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要約 

本論文は統一思想の理想経済論である共生主義の観点から協同組合の経済運動が持つ理

論的含意について考察することに目的がある。これを通し、真の愛に基づいた連帯の経済を

夢見る共生主義を現実化するための経済組織として、協同組合が意味ある価値を持つこと

を明らかにしようとしている。協同組合は、自由な市民が生活から感じる共同の必要を協同

で解決しようと作った自発的な結社体だ。協同組合の経済運動は、具体的な生活の基盤であ

る地域を中心に、市民主体が共同の目的と関心のために集まり、共同所有と民主的運営に基

づいて日常生活の問題を共に克服していく互恵の経済を目指す。資本よりは人が、競争より

は協同と共同体の価値がより強調される協同組合経済運動は、人類一家族の観点から万民

の福祉に寄与する真の愛の経済を実現しようとする共生主義と相通ずる面が多いと思われ

る。そこで、共生主義の現実化のため、協同組合の経済運動を積極的に検討してみる必要が

ある。 

 

［テーマ］共生主義、協同組合、社会的経済、連帯の経済 

 

I. はじめに 

1980 年代から、世界経済のパラダイムを主導した経済的新自由主義は、自由市場の極大

化こそ効率性を高める最上の装置だと主張し、小さな政府、労働市場の柔軟化、規制緩和、

自由貿易協定などを活発に推進し、地球村の経済秩序を再編してきた。そして、この過程で

市場の力が過度に拡大して社会的価値と経済的価値との間の均衡が崩れ、失業と貧困、両極

化、共同体崩壊、生態系破壊などといった様々な問題と副作用が深刻に表出された。経済の
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世界化がもたらした無限競争システムは、いつ取り残されるか分からないという不安感と

社会的排除に対する圧迫感を増幅させ、私たちの日常生活をさらに苦しくしている。 

このような状況の中で、新自由主義的経済が生み出す問題と逆機能を治癒するための一

つの代案として社会的経済（social economy）が注目を受けている。社会的経済は進化し続

けている概念で、その意味を一言で定義するのは簡単ではないが、だいたい営利活動をしな

がらも経済活動の目的を利潤の極大化ではない社会的価値の実現においた経済組織だとい

える1。社会的経済は新自由主義が‘市場’と‘社会’を分離させて自由市場の拡大だけを一方的

に強調してきたことを批判しながら、市場が社会的価値を中心に再定立されなければなら

ないと見る。つまり、市場はより広い次元で人間社会のために寄与すべきであり、市場の作

動の仕組みは信頼と連帯、共同体性などといった社会的価値と結びつき、資本ではない人と

労働が中心となる互恵的経済共同体を目指していかなければならない。 

社会的価値と経済的価値の統合を追求する社会的経済の代表的な実践組織が、まさしく

協同組合だ。協同組合は個々人の力では充足させるのが難しい共同の経済的必要を近隣と

の協同を通して解決していこうと構成された自治、自立、自助的な経済組織で、過去 170 余

年の間、社会的経済生態系を造成する上で主導的な役割を果たしてきた。協同組合は、具体

的な生活の基盤である地域を中心に、自由な市民主体たちが共同の必要と関心のために集

まり、共同所有と民主的運営に基づいて日常生活の問題を互恵の力で克服していく連帯の

経済を追求する。このような目的から出発した協同組合経済運動は、初期には巨大資本から

疎外された弱者たちの経済的地位向上と権益保護に焦点を置いたが、最近では弱者たちの

利益追求を越え、多くの住民間の協同を通じて地域の経済的自立度を高め、経済のグローバ

ル化で崩壊した地域の共同体性を蘇らせる代案的経済共同体運動としての位置を確立して

いっている。 

新自由主義がもたらした暮らしの危機を人間尊重の価値を土台に克服していこうとする

協同組合の経済運動は、統一思想の理想経済論である共生主義と相通じる面が多いと思わ

 

1 社会的経済は市民たちの現実的な必要によって作られた多様な経済実践組織、例えば協同

組合、社会的企業、相互共済組合、結社体、村企業、自活企業などを一つに範疇化して呼ぶ

抽象的な概念で、誰もが同意する明確な概念は存在しない。 各国ごとに市民社会固有の歴

史的経験と実践を背景に、‘社会的経済’、‘第三セクター’、‘非営利セクター’などの様々な定

義と用語が使用されている。 社会的経済の概念に対する明確な合意がなされにくい理由は、

新しい経済環境に照応して、既存の社会的経済関連組織が変化したり、新しい組織類型が登

場したりして、社会的経済の生態系が持続的に進化していっているからである。 外部的に

多様で複雑な社会、経済的問題が登場し、これに対応するための新しい政策や組織、事例が

既存の関連組織と融合する様相を見せながら、社会的経済の概念的地平もやはり持続的に

拡大、再構成されているのである。 キム・ウィヨン、ミウラ・ヒロキ『韓·中·日社会的経済

Mapping』(クァチョン：チンウィジン、2015)、57-8。 
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れる。共生主義は神の原所有権を基に、私と隣人の共同所有、良心に従った適正所有を主張

し、万人の福祉に寄与することができる真の愛の経済共同体を目指している。神が創造され

た万物世界を連帯、協力、参与といった共同体的方式に従って共に所有、管理していき、他

人の物質的疎外と欠乏を考慮した適正所有を通して成長の果実をすべての構成員が均等に

分配される正義の神の経済を実現しようとする。 

共生主義のこのような経済的理想は、協同組合を通して現実の中でよりはっきりと現わ

れると見る。そこで本論文は共生主義の観点から協同組合の経済運動が持つ意味を探り、協

同組合が市場資本主義体制において共生主義を実現していくことのできる代案的経済組織

として働き得る可能性について考察してみようとする。そのためにまず理論的検討を通し

て統一思想の共生主義について探ってみたのち、協同組合の概念と経済組織としての特徴、

原州の協同組合運動の事例を中心に、地域社会で協同組合運動がどのように展開されてい

るのかを調べていくことにする。続いて、共生主義の観点から協同組合の経済運動の持つ理

論的含意について議論してみることにする。 

 

II. 共生主義に対する理解 

国家の介入に対する防御論理から出発した自己調節的な市場資本主義は、市場万能主義

に変質し、新自由主義という名の下、過去 30 余年の間世界経済の秩序を支配してきた。社

会主義の崩壊で資本主義は普遍的な経済体制とみなされて競争のない独走を繰り広げ、こ

のような過程の中で人類は無限競争と適者生存、勝者独占だけが効率性を高められる唯一

の代案だという新自由主義の言葉をこれといった疑いもなく信じてきた。しかし、経済の世

界化だけが資本主義市場経済を定義し規定する唯一の体制ではないはずだ。ポランニー

(Karl Polanyi)の指摘のように、今の市場体制は固定不変の類型ではなく、人間の歴史の中

で現れる特殊な経済体制の一類型に過ぎないかもしれない2。我々には競争と利潤でなくて

 

2 ハンガリーの経済人類学者カール・ポランニーは、人類の歴史の中で発見される数多くの

経済体制に対する比較分析を通じて、市場資本主義に対する新たな代案を模索している。 

彼によると、市場経済の登場以前、経済は社会的、文化的関係に埋もれていた。しかし、市

場経済が発達し始めながら、経済は次第に社会的、文化的脈絡と分離し始め、あげくの果て

に経済そのものの法則に従って動くようになり、社会的関係すら市場の規則に従属されて

しまった。 そこでポランニーは、市場の位置を再び社会に再統合させることによって、基

本的な社会的価値が回復された社会を作っていかなければならないと強調している。ポラ

ンニーのこの経済思想についての検討は次を参照のこと。Karl Polanyi, The Great 

Transformation: the Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, 

1944); Karl Polanyi, Primitive, Archaic, and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi 

(Boston: Beacon Press, 1968); Karl Polanyi, The Livelihood of Man, ed. by Harry W. Pearson. 
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もより豊かな経済的な生活を営んで行くことができるより良い道がありうるということだ。

したがって、新自由主義の論理から抜け出し、連帯と協同、共生などといった共同体的価値

を創出する多様な市場作動の仕組みの可能性について模索していく必要がある。 

統一思想はこうした代案を共生主義から探している。共生主義は、統一思想が提示する理

想社会の経済的な側面を学術的に定立した理論だ。共生主義は神様の真の愛を土台に心と

体が統一され人格的に完成された愛的人間を基盤に社会と国家、世界など共同体的次元で

実現されなければならない本然の経済体制を神と私、隣人との間の共同所有と良心に基づ

いた適正所有の概念を土台に詳しく明らかにしている。 

共生主義は、人間の経済的行為がすべての人類の幸せな共同体的生活と決して分離され

ることはできないと見る。言い換えれば、経済は社会と離れて独自に存在する領域ではなく、

神の創造理想である人類一家族社会の枠組みの中に統合され、真の愛の価値を創出する一

つの社会的な仕組みとして機能しなければならないと見る。経済と社会が密接に関連して

いる限り、人間の経済行為は連帯と公共性、分かち合いといった社会的価値と決して分離す

ることはできない。一言で言えば、経済は神の子女であるすべての人間のより良い人生に寄

与できなければならない。 

共生主義は、これを具体的に人類の福祉増進に寄与する経済と表現している3。共生主義

において経済の目的は今日の自由市場資本主義が主張するように財貨の需要と供給の原理

による利潤の極大化にない。協同と連帯に基づく共同の活動を基に自身の創造性を自由に

発揮し、これを通して生産した結果物を隣人と均等に分配し、個々人の福祉増進に寄与する

ことが、経済活動が追求する理想的な目的なのである。 

したがって、共生主義において経済は、財貨の生産、交換、分配、消費などに関する活動

の総和という一般的な意味を超えている。その中には神の心情を基に経済活動に参加する

すべての人々の安楽で豊かな生活のために奉仕しようとする愛と為に生きることの価値が

共に込められているからだ4。生産者たちは神の心情を土台に隣人の為を思う愛の心で自分

の創造性を積極的に発揮して生活に必要な質の良い製品を真心込めて生産する。消費者は、

生産者のこのような苦労と努力に感謝しながら、適正な価格を支払い、喜んで製品を使って

いく。このように共生主義において、経済は財貨の流通過程であるだけでなく、心情と愛、

感謝と調和が共に流れる物心一如の統一的過程と見なされる。 

共生主義は‘人類の福祉増進に寄与する経済’、‘物心一如の統一的過程としての経済’を実

現する具体的な方策として共同所有と適正所有を提示する。共同所有とは、神の原所有権を

認めた土台の上に成立する相対的所有権で、神のみ意に従って、隣人と共に万物を共同所有

し、主管していくことを意味する。人類の父母である神は愛の対象であり、子女として創造

 

(New York: Academic Press, 1977) 

3 統一思想研究院、『統一思想要綱』 (東京：光言社、2000)、705. 

4 李相軒、『頭翼思想時代の到来』 (東京：光言社、1997)、100-2. 
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したすべての人間が安楽に暮らしていける環境として自然万物を創造された。人間が自然

を利用して食べ物を得て生活を潤沢にすることは神のみ意である5。自然はすべての人々に

与えられた共有財であり、人類はこれを創造的な協同を通して効率的に主管していくこと

で共同体を豊かに育てていく万物の主管主としての責任を共有する。 

統一思想は、神と人間の共同所有の原型を理想的な家庭に見ている。家庭において所有は、

たとえ法的に父母の名義になっていても、父母の所有であると同時に、子女の所有である共

同所有の形態として現れる6。父母はいつも子女たちに惜しみなく物質的な恩恵を与え、子

女は父母の愛に感謝しながらこれを責任もって扱っていくようになる。家庭という垣根の

中で、父母と子女が生活に必要な財貨を共有していく経験は、血縁関係を超越して隣人との

関係である共同体として、さらに拡張される。家庭の中で感じる愛は、共同体の中で隣人を

兄弟姉妹のように愛する心で広がり、物質的財貨を家族同士で共有した経験は社会で隣人

たちと共に自然万物を共同で管理し、治めていく活動へと自然に拡大される。 

共生主義における所有は、神様と私、隣人の共同所有であるが、適切な目的による私的所

有も部分的に認められる。人間は他の人と区別される自分だけの独特な個性を維持してい

こうとする個体目的と、自由を基に他人に愛を与えようとする全体目的のために私的所有

権を持つようになる。この時、個人が保有できる所有の範囲と限界は、各自の良心に従って

決められる。共生主義において私的所有の程度を決定する基準は、個人の道徳的基準である

良心にかかっている。本然の世界において、人間は真の愛を実践していく愛的存在であるた

め、自分の清い良心を通して適正な所有の程度を自然に知るようになる。しかし、良心に従

った適正所有であっても、所有の量と質は同一ではない。これは個性真理体として個々人の

性格と趣味が異なり、連体的存在としてそれぞれが置かれている格位が異なるからである。

一般的に愛をより多く与える高い格位にいるほど、必要とされる財貨の量も増大する。した

がって、個人の所有は同一の量に規定されることはできず、自己の良心による適正な所有を

原則とする。 

 

III. 協同組合に対する理解 

1. 協同組合の概念 

1895 年に創設され、世界協同組合運動の求心点としての役割を果たしている国際協同組

合連盟（International Co-operative Alliance、ICA）は、協同組合の持続的な成長と発展、

協同組合間の協力と連帯のための共通基盤を造成するため、1995 年に‘協同組合のアイデン

ティティに関する ICA 声明（The ICA Statement on Co-operative Identity）’を発表した7。

 

5 文鮮明、『平和を愛する世界人として(東京：創芸社、2009)、316. 

6 統一思想研究院、699. 

7 キム・ギソプ、『目覚めよ協同組合』 (京畿：図書出版 ドゥルニョック、 2013)、 8. 
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この声明書は協同組合を以下のとおり定義づけている。 

 

協同組合は共同所有と民主的運営をする事業体を通じて、自分たちの共通

する経済的、社会的、文化的必要と熱望を達成するために自発的に結成された

人々の自律的結社体だ8。 

 

上の定義によれば、協同組合は‘事業体’と‘結社体’としての二重的性格を持つ経済組織と

理解できる。まず、協同組合は財貨の購買、生産、販売、提供を通して利潤を追求する事業

体（enterprise）だ。企業と同じように、協同組合は組合の設立目的を達成するための特定

の事業を行い、その事業を通じて組合員の利益を充足させようとする営利的な特性を持っ

ている。したがって、社会的需要に伴う市場性の確保は、協同組合の経済的自立と持続的運

営のための核心的な要素となる。協同組合もやはり事業を行う企業の一種であるため、経済

的な成果を出すことで存続することができる。 

次に、協同組合は結社体（association）である。ここで結社体とは、地域共同の必要や熱

望、価値を実現しようと個々人が自発的に連合して作った自治組織という意味である9。協

同組合は事業を必要とする人々の自由な連帯によって作られ、その運営もやはり組合員た

ちによって行われる。組合員であれば誰でも同等の議決権を持ち、組合員総会に出席して自

身の意見を自由に述べることができる。また、民主的合意によって決定された事項について

は、組合員全員が責任を共有する。このように協同組合は共同の目的のために自発的に集ま

った自由な利用者たちによって管理され統制される自治組織だ。したがって、組合員たちが

情熱と責任意識を持って事業に参加すればするほど、協同組合の競争力も高まる。 

韓国は 2012 年 12 月に協同組合基本法を制定し、協同組合運動が活性化することできる

法的支援体系を設けた。この法律により 5 人が集まれば資本金規模に関わらず金融、保険

などを除くすべての業種での多様な形態の協同組合を設立できるようになった。協同組合

基本法によると、協同組合は“財貨又はサービスの購買、生産、販売、提供などを協同で営

むことにより、組合員の権益を向上し、地域社会に貢献しようとする事業組織”と理解でき

る10。 

こうした定義を根拠に見てみると、協同組合の特徴は、協同、組合員の権益、地域事業貢

献、事業組織などに要約することができる。協同組合の目的は、組合員の権益と地域社会の

発展に貢献することにあり、こういった目的を達成するための手段は財貨またはサービス

の購買、生産、販売などからなる事業であり、事業を引っ張っていく運営方式は協同組合の

 

8 アンドリュー・マクラウド、『協同組合、聖書の目で見る』、ホン ビョンリョル訳 (ソウ

ル：アバ書院、2013)、36。 

9 イ・ヒョクベ、「協同組合の限界と可能性」、『キリスト教思想』7 月号(2013): 201. 

10 企画財政部、『協同組合業務指針』(2017)、16. 
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基本精神である協同である。すなわち、協同組合は、組合員の利益、地域共同体の発展とい

う設立目的に同意した人々が、お互いに分かち合い、手助けする協同の力で事業を行おうと

自発的に組織した営利企業の一つの形なのである。 

 

2. 協同組合経済組織の特徴 

協同組合は、一次的に営利事業を行うための組織の一種だが、その目的と運営方式が一般

的な企業とは異なる。協同組合は、人間尊重と連帯に基づいた社会的価値と市場の作動原理

による経済的価値の間の均衡を追求するため、利潤追求を最優先の目標とする投資家中心

の事業体とは明確に対比される特徴を持つ。 

まず、協同組合と企業は事業の主体が違う。株式会社で所有主は資本を投資した株主だが、

協同組合の所有主は組合を実際に利用する組合員だ。協同組合は、組合員たちが共同で所有

する事業体なのである。このような違いにより事業を行う目的もやはり変わってくる。企業

は株主の利潤極大化のために市場で営利事業を行っているが、協同組合は組合員たちが感

じる共通の生活上の必要や目的の充足のために事業を行う。例えば、質の良い生活必需品や

安全な有機農産物を安く購入したいという住民たちの共通した望みによって消費者協同組

合が、暖かい家を手に入れようとする青年たちの切実な必要から共同住宅協同組合が、信じ

て預けられる保育園を探そうとする共働き夫婦の切実な希望が集まって共同育児協同組合

が設立される。 

生活の切迫した必要を隣人との連帯を通じて克服していくのが組合設立の第一の目的で

あるため、協同組合は組合員の便益を最優先に考える。一般的な企業は投資家たちに配当し

た収益金で評価されるが、協同組合は組合員たちの必要充足と生活の質の向上が経済的利

潤より先立つことになる。そのような点で、協同組合は資本が中心となる企業とは異なり、

組合員、すなわち人間が中心となる経済組織だと言える。 

次に、協同組合は運営方式が企業より民主的だという差別性を持つ。株式会社は 1 株 1 票

の議決権を基に運営される。巨額を投資した人たちがそうでない人より政策決定の過程で

より多くの力と影響力を行使できる構造だ。これと異なり、協同組合は出資金額にかかわら

ず、1 人 1 票と同等な人中心の議決権を原則とする。経済的利潤を追求する事業体であるに

もかかわらず、出資を多くした人がより多くの議決権を行使できない理由は、組合員間の平

等な関係を通して、より高い参加と責任を引き出すことができるという信念が協同組合の

根底にあるからだ。協同組合は、人間尊重と平等の精神に基づいて、少数の株主ではなく、

組合員共同の要求に応じる民主的な方式で運営される。 

最後に、協同組合は株式会社と配当する方式が異なる。株式会社では投資の危険性に対す

る補償として、投資額に応じた出資配当を原則とするが、協同組合では利用配当が優先視さ

れる。ここで利用配当とは文字通り事業を利用した実績に比例して余剰金を配当するとい
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う意味だ11。協同組合が利用者中心の配当政策を推進するのは、協同の方式による経済的価

値の創出を目指すためである。適者生存、無限競争の論理から脱して資金を共同で出資した

組合員たちの間の連帯と信頼、均衡ある参加に基づいた経済活動が、協同組合が追求する本

来的価値である。このように、協同組合は営利を追求する事業体の一種だが、事業の主体、

議決方式、配当において、一般的な企業とは差別性を有している。地域の住民たちが必要と

する特定の事業を行うが、その目的が利潤の極大化ではない利用者たちの便益にあり、その

方式もまた、適者生存や競争ではない信頼に基づいた協同という点が、協同組合を人間中心

的な経済活動にする核心なのである。 

それでは、社会的価値を創出しながらも、市場で支配力を行使できる力はどこから出てく

るのだろうか？ 多くの人の協同で成り立っている事業体であるのに、市場で持続的に利

益を創出できる秘訣は何だろうか？協同組合の競争力はまさに組合員と原価経営、そして

共同行動だ12。株式会社で賃金労働者たちは企業の少数の投資者たちの利益のために働く。

したがって、企業は株主たちのより高い利益を創出するため、可能な限り労働者の賃金をは

じめとする他の生産費用を低く策定し、効率性を高めようとする。一言で人間の神聖な労働

は誰かの利潤極大化のための道具的手段に転落してしまうのだ。しかし、協同組合で組合員

たちは共同所有主として名も知らぬ誰かではなく、まさに自分自身と地域社会のために働

くことになる。地域住民が必要とする財貨を生産するという自負心とともに、自分が組合の

所有主であるという主人意識によって積極的に組合の事業を広報し、持続的に物品を購買

する当事者になる。このような忠誠心あふれる顧客は協同組合が持つ最も重要な資産だ。積

極的な募集活動を展開しなくても、協同組合は自然と組合に情熱を持って参加する顧客を

確保することになる。 

次に、協同組合は原価経営を通じて市場で競争力を確保することができる。ここで原価経

営とは、競争関係にある営利会社より有利な価格であると同時に、組合員が必要とする事業

サービスを利用できる最善の価格をいう。一般企業は投資家の利潤を増大させるために物

の価格を上げようする。しかし協同組合は、投資家に収益を配分する構造ではないため、損

害を受けない範囲内でより安く物を供給することができる。これを通して市場で価格競争

力が生まれる。例えばノートパソコン 1 台を 100 万ウォンで販売する協同組合があると仮

定してみよう。他の生産費用は無視して勤労者の賃金として 70 万ウォンを支出するとする

時、30 万ウォンの利潤が残る。一般企業ではこの 30 万ウォンが投資者の分け前に戻って消

えてしまうが、そうする必要のない協同組合ではこれを組合員の便益のために使うことに

なる。消費者協同組合なら 30 万ウォンの超過利潤をより安い農産物や生活必需品の供給に

使うはずであり、生産者協同組合は組合員の農産物を高く購入するだろうし、労働者協同組

 

11 ソウル市協同組合支援センター、『協同組合』(2016)、21. 

12 キム・ヒョンデ、ハ・ジョンラン、チャ・ヒョンソク、『協同組合、とても良い』(ソウル：

青い知識、2016)、58-9. 
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合は労働者の福祉向上や給与引き上げの分としてこれを使用するだろう。社会的協同組合

は創出された利益を障害者、独居老人など社会的弱者をもう 1 人雇用したり社会福祉サー

ビスを提供したりするのに投資するだろう。製品の価格を引き上げなくても、労働者の賃金

を下げなくても、十分に市場で価格競争力を確保できる13。 

共同行動もまた協同組合の競争力のための核心的な手段だ。協同組合の原価経営は組合

員たちの協同、すなわち共同行動を通してなされる。農民生産者一人の力は微弱だが、彼ら

が地域生産者協同組合を組織し力を一つに集めれば、大手スーパーとの交渉でも相応の価

格を受け取ることができる。同様に消費者の結集された力は生活に必要な物を安価で安定

的に提供してもらえる源泉となる。 

 

3. 協同組合の運営原則 

資本よりも人が、競争よりも協同を優先視する協同組合の本来のアイデンティティが達

成されるためにはどのような原則や規範が必要だろうか？ 国際協同組合連盟は、これに

対して7点に整理している14。1点目は、自発的で開放された組合員制度(Voluntary and Open 

Membership)だ。これは組合のサービスを利用することができ、組合員の責任を果たす意志

のあるすべての人に、協同組合の扉が開放されていなければならないという原則だ。性別や

地位、学歴、宗教の違いに関係なく参加を望む誰にでも加入の自由が与えられなければなら

ない。しかしこの時看過してはならない点は、組合員になろうとする動機が強要や他の目的

ではない、個人の自発的な選択によるものでなければならないという事実である。もし誰か

の執拗な説得に勝てずに加入するとか、あるいは意図的に他の目的を隠して活動に参加す

るならば、住民自治組織としての協同組合の趣旨が色あせるしかない。そこで協同組合に関

心のある人々に、協同組合の趣旨、目標、運営方式を透明に公開し、個々人が参加するか否

かを自ら選択できるようにすることが重要である。 

2 点目は、組合員による民主的管理（Democratic Member Control）である。協同組合は、

志を同じくすることを選択した組合員によって民主的な方式で運営されなければならない。

そのためにすべての組合員は 1 人 1 票の同等な議決権を基に組合の政策樹立過程に積極的

に参加しなければならず、合意を通じて最終決定されたすべての事項に対する責任を共有

しなければならない。 

3 点目は、組合員の経済的参加（Member Economic Participation）の原則だ。協同組合事

業を施行するための初期資本金は、組合員の出資でまかなわれる。また、資本の効果的な管

理、利用に対する配当金の配分、余剰資金の積み立てもまた組合員の決定によってなされる。

したがって組合員たちは協同組合事業のための資本調達過程に、同じ規模ではないが公平

 

13 キム・ヒョンデ、ハ・ジョンラン、チャ・ヒョンソク、『協同組合、とても良い』、19-

21. 

14 チャン・ジョンイク、『協同組合ビジネス戦略』 (ソウル：ドンハ、2008)、21-2. 
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に参加し、事業を施行した後には資本金を民主的に管理していかなければならない義務を

持つ。 

4 点目は、自律と独立（Autonomy and Independence）だ。協同組合は、政府や機関、他

の組織に従属したり干渉されたりしない自律性や独立性を維持しなければならない。協同

組合は共同の熱望と必要を感じた人々の間の自発的な連帯に基づいた自治、自助組織であ

る。このような協同組合の特性が維持されるためには、組合員が自ら協同組合を統制してい

ける自律性と独立性が保障されなければならない。 

5 点目は教育、訓練および情報提供(Education, Training and Information)の原則である。

協同組合を率いていく主体は、組合の趣旨に共感しながら情熱を持って活動する組合員で

ある。したがって、組合員を成長させる教育と訓練は協同組合の発展に必須である。組合員

に協同組合の価値と目的を正確に理解させ、このような事業がなぜ必要なのか、そしてそれ

を通じて得る有益が何なのかを持続的に教育していかなければならない。これとともに、地

域共同体に協同組合活動に関する情報を提供することも重要だ。協同組合が目指す社会的

価値と長所を多くの人々が知るようになる時、協同組合に対する地域の関心も高まり、一緒

に活動することを望む組合員も増える可能性がある。 

6 点目は協同組合間の協同(Co-operation among Co-operatives)である。協同組合活動は

自分の組織の内部だけに局限されない。地域や社会、国家を超越して協同組合間の連帯とネ

ットワーキングが可能である。協同組合は組合員に最も効果的に奉仕し、グローバル競争で

も生き残れる力を強化していくために、国家、世界的次元で他の組合と積極的に協力しなけ

ればならない。 

7 点目は地域社会に対する寄与（Concern for Community）である。協同組合では‘地域’は

特別な意味を持つ。一般企業にとって地域は物を販売するための営利の対象に過ぎないが、

協同組合において地域は組合員が暮らしを耕していく大切な基盤であり、事業の営業場で

もある。協同組合運動は、特定の地域空間で組合員との強い結合力を基に行われるため、地

域社会に対して特別な責任を持つ。したがって、協同組合は自分の事業のために奉仕すると

ともに、地域共同体の発展のために働けなければならない。 

 

IV. 協同組合経済運動の事例：原州地域協同組合運動15 

 

15 本論文で協同組合経済運動の代表的な事例として原州について調べる理由は次の通りで

ある。一つ目に原州は、韓国協同組合運動のメッカとして挙げられているからだ。1960 年

代から始まった協同組合運動が世代を継いで最も活発に展開されている所がまさに原州で

ある。また原州地域は、協同組合の個別組織を越え、協同組合間の連帯を通じた協同経済の

生態系を造成、協同組合基金を設けるなど、協同組合発展の為の、未来の青写真を提示して

いるという点でも大きな意味を持つ。二つ目は、原州協同組合運動が宗教と密接な関係の中
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1. 原州協同組合運動の出発 

江原道南西部に位置する原州は、協同組合運動の深く根付いている場所である。去る 50

余年間、住民自治に基づく協同組合の経済運動が過去にとどまらず、世代を経て持続的に行

われている。特に原州は協同組合の個別組織の範疇を超え、協同組合間の連帯と相互扶助を

通して、地域社会全体を協同経済生態系にするための様々な実験を試みているという点で

さらに意味を持つ。 

2013年基準で原州には人口の 11%に当たる 3万 5千余名の市民が協同組合に会員として

加入し活動しており、年間総売上高は 184 億ウォン、388 人が従業員として雇用されている

16。原州は多くの人々が意を共にする地域に必要な協同組合を組織し、多くの協同組合がま

た力を合わせて新しい協同組合を作り続けていく社会的経済生態系を造成していっている。

原州地域の人々は協同組合を通じて安全な食べ物を買い、子どもたちを預け、治療を受けて、

家計に必要な生活資金を借りる。一言で協同組合生活共同体が形成されたのだ。 

原州で協同経済運動が初めてスタートしたのは、1966 年にカトリック原州教区のチ·ハク

スン司教の助けで、チャン·イルスンがカトリック教徒 35 人とともに‘原州信用協同組合’を

設立してからだ。チャン·イルスンは、高利貸しで苦しむ農民と小商人を保護し、資本主義

に対抗して人間らしく生きる共存の共同体を、住民間の協同を通じて成していこうという

趣旨から協同組合運動を展開した。その後、チャン·イルスンは 1968 年に原州カトリックセ

ンターに協同組合講座を開設し、1969 年に‘協同教育研究所’を組織して組合運動をリード

していく人材を養成する教育事業を活発に繰り広げた。 

1972 年に組織された‘災害対策事業委員会’は、原州を中心とした協同組合の自治運動が

拡散するきっかけとなった。南漢江流域の大洪水で水害を被った農村と鉱山地域を支援す

る目的として設立されたこの団体を中心に、協同組合研究所を通じて活動を続けていた運

動家たちが結集し、救援的次元の水害復旧事業を越え、村単位の協同組合運動を積極的に展

開した17。原州地域協同組合運動の長兄として核心的な役割を果たしている‘原州明るい信

用協同組合’もこの時創立された。その後、明るい信協の支援のおかげで、1985 年に韓国初

の生活協同組合であるハンサルリムの前身である‘原州消費者協同組合’が設立され、1989 年

 

で芽生えたという点である。カトリック原州教区は、原州地域協同組合運動に多大な影響を

及ぼした。60~70 年代のチ・ハクスン主教とカトリックであるチャン・イルスンは、共同体

性、隣人愛、正義といった聖書的価値を土台に住民自治運動である協同組合経済運動を初め

てスタートしており、彼らの精神は今日も原州協同組合運動の根となっている。そのような

点から、原州協同組合運動は共生主義の現実化を模索していく上で重要な示唆点を提供し

てくれると判断される。 

16 キム・ヒョンデ、「グローバル金融危機にもびくともしない原州協同組合」、『ハンギョ

レ』2012.6.14. 

17 キム・ヨンウ、「生命運動及び協同組合運動と原州地域社会」、『評論原州』8 (2002):20. 
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には地元の生産農家を中心に‘原州生活協同組合’が設立された。 

しかし、互恵の経済を目指して活発な活動を続けてきた原州の協同組合組織は、韓国社会

の急激な社会的、経済的変化の渦の中で大きな衝撃を負いもした。1970 年代末、急速な都

市化、産業化によって、農村から大都市への大規模な人口移動が加速化するにつれ、災害対

策事業委員会が組織しておいた村単位の協同組合と多様な結社組織が崩壊し始めた18。また、

1980 年代に牛の価格をめぐるトラブルは、農村地域に作られた協同的生産共同体に深刻な

打撃を与え、オイルショック以降政府のエネルギー政策の変化により鉱山地域が廃墟と変

化しながらこの地域に作られた信協と消協もまた危機を迎えた19。 

何より 1997 年の IMF 通貨危機は、原州協同組合運動に大きな試練だった。効率性と無

限競争、勝者独り占めの論理に基づいた経済的新自由主義は、韓国の金融市場と経済構造を

急速に変化させ、労働柔軟化政策を推進し、大量失業と雇用不安、中間層の没落、経済的不

平等を深化させた。このような変化は原州地域の協同組合の存立を危うくする危機要因と

なった。それなりに地域で根を下ろして活動してきた個別協同組合組織が、IMF という巨

大な変化の中で力なく崩壊していった。しかし一方で通貨危機は経済的弱者を保護し、共同

体意識と協同に基づいた人間中心的経済共同体を目指す協同組合運動の趣旨が社会的に注

目される契機として作用したりもした。 

IMF を経験し、原州の若い協同組合運動家たちは、協同組合間の緊密な連帯が必要だと

いう事実に切実に共感し始めた。韓国社会の全般的な変化に巻き込まれないためには、それ

ぞれの協同組合組織を有機的関係網で結ぶ協同組合ネットワークを形成し、より強固な自

立の基盤を作っていくべきとの認識が共有されながら、協同組合間の協力を本格的に推進

するようになった。その結実として、2003 年に原州協同組合運動の新たな転機を作った‘原

州協同組合運動協議会’が創立された。協同組合と社会サービス機関 8 つの組織が参加した

この協議会は、‘協同組合間の協同の原則’を土台に、住民参加の地域経済を活性化し、生態

系との調和を成す経済構造を作り、協同経済の利潤を地域のために還元するなど、真正な地

域共同体を建設することを目標において、多様な経済運動を展開した。 

 

2. 協同組合地域の生態系構築 

2009 年に原州協同組合運動協議会は‘原州協同社会経済ネットワーク’に名称を変更し、

2013 年に企画財政部から社会的協同組合の認可を受けた。原州地域 23 の社会的経済組織

が組合員として参加し、第 2 次協同組合の性格である‘協同組合支援のための協同組合’を初

めて立ち上げたのだ。2017 年を基準に原州で協同社会経済をリードしていくネットワーク

 

18 チョン・ギュホ、「草の根社会経済ガバナンスの意味と役割」、『市民社会と NGO』6 

(2008):128. 

19 チョン・ギュホ、「都市共同体運動と協同組合の地域社会づくり」、『精神文化研究』

36(2013):18. 
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組織には、協同組合と社会的企業、共同体運動機関、農民生産者団体、村共同体など 34 の

社会的経済組織が組合員として加入して活動している20。 彼らは明るい信協と生協を母胎

にお互いの協業システムを構築し、原州の生産と消費、金融、福祉、教育を一つの共同体的

ネットワークとして編んでいく地域社会の協同経済生態系を共に造成していっている。 

 

<原州協同社会経済ネットワーク団体の現況> 

   

区分 参加団体 

信用 明るい信協 

消費 原州ハンサルリム、原州生協、尚志大学生協 

生産加工 原州フード協同組合、共に生活協同組合、原州生命農業(株)、(合)日差し

分かち合い、東洋営農組合法人、皆集まった協同組合、天地人草(株)、

協同組合ハーブ物語 

社会サービス 原州医療士協会、原州老人生協、聖公会原州分かち合いの家、原州地域

自活センター、(株)ノナメギ、 (有)タジウォン、 夢の場社会的協同組

合、 江原アーカイブ協同組合、 路上社会的協同組合、トダクトダクマ

ム協同組合、 ドゥルンバルン社会的協同組合 

教育 共同育児保育園ままごとのおもちゃ広場、真の花子供放課後学校、原州

進路教育センターセウム、大木社会的協同組合 

村共同体 (社)瑞谷生態村 

流通 江原ローカルフード協同組合 

文化 (社)音楽作りアンサンブル、(社)韓国伝統芸術団アウル、ギルト旅行協

同組合、風流村協同組合、ストーリーハンマダン 

  

原州協同社会経済ネットワークが社会的経済組織と連携して互恵的な地域社会共同体を

形成していく具体的方法は、‘相互扶助’と‘信頼’である。これは原州地域の社会的経済に参加

するすべての団体と組合員が共有する核心価値であり連帯の方式だ。相互扶助は、協同組合

が他の協同組合を支援する協力システムの構築により具体化する。地域会員団体とこれに

所属する会員の給与通帳を明るい信協で統一して協同組合運動のための財政基盤を造成し

ていくこと、各団体の会員を他団体の会員として重複加入するように誘導すること、地域内

の他の団体が生産した財貨とサービスを組織別に責任購買するようにする政策を立て、事

業の安定性を高めることなどがすべてこれに該当する21。 

 

20 原州協同社会経済ネットワークホームページを参照。www.wicoop.or.kr 

21 チョン・ギュホ、「都市共同体運動と協同組合地域社会づくり」、『精神文化研究』

36(2013):27. 
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ネットワークの協業を基盤として地域住民が共同で必要とする新しい協働組合を組織す

る政策も活発に推進中である。2011 年に設立され、地域内に環境に優しい給食を提供する

‘マットゥレ’が代表的な模範例である22。原州ハンサルリム、原州生協、南漢江サムド生協、

原州カトリック農民会などが共同出資して建てたこの社会的経済組織は、年間売上が 15 億

ウォンを超える成功した社会的企業となった。貧困層とホームレスを対象に融資事業を展

開する‘ヌリ協同組合’と‘路上協同組合’もまた法的な問題から困難を経験したが、明るい信

協との業務協約のおかげで事業を始めることができた23。このように、ネットワーク組織は

複数の団体の相互扶助を基に、既存の社会的経済組織の活動基盤を強固にするだけでなく、

新しい類型の活動組織をインキュベーティングする役割をしている。 

組合員間の深い信頼もまたネットワーク組織活動の核心的な基盤だ。代表的に、1997 年

の通貨危機の際、大きな打撃を受けた明るい信協が崩壊しなかった理由もここにある24。

2000 年の通貨危機の余波で明るい信協は損失を記録したが、投資金を引き出さず待ってく

れた組合員たちの助けのおかげで危機を克服、2011 年に資産 1000 億ウォンを達成する成

果を作り出した25。お互いを支持する組合員同士の信頼によってもう一度復活した明るい信

協は、現在社会的経済活動に必要な財政を支援する役割を担当し、新生協同組合運動と市民

運動が安定的に事業を進められるよう手助けする役割を果たしている。 

2012 年から原州の協同組合は毎年、利潤の一定部分を協同基金として積み立てていく事

業を共同で推進中である。協同組合の新設や事業拡大を支援し、隣の協同組合が困難な時に

資金を提供する強固な財政基盤を、協同を通じて作っていく計画だ。個別の協同組合組織を

超えてスペインのモンドラゴン、イタリアのボローニャに劣らない協同組合経済生態系を

造成し、経済的新自由主義に対抗して共に生きる共生の経済共同体を成していくという夢

を実現していっているのである。 

 

 

22 キム・ヒョンデ、「グローバル金融危機にもびくともしない原州協同組合」、『ハンギョレ』

2012.6.14. 

23 キム・ヒョンデ、ハ・ジョンラン、チャ・ヒョンソク、『協同組合、とても良い』、223. 

24 これに対し、原州医療生協のチェ ヒョクジン政策局長は“原州協同組合が崩壊せず、今

まで来ることができたのは、組合員たちが困難を共に経験しながら積み重ねてきた信頼に

基づいているからです。他の銀行に比べ、相対的に低所得層の無担保信用貸し出しの多かっ

た明るい信協が、97 年の通貨危機の際、大きな打撃を受けて崩壊しなかったのもそのよう

な理由からです。一般の銀行に投資した人は適切な配当がなされなければ回収するが、明る

い信協の組合員は 5~6 年間、一文も配当を受けられなくても投資金を回収しませんでした”

と明かしている。チョン・ジイン、“原州に生きる楽しみ”、『美しい人々が創る参加社会』、

2006 年 1 月号。 

25 チョン・ギュホ、「都市共同体運動と協同組合地域社会づくり」、28. 
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V.共生主義からみた協同組合経済運動 

神を中心とした共同所有と適正所有を志向する共生主義は、新自由主義の世界化がもた

らす副作用と弊害を治癒できる代案的経済観で重要な意味を持つ。人間の合理性と利己性

に基づく自由市場が全地球的に拡大する過程で、人間の生活を脅かす様々な社会問題が引

き起こされた。市場経済が発達するほど共同体性が解体され、所得と富は不平等に分配され、

私たちの大切な生活の基盤である自然は破壊された。そのような点で、共生主義は協同と連

帯、共同体のような社会的価値が利潤追求の経済的論理に陥没して現われる今日の誤った

現実を克服する新しい思惟の枠組みを、説得力をもって提供しているという点で価値があ

る。 

しかし、一方で共生主義は、万人の福祉を目指す互恵的経済が、現在の市場資本主義体制

で実現することができる具体的な制度やモデルは何かという現実的な問いに対しては、積

極的に答えられなかったのが事実だ。言い換えると、共生主義が追求する真の愛と連帯の価

値を生み出しながらも、市場で効率的に作動できる経済モデルを提示することにおいては

消極的であったといえる。ゆえに、共生主義は抽象的総論だけがあり、実体経済の各論がな

く、適正所有の理念もまた個人倫理的次元で行われなければならない道徳的推奨事項であ

り、現実経済の領域で作動するには、その意味が曖昧で限界を持つという批判が提起されも

した26。もちろんこのような主張は、共生主義の持つ社会倫理的側面を容易に看過したとい

う点で論争の余地があるものの、共生主義談論が主要経済思想に対する理論的批判の次元

にだけとどまっていることを指摘したものと言えよう。 

したがって、共生主義が追求する経済的理想を現実の資本主義制度の中で、段階的に実現

していく代案的経済組織やモデルについての研究が切実である。本論文は共生主義を実現

していく経済組織として社会的経済である協同組合を肯定的に検討してみる必要があると

提案する。人と人との間の関係性に基づいて人間尊重と平等、連帯と分かち合いのような倫

理価値が溶け込んでいる経済を目指し、これを村の住民間の協力を通じて成していこうと

 

26 ソン・ボムモは共生主義の適正所有は、その意味と限界が曖昧だと指摘し、“適正所有の

現代的意味は、所有の限度を定めたことではなく、財物を得ることに貪欲ではなく、99 俵

持つ者が 1 俵持つ者を奪おうとする行動をせず、商売をするのに嘘をついてはならず、暴

利を取ってもいけないという大原則を守りながら財物を得なさいという意味と見ることが

できる”と主張した。同じ脈絡から、ファン・サンソクもやはり共生主義を実現できる具体

的な経済モデルと方策が提示されていないため、共生主義が新しい資本主義の代案になれ

ていないと指摘した。ソン・ボムモ、「経済学的観点から見た共生主義:文鮮明先生の経済思

想」、『天地人真の父母様聖誕および基元節 4 周年記念学術大会資料集(2017)、6;ファン・サ

ンソク、「経済学的観点から見た共生主義:新しい資本主義の代案模索を中心に」、天地人真

の父母様聖誕および基元節 4 周年記念学術大会資料集(2017)、47-8. 
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する協同組合運動は、共生主義を現実において次善ではあるが実現していくモデルである

と考えられる。そこで本章では、共生主義の観点から協同組合の経済運動が持つ理論的含意

について探っていく。 

 

1. 人類の福祉増進に寄与する経済 

原理講論は「人間に与えられた創造本然の価値においては、彼らの間にいかなる差異もあ

るはずがない。したがって、神は、あたかも我々人間の父母がその子供たちに対するように、

だれにも均等な環境と平等な生活条件を与えようとされるのである」という。全ての人間は

神の愛の対象である子女として同等な物質的生活を享有する権利を普遍的に持っている。

これは人類の父母であられる神が子女であるすべての人間に付与した祝福であり共同の権

利である。したがって生活に必要な財貨や万物は少数が独占することができず、すべての

人々の公益のために使用されなければならない。共生主義もまた経済活動の究極的な目的

を社会構成員の福祉増進から探している。人間は物質的欲望を満たすための利潤の極大化

ではなく、共同体構成員たちのより良い暮らしのために経済活動をする。 

このような共生主義の人間中心的経済思想は、協同組合の基本精神ともかみ合っている。

前述のように、協同組合は自由な市民が感じる共同の必要や熱望を充足させるために組織

される事業体である点で資本主義営利企業とは区別される。一人では解決が大変だが、私た

ちの暮らしにおいて必ず必要なケア、住宅、医療、教育などといった生活の問題を複数人で

お互い分けて助け合う協同の力で克服していくことに設立の目的がある。したがって、協同

組合では組合員の便益が資本を先立つようなる。協同組合は投資家たちのより多くの利益

のために勤労者の賃金と生産費用を最大限下げて効率性を高めようとしない。むしろ、経済

活動に参加しない人々の分け前を分け、消費者や生産者、経済的弱者に均等に配分すること

で、組合員の暮らしの質を向上させようとする。 

より具体的な例として原州医療生活協同組合を挙げてみよう。医療生協は住民たちの治

療を受ける権利を保障するため、2003 年に原州住民 2,300 人と‘原州明るい信協’、‘原州ハ

ンサルリム’が共同で出資金を出して設立した社会的協同組合である。一般の病院は、医療

サービスを提供し金を稼ぐ営利を目的に設立されるが、医療生協は患者が主人になり、患者

の権利が保護される町の病院が必要だという住民の共同の熱望によって設立される。した

がって、原州医療生協の目的は、経済的利益追求にはない。組合員に質の高い医療サービス

を提供し、彼らの健康な生活を支援するのが一次的な趣旨であるため、薬物の誤用・乱用や

過剰診療をしないだけでなく、1 人の患者との面談にも 30 分以上かかるなど、住民のため

の診療を行う。一般の病院ではそれほど実施しない農村在宅ケア事業、在宅長期療養機関運

営事業、原州住居福祉センター運営事業、貧困層医療支援事業などを活発に推進する理由も、

組合員の便益増進にある。町の病院を利用する組合員がすなわち協同組合の共同所有主で

あるため、利用者の多数が必要だという意見を集めれば事業が推進される。 

このように、協同組合は資本ではない人と社会を優先的に考慮する経済活動を目指すと
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いう点で、万人の福祉を追求する共生主義の経済的理想を現実に実現できる一つの経済組

織として意味があると判断される。 

 

2. 物心一如の統一的過程としての経済 

共生主義は経済を心と物質が授受される統合的過程と把握する。一般的に経済は、人の必

要や欲望を充足させるために財貨やサービスを生産、分配、消費する活動及びそれに関連す

る秩序と行為の総体と定義される27。しかし、共生主義は神様の真の愛、隣人の苦労に対す

る感謝といった心理的要素が結合してこそ、理想的な経済になることができると言う。財貨

を生産して分配、消費するすべての過程に、愛と感謝、信頼、共同体、連帯の心と価値が込

められていなければならないというのである。誰かを排除して犠牲にすることで、より多く

の富を所有しようとする利己的な動機が作動する経済システムを、共生主義は断固として

拒否する。人間の経済活動は、より相手の為を思う心情を土台とした喜びの奉仕であり、実

践でなければならない28。 

共生主義のこのような経済的理想は、現実において協同組合を通じてよりはっきりと現

われると見る。協同組合は、市場で生産者と労働者、消費者がお互いに対する責任意識を持

って共存できる連帯の経済を目指す。単純に貨幣を媒介として物を生産し、売り買いする次

元を越え、経済活動の主体が互いに配慮して助け合い、共に生きていく一つの過程として経

済を理解している。我らはこれをあいコープ(icoop)生活協同組合を通してよりはっきりと

理解できる。 

韓国の代表的な生協であるあいコープ生協は、倫理的消費やグリーン消費に向け、2007

年から環境に優しい農産品を販売する自然ドリームを運営している。生協が扱う環境にや

さしい有機農生産物は気候と病虫害の影響を受け、出荷量と出荷時期を調節しにくいとい

う特徴を持つ。こうした生産者の困難を解消するために生協は一般企業とは異なる方式で

生産者と取引をする。すなわち‘買上前受け金’と‘責任消費’に基づく倫理的消費である29。買

上前受け金とは、生産者に一か月又は一年分の販売予想金額の 10％をあらかじめ契約金と

して支払うことを意味する。生産者が安全な農産物を提供すると信じて物品代金を前払い

するやり方だ。 

責任消費とは、生産者と協力する消費のことで、量的、質的に消費に責任を負うというこ

とを意味する。例えば、気候の影響で特定農産物の出荷時期が遅れて供給量が過剰になった

時、急に販路が見つけるのが難しい生産者を配慮して組合員たちが力を合わせてより多く

の消費をすることで生産者の負担を減らしてあげる消費方式だ。買上前受け金と責任消費

 

27 イ・サンシク他、『経済学講義』(ソウル：学問社、2000)、24-7. 

28 世界平和統一家庭連合、『天一国経典 天聖経』 (ソウル：ソンファ出版社、 2013)、 1090. 

29 ファン·ジエ、「iCOOP(あいコープ)生協組合員たちの相互利益経験を中心に」、『協同組

合ネットワーク』68(2015):105-8。 



18 

 

を通じてあいコープ生協は生産者が貸出金や販路に対する心配なく、より安定的に農業が

できるよう配慮する。生産者たちに有機農農産物を供給するのは同じだが、生協の活動には

生産者たちが置かれている難しい現実に共感し、お互い助け合おうとする優しい心が込め

られている。 

こうした消費者の信頼に応えるため、あいコープ生協の生産者は農薬や化学肥料を一切

使用しないまま、正直に有機農法で農業を営むという原則を守る。あいコープ生協に所属と

なっているすべての生産農家は、icoop 認証センターが定めた原則、すなわち商品の安全性、

循環性、生物多様性、信頼性、持続可能性を守り、環境を生かし消費者の健康な暮らしに寄

与する方式で農産物を生産していく。もし、このような原則を守らない農家が現れれば、該

当農家全体が共同で責任を負う。生協の生産農家は単純により多くのお金を稼ぐという営

利目的よりは信頼できる食べ物を望む消費者の期待に応え、そこからさらに自然循環型農

法で地球の生態系を保存していく次元から、何の偽りもなく環境にやさしい農業を営んで

いる。 

あいコープ生協において、生産者と消費者はお互いのためを思い助け合う共存の気持ち

で、倫理的生産、倫理的消費を共に実践していく。生産者は消費者を考え、消費者は生産者

を配慮する責任意識を土台として消費する時点の‘効用極大化’よりは、生産者と消費者が長

期的に助け合いながら生きていける互恵の方式により経済活動がなされる。こうしたあい

コープの協同組合運動には、生産者と消費者のお互いに対する感謝と信頼、喜び、配慮と支

持の心が込められている。だから、協同組合は共生主義が目指す物心一如の統一的過程とし

ての経済により近いと考えられる。 

 

3. 共同所有と適正所有 

共生主義は、真の愛に基づいた神と私、隣人の共同所有を目指す。人類の父母であられる

神は被造万物に対する所有権を人間に愛で委任なされた。全ての人間は神の所有に同参し

ながら、共同で万物を所有し、管理していく。基本的には共同所有を原則とするが、個人が

持つ私的所有も妥当な目的の中で部分的に許容され、適正所有の量と範囲は個々人の良心

によって自然に決められる。 

共生主義は、共同所有と適正所有の原則によって、財貨はすべての人々の福祉増進を目的

に使われなければならないと明かしている。自然万物は神と人間のための共有財であるた

め、誰も必要以上に所有することができない。もし誰かがこれを超過して所有していたなら、

これは他人のための余剰物であり、したがって必要と窮乏に陥った者に当然帰属されなけ

ればならない。しかし、今日堕落によって制限された利他心を持った人間は、無限の物質的

欲望を充足させるために他人の必要を奪う搾取と暴力に明け暮れている。統一思想がうま

く指摘しているように、多くの資本家は莫大な財産を所有しているにも関わらず神に感謝
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せず、隣人が飢え倒れる姿を見ながらも良心の呵責を感じない利己的な姿を見せている30。 

このような現実の中で、共同所有と適正所有の理想を実現していくためには、共生の価値

を土台に、自らの物質的欲望を制限していく倫理的努力が求められる。神を中心にした兄弟

姉妹の愛を土台に隣人の窮乏をなおざりにせず、社会的弱者もともに面倒を見る連帯の経

済に向けた個々人の高い道徳意識と実践的行動が必要だ。私たちはこのための具体的な活

動の場として協同組合を考慮することができる。 

周知のとおり協同組合は共同で所有し、民主的に運営される自発的な経済組織だ。単に物

品を生産または販売して収益を得る一般事業体ではない。少数の投資家のために運営され

る企業と違い、協同組合は地域住民が悩んでいる共同の問題を互いに押してあげて引っ張

ってあげる互恵の力で解決するために作り出した共同の事業体だ。一つの地域に設立され

た協同組合は、地域住民のより良い生活のための共有財であり、これによる収益もまた組合

員全体の利益はもちろん、安定的な雇用創出と地域住民の生活の質の改善に使われる。 

また、協同組合の経済運動は、自らの良心に沿った適正所有を実現していくことができる

経済活動の場でもある。その代表的な形態がまさに社会的協同組合である。社会的協同組合

は、社会的目的の実現という動機に基づいて公益的な事業を遂行し、営利を目的としない協

同組合をいう31。社会的協同組合の主要目的は、地域住民の権益及び福利増進、脆弱階層の

雇用提供及び社会サービス提供などといった公益的価値の実現にある。したがって、社会的

協同組合は過度な利益追求をしないだけでなく、利益が残っても組合員個人に配当せず、収

益の大部分を脆弱階層を支援するのに使用する。‘幸福弁当社会的協同組合’、‘ヨンリジ障害

家族社会的協同組合’、‘フェヒョンダン社会的協同組合’は、すべて住民が資本金を出資して

事業体を作り、発生した収益を地域の疎外された隣人たちを面倒見るのに使用する代表的

な社会的協同組合である。このようにして見る時、自身が出資して作った会社だが、その収

益を自身に帰属させず、隣人とともに分かち合う協同組合の経済運動は共生主義が目指す

真の愛の所有を実現できる経済組織としての意味を持つといえる。 

 

VI. おわりに  

本論文は、新自由主義がもたらした多様な生活の危機を克服できる代案的経済組織とし

て注目されている協同組合を共生主義の観点から検討し、協同組合が共生主義の経済的理

想を現実の市場資本主義から部分的にでも実現していける経済組織として機能できるかど

うかを探ることに目的を置いた。そして研究の結果、協同組合は、以下のような点において

真の愛の互恵的経済共同体を目指す共生主義を具現していく一つの経済モデルとして肯定

的に検討できると見た。 

 

30 統一思想研究院, 699. 

31 ソウル市協同組合支援センター、『協同組合』、45. 
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協同組合は、少数の投資家の利益のために存在する一般事業体とは異なり、住民たちの共

同の必要を協同の力で克服していくために組織されるという点で、資本ではなく人間が中

心となる経済組織といえる。自由な個々人はより良い暮らしと社会を成していこうとする

共通した熱望から協同組合の経済運動に参加する。そのような点で、協同組合は、万民の福

祉増進を経済活動の究極的な目的と規定する共生主義の精神とも相通じると考える。 

次に、協同組合は、事業に参加する生産者と労働者、消費者お互いに利益となる互恵的経

済を、組合員間の信頼、配慮、監査、協同に基づいて成していく経済運動であるという点か

らも、共生主義が実現できる意味のある制度であると考えられる。人間の経済的行為は、市

場を通じて財貨を生産し消費する単純な過程ではない。自身の固有の創造性を発揮し、隣人

の福祉に寄与しようとする利他的な心と、他人の苦労と思いやりに感謝する心が授受され

て現れる人間の創造的活動である。経済を物質と心の授受過程と捉える共生主義のこのよ

うな理想は、協同組合を通じてより実体化することができるはずだ。 

最後に共同所有と適正所有の観点からも協同組合は意味を持つ。協同組合は、財貨を生産、

販売することで得た収益を少数の投資家ではなく、組合員全体の便益のために均等に配分

する構造で運営される。また社会的協同組合は、収益の大半を地域の貧しい人々の雇用創出

や社会サービスの提供など公益的な目的に投資する。このような協同組合の経済運動は、堕

落した人間の利己心を制御し、隣人の物質的必要と欠乏を十分に考慮した善良な所有を目

指すようにするという点で、共生主義の価値と相通じると考えられる。結論的に、協同組合

の経済運動は共生主義の現実的制度化のために肯定的に検討できると見る。 

 

  



21 

 

参考文献 

 

김기섭. 『깨어나라 협동조합』. 경기: 도서출판 들녘, 2013. 

김의영·미우라 히로키. 『한·중·일 사회적 경제 Mapping』. 과천: 진의진, 2015. 

김용우. ｢생명운동 및 협동조합운동과 원주지역사회｣. 『평론원주』 8. 2002. 

김현대. ｢글로벌 금융위기에도 끄떡없는 원주 협동조합｣.『한겨레』. 2012.6.1. 

김현대·하종란·차형석. 『협동조합, 참 좋다』. 서울: 푸른지식, 2016. 

기획재정부. 『협동조합 업무지침』. 2017. 

文鮮明. 『平和を愛する世界人として』. 東京: 創芸社, 2009. 

世界平和統一家庭連合. 『天一国経典 天聖経』. ソウル: ソンファ出版社, 2013. 

성범모. ｢경제학적 관점에서 본 공생주의: 문선명 선생의 경제사상｣. 

『천지인참부모님 성탄 및 기원절 4 주년 기념학술대회 자료집』. 2017. 

서울시협동조합지원센터. 『협동조합』. 2016. 

이상식 등. 『경제학강의』. 서울: 학문사, 2000. 

李相軒. 『頭翼思想時代の到来』. 東京: 光言社, 1997. 

앤드류 매클라우드. 『협동조합, 성경의 눈으로 보다』. 홍병렬 옮김. 서울: 아바서원, 

2013. 

이혁배. ｢협동조합의 한계와 가능성｣. 『기독교사상』. 7 월호. 2013. 

장종익. 『협동조합 비즈니스 전략』. 서울: 동하, 2008. 

정규호. ｢풀뿌리 사회경제 거버넌스의 의미와 역할｣. 『시민사회와 NGO』 6. 2008. 

정규호. ｢도시공동체운동과 협동조합 지역사회 만들기｣. 『정신문화연구』 36. 2013. 

統一思想研究院、『統一思想要綱』. 東京：光言社, 2000. 

황지애. ｢iCOOP(아이쿱)생협 조합원들의 상호이익 경험을 중심으로｣. 

『협동조합네트워크』68. 2015. 

Polanyi, Karl. The Great Transformation: the Political and Economic Origins of Our Time. 

Boston: Beacon Press, 1944. 

＿＿＿. Primitive, Archaic, and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi. Boston: Beacon 

Press, 1968. 


