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研究会員募集のご案内
当法人では、公益目的事業の維持・発展のため会員制度を設けており、広く公 益目的事業
の意義に協賛される会員を募集しています。当法人の維持・発展のためには、研究会員の拡
充を図ることが急務となっています。つきましては研究会員制度の趣旨をご理解の上、ぜひ
とも研究会員に入会くださいますようご案内いたします。
【年会費】
６,０００円（会費は寄付金扱いとなり税額控除の対象となります）
【会員特典】
１、『政經研究』・『政経研究時報』の送付
学術刊行物『政經研究』(年 2 回発行)、『政経研究時報』(年 4 回発行)を無料でお送
りいたします。
２、「政経研メールニュース」の配信
当研究所の活動を主に報告する「政経研メールニュース」(不定期)をお送りいたします。
３、公開研究会の案内と無料参加
当法人が主催する公開研究会(年4 回開催)の案内を受け、無料で参加することができ
ます。（※ 非会員は有料です）
４、各種研究会等の案内
当法人主催の各種研究会の案内をお送りいたします。
【入会方法】
当法人事務局までお問い合わせください。入会申込書等をお送りいたします。
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２０２１年度第 ３ 回公開研究会
２０２１年１１月２０日（於：公益財団法人政治経済研究所・オンライン）
す。来年は「戦後 77 年」です。敗戦の年、
1945 年の 77 年前は 1868(明治 1)年です。つ
司 会 者 挨 拶
まり、戦前・戦中の歴史と同じ長さの戦後史
吉田 裕
を日本人は生きてきたことになります。この
（東京大空襲・戦災資料センター館長）
長い戦後史の中で、私たちは戦争の歴史にど
のように向き合ってきたのか、あるいは向き
2020 年の国勢調査によれば、85 歳以上の人
合ってこなかったのか、ということを検証す
が日本の総人口に占める割合は 4.9 ％となっ
る必要があります。もう 1 つは、継承される
ています。85 歳以上の人は敗戦時に 10 歳以
べき戦争体験とは体験者から非体験者に引き
上の方ですから、この人たちが戦争の直接の
継がれるものだけではないということです。
記憶を持っている人たちと言えるでしょう。
このことを直野章子さんは、「『被爆体験の
また、軍人恩給本人受給者数などから判断す
継承』とは、被爆者が同伴者とともに築いて
ると、軍務についた経験のある人(旧軍人)の
きた理念を次世代に引き継ぐことを指す」と
総数は、2020 年度末の時点で 1 万人前後にす
表現しています(直野『原爆体験と戦後日
ぎないと推定されます。戦争体験を全く持た
本』岩波書店、2015 年)。戦争体験とは、体
ない人々だけによって構成される社会が、す
験者と平和運動や平和教育の担い手、研究者
ぐそこまで来ているのです。そうした中で、
やジャーナリストなどの「同伴者」との「共
戦争体験の継承という大きな課題に私たちは
同作業の果実」ということになります。体験
直面しています。この戦争体験の継承という
というものを、戦後史を生きてきた多くの
問題に関しては次のことが大切だと思います。 人々の営為の中にあらためて位置づけなおす
1 つ目は戦争体験の継承ということを自明の
必要があるでしょう。
前提にしてはならないということです。とも
戦争体験の継承という課題をめぐっては、
すれば私たちは戦争体験をどのようにして継
多くの人々、多くの団体が様々な試行錯誤を
承するか、という発想にとらわれがちです。
繰り返しています。今回の公開研究会では、
しかし、戦争の直接の記憶が地域の中からも
被爆者運動史料を次世代に継承するプロジェ
家族の中からも失われていく今日の状況の下
クトに焦点をあわせました。この研究会が、
では、なぜ戦争体験を継承する必要があるの
そうした試行錯誤の経験を交流する場として
か、ということ自体が改めて問われているよ
の役割を少しでも果たすことができれば幸い
うに思います。2 つ目は戦前・戦中の歴史だ
です。
けではなく、戦後史にも視野を広げることで

（公財）政治経済研究所 公式ＳＮＳ
Twitter（@TheSeiKeiKen）

YouTube「政経研チャンネル」

最新情報を発信中！

主催研究会などの動画を配信中！
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“ノーモア・ヒバクシャ”の継承をめざして
－ ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の現状と役割－

栗原 淑江
（くりはら・よしえ

Ⅰ

NPO法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会事務局）

設立から１０周年を迎えて

2011 年 12 月に設立したノーモア・ヒバク
シャ記憶遺産を継承する会(翌年 NPO 法人
化)は、首都圏に「ノーモア・ヒバクシャ記
憶遺産の継承センター」(被爆者たちによる
原爆とのたたかいを人類のあゆみ・歴史に刻
むアーカイブス)の設立をめざしながら、資
料 の 収 集 ・ 整 理 ・ 保 存 ・ 活 用 と 、〈 原 爆 体
験〉の継承・交流を 2 本柱に活動をつづけて
きた。
当初は、広島・長崎に立派な資料館がある
のに、なぜ首都圏につくる必要があるのか、
といった質問も多く寄せられた。被爆地の独
自の役割は大きいが、そもそも原爆・被爆者
問題は広島・長崎だけの問題ではないだろう。
とりわけ、原爆被害者の全国組織・日本原水
爆被害者団体協議会(日本被団協)をはじめ、
全国各地で会をつくり活動してきた被爆者た
ちの〈原爆〉とのたたかいや、国の政策との
切り結び(とりわけ原爆被害を招いた国の戦
争責任を問い、被害への国家補償を求める運
動)は、広島・長崎(被爆地)ローカルの視点
では見えにくい。
継承する会が収集・整理・所蔵する資料は、
不定形の被爆者運動史料と、書籍・冊子類に
大別される。体験記・手記、調査・研究、文
学・芸術関連など書籍・冊子類の目録はホー
ムページで公開しており、希少な資料のデジ
タル保存をめざしつつ、各県・地域の会が発
行してきた証言集や、英訳された資料等の
Web 上での公開を優先的にすすめようと考
えている。
継承・交流の活動としては、①若い人たち
による被爆者の証言の聞きとりとして、「未

来につなぐ被爆の記憶プロジェクト」(各地
で聞きとった証言等を「全国証言マップ」に
アップして可視化する)や 2015 年 NPT 再検
討会議に向けた「被爆者からのメッセージ」
(聞きとり・編集・英訳)を被団協代表団に託
す活動、など。②調査・研究・学習活動とし
て、被爆者運動に学び合う学習懇談会の開催
(2015 ～、11 回)、被爆 70 年「被爆者として
言い残したいこと」調査の実施、収集資料を
活用した諸大学での研究・教育活動等があげ
られる。なかでも、2012 年度から被爆者運
動史料の整理作業に協力してきた昭和女子大
学で立ち上げられた自主的研究プロジェクト
と、2021 年に開催された「被爆者の足跡」
展は、大きな反響を呼んだ(吉村報告参照)。

Ⅱ なぜ被爆者運動の資料に着目するのか
継承する会が、とりわけ被爆者運動史料に
着目する理由はどこにあるのだろうか。
それは、被爆者運動には、①被害者自身に
よる原爆被害とその反人間性の解明、②被害
をもたらした米日政府の責任追及、③〈原
爆〉に抗う主体としての自己形成、に要約さ
れるような、歴史的な意義があると考えるか
らだ。
原爆という人類史上未曽有の体験をした被
爆者の戦後は、その被害に苦しみつつ、〈原
爆〉とは人間にとって何をなしたのかを探究
することから始まったといってよい。数々の
調査や証言に基づき、「原爆は人間として死
ぬことも、人間らしく生きることも許さな
い」反人間的な絶対悪の兵器であり、被爆者
の何よりの願いが“ふたたび被爆者をつくら
ない”(ノーモア・ヒバクシャ)にあることを
明らかにしてきた(1984 年「原爆被害者の基
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本要求」)。
さらに、その願いを実現するために、原爆
被害をもたらした米日政府(原爆を投下した
アメリカと、戦争を遂行しその被害を招いた
日本政府)の責任を問い、核兵器廃絶と原爆
被害にたいする国家補償を求めつづけてきた。
国民世論をバックにした運動は、何度も国
を追いつめた。今から半世紀も前に、「援護
法案のための要求骨子」に基づく全野党共同
の援護法案を国会に上程させ、90 年代には
「基本要求」に示した国家補償要求を衆参国
会議員や地方議会、世論に訴え、6 ～ 7 割も
の賛同を得た。国とのせめぎ合いのなかで、
国家補償を阻む真の壁がこの国の戦争・原爆
被害「受忍」政策にあり、被爆者の求める援
護法とは国が戦争責任を認め二度と戦争しな
いと国民に約束する制度であることが明確に
なってきた。
一方、原爆体験と調査にもとづく〈人間〉
の立場からの核兵器批判と、核兵器は廃絶す
るしかない、との訴えは、今世紀に入ってよ
うやく国際社会に受けとめられ、「核兵器禁
止条約」に結実した。
にもかかわらず日本政府はこの条約に署名
も批准もしようとしない。それは、「唯一の
戦争被爆国」と言いながら、国が原爆被害を
直視せず、その被害が禁止条約の前文に記さ
れたように、被害者にとって「容認しがた
い」ものであることを認めようともしないか
ら。戦争を遂行し被害を招いた責任をとろう
ともせず、国家の非常事態のもとでは人間に
核兵器の被害を「受忍」させてもよいと考え
ているからだ。戦争・原爆被害「受忍」政策
と核兵器容認政策(「核の傘」＝核抑止・核脅
迫政策)の根っこは一つ。被爆者が明らかに
してきたこの事実を、いま、私たちは真剣に
受けとめ考えるべきではないだろうか。

Ⅲ

わたしたちは、どんな未来をのぞむ
のか？

被爆者は核兵器を否定するだけでなく、強
い戦争否定の思いをもって生きてきた。被爆

後制定された日本国憲法を生きる支えに、そ
の運動は、国民主権、基本的人権の尊重、憲
法 9 条・前文の平和主義など、憲法の精神を
生き、実践してきたものとも言えるだろう。
原爆地獄で助けることもできなかった死者
たち(過去)に顔向けのできるような人生を生
き(現在)、それをくり返さない未来を築こう
と、自ら学び考えつつ行動してきた被爆者の
生き方は、私たちが歴史を主体的に生きると
はどういうことなのかを教えてくれる。
継承を必要とするのはわたしたち、当事者
はわたしたち自身だ。継承とは、被爆者がそ
うであったように、主体的・創造的な営みだ。
継承すべきは、被爆者運動・組織ではなく、
原爆に抗いつつ生きてきた被爆者たちの「長
い時間をかけた人間の経験」(林京子)＝〈原
爆体験〉であり、“ノーモア・ヒバクシャ”
の志と運動ではないだろうか。
被爆者のいなくなる時は確実にやってくる。
継承する会は今、被団協と協力して、各地に
“ノーモア・ヒバクシャ”継承の拠点をつく
ろうとしている。小さくとも、そこに行けば、
地元の被爆者が残してきた資料や足跡にふれ
られる場だ。被爆者の〈原爆〉とのたたかい
は、わたしたちが“ノーモア・ヒバクシャ”
をのぞむとき、それに何よりの人間的根拠を
与えてくれる。会の役割は、その結晶ともい
える資料を保存・整理し、次代の人びとが、
被爆者のたたかいに学び、自らの未来を創造
していくための〈手がかり〉として生かせる
ようにすることだと考えている。
参考
・日本原水爆被害者団体協議会編『被爆者か
ら あ な た に－ い ま 伝 え た い こ と－』
(2021 年、岩波ブックレット)
・日本原水爆被害者団体協議会ホームページ
https://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/
・ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する
会ホームページ
https://www.nomore-hibakusha.org/
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被爆者運動を戦後史に位置づける
－ 継承する会の史料から何をどう受けとめたか－

吉村 知華
（よしむら・ちはる

昭和女子大学大学院修士課程）

もや生活のことなども記され、その隣には被
爆者運動にかける想いが書かれている。被爆
者運動が決して特別なものでなく、普通の主
2012 年から昭和女子大学の学生がノーモ
婦の生活において、研ぎ澄まされた実感から
ア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の被団
鋭い運動の言葉が生まれてきたことが分かる。
協関連文書史料整理会に協力し、100 名以上
第二に、被爆者たち自身の議論のあり方を
の学生が ボランティア参加してきた。2018
教えてくれる。たとえば、1984 年の原爆被
年度には研究プロジェクト「戦後史史料を後
害者の基本要求策定過程での意見には、案を
世に伝えるプロジェクト」が立ち上がり、4
踏まえた上で構成や、国民世論との関係性、
年計画での被爆者運動研究が始まった。
被爆した「あの日」および直後の経験(被爆
報告者も 2016 年に昭和女子大学に入学し
体験)だけでなく、原爆によりねじ曲げられ
て以降、1 年次から史料整理会に参加し、3
た人生(原爆体験)を盛りこむ必要性などが各
年次に立ち上がったプロジェクトに発足当時
地の被爆者団体やブロック、電話で意見が寄
から参加するとともに、個人的に卒業論文や
せられ、様々な意見の上に基本要求が作られ
大学院でも被爆者運動研究を継続している。
たことが分かる。
プロジェクトの 4 年間の集大成となる「被
第三に、被爆者たちが日本政府の受忍論と
爆者の足跡」展では、
「知らない事ばかり」
の闘いのなかで、運動の論理を研ぎ澄ませて
「学校で学んだが、被災者の目線での話は接
きたこと を教 えてくれる。たとえば、1980
する機会がなかった」、「「被爆者の足跡」に
年に政府が出した受忍論を覆すべく、原告
焦点をあてた展示は見た事がなかった」など、 (被爆者側)と被告(政府側)に分かれて各地で
多くの来館者の反応が寄せられた。
模擬裁判を実演した国民法廷運動において、
各法廷主催者へアンケートを行った「国民法
Ⅱ 歴史学から被爆者運動を研究すること
廷運動のアンケート」からは、「現行施策と
援護法の関連と違いは明らかにできたか」と
歴史学の学びでは、歴史史料が記された時
の質問に、「見る人が現行法も援護法も知ら
代背景を解読することを徹底的に訓練される。 ないためばくぜんとしか結果を理解出来なか
被爆者運動史料の存在は、原爆投下の必然的
ったと思う」との回答が寄せられるなど、一
な結果として、現在の日本被団協が存在する
方的に主張するだけでなく、さまざまな現状
のではなく、被爆者自身、被爆者をサポート
を受けとめてきたことが伺える。
してきた人びと、日本政府、国際社会の動き
第四に、国際活動のなかでの被爆者たちの
など、多くの人びとの議論と選択の結果とし
実感を教えてくれる。たとえば、SSD Ⅱの
て、現在が存在することを教えてくれる。
活動報告書では各国の代表のもとへ数人ずつ
第一に、生活者として運動を闘ってきた被
分かれて訪問し、「大使の共感を得たことが
マ マ
爆者たちの存在を教えてくれる。たとえば、
盛果」とするものもあれば、「国としては廃
広島で被爆した副島まちさんが長い間、記し
絶に向って認しきを深めているが民衆の方が
続けた手帳には、自身の予定だけでなく、
子ど
いまひとつという事が分った。」と記された
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被爆者運動史料と私
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ものもあり、世界へ発信する難しさを感じて
いることも伺える。
上記に挙げたものは一例に過ぎないが、被
爆 者 運 動 史 料 は 1945 年 の 史 料 で は な く、
1960 年代、1970 年代、1980 年代それぞれの
時点での被爆者たちの「その時」「その場」
の思いが記された一点ものの史料である。生
活の実感にあった言葉が 1970 年代、1980 年
代の被爆者調査を通して、被爆者の「あの日
の体験」「その後の人生」「現在の気持ち」
として明らかになり、政府の受忍論を受けて、
なぜ原爆は受忍できないのかを徹底的に考え
たことによって、運動の軸が固まったことも
生の史料から分かる。
1945 年 8 月の「あの日」があって、すぐ
に原爆のことが理解できたのではない。「あ
の日」があって、すぐに「国家補償」の要求
があるのではない。「あの日」があって、す
ぐに戦争体験の継承の話があるのではない。
被爆者が原爆と向き合い、考えを持ち寄って
議論を重ねてきたうえにある「現在」である
ことが、歴史学を通した研究で実感したこと
である。

Ⅲ

何を継承するのか

被爆者運動における長い時間をかけた人間
の経験を考えるなら、「あの日」を点として
考え、点だけが繰り返されないよう継承する
のではなく、戦時下の日常を生きていた「ふ
つうの人びと」が被爆者として生きた人生を
繰り返さないといった視点が必要である。
第一に、今明らかになっている原爆被害は
被爆者自らが解明してきたプロセスの上にあ
ること。被爆者の心の奥底にふれる質問や、
「その後の人生」に焦点をあてた調査を繰り
返し、被爆体験だけでなく、生涯被害を及ぼ
しつづける原爆に抗いながら生きてきた人生
すべてを原爆体験と捉えることの大切さを明
らかにしてきたのである。
第二に、すべてを鵜呑みにせず「自分で考
える」こと。
「こんな苦しみを受けるくらいな
ら、死んだほうがましだ」と思う被爆者は数

字では 2 割だが、数の多少ではなく「そう思
わせる被害があり、そのなかで被爆者が原爆
に抗いながら生きている」と捉えた時に、初
めて戦後を生きる被爆者の姿がリアルになる。
第三に、現在が戦時期からの地続きの上に
あること。政府が受忍論の立場をとっている
ことを知ることで、戦時期から現在まで続く
日本社会の構造を理解することができる。た
とえば、現在のコロナ禍の自粛の雰囲気は受
忍論と近く、それが今も「地続き」にあるこ
とを示しているのではないだろうか。
6 年間の研究を通して、相手を理解したい
一心で被爆者と「人間として」関わってきた
立場から今後の継承を考えるなら、「被爆者
の被爆体験・原爆体験をどれだけ自分に重ね
ることができるか、「もしも自分の上に原爆
が落ちたら、待っている世界」を想像できる
か」が重要だと考える。身内を見捨てて逃げ
た経験、家族が「もの」のように死ぬ可能性
を、自分のことに置き換えて、自分の問題と
して考えた時、「なぜ」戦争は 2 度とあって
はならないのか、「なぜ」被爆者は訴えるの
かが、真の意味で見えてくるのではないだろ
うか。

『政経研究時報』 No.24-2（2021 年10 月発行）
2021 年度第 2 回公開研究会
齊藤壽彦「主催者挨拶」
太田三郎「コロナ禍での中小企業の現状と課
題：企業倒産を中心として」
金融問題研究室・現代経済研究室合同研究会
福光寛「中国経済学史を学んで：報告と討論を
受けて」
政経時評
大日方純夫「感染症と自由民権運動：民権派
新聞はコレラ流行をどう論じたか」
論考
澁谷朋樹「アフガニスタン情勢の行方：ターリ
バーン政権と世界の動向から」
書評
合田寛「緊縮主義と反緊縮主義―その源流を
探る：野口旭『反緊縮の経済学』を読んで」
研究所の動向（2021 年 8 月～ 2021 年 9 月）
編集後記
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金融問題研究室研究会

現代資本主義の貨幣と財政金融制度
石塚 良次
（いしづか・りょうじ
我が国の経済政策は、財政については破綻
論と反緊縮、金融については緩和論とその無
効論が主張され、混迷の度を深めています。
その背後には、政府の債務は家計の貯蓄から
の借入だが、いずれ家計貯蓄は底をつき財政
は破綻する、という考え方があり、日銀が
「世の中に出回る貨幣の量」を操作し、物価
を引き上げデフレから脱却すれば景気はよく
なる、という考え方があります。しかし、そ
もそもそのような主張の背後にある貨幣観の
再検討が必要なのではないか、というのが本
報告の主旨です。
本報告では現在の経済学で主流をなす貨幣
観に換えて、債務貨幣論を主張します。現実
に流通している貨幣は銀行預金ですが、これ
は銀行債務です。経済取引は商品の譲渡に対
し貨幣を手交して決済が完了するというよう
な即時決済ではなく、買い手に債務が生じ、
その債務が事後的に決済されるという後払い
が大部分です。個人や企業間の取引では、互
いの債務を相殺して債務を解消することもで
きますが、決済尻が生じた場合は、上位の債
務である銀行預金(銀行債務)の送金で決済さ
れます。
銀行預金の送金で決済ができるのは、個人
や企業の債務が銀行債務に代位されるためで
す。預金口座での送金を受けとった銀行は、
立替払いで受取手の銀行口座に記帳(貸記)し
ます。その結果、送金元の銀行には受取銀行
への債務が生じます。一般的には銀行間の送
金は複数行間で多角的に行われますが、送金
の都度債務を決済するのではなく、ある時点
でまとめて清算し、決済尻のみを決済すると
いう時点決済が行われてきました。決済の資
金と手間を節約するためです。(ただし現在
ではリスク回避のため即時グロス決済も行わ

元専修大学教授）
れる。)
銀行間の債務を決済するのは銀行が中銀に
持つ日銀当預ですが、これについては間違っ
た理解が経済学者にも見られます。日銀当預
は銀行が預金者から預かった預金を再預金し
たものだという考え方です。ここから銀行は
日銀当預を引き出してきて、個人や企業に貸
し付ける、という誤解も生まれます。
政府の借金は国民の貯蓄からの借入である、
という上述した考え方の背後には銀行は預金
者から預かった預金で国債を購入する、つま
り政府に貸し付ける、という考え方がありま
す。銀行ビジネスというのは、預金者から預
かったお金を他の個人や企業、あるいは政府
に貸しつけ、その利ざやを稼ぐことだ、とい
う考え方、つまり「又貸し」をしているとい
う考え方です。日銀当預＝再預金説も又貸し
説です。
しかし銀行預金は上述したように銀行の債
務ですから、それを又貸しすることはできま
せん。日銀当預再預金説、銀行貸し付け又貸
し説をとる論者は、最初に銀行にお金(日銀
券)が預け入れられると仮定しますが、では
その日銀券はどこから来たのか。日銀券は日
銀が発行元ですが、一般の消費者、預金者は
どのようにして日銀券を入手するのか。個人
や企業は日銀との直接的な取引はできません
から、民間銀行にもつ自分の預金口座から引
き出してくる他はありません。銀行は必要に
応じて自らの日銀当預から日銀券を引き出し
ます。預金者が日銀券を預け入れたのが銀行
預金という通説は誤りです。事実は逆で銀行
預金から引き出されたのが日銀券なのです。
その銀行預金は銀行による融資によって生
まれました。銀行の融資とは、借り手の債務
証書と貸し手である銀行の債務証書との交換
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です。その結果、銀行は貸出債権をもち、預
金者は銀行債務である銀行預金を自らの債務
の決済に用いる権利を得ます。
銀行預金が貸し付けによって生じたのと同
様に、日銀当預も日銀の貸し付けによって作
られました。ただし、個人や企業は日銀に口
座を持てず、特定の金融機関のみが日銀に当
座預金口座を持てます。この日銀当預が銀行
間決済のみならず、政府や日銀と銀行との取
引に際しても用いられます。預金口座が貨幣
としての機能を演じているのですが、そのよ
うな銀行貨幣には、民間銀行貨幣と中央銀行
貨幣の二つの貨幣があり、両者は流通する領
域が異なるのです。政府日銀と金融機関との
間で行われる国債の売買は日銀当預で行われ
ますので、民間銀行預金で「直接」買うこと
はできません。
政府と民間との取引、政府支出や納税など
も日銀当預で行われます。当初、納税は日銀
券に限られていましたが現在では民間銀行の
口座からの振込も認められています。しかし、
その場合、納税者の民間銀行口座から政府の
民間銀行口座へ直接振り込まれるのではなく、
銀行が媒介をして銀行の日銀当預口座から政
府口座に当預を振り込みます。
日銀当預は、銀行間決済に使われ、その銀
行預金が個人や企業間の決済に使われること
によって資本主義経済の再生産システムは維
持されます。従って、日銀当預を用いた決済
システムは資本主義経済にとっては極めて重
要なサブシステムです。日銀の使命のひとつ
はそのような決済システムの機能を安定的に
維持することです。銀行間の日中の決済に際
しては決済資金としての当預が不足する銀行
もあれば、過剰になる銀行もあり銀行間で当
預は融通されます。銀行が預金口座の獲得に
積極的だったのは、貸し出しの原資を集める
ためではなく送金によって他行に流出する当
預を自行に還流させるためです。
しかし政府との取引が加わると当預の総額
が変化します。その結果としてインターバン
ク市場の金利が目標とする政策金利から乖離
しますが、日銀はこの金利を安定させること

January 2022
を目的として金融調節を日々行います。財政
支出が行われると、政府の預金口座から支出
先企業の銀行の日銀当預への振込が行われ、
銀行の日銀当預が増えたこととの見合いで、
銀行は支出先の預金口座に記帳をします。そ
の結果、民間企業の預金口座が増額し、日銀
当預も増えますが、当預が増えた銀行はそれ
を銀行間市場で運用しようとし、金利は低下
します。そこで日銀は国債の売りオペをして、
過剰になった当預を吸収します。(日銀によ
る売りオペではなく政府が新規に国債を発行
しても同じです。納税の場合はこれとは逆で
す。)ただし、日銀が当預に付利をしても同
じことです。当預に付利をする補完当座預金
金利が翌日物金利の下限を、基準貸付金利が
上限を画します(コリドール)。
以上のような貨幣の仕組みは、政府・中央
銀行、民間銀行、その他の経済主体というよ
うな階層的な債務決済機構を作り上げるので
すが、その全体こそが現代資本主義に適合的
な貨幣制度です。
金融調節の手段としての国債は不要ですし、
政府支出の財源としての借入手段としての国
債も不要です。そもそも政府は支出に際し、
(財政法による自発的制約を除けば)原理的に
は借入をする必要はありません。財政支出が
貨幣の創出だからです。
では何のために国債制度があるのか。いく
つか理由はありますが、一番大きな存在理由
は、財政法第 4 条のような縛りが必要である、
と人々が考えるからでしょう。徴税と政府支
出という貨幣的取引の形をとっている財政の
機能は労働力や資源の配分機能です。本来は、
議会による討議で決めるのが合理的なあり方
なのですが、その際の政治的利害対立におけ
る合意形成は困難なプロセスです。その際に
「財源の制約」が落とし所になっています。
しかし、税が財源ではない、ということにな
るとその落とし所がなくなります。
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２０２１年度『政經研究』奨励賞贈呈式
２０２１年１１月３０日（於：公益財団法人政治経済研究所・オンライン）
受賞者

高柳 友彦
『温泉の経済史：近代日本の資源管理と地域経済』東京大学出版会、２０２１年
検討、資料的裏付け、叙述の首尾一貫性、学
界への貢献、研究の社会的意義などを掲げて
主 催 者 挨 拶
います。
齊藤 壽彦
2017 年度から本奨励賞の贈呈を開始し、
（公益財団法人政治経済研究所代表理事）
本年度が第 5 回目の奨励賞贈呈となります。
本年度に本研究所は創立 75 周年を迎えま
本日は『政經研究』奨励賞贈呈式に御参集
したので、本日の奨励賞贈呈式は 75 周年事
下さいまして、まことにありがとうございま
業の一環をなすものとも言えます。
した。公益財団法人政治経済研究所を代表い
本年度は高柳友彦さんの『温泉の経済史』
たしまして、一言ご挨拶をいたします。
に奨励賞を贈呈することとなりました。その
本研究所は、1946 年に財団法人政治経済
受賞理由につきましては後で齋藤正美奨励賞
研究所として創設され、2011 年に公益財団
選考委員長から説明がありますが、選考委員
法人となりました 75 年の歴史を有する民間
として選考に加わった私も、同書が極めて学
研究所です。本研究所では、政治・経済・社
術性の高い著書であり、資料的探索が徹底し
会・文化に関する調査研究等の活動と東京大
ており、温泉を巡る利害関係がよく分析され
空襲・戦災資料センターの活動とが車の両輪
ており、歴史研究であるが、地域、資源を考
のようになっています。本研究所では学術研
えるうえで大きな示唆を与えてくれるもので
究奨励と研究者育成を重要な公益目的事業と
あると、同書を高く評価いたしました。
位置づけております。これが社会の発展のた
このような労作を刊行されました高柳友彦
めに重要であると考えています。
さんは研究時間や研究費などに関して多大な
本研究所では、創立 70 周年記念事業の一
ご労苦を払われたことと推察し、そのご苦労
環として、学術研究の奨励と研究者育成を目
に深く敬意を表します。また、高柳氏の指導
的とした「『政經研究』奨励賞｣を創設いたし
にあたられた先生方や、出版事情の厳しい中
ました。この奨励賞の目的に貢献すると認め
でこのような学術書を出版されました東京大
られる研究論文ならびに学術図書を顕彰する
学出版会の方々にも敬意を表します。
ために奨励賞を贈呈することといたしました。
本奨励賞の奨励金の金額はささやかですが、
『政經研究』奨励賞は特に若手研究者の育
公益財団法人から表彰されたということが高
成を図ることを目的としており、授与される
柳さんのお役に立ちますならば、本研究所と
者は 40 歳代までの研究者に限定されていま
いたしましてまことに幸いです。
す。学問の継承・発展のためには若手研究者
高柳さんにおかれましては今後ますますご
の育成が不可欠です。若手研究者の研究環境
研究の成果を挙げられますことをに期待して
が厳しさを増す今日、その育成に資する活動
います。
を推進することを本研究所では重視していま
以上、簡単ではございますが、奨励賞贈呈
す。
式の挨拶といたします。
本奨励賞の選考委員会では、選考基準とし
て、研究課題の明確さ、先行研究への適切な

January 2022
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奨励賞選定理由
齋藤 正美
（ さい とう ・まさ み

公益 財団 法人 政治経 済研究所理事 、
『政經研究 』奨励賞 選考委員長）

高柳友彦『温泉の経済史―近代日本の資
源管理と地域経済』は、近代日本において地
域経済の発展による源泉開発要求の増大に対
応して、源泉管理システムのありようが変容
していく過程を実証的に論じたものである。
この分野では先行研究が川島武宜らの温泉権
の研究ただ一つという状況であり、しかも川
島らの研究が源泉管理とはかなり様相を異に
して近代的土地所有制導入後に残る共同体的
慣習に着目したという事情からすると、本書
は全くの未開拓分野に切り込んだと言ってよ
いものである。
著者は、源泉管理を温泉利用客数や鉄道の
発展と相関させて論じているが、単なる相関
ではなく、資源管理が不安定化するなかで温
泉地の様々な工夫や対応があり、独自の管理
主体が形成されたことを明らかにしている。
その具体的なものは、「地域住民の協議」、
温泉組合、区有＝財産区管理、株式会社、町
有などである。著者は、この管理組織の主体
間のありようが、平等な構成員からなるので
はなく、階層性＝格差があることに着目した。
そして、このことがこれまでの地域経済・地
域社会史研究の蓄積に多面的な接合を可能と
し、次のような研究分野に貢献することを示
している。
第 1 に、階層のなかで影響力を持つ層への
着目は、資本家や名望家が地元の地域経済を
リードした歴史、すなわち名望家体制の研究
と交差する。
第 2 に、管理をめぐる対立と調整の必要性
は、解決を権力＝国家にゆだね、徴税機構を
通じて地域における産業の比重を明らかにす
る地域経済学、地域財政学に接合する。著者
は湯の町の温泉経営の財政における比重を分
析し、温泉経営に財政資金を集中していた時
代から、これのみに財政を集中できなくなっ

ていた時代への変遷を論じている。国家その
ものとの関連では、傷痍軍人施設の建設によ
り、温泉地と軍事との結びつきを強める過程
を明らかにしている。
第 3 に、管理組織の主体間の階層性から選
択される公有化＝財産区管理や町有化の有効
性を明らかにすることにより、現代的な「コ
モン」の共同管理に具体的な形を提供するす
ぐれて実践的な研究に接合する。著者は、都
市の発展、マスツーリズムの隆盛のなかで温
泉客が増大し、地域経済の発展がもたらされ
るが、源泉管理の重要性が増していき、その
主体として町行政の役割が上昇することを明
らかにしている。
第 4 に、管理をめぐる調整の失敗により災
害を引き起こす「公害研究」に接合する。著
者は、炭鉱など鉱物資源開発と温泉資源との
間に相克が生じる過程を明らかにしている。
本書は、論旨が明確であり、一次資料を丹
念に読み込み、源泉管理主体と源泉開発を要
請する地域発展との関係を論じた著作であり、
この過程で得られた「主体間の階層性」とい
う画期的な概念によって、源泉管理研究に有
力な方法を提示した。この「主体間の階層
性」という概念は、他の資源管理においても
適用が可能なものであり、資源管理研究にあ
らたな地平を切り開いたものと評価できる。
また、地域と「コモンズ」の未来を考えよう
とする市民にとって示唆の多い著作といえる。
以上の理由により、第 5 回『政經研究』奨
励賞選考委員会は、高柳友彦『温泉の経済史
―近代日本の資源管理と地域経済』に奨励
賞を贈呈することにする。
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受賞者挨拶
高柳 友彦
（たかやなぎ・ともひこ
ご紹介いただきました一橋大学の高柳友彦
です。『政經研究』奨励賞をいただきありが
とうございます。本書は、2009 年に大学院
に提出した博士論文を土台に、新たに発見し
た史料を用いながら改訂を行いまとめたもの
になります。
本書を出版することができたうえに、こう
した賞をいただけるにあたって、多くの方々
の支えがあったことを感謝しております。ま
ず、本日参加していただいている大学院時代
指導をいただいた加瀬和俊先生には、これま
でいろいろとご指導いただきありがとうござ
いました。また、厳しい出版事情のもとで、
出版をお引き受けいただいた東京大学出版会
の山本徹さんにも感謝いたします。東京大学
出版会から本を出すことは、大学院時代から
の憧れであり、長年の夢が叶いとてもうれし
く思います。加えて、これまで一緒に多くの
議論に付き合っていただいた大学院の同級生
や研究の仲間たちにも感謝したいと思います。
私一人だけの力では、本書の出版は実現でき
なかったとあらためて感じております。
早速、本書の内容等をご紹介しますが、そ
れに先立って温泉に関わる研究をはじめた経
緯についてお話ししたいと思います。私と温
泉の研究との出会いは、大学 3 年時のゼミで
の共同研究で熱海を事例に地方都市の歴史を
調べたことがきっかけでした。卒業論文でも
熱海の研究を続け、熱海が町から市となる過
程について調べました。大学院進学以降は、
1920 年代から 1930 年代に市制施行する地方
都市を対象にその歴史を明らかにする研究を
しようと考えていました。ただ、大学院進学
後、都市史の研究分野の蓄積の多さや都市の
定義など、研究の難しさに直面しました。熱
海を研究対象とし続けたものの、熱海の地域
発展を既存の研究史にどのように位置づける

一橋大学講師）

のか苦労しました。ただ、熱海は温泉地の中
ではメジャーな存在であり、温泉地の歴史的
展開の典型的な事例として位置づけることに
しました。そこで、温泉地の発展を明らかに
する分析方法や視角をあらためて考えました。
その際に注目したのは、なぜ、温泉地には多
くの利用客が訪れたのかという点です。加え
て、なぜ、温泉地が大量の利用客を受け入れ
られたのかという点にも注目しました。
温泉地の事情に注目する視角を取り入れた
のは、大学院での経済史研究の勉強や資料発
掘の影響からでした。埋蔵資源である石炭や
石油など鉱物資源の開発、利用との共通点、
相違点から温泉資源の特徴を考えることにし
たのです。石炭や石油は、効率的に地中の資
源を掘削することが重要ですが、温泉は開発
するだけではうまくいきません。それは温泉
資源が以下の 2 つの特徴を有しているからで
す。第 1 に温泉は、有限で再生可能な資源で
あり、持続的な利用が必要な点。第 2 に利用
者相互間の関係が強いという点があげられま
す。隣り合う土地の所有者が互いに温泉を掘
った際に、水脈がつながっているなどの理由
で互いに開発の行為が影響しあい、結果、湧
出量の減少といった事態を招きます。したが
って、温泉を開発する場合には、一定の範囲
内で、開発やその利用を秩序づける必要があ
るという特徴をもっています。また、熱海市
の図書館では、『熱海市史』執筆の際に集め
られた資料の一部を見る機会を得ました。そ
こでは、熱海で起きていた温泉開発をめぐる
紛争の経緯や温泉の引用状況が記された資料
に出会いました。以上のような経験から、温
泉地での温泉開発・利用の調整過程を歴史的
に明らかにするという分析方法・視角をもつ
ことができたのです。
近代以降の温泉地における開発と調整のあ
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りようを考える際に、温泉地の変化として 2
点重要な点があります。第 1 に、利用客数が
激増した点があげられます。明治初期に 400
万人程度であった利用客数は第二次世界大戦
前に 2600 万人程度まで増加します。利用客
数の増加は、旅館の規模拡大だけでなく、新
規参入など旅館数の増加にも影響を及ぼし、
既存の旅館でも開発が進展しました。第 2 に、
温泉の利用の仕方の変化として内湯の普及が
あげられます。温泉の利用方法には、共同湯
とよばれる温泉地内に設けた浴場に住民や宿
泊者が入浴する外湯利用と旅館内に温泉を引
用し、施設内の浴場を利用する内湯利用に大
別できます。利用客数の増加に加え、この内
湯が普及することによって、温泉地で必要と
される湧出量は激増しました。その結果、温
泉の開発が進展し、先にのべたように利用を
めぐる紛争や対立を引き起こすことになった
のです。こうした紛争は、利用客が増加する
ような温泉地ではどこでもおきたようで、温
泉地内の地域社会を分断する大きな問題に発
展しました。
本書では、そうした紛争の対立を調整する
主体として、行政機構、特に当時の道府県行
政の役割を重視しています。各府県で生じた
紛争は、それぞれの府県行政によって制定さ
れた取締規則によって対応しました。そして、
様々な温泉地で紛争や対立が生じ、新たな問
題が表面化するたび、規則がより詳細に改訂
され、現実に対応したのです。こうした規則
との関連で温泉地の資源利用・管理のありよ
うを位置付け、熱海、伊豆長岡、道後、常磐
湯本の温泉地を対象に分析をすすめています。
これら分析から得られた知見として以下の 2
点があげられます。第 1 に、温泉地は利用客
数増加から、たえず開発の圧力を受け、紛
争・対立が生じていたこと。その解決には府
県行政が重要な役割を担っているとともに、
地域の温泉組合などの「公」的機関の存在が
重要であった点があげられます。第 2 に、
個々の利用者間で生じていた紛争や対立の問
題に加え、利用客数が激増する中、温泉地全
体の資源管理が喫緊の課題として登場したこ
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とです。特に利用客数が急増した熱海では、
町行政(後に市行政)が温泉配給事業の担い手
として登場します。ここでは、一定の範囲内
の温泉資源を所有・管理するとともに、希望
者に水道と同様に温泉を配給する仕組みを構
築しました。この事業の画期性は、資源利用
の安定化に加え温泉を所有しなくても市と契
約することで、温泉の利用が可能になるなど、
温泉地への旅館の新規参入を支える仕組みと
して機能した点です。
この配給事業(温泉の集中管理事業)の仕組
みは、その後の熱海の発展だけでなく、第二
次世界大戦後の多くの温泉地の発展に重要な
役割を持ちました。1950 年代以降、温泉地
の利用客数が増加し続け、各地の温泉地では、
開発の増加で温泉が枯渇し、また地下水の流
入によって温度が低下するなど、持続的な利
用が危機的状況を迎えます。温泉を保護する
観点からも各地で集中管理事業が採用され、
有限な温泉資源を効率的に利用する仕組みと
して機能しました。ただ、1970 年代終わりぐ
らいからろ過循環式の温泉利用システムが登
場することで、資源制約の問題は徐々に解決
されます。ただ、最近では実際に使用される
温泉が減少傾向の中で、配給・管理する施設
維持が困難となるなど、集中管理事業の赤字
が問題となっています。今では AI による温泉
管理も始まっており、こうした技術が進展す
るなかで、過剰利用が問題であった温泉利用
は、過少利用の問題へと変化してきています。
このように、温泉資源の利用の実態は大き
く変化しています。今後は、こうした現状の
過少利用の実態もふまえながら、主に本書の
後の時代である第二次世界大戦以後の温泉資
源利用の歴史的展開過程について、研究を続
けていきたいと考えております。

学術刊行物『政經研究』投稿のご案内
『政經研究』( 6月・12月発行) への研究論文や
書評等の投稿を随時募集しています。投稿資格
は特に問いません。投稿規定等の詳細につい
ては、当法人事務局(『政經研究』編集担当)まで
お問い合わせください。
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定例研究会

近代協同組合法成立のプロセス
－ イギリスにおける「産業および節約組合法」の成立をめぐって－

中川 雄一郎
（なかがわ・ゆういちろう

公益財団法人政治経済研究所理事、明治大学名誉教授）

はじめに
2020 年12 月4 日、参議院本会議において「労
働者協同組合法」(労協法)が全会一致で成立した。
それからおよそ10 日後に私は、依頼されていた
(2020年12月21日付)日本農業新聞の「論点」欄に極め
て単純な題目「労協法の成立」とだけ付した1,100 字
ほどの原稿を送り届け、そして 2 日後にそのゲラ刷
り が 送 ら れ て き た 。 私 は そ れ を 見 て 、 思 わず
“good ”と頷いた。私の原稿の題目が単純であった
ことから、「論点」の担当者が、「労協法についての
私の理念」を汲み取って、「協同の可能性共有を」
とのタイトルを書き足してくれたのである。私は担当
者の読み込み能力に大いに満足した次第である。
この記事で私は、次の 5 つの項目に基づいた
「協同労働の概念」が具体的に構成されることを
示しておいた：①組合員による出資②組合員の
意見が反映された事業の遂行③組合員自らが
事業に従事することを原則にした多様な就労の
機会を創り出す④地域における多様な希望・要
求に応じた事業を行う⑤持続可能で活力ある地
域社会の実現に資する、である(なお、労協法は「準則
主義」〈届け出制〉を基本とする)。また私は、これらの項
目を示していくうちに、20余年前の1999 年11 月17
日に日本で開催された「労働者協同組合研究
国際フォーラム」での菅野正純氏 (日本労働者協同
組合連合会副理事長〈当時〉)の報告「協同の新しい可
能性に向かって」を思い出したので、改めて彼
の報告の一部を記しておいた。それは、彼の「協
同労働の実在性 (本質)」(reality of co-operative work) と
でも言うべきもので、したがってまた「労働者協
同組合法の基盤 (根拠)」でもあり得る、と私は位置
づけている。すなわち、①協同労働は雇用労働
に代わる選択肢である②この選択肢を保障する
社会制度を創り出す必要性③21世紀を目前にし
て、労協は組合員の利益のみならず、地域コミュ
うなず

アイディア

か ん の ま さ ず み

ベ イ ス

ニティと社会全体の利益を追求する「21世紀型協
同組合」としての「新しいワーカーズコープの法
制度」を提案し、ボランティアや利用者と組合員が
協力・協同する協同組合 (Co-operation)、ハンディキ
ャップを持つ人 (handicapped person) も「組合員として
労働する主人公」(working main-member)になっていく
協同組合を目指す④これからの時代は、若者た
ちが人びとの共感の中で自分らしい仕事を見出
し、自分らしい人生を切り開いていくことへの援
助が重要な課題として労協に求められる、である。
さらに菅野氏はこれらの援助のための基金に
ついてこう言及した：労協は、その「公共的な使命」
に対する「新しい労協財政のあり方」を追求する。
それは「組合員の営々たる労働のなかで生み出
され、創り出される剰余金、福祉基金、就労創出
の積立金、それに教育基金」を組合員のみなら
ず、地域の他の人びとも利用できる「新たな仕事
起こしを実践する連帯支援資金」とする、と。
そこで私は、菅野氏のこのような提案や主張を
G.W.F ヘーゲルの「社会で生きる自覚を意識す
る自立した個人」相互の「承認の必要性」 (自己意
識の対話的関係)を、菅野氏の「労協アイデンティテ
ィ」の観点から、次のように提示してみた：市民の
「労協に対する期待」・市民のために「果たすべ
き労協の役割」・市民と共に「労協がなし得るこ
と」、そしてこれらの実体が何であるかは、私たち
市民一人ひとりが相互に協力し協同していく民
主主義的なプロセスにおいて自ずと明らかにな
っていくであろう、と。要するに、私たち市民の
「生活と人間性に不可分な労働」としての協同労
働 (co-operative work) は、「労働者の自立・自律的裁
量」を発揮するのに相応しい「場」を創り出すで
あろう、これである。

Ⅰ
さて私は、上記のような「協同労働の概念」を下
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敷きにして、「イギリス協同組合運動史」を簡潔に
次のように言及したことがある(『協同組合は「未来の創造
者」になれるか』中川／JC 総研編、家の光協会、2014年、序章)。
「協同組合の世界史」は 250 年以上にも及ぶ
事業と運動の連綿たる展開によって創られてき
た。歴史的な記録として残されている「最初の一
コマ」は、18世紀中葉のイギリス(テムズ川南岸沿いの
ウリッジとケント州メドウェイ川下流域のチャタム)で、穀物
製粉業者が一方的に決めてきた「小麦の高価
格」に反対して熟練造船工たちが起ち上がり、
協同穀物製粉場を設立した闘いであった。イギリ
スにおける初期産業革命の時代にあっては未だ、
穀物製粉業者が小麦粉価格を決める地域独占
的な力を握っていた。そのような彼らの地域独占
的強制に怒りを覚えて起ち上がった熟練造船工
たちは、自らの生活を守るために 1760年に協同
穀物製粉所を設立する。同じ年にチャタムの熟
練造船工たちも、製粉業者だけでなく製パン業
者とも闘い、協同穀物製粉所と協同製パン所を
設立している。熟練造船工たちによるこのような
「生活防衛の闘い」は、少しく時を経て、イングラ
ンド北東部の港町ハルでも展開される。ハルの
労働者たちは「製粉業者との闘い」を脳裏に刻
むべく自分たちが設立した協同穀物製粉所に
「アンチ・ミル(Anti-Mill)」(反穀物製粉所) という名を付
し、 1797 年に協同穀物製粉所の経営に乗り出し
ている。
協同組合設立の「別の歴史の一コマ」は、主
にスコットランドで見られた初期産業革命末期か
ら産業革命中期にかけての展開である。この時
期の産業革命の場は、綿糸紡績機や織物産業
機器を稼動させる大型水車を動かす急流河川
のあるスコットランドに移っており、そこでも熟練
労働者を中心に「生活防衛の闘い」が展開され
た。スコットランドにおいて記録として残されてい
る、労働者たちによる「生活防衛の闘い」の最初
の事例は、食料品など生活必需品を安定して確
保する共同購入の協同組合運動である。例えば、
スコットランド南西部エアシャーのフェンウィック
織布工組合によって1769年に組織された食料品
共同購入協同組合がそれである― この協同
組合の設立は、フランス革命勃発(1789 年)の20 年
前であることから、その時代背景はおおよそ想
像できるであろう。
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このように、近代イギリス協同組合法の成立過
程を考察していくと、その基底には上記の運動
史のように、労働者階級による「生活と労働を守
る運動」としての協同組合運動がそれぞれの時
代に応じた思想や理念に支えられて展開されて
いるのである。例えば、上記の時代の労働者に
よる「生活と労働を守る運動」は、1820年代から40
年代にあっては、スコットランドとイングランド (主に
ロンドンおよびランカシャーとヨークシャー)においてロバ
ート・オウエンの協同思想に基づいたコミュニテ
ィ建設が目指され、かつそのための建設資金を
確保する運動もまた展開されるようになる。この
事例の典型としては、イースト・サセックス州ブラ
イトンの医師ウィリアム・キングが 1828 年 5 日 1 日
(No.1)から1830 年 8 月1日 (No.28)まで28 カ月にわた
り The CO-OPERATOR を発行し、イギリス協同組
合運動史上重要な役割を果たしたことが取り上
げられよう。
他方でまた私たちは、イギリス労働運動およ
び労働者協同組合運動史上においてしばしば
考察される「1848 年4月10日のチャーティスト運動
(人民憲章運動) の国民請願」も、その基を質せば、
「労働者たちとその家族の生活と労働を守る運動」
に他ならなかったことを知らなければならない。
現代にあってもチャーティス運動が正しくも労働
諸階級の生活と労働を維持していくための、す
なわち、労働者が生きていくための「ナイフとフォ
ークの問題」として論じられているように、その当
時のキリスト教社会主義者J.M.ラドローも次のよう
に述べているのである：われわれは自分たち自
身の権利を宣言し、他人の義務を説くのではなく、
常にわれわれ自身の義務を説かなければならない。
「財産の権利」は労働者の合言葉になるべきであり、
「労働の権利」は資本家や雇用主の合言葉になる
べきである。自分自身と同じように隣人を愛する
ことが資本家の義務であるとすれば、資本家は
自分自身の資本― その資本は彼自身と他者
の 労 働の 蓄 積に す ぎな い ので あ る― と引き
換えに公正な報酬を享受するのと同じように、労
働者もその労働― それが貧民の資本である
―と引き換えに公正な報酬を享受するのだと
いうことを知らなければならないのである。
も と

ただ
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Ⅱ
労働者によるこのような社会-経済的な運動は、
1852年の「産業および節約組合法」(The Industrial and
Provident Societies Act) の成立に繋がっていくのである。
この展開を歴史的に考察すると、私たちはそこに
二つの大きな要因を見ることができる。一つは、
1844 年に「28 人」― と言われている― 組合
員によって創立され、後に公式に「近代協同組
合の創始」と称されるようになるロッチデール公
正先駆者組合を初めとする消費者協同組合運
動の幅広い展開である。
この先駆者組合がそうであったように、これらの
小規模な消費者協同組合は、当初は 1834 年の
修正友愛組合法に準拠し、次に 12 年後の1846
年の修正友愛組合法に準拠して登録されるよう
になる。すなわち、先駆者組合は、前者の友愛組
合法に基づいていることを明らかにするため に
“ Law First ”を掲げることにより「協同組合に有効
な法律的地位が保障される最初の契機となった」
と言わしめさせたのである。1852 年にラドローや
E.V.ニール、それに T.ヒューズなどキリスト教社会
主義者たちが、その当時国会議員であった J.S.ミル
の支援を得て、協同組合法、すなわち、「産業お
よび節約組合法」を成立させ得た一つの重要な
要素として、この「1846 年修正友愛組合」を見習っ
たとも言われている。もう一つは、既に他のいくつ
かの協同組合が 1844 年に成立した「株式会社法」
(The Joint-stock Companies) に準拠して登記していたこ
とである。しかしながら、協同組合にとってこの株式
会社法には重大な「障害」があった。例えば「組合
員全員が共同出資者となれば、それらの組合員は
協同組合の信用を担保とすることが可能となるの
で、組合員数を 25 名以下に制限する」との規則
がそれである。かくして、組合員相互の信頼を重要
視する協同組合には株式会社法は向いていない
等々により、ラドロー、ニール、それにヒューズを中心
とするキリスト教社会主義者たちによる「協同組合
立法」の取り組みが本格的に開始されるのである。
つな

むすびに代えて
キリスト教社会主義者たちは当初、1846 年の修
正友愛組合法の適用範囲を拡大して労働者生産
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協同組合と消費者協同組合の生産活動にも同法
を適用可能にする戦略を考えていた。ミルの協
力を得てスラニー委員会において成立した「産
業および節約組合法」 (以下、組合法)は、その点で
彼らの要求をかなりの程度満たしてはいた。すな
わち、組合法は次の権利を協同組合に与えたの
である：①協同組合の設立を登記することにより、
労働者生産協同組合と消費者協同組合の双方
を合法化する (法人格の取得)。②協同組合の名義
で不動産を所有することができる。③役員の名
を以って訴訟を起こす権利を有する。④組合員
の出資持分の譲渡を制限することができる。そ
れに⑤員外利用の承認、である。これらの権利
は、修正友愛組合法と比べれば、員外利用の承
認に典型的に見られるように、労働者生産協同
組合と消費者協同組合による生産活動だけでな
く、協同組合運動全体に大きな利点をもたらす
ものであった。しかしながら、ラドローやニールた
ちの戦略意図からすると、また何よりも協同組合
運動の更なる大きな発展を目指すためにも、な
お修正すべき点がいくつか残されていた。第1 は
「無限責任制」、第 2 は「連合活動に関わる規定
の欠如」、第3 は「組合債によって協同組合が受け
入れられる総額の制限」、そして第 4 は「ある協同
組合が他の協同組合に投資することができる額
を200 ポンドに制限している」、である。ラドロー、ニ
ール、ヒューズを初めとするキリスト教社会主義者
も、他の協同組合人もこれらの難点を除去する
ために大きな努力を払った。その結果、第 1 ，2 ，3
の問題は1862 年に撤廃・修正され、また第4 のそ
れは1867年に修正され、排除された。特に第2 の
「難点」であった「連合活動に関わる規定の欠如」
の排除は、「ある協同組合が他の協同組合の出
資を保持することを合法であると承認する」ことに
なることから、1863 年の CWS(協同卸売り組合)設立の
法的根拠となった。かくして、 1863 年に設立され、
翌年から事業を開始した CWS は、イギリスにおけ
る消費者協同運動に飛躍的な発展をもたらすと
伴に、ラドロー、ニール、ヒューズなどかつてのキ
リスト教社会主義者たち、それに G.J.ホリヨークや
E.O.グリーニングなど生産協同組合運動の指導
者たちと「利潤分配の形式」を巡って対立するの
である。

January 2022
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研究所の動向（２０２１年１０月～２０２１年１２月）
理事会・評議員会
10 月 15 日 2021 年度第 7 回理事会
公開研究会／奨励賞について／研究員の採
用について／その他
11 月 19 日 2021 年度第 8 回理事会
一時金の支払いについて／科学研究費処理
の内部監査人の交代について／その他
12 月 17 日 2021 年度第 9 回理事会
公益財団法人政治経済研究所研究員・主任
研究員任用規定について／その他
委員会等
10 月 4 日
10 月 18 日
11 月 8 日
11 月 20 日

2021 年度第 6 回研究委員会
2021 年度第 6 回運営委員会
2021 年度第 7 回研究委員会
2021 年度『政經研究』奨励賞贈呈式
(受賞者：高柳友彦)
11 月 22 日 2021 年度第 7 回運営委員会
12 月 6 日 2021 年度第 8 回研究委員会
12 月 13 日 2021 年度第 8 回運営委員会
研究会・研究室
11 月 20 日 2021 年度第 3 回公開研究会「被爆
者の『長い時間をかけた人間の経験』と志を
未来につなぐ」(報告者：栗原淑江、吉村知華)
12 月 12 日 2021 年度第 1 回金融問題研究室研
究会 石塚良次「現代資本主義の貨幣と財政
金融制度」
刊行物
10 月 大岡聡「焼跡の子どもたち：敗戦直後の
報道写真から(ようこそ！歴史資料の世界へ
vol.28)」
『社会科 NAVI』第 29 号
10 月 公益財団法人政治経済研究所研究委員会
編『政経研究時報』第 24 巻第 2 号
12 月 公益財団法人政治経済研究所『政經研
究』編集委員会編『政經研究』第 117 号

学会報告・講演等
10 月 16 日 吉田裕「平和講座第 1 回 日本軍兵
士からみたアジア・太平洋戦争と戦後史」
国立市公民館
10 月 24 日 吉田裕「平和講座第 2 回 日本軍兵
士の戦後史」国立市公民館
10 月 31 日 合田寛「バイデン税制改革と国際
課税ルール合意」第 40 回全国クレサラ・生
活再建問題被害者交流集会
11 月 27 日 合田寛「新自由主義へのグローバ
ル&ローカルからの対抗」公正な税制を求め
る市民連絡会集会
その他
11 月 10 ～ 12 日 合田寛(連載)「税と新自由主
義」(しんぶん赤旗)
11 月 21 日 合田寛「パンドラ文書の新たな暴
露」(しんぶん赤旗日曜版)
12 月 10 日 大岡聡(インタビュー)「N らじ『
“あ
の人”が生きた戦時下の日々：若者が戦争を
知るために』
」
東京大空襲・戦災資料センターの取組
11 月 29 日 体験者の会
12 月 18 日 ガイドボランティア研修・交流会
研究所関連の報道
10 月 7 日 東京新聞「処分される戦争資料」
12 月 6 日 しんぶん赤旗「視点・論 点 アジ
ア・太平洋戦争開始 80 年 吉田館長」
12 月 8 日 朝日新聞「天声人語 吉田館長の著
書『日本軍兵士』紹介」
12 月 8 日 朝日新聞「オピニオン『12 月 8 日
開戦』の意味 戦争の目的統一戦略なく分裂
吉田館長」
<編集後記> 本年も新型コロナウイルスの感染
拡大にどう対応していくかが課題となっている。

政経研メールニュース発行
11 月 27 日

本研究所でも感染予防に努めたい。

(編集部)

