠陥をもつ理論に大きく依拠している。2 つ目に，

報告者の結論は，協同組合の歴史的・実証的分析の成果により合致した新しい理論的見地

を開発する可能性を証明した。 

 より一層の理論的発展が求められているが、このような問題を明確にしたことは、業務

レベルの協同組合にとって重要な意義をもっている。 

 

第５章 協同組合の今後の動向とさらなる挑戦 

 

 未来は協同組合にとって主要な挑戦課題を提示している。世界経済危機は、協同組合が

投資家所有企業よりも、危機に柔軟に対応できることを示したのみならず、市場によって

コーディネートされる営利企業と権威の原則に裏付けられた公的組織という 2 つの組織を

中心とする経済組織の支配的なモデルの欠点をも明らかにした。危機が確認したことは，

投資家所有企業のみでは、交換が参加する両当事者に利益をもたらすことができない場合、

社会全体の幸福を実現することができないということであった。さらに、危機は公的機関

がすべての市場や投資家所有企業の失敗に対処し，ニーズの増大と多様化に対応すること

はできないことを明らかにした。危機は投資家所有企業と公的機関の間の役割の再配分に

基づく民営化政策が活力ある解決策ではないことを示した。実際に，1980 年代以降、多く
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の国々によって採用された広範な自由化や民営化の戦略は、満足のいく成果をもたらさな

かった。このような欠陥は不平等の劇的な増加や再生不可能な資源の乱用、不確実性や貧

困の増大につながった。 

 競争と利己的行動を過度に重視する経済組織の限界についての認識は、営利企業による

社会的責任や協力を重視する革新的経営戦略の採用につながった。ますます多くの人々が

さまざまな形の協力を拡大することを危機からの実行可能な出口であると考えていること

は驚くべきことではない。その結果、伝統的な協同組合と新しいタイプの協同組合双方に、

新たな発展の余地が現れてきている。 

 伝統的な協同組合は、貸付や住宅の提供、農業や雇用創出の支援といった主要な活動場

面でますます重要な役割を果たすことが期待されている。協同組合銀行やクレジットユニ

オンは大手銀行よりリスクが低いことを証明し、顧客との信頼関係を強めつつ新たな顧客

を獲得してきたことから、発展し続けるべきである。農業協同組合は、人口増加のために

食料のニーズが高まることに鑑みて，農家と農業生産の生き残りにとってますます重要と

なるだろう。さらに、食料の安定供給を確保したり、環境を保護したり、持続可能な発展

モデルを推し進めたりする上でも、重要な役割を果たしうる。新しいワーカーズ・コープ

やワーカーズ・バイアウトの多くの実例は、雇用保障が弱体化し、失業率が急速に高まる

中なかで雇用を維持・創出するうえで協同組合が一層卓越した役割を発揮しうるというこ

とを示唆している。 

 さらに，協同組合の発展可能性が十分に活用されていないいくつかの新たな分野がある。

すなわち、対人サービス、とりわけ、福祉，教育や医療のサービスである。何故ならば、

これらの分野におけるサービスは、ますます多様化する需要によって特徴づけられる。こ

の分野では公的サービスの供給が限られていたり、削減されたりしている一方、民間営利

企業が供給するサービスの質にはばらつきが生じたり、不確実であるからである。医療や

介護に対する公的保険の範囲の削減を補完するのに役立ちうる相互保険組合においても、

同様のことが言えるだろう。 

 協同組合が拡大しうる他の分野としては、文化施設の運営や水道供給、廃棄物処理、公

共交通、再生可能エネルギーの創出といったことを含むコミュニティサービスが考えられ

る。これらの事業はすべて、自然独占や低い不確実な収益性によって特徴づけられる。そ

のような中、協同組合は、参加型の組合員・ガバナンスモデルのために，サービスを提供

するのに最も適している。 

 協同組合の増大する活動分野は，農業や漁業という伝統的分野以外の中小企業のネット

ワークを制度化することである。協同組合は研究や製品開発などの共同の活動を効果的に

行い、市場拡大を促進し、生産性と会員企業の競争力を向上させることができる。 

 報告者は新しい協同組合や伝統的な協同組合の革新的な取り組みについての実例を紹介

した。しかし，より効果的な経験交流がお互いの学び合いをサポートし、世界中の協同組

合の再生と強化を刺激することは明らかである。 
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第６章 行動のための提案 

 

 協同組合の優位性をフルに活用するには、協同組合の前に立ちはだかる様々な壁を克服

する必要がある。招待講演者は協同組合の発展を制約する障壁を強調し，解決策を提示し

た。その提案は、学界、公的機関、協同組合運動、国際的寄付者に向けられた 3 つの勧告

に要約できる。 

 

6.1．適切な規制と支援政策の導入 

 1 つめの勧告は、協同組合が競争優位性を発揮することを可能とする一貫性のある規制と、

協同組合の設立，拡大や統合を促す支援政策を設けることである。 

 ヨーロッパでは、不適切な規制によって妨げられなかったり、協同組合の役割が十分に

認知されていたり、協同組合の活動領域が特定の分野に限定されていなかったりする国で、

協同組合は急速に発展している (V. Zamagni, 2012)。協同組合の潜在力をフルに掘り起こ

すには、協同組合法は協同組合の役割を認知し，協同組合が有益な担い手となりうるいか

なる産業分野でも活動することができるように柔軟でなければならない(Hansmann, 

2012)。これには伝統的に公共に担われ，公益性をもち，公的な資金を利用することができ

る分野を含む。したがって，ICA によって策定された協同組合原則は，新しい形態の協同

やガバナンスの慣行の出現を支援するように，柔軟な方法で解釈されるべきである。 

 協同組合はその特性に従って取り扱われるべきであり，競争企業との対等な競争条件を

保証されるべきである。 (Münkner, 2012)。同様に、市場規制は協同組合の性格と合致し，

社会の集合的利得を最大化するよう設計されるべきである。この問題は市場規制の責任を

もつ公的機関によって主に取組まれる必要がある。 

 行動が必要な分野には，新協同組合の設立支援，既存の協同組合の支援，協同組合セク

ター内部のキャパシティ・ビルディングがある。各国政府の政策は事業サービスへの協同

組合のアクセスを保証すべきである。さらに，各国政府はすべての段階で一貫した支援政

策を開発すべきである。協同組合は非営利志向をもっていることから、投資家所有企業よ

り優遇された税制上の取り扱いを受けるべきである。しかし，協同組合法は正当な税の軽

減や特典を規定しながら，協同組合の株式会社化を防ぐための特別な義務（アセットロッ

クなど）を盛り込むべきである。このような状況の下で，協同組合運動は、アンブレラ組

織や協同組合連合会，協同組合の新設を支援する基金の設置などを通して主要な役割を果

たしうる。 

 さらに，全国と地方の政府や協同組合運動は、（ヨーロッパや北アメリカなど）協同組合

セクターが発展している国や地域の協同組合運動と、協同組合が十分に認知されていない

地域の協同組合運動の橋渡しをするうえで主要な役割をも果たすべきである。 
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6.2. 一貫性のあるガバナンスとマネジメントの慣行の開発 

 2 つめの勧告は、協同組合の価値と原則を体現した一貫した経営文化を編み出すことであ

る。組合員が協同組合の固有の特性についてよく知るようになることが奨励されるべきで

ある。協同組合の経営を営利企業の経営に改造するというこれまで広く行われてきた慣行

は反転させるべきである。協同組合の特性をフルに活用し，営利企業による協同組合のテ

イクオーバーを避けるためには，協同組合の価値と原則により合致した経営慣行を採用す

べきである。協同組合運動と大学は、経営の慣行やガバナンスモデルに関する新しい研究

を支援し、最新の研究に基づいた革新的なトレーニングや構成された大学のコースなどを

通じて協同組合のリーダーの経営スキルを磨くことができるよう努めるべきである。 

 世界中の協同組合の経験が示していることは，最も成功を収めている協同組合が、規模

の経済の利点を獲得し、会員協同組合に費用対効果の高い技術・経営支援、マーケティン

グと購買サービス，訓練とプロジェクト企画を提供するために、連合会、事業連合，グル

ープなどといったシステムとして共に活動する傾向があるということである。しかし，協

同組合の規模成長という傾向は注意深く評価すべきである。ますます知識に基づく経済に

おいて，最も効率的な企業は小規模でネットワーク型で組織されるかも知れない。この点

で，協同組合は地域コミュニティに根差し、参加型のガバナンス形態のような優位性をも

っている。ネットワークを強化する取り組みは，協同組合が規模の経済を達成し、単一の

事業体では十分に発揮することができない成長機会という獲得することを助けるだろう。 

 

6.3. 協同組合の見える化の推進 

 3 つめの勧告は、協同組合の原理のよりよい理解を支援し，主要な経済的社会的達成する

組織としての認知度を高めるための特定の方策と行動に関わることである。 

 報告者は、協同組合の原理を包括的に説明し，協同組合の行動の潜在力を活用する方法

を示すことができる広範囲の理論を浮き彫りにした。研究者は協同組合研究を特徴づける

細分化を克服し，経済主体により活用されるメカニズムとその行動を突き動かす動機づけ

についての現実的な仮定から出発するよりシステマティックな研究を開発するために献身

すべきである。最新の均質的な統計データが生産され，研究機関や統計局が利用できるよ

うにすべきであり，協同組合形態の原理と競争優位を説明するのに役立つ新しい理論的ア

プローチが大学や研究センターによって開発されるべきである。 

 最新の研究の成果に依拠して、協同組合の認知度を上げる措置が国レベル及び国際レベ

ルの協同組合運動と各国政府によって推進されるべきである。研究から得られた成果を広

めるためのより効果的なコミュニケーション戦略が、学界と地方、国及び国際レベルの協

同組合によって採択されるべきである。協同組合運動は、協同組合の地域経済と福祉シス

テムに対する貢献について、公的機関、政策立案者、コミュニティの認知度を高めるよう

努めなければならない。 

最後に、国際的寄付者は、とりわけ協同組合を発展させ支援するための適切な法的環境
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が存在しない国においては、協同組合への政治的認知を支援すべきである。 
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