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Ⅴ．結語 

 

Ⅰ．本稿の課題 

 

「持続可能な発展（sustainable development）」は，かかる発展を生み出そうとする人々

の活動や，そのための組織の持続可能性に依存するところが大きい．望ましい成果をあげ

うる事業であっても，それを継続できなければ成果は得られないからである．例えば，安

定した利潤と収入という共通目的のために人々が企業を設立し参加するにしても，当の企

業は，自らでは制御できない経済環境の変化や，企業内部の人的関係の展開如何によって

存続を左右される不安定な立場にある．一般的にいって，社会のなかで諸個人が直面して

いる問題を解決し，現状を改善していくためには，諸個人の協働
．．

（collaboration）が不可
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欠であるが，この協働をいかなる形で組織化し，その組織をいかにして持続可能なものに

していくかという点も大きな問題なのである． 

 かかる観点から現在のアフリカ社会を眺めた場合，《共同体》という組織形態が経済シス

テムにとどまらず社会生活の広範な場面において重要であり続けている現実に注目されよ

う．開発経済学もこの事実に注目し，共同体とは「人的な交流から醸成される信頼関係に

もとづいて，人々の間に直接の協力関係を生み出す組織である」と定義して，分析の対象

に取り入れてきた 1．具体的には，共同体内部で構築された信頼関係によって，裏切りをは

じめとする取引当事者の不正行為の余地が縮減され，取引にかかる費用を節約する点で経

済発展に寄与するとともに，自然資源をはじめとする共有資源の管理においても，資源の

過剰な利用を規制し，その規制にかかる費用へのただ乗りを抑止するうえで，相互の恩恵

と負担を信頼関係によって調整する共同体の組織特性は有効な手段であると指摘されてい

る 2

このように共同体が有する協働の基盤組織としての重要性は衰えていない一方で，信頼

関係に依拠する共同体が，その環境条件の変化のなかでさまざまな問題に直面し，組織内

部の編成の点でも，外部環境の変化に対応して組織が備えるべき諸特性の点でも，変化を

求められていることもまた事実である．とりわけ，共同体の組織特性である信頼は，もは

や無条件に存在するものと前提することはできず，むしろ様々な環境の変化に対応して能

動的に維持
．．

・再構築されるべきもの
．．．．．．．．．．

と捉えなければならない．このために伝統的手法が復

活するという現象も見られるが，他方でそれまでは共同体になじみのなかった新たな組織

形態の模倣と学習により，構成員間の信頼を再構築しようとする試みも見られる．これと

同時に，信頼に代わる新たな組織特性が人々の協働を組織化する原理として働き始めてい

る実態はさらに興味深い． 

．血縁や地縁に基づいた，顔の見える関係が生みだす信頼と相互規律が，人々の協働を

組織化する原理として働き，組織の持続性を支えている点に注目が集まっているのである．

実際，現在のアフリカ社会でも，共同体は，経済だけでなく政治的，宗教的，社会保障的

機能を担う多機能な組織
．．．．．．

であるとともに，市場経済の浸透のなかで新たな技術を導入して

農業や牧畜などの経済活動を展開する基盤組織にも，環境保護などの公益促進活動を展開

する基盤組織ともなっており，新たな機能の担い手
．．．．．．．．．

になるとの特徴を示している． 

                                                   
1  速水佑次郎『開発経済学』（創文社，1995 年）255 頁．「市場は利己心にもとづく協力によ

り，国家は権威にもとづく指令により，共同体は合意にもとづく協力により，分業を適切な協業

関係へ調整する役割を担う」との構図のなかに位置づけられている． 
2  速水，前掲書（注１），258-259，265-268 頁． 
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いずれにせよ共同体もまた変化を求められているが，かかる変化の時代には，共同体が

もつ利点を活かしつつ環境の変化に対応して，より望ましい協働組織を作り上げていける

よう，《制度的選択肢》が提供される必要がある．この場合，予め計画的に設計された「最

善の制度」なるものが提供されるよりは，人々が様々な制度（ここでは組織形態）を利用

する試行錯誤のなかから最善の制度が漸進的に形成されてくるよう，《制度的多様性》が提

供されることが重要であると考える．本稿では，アフリカの農業経済に関して生じている

変化を検討したうえで，この変化のなかで求められる組織形態の多様なあり方を，特に既

存の協働組織である共同体との接合性を意識しながら，検討していくことにしたい． 

 

Ⅱ．アフリカ農業経済の変容と共同体の組織原理 

 

１．アフリカ農業経済の二重構造とその変容 

 

 従来の開発経済学のなかで論じられてきたのは，アフリカ経済は資本主義的生産部門と

自給経済的生産部門とが併存するという二重経済構造を特徴とし 3

《資本主義的生産部門》は，農業，鉱業，製造業を中心として，欧米を中心とする大資

本が経営を支配し，技術の点でも組織形態の点でも近代的なそれを導入し，またその販路

は国際市場とつながっている点に特徴がある．この部門の形成には植民地化の影響が強く

働いているが，近年では鉱山や土地を中心に新たな投資先として国際的にも注目されてお

り，民間の資本参入が進んでいる分野でもある．この部門は，都市部や農地・鉱山での出

稼ぎ労働という現金収入の新たな機会を開くことで，アフリカ人の経済生活にも影響を与

えている

，いわゆる伝統的共同体

においては，市場経済の浸透は進んでいるものの，依然として自給生産が中心であり，ま

た資源配分の基準としては平準化志向が支配的であるという構図であった． 

4

                                                   
3  峯陽一『現代アフリカと開発経済学』（日本評論社，1999 年）． 

．それに対して，《自給経済的生産部門》は多くのアフリカ人の主要な生産部門

であり，その理念型は，ハイデンの描く「小農的生産様式」（家族労働を基礎とし，構成員

の生存維持と平等な分配を優先する生産様式）と「情の経済」（お互いに分かち合うことで

4  その他に，物的インフラの利用，観念や制度の近代化，２部門間での取引というルートによ

って影響が及ぼされうる（G. M. マイヤー編著（松永宣明，大坪滋訳）『国際開発経済学入門』

（勁草書房，1999 年）138 頁）． 
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集団内部での親密なネットワークを形成する互酬型の交換様式）によって特徴づけられる 5

かかる構図のもと，アフリカ経済の成長のためには資本主義的生産部門の成長が不可欠

であると認識され，政府は同部門への国際援助や民間投資の呼び込みに躍起であり，同部

門の成長による浸透効果と政府を通した再分配政策により貧困削減を達成しようとしてい

る．それに対して，貧困削減という目的だけでなく，国民経済の成長という目的にとって

も，自給経済的生産部門を中心とする地方農業の生産性向上と貯蓄率の増加，これによる

国内市場の育成が必要であるとの認識もまた広がりつつあり，二部門の相互補完的な関係

に注目が集まりつつある

． 

6

 さらに，実態を見れば，二分的な構図がいまだ維持されうるのか疑問がある．資本主義

的生産部門と自給経済的生産部門の区別は，それによってあたかも空間が二分され，ある

共同体はどちらか一方にだけ帰属していると捉えることはもはやできないからである．こ

のことは，資本主義的生産部門と自給経済的生産部門とが具体的にどのような違いによっ

て区別されるのか，その実体を考えることで明らかとなろう．ここでは，前者を共同体が

その外部にある市場での販売を目的として行う生産部門（以下では，「市場向け生産部門」

と呼ぶ）として，後者を共同体内部での消費を目的として行う生産部門（以下では，「自給

生産部門」と呼ぶ）として区別してみよう．そうすると，実際には，どちらか一方の生産

部門が共同体の経済構造を支配するのではなく，一つの共同体にも両方の特徴が見られる

ことが分かる

． 

7

                                                   
5  これは，アフリカにおける慣習経済（モラルエコノミー）の問題として論じられてきた．慣

習経済をめぐる近年の議論は，『アフリカ研究』第 70 号（2007 年）の「特集：アフリカ・モラ

ル・エコノミーの現代的視角」掲載の諸論文を参照． 

．多くの自営農家では，自給生産を基本としながらも小規模な商品作物栽培

を行ったり，逆に商品作物生産を主業としていても幾分かの自給作物を栽培し緊急時に備

えていることが観察されるのである．さらに，これは農家単位で言えるだけでなく，農家

の集合体である共同体全体を見ても言える．ケニア西部キシー県での筆者の観察では，各

農家は，大小の差はあれメイズの生産地と家畜の放牧地に加え，サトウキビの栽培地を保

有しており，この農家を含む共同体の長老は茶の生産地を保有していた．サトウキビの生

産は，近隣にできた製糖工場に販売して現金収入を得る目的があるとともに，自家消費用

でもあり，手作りの製糖機を保有している農家もあった．また，茶栽培のための農作業は

共同体の構成員が必要時に手伝うとのことであり，その販売収入は長老の財産であるとと

6  平野克己編『アフリカ経済学宣言』（アジア経済研究所，2003 年）． 
7  松村圭一郎「市場経済とモラル・エコノミー――「売却」と「分配」をめぐる相互行為の動
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もに，緊急時には構成員に分配され，共同体全体で保険の役割を果たすという．つまり，

共同体の内部には，茶栽培専用の土地区画がある一方で，自給作物栽培専用の土地区画も

あり，これが共同体的所有と分配の制度に支えられて，共同体内部での分業を形成してい

ることが観察されたのである． 

このように二部門が共同体のなかで併存している実態は，農村部でも開発志向の浸透と

ともに収益性のある農業形態への移行を望む人々がいて，チャンスがあれば挑戦したいと

考えていることの証拠であろう．逆に，このような市場向け生産部門への進出にはリスク

も費用も伴うから，これに消極的な人や，進出したくてもできない人がいることも事実で

ある．市場経済化をめぐって，人々の利害関心が多様化及び複雑化している実態を認識し

ておくことが重要である． 

もう一つの大きな変化として，政府による統制経済から自由市場経済への移行を指摘す

ることができる．かつての価格統制政策は需給均衡を不当に歪めるものとして，また時に

政治的な道具として利用された政府主導の産業政策が財政のひっ迫を招いた原因であると

して，政府統制的な経済のあり方は批判されるに至った．そして，1980 年代から構造調整

政策が導入され，自由市場経済化への方向転換が行われたのである．この方向転換に影響

されて，地方農業の組織形態も変化してきている 8．かつては，商品作物の生産者は政府の

指導のもと組織された協同組合への加入を強制され，その統制を受けざるをえなかったが 9

しかし，自由市場経済への移行は政府による統制の弱体化を意味するのでは必ずしもな

いというのが，開発法学の主張である

，

政府統制の縮小とともに，自由で独立した経済活動を展開しなければならなくなっている

のである． 

10

 以上から言えば，アフリカ農業経済もまた構造的変容を伴った移行経済の一つであると

言えよう．かかる変容のなかに位置づけると，本稿の特徴は次のようにまとめることがで

．むしろ，自由市場経済のなかで各種の経済主体

が活動していくためには，市場取引を支える安定した制度の存在が不可欠であり，ルール

を形成・執行する政府の役割が重要である．かかる観点から，近年では制度改革による社

会変化が試みられている． 

                                                                                                                                                     
態論」『アフリカ研究』第 70 号（2007 年）63-76 頁も参照． 
8  高根務「現代アフリカの農村における新しいタイプの生産者組織――ガーナの事例から」児

玉由佳編『アフリカ農村の住民組織と「市民社会」』（アジア経済研究所，2008 年）96 頁以下． 
9  B. Gyllstrom, State Administered Rural Change: Agricultural Cooperatives in Kenya, 
Routledge (1991). 
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きる．①これまで自給経済的生産部門として位置づけられてきた共同体の農業生産は，近

年市場経済の浸透により市場向け生産と自給生産の混合へと変化してきているが，貧困削

減だけでなく国民経済の成長にとっても，かかる農業経済部門の発展が不可欠である．②

市場経済への移行に伴い人々の利害関心の多様化と複雑化が生じており，かかる状況で

人々の協働を促進していくためには，利害関係者間の恩恵や負担，権利や義務等を適正に

調整できる農業生産の組織化，組織形態のあり方が問題となる．③自由市場経済への移行

は，かかる組織形態を定める制度が実効的に機能することを要請する． 

アフリカの開発経済論の領域でも，民間部門の育成と活性化のための制度設計の議論は

1990 年代から行われてきたが，多くの場合民間投資を活性化するための競争法，会社法，

倒産法などの分野が中心であった 11．かかる改革がアフリカ経済の成長に貢献しうるとは

いえ，一方で貧困削減という大きな目標とつながるかどうかには疑問が呈されている．近

年では，家計（household）への注目が集まり，低所得者世帯に適したビジネスモデルの探

究が求められているから，このような状況で，地方農村では依然として重要な協働組織で

ある共同体の利点を活かした組織形態を探究することには意義があると思われる 12

 

． 

２．自給生産経済における共同体の組織原理 

 

市場経済への移行に伴う共同体の変化を具体的に検討する前に，共同体の組織原理につ

いて，その特質を明らかにしておきたい． 

自給経済において共同体の行動を支配する原理は，「地域的な生存維持の優先」にあると

される．これを，杉村は「消費の共同性」と名付け，その特徴を「情の経済」が生産過程

ではなく消費過程に
．．．．．

現れてくるところに求めた 13

                                                                                                                                                     
10  松尾弘『良い統治と法の支配――開発法学の挑戦』（日本評論社，2009 年）149 頁以下． 

．そこでは，同じ共同体の構成員である

限りは，同様の恩恵を享受し（共食），同様の負担を負うべきとの規範が生きており，持つ

者は持たざる者に分与することが当然との意識が支配している．この意味で結果志向
．．．．

的
．
で

11  W. P. Ofosu-Amaah, Reforming Business-Related Laws to Promote Private Sector 
Development: The World Bank Experience in Africa, World Bank (2000). 
12  これに関連して，日本農業を事例にした研究であるが，新山陽子「集落営農の諸類型と経

営体としての展開条件――企業形態論的検討」『農業計算学研究』第 26 号，1994 年，47-56 頁

は参考になった． 
13  杉村和彦『アフリカ農民の経済――組織原理の地域比較』（世界思想社，2004 年）383 頁

以下． 
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あり，その結果がどのようにしてもたらされたかは二次的である（努力の結果か偶然の結

果かは，結果として得られた富の分配において誰がいくら恩恵を受けるべきかの判断にと

って二次的である）．まずは，共同体全体が生き残ることが優先され，その観点から平等な

――必要な人に必要なだけの――富の分配が行われる（平等主義的規範）．この規範に反し

て，共同体の他の構成員の不運や貧困を横目に一人だけ利益を得，蓄積しようとする行動

には制裁が加えられることから，飛びぬけて豊かになろうとすることへの抑制作用が働き，

これが農業生産の拡大を阻害しているとの指摘もある 14

以上に示唆されるように，構成員は共同体に対して財産や労働を提供する一方，共同体

は構成員に対して広範な統制を及ぼすことができる．この統制は無制約ではなく，統制の

適否は慣習的に形成された規範と共同体の意思決定機関によって判断される．共同体にお

ける意思決定は，構成員（男性に限られる場合もある）の参加する合議と，長老や行政官

など指導者の権威に基づく裁定により行われる．言い換えれば，財産や労働の出資者が自

ら決定の場に参加できる一方，指導者は住民の同意を調達しようとするとともに，最終的

な決定権を行使できるのである．近代の会社形態と比較すれば，そこでは所有と経営は未

分離であり，意思決定機関と執行機関の分離もなく，自治的経営の要素が強いと言えるが，

これと指導者による権威的経営の要素とのどちらが強いかは，共同体ごとに多様であり，

その境界も流動的であろう． 

． 

また，共同体への参加が人々の生存維持と強く結びついているとの特徴もある．共同体

を離れて一人で生きていくことが困難な自然的・社会的環境のもとでは，共同体の維持存

続は自らの生存と容易に同一視され，共同体の発展は自己の発展として捉えられることさ

えある．とはいえ，共同体は特定目的のために設立されたものではなく，目的が実現不可

能になったからといって解散されるものでもない（団体の目的の無限定性）．そもそも，明

確な設立行為を伴っているかどうかさえ定かではない．それゆえ，特定目的のために共同

体が設立されるのではなく，まず共同体があって，これが人々を取り巻く日常的な問題に

対処するため様々な活動を行うものと捉えるべきである．したがって，例えば他部族との

戦争が問題であった社会から農業の生産性向上が問題となる社会へ移行することは，共同

体の組織化のあり方にも変容を迫らざるを得ない．かかる変化のメカニズムからして，《共

                                                   
14  杉村，前掲書（注 13）380 頁．そのため，共同体という組織形態は農村の生産力拡大のた

めに適した組織であるとは言えないとの指摘もなされている（高橋基樹「アフリカ農業危機の構

造的要因：農村共同体メカニズムの観点から」『国民経済雑誌』第 178 巻，第 5 号（1998 年）

55-78 頁，70 頁）． 
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同体の内発的な変容を支援する手段を提供するもの》としての漸進的な制度改革が重要で

あることが分かる． 

次に，共同体における財産関係を見ていこう．各世帯の財産は，各世帯のニーズを満た

すために優先的に使用できることは観察される事実である．共同体の構成員であるからと

いって，なんらの理由もなく他人の財産を自分の財産として扱えるわけではない．したが

って，共同体の構成員であることを理由として，各世帯が取得した財産が直ちに共同体全

体の共有財産となるわけではない．しかし，土地はともかく金銭であっても，まったく個

人の自由にできる財産であるとも言い切れない．共同体の構成員が困窮している場合に，

共同体の仲間から財産を分与してもらうことへの期待は存在し，この期待は仲間や決定権

者による分与の強制によって実現される．同じことは，共同体事業への財産出資にも言え

る．ここから，財産分与や出資を求める権利がある
．．．．．

との感覚さえ生まれうる．そうすると，

各個人の財産といえども，その利用・処分は共同体の制約に服した条件付きのものである

と言えよう 15

では，この境界線はどこに引かれるか．これはまったく人的な関係に依存し，制度的に

予め定められたものではなく，具体的なコミュニケーションの展開によって，典型的には

共同体に財産の拠出を求められた構成員がこれにどう答えるかによって不断に変化しうる

性質のものである．ここから，団体財産と個人財産の境界の不明確性を指摘できる．一般

的には，共同体から恩恵を受ける「権利」はその者が日頃から良き仲間として振る舞うこ

とが条件であり，構成員資格に付随する人的権利
．．．．

としての性質を有する．財産関係は，物

的関係としてよりも人的関係として形成され，物的権利の所在や内容よりも人的関係のあ

り方によって決定されるのである．そのため，共同体からの財産拠出要求を拒否するに足

る理由や動機が生まれ，実際に拒否されたという出来事が多くなると，これは共同体の平

等主義的規範に反し，またこれによって支えられる信頼を破壊することにつながる．ゆえ

に，かかる拒否をさせないために，拒否行動への非難や評判などの相互行為レベルの規整

手段から，村の集会や宗教儀礼などの制度化された規整手段が共同体には備わっている． 

． 

最後に，共同体外部者との関係で財産はいかに扱われるかを検討しておきたい．この問

題を考えるには，まずは共同体外部者と内部者の境界がどのようにして引かれるかを考え

                                                   
15  相互扶助組織が，日ごろから一定の金銭の拠出を求め，これをプールしておく慣行は，相

互扶助の規範の現れであるとともに，個人がその財産を濫用し，必要時に拠出できなくなる事態

の抑制として働いているとも言えよう． 
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てみる必要がある．共同体の内外の差は，組織に加入する要件が明確に定められ，その要

件の該当性によって一義的に構成員か否かが決まるという性質のものではない．むしろ，

日常の人的な交流のあり方，信頼性の有無など，既存の共同体により構成員であると承認

され続けるという慣行が共同体の構成員かどうかを決めている．重要なのは，共同体が自
．

身の内側の視点から
．．．．．．．．．

外部者をどう扱うかが問題となるだけだという点である．しかし，内

側から見ているだけでは，共同体と取引をした相手方の保護という視点は生まれてこない．

生まれてくるのは，取引相手方を自己の観点から評価するという視点だけであり，そこで

は多くの場合自己利益が優越的な判断基準となる 16

 

．共同体と外部者との関係という問題

を設定するには，両者を対等の土俵で扱う第三者の視点を取る必要があるのである． 

Ⅲ．市場経済への移行と経済主体の備えるべき諸特性 

 

では，市場経済化に伴って既存の協働組織である共同体にはいかなる変化が求められる

ことになるか，次にこの点を検討していきたい． 

農地規模の拡大によって収入を増加させる戦略が限界に至った地域では，農業生産のさ

らなる拡大のためには，各世帯に分有されている生産資源の統合により大規模かつ効率的

な農業を目指すか，あるいは商品の多様化と販売ルートの多角化によって収入の道を開く

必要がある 17．しかし，市場経済へ参入するためには，経済主体は市場経済システムの要

求する特性を備えなければならない．そのような特性が既存の共同体に存在しないならば，

これを新たに備える必要がある．その一方で，既存の共同体のネットワークが市場経済主

体に必要な特性のいくつかを補っている実態も指摘されている 18

                                                   
16  取引相手方が自己にとって特別な存在であれば，自己との取引から相手方が損害を被った

ならそれを填補しようという動機も生まれてこよう．しかし，これもまた自己の判断基準に基づ

く判断でしかなく，法人法が議論するような第三者保護の問題とはまったく構造を異にする． 

．そこでまずは，市場経

済化に伴っていかなる特性が必要になるかを明らかにすることから始めよう．以下では，

自給経済から市場経済への移行を消費の共同性から生産・販売の共同性への移行として捉

17  農業外収入の拡大という選択肢もあるが，本稿の考察からは除外する． 
18  J. Ensminger, Making a Market: The Institutional Transformation of an African 
Society, Cambridge University Press (1992); J. W. Curtis, Opportunity and Obligation in 
Nairobi: Social Networks and Differentiation in the Political Economy of Kenya, Lit Vertrag 
(1995); T. Biggs et al., “Ethnic Networks and Access to Credit: Evidence from the 
Manufacturing Sector in Kenya”, Journal of Behavior & Organization, Vol.49 (2002), 
pp.473-486; M. Fafchamps, Market Institutions in Sub-Saharan Africa, MIT Press (2004)． 
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え，それぞれの場面で市場経済主体が備えるべき諸特性と共同体が有する利点を検討して

いく． 

 

１．取引の発生と費用に係わる諸特性 

 

まず，自給経済と市場経済との最も基礎的な違い，その意味で市場経済へ移行する場合

に最初に現れる事柄は，取引の発生
．．．．．

とこれに付随する問題である．余剰の交換が行われて

いるとしても，あくまで消費を目的として生産が行われている限りは自給経済の範疇にあ

る．それに対して，市場経済とは，交換・売買を目的とした生産，《取引に牽引される生産》

である．したがって，市場経済への移行とは，他の所有者との取引という新しい局面への

対応が必要となることを意味する．典型的には，売れる物（需要）を見込んで生産しなけ

ればならないことや，取引の場所（市場）まで売りに行かなければならないこと，つまり，

情報調達の費用（価格メカニズムを利用する費用）や流通の費用の発生がある． 

共同体は一見すると閉鎖的ではあるが，これは部族や民族といったエスニシティに基づ

くより
．．

上位のネットワークとのつながりを有しており，このネットワークが情報調達費用

や流通費用の引き下げに役立っている 19

さらに，取引を成立させるにも費用がかかり，またリスクもある（取引の不確実性）．そ

もそも取引相手方を特定する必要があるが，これは所有権の帰属主体としての所有者を特

定することである．しかし，不動産市場では慣習的な土地保有制度が相手方の特定を困難

にしており，特に不動産を担保に借入れを行う際の障害となっている．また，商品を生産

者側の希望価格で買ってくれる者を探索するには費用（相手方探索費用）がかかるし，以

前の取引相手が次の取引にも応じてくれるとは限らないから，相手方と交渉する必要も生

まれる（交渉費用）．前述したケニアの製糖工場には近隣のサトウキビ生産者がサトウキビ

．情報調達費用は情報のネットワークに参加でき

るかどうかによって格段に変わってくるが，エスニックなネットワークは情報収集と伝達

の費用を引き下げる点で有効に機能している．流通費用については，近年では乗り合いバ

スなどの交通網の発達により，地方の農家にもアクセスできる市場が拡大しつつあるが，

共同体内の複数世帯の商品を同じ共同体の一人または複数人が集荷して市場まで販売に行

くことで流通費用を削減することも行われている． 

                                                   
19  しかし，利点がある一方で，かかる民族の紐帯が他民族の排除を導き，支配的な民族集団

による経済資源の独占をもたらしてしまうという負の側面にも注意する必要がある． 
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を売りに行くが，砂糖の市場価格や在庫状況などによってサトウキビの買取価格が上下し

たり，あるいは買取りを拒否されることもあるという．このような取引の不確実性を縮減

するために，同じ民族集団間での販売網を形成して対応することもあるが，取引の不確実

性は原理的にはゼロにできないものである． 

取引の不確実性が存在する以上，収益に対する見込みの不確実性も存在し（収益の不確

実性），これもまたゼロにはできない．かつての生産者価格固定制度は販売価格の低迷に対

応できず，恒常的赤字を生みだす制度として批判され，撤廃が進められた．また，生産性

の向上につながらない補助金や給付金の交付には批判も強い．そのようななか，近年では

共同体の平等主義的規範を利用した互助組織や民間金融が収益の不確実性に起因するリス

クを回避する装置として注目されている 20

収益の不確実性に対しては，まずはかかる不確実性の内容をきちんと認識することが必

要になることも指摘しておきたい．具体的には，商品の生産・販売等に係る各種費用を計

算し，収入がこの費用を上回るよう生産を合理的に管理しなければならない．そのために

は，自らの収支状況を全体的かつ体系的に捉えなければならず，このために貸借対照表や

損益計算書，少なくとも収支一覧表くらいは作成する必要がある．合理的計算ができるた

めの帳簿を整えることも市場経済に必要な特性なのである

．すなわち，市場経済のなかで生じうる収益悪

化のリスクに備えて，共同体が金融・保険制度としてショック吸収機能を果たしていると

いうことである． 

21

 

． 

２．生産のための組織化に係わる諸特性 

 

このように市場経済への移行は取引そのものに付随する不確実性と費用を発生させるが，

さらにこれは生産（市場向け生産）の局面においても変化を要求する．市場向け生産とは，

農家が日頃の自給目的の生産のなかから生じた余剰を販売するというのではなく，市場の

需要に対応して生産の計画調整を行うことを意味する． 

農家が参入しようとする市場が，その農家が従来から自給のために生産していた産品を

そのまま商品となしうる市場であれば，農家はその生産量の拡大を目指せばよい．そのた

                                                   
20  峯陽一「土地豊富経済の制約と可能性―アフリカ経済論の一課題」平野克己編『アフリカ

経済論再構築に向けて』（アジア経済研究所，2002 年）参照． 
21  マックス・ウェーバー（黒正巌，青山秀夫訳）『一般社会経済史要論』（岩波書店，1954 年）

参照． 
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めには新たな労働力を投入して農地を拡大するか，拡大しうる農地がない場合には技術導

入により生産性を向上させる必要がある．これに対して，新しい商品を導入すれば利益が

あがると見込まれる場合には，新商品の導入とこれに付随する技術習得を試みなければな

らない．いずれにせよ，市場向け生産のために既存の農業の質・量では対応できない時に

は，新たな事業
．．

を実施しなければならないことになる． 

新たな事業のなかには個別農家によって実施できるものもあろう．しかし，個々の農家

が単独では実施できない事業（灌漑設備の整備，商品加工施設や販売施設の建設運営，運

送手段の確保，技術導入など）に着手するには，複数の農家が共同して動産，不動産，金

銭，労働などの生産資源を出資し（生産資源の調達），これを計画的に管理調整する必要（内

部統治）が生まれる．新制度派経済学によれば，生産資源の調達や内部統治にかかる費用

が，市場での価格メカニズムを利用した場合のそれらの費用を下回るように，企業（つま

り，生産のための組織化）が発生する 22

 

．共同体の利点は，内部の信頼関係によってこ

れらの費用を削減するところにある． 

（１）生産資源の調達 

生産資源の調達にとって共同体が有する利点は，生産資源の内部調達費用が外部調達に

要する費用よりも低い点にある．この費用の低さの原因は，構成員による出資が共同体か

らのなんらかの見返りと対価関係に立つ必要がない点に求められる．なぜ必要ないかとい

うと，共同体の構成員はお互いに生存維持の仲間であり，共同体が行う事業は共同体全体

の経済と福利を向上させるものと認識されており，かかる事業への出資や協力は自発的に

意欲されるものであるか，あるいは相互信頼に依拠した社会的義務として行われるからで

ある．出資者が，事業収益の向上により出資額に応じた配当として具体的にいくらを受け

取れるかまで計算して出資を検討することは，あまりないように思われる． 

このような事業実施のための生産資源調達費用の低さは新たな事業を始めるうえでの利

点となるため，構成員間の信頼と出資意欲を維持することは，市場経済化への対応として

も重要である．しかし，自らの出資が本当に自分を含めた共同体のためになるのか，ある

いは出資された財産が一部の者によって不正使用されないか，こういった点に不安が生じ

るようになれば自発的な出資意欲は衰え，内部調達費用の低さという利点は失われること

になる．そこで，かかる不安が生じる恐れがあれば，構成員間の信頼と出資意欲を補完す
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るような制度が整備されなければならない．具体的には，出資者の権利の明確化，出資者

の経営参加の形態，出資された金銭の適正な管理を確保するための会計の適正化・透明化

などが考えられる． 

また，出資が労働である場合，労働提供は無償であることが多く，有償での労働力調達

よりも低費用で済むという利点がある．無償での労働提供にも上と同じ問題を指摘できる

が，労働出資については次の点も問題となる．労働は精神と肉体の稼働を要し，疲労やス

トレスとして人の心身に直接の影響を与えるものである．それゆえ，労働量に偏りがない

ように，また必要な仕事量を能率的にこなせるよう労働を配分する必要がある．無償労働

を中心とする共同体では，増加した仕事量に賃金で対応することができない分，労働の公

平かつ効率的な配分は特に重要な課題なのである． 

 

（２）内部統治 

以上に示唆されるように，生産資源調達費用の低さという利点は，内部統治の仕組みに

よって補完されなければ，すぐに失われるような脆さもあわせ持っている．内部統治とし

ては，共同体構成員の出資意欲を維持し，自発的貢献のインセンティブが与えられるよう

な機関設計や各役職の権限責任の設計が重要である23．構成員の出資や参加に際しては，時

には政治的権威を背景にした強制が用いられることもあろうが，その場合でも共同事業の

内容や出資等の正当性が承認され，さらにこれを議論する場への参加の権利が与えられる

など，自発的貢献のインセンティブを確保するような内部統治の仕組みが整っていなけれ

ば，強制はやがて人々の離反を招き，生産資源の有償調達が必要となって，共同体の利点

は失われることになろう． 

このように，内部統治にとっては，出資するか否かの決定権が各構成員に付与されてい

るということが最も重要である．しかし，上述したように，出資が社会的義務として構成

される社会では，事業に出資しない場合には共同体から排除されたり，制裁を受ける危険

がある．ここで問題となるのが，事業の内容が明らかに自身の経済状況の改善に結びつか

ないようなものである場合に，なおも事業出資を拒否できるかという点である．そして，

                                                                                                                                                     
22  R. H. Coase, “The Nature of the Firm”, Economica, Vol.4 (1937), pp.386-405. 
23  内部統治に関する事項は，構成員資格・構成員の地位に付される条件，団体財産の性質（出

資形態，持分の譲渡可能性，分割請求の可否），機関設計（意思決定方法，機関の構成と権限，

代表権と責任，代表者等の任期制の有無，選出方法，計算書等の整備と情報公開に関するルール，

監査など）がある． 
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かかる問いにリアリティを与えているのが，共同体内部の階層分化の発生という事実であ

る24． 

この場合，共同体の発展は自己の発展であるとみて協力するか（その場合，自身の財産

と労働を他人に無償提供することになる），自身の財産と労働を自身のために優先的に用い

るため協力を拒否するか（その場合，共同体の社会的義務に反したとして排除される危険

を負う）という深刻なジレンマに立たされる．ここに個人と共同体（個人所有と共同体所

有）をめぐる対立の一端が現れているが，出資行為が自由であるというのはそれだけで革

命的意義をもっていることが分かる． 

このジレンマはどちらか一方の立場を選び取ることで解消
．．

されうる．しかし，このジレ

ンマが当事者に対してどちらを選んでもなんらかの犠牲を強いる選択を求める以上，この

ジレンマを回避
．．

ないし緩和
．．

する道を模索することも（次善的な策とはいえ）実践的には意

味があろう．そこで，そのような道を考えてみると，さしあたり次のような方策が思いつ

く．まず，特定の目的を定めて組織を設立することで，その目的に同意する人の出資だけ

を集め，同意しない人の出資は求めないという方策がありうる（限定的・対等的組織化）．

新たに設立された組織が既存の共同体とは別の組織であり，共同体の関係はそれとして継

続することを明確にして行われれば，この方策にも意義がある．しかし，事業内容が共同

体の利益と一体視される限り，これに参加しない人の排除を導く危険性は高いと言わざる

をえない．そこで，これとは逆に，組織化の目的を抽象化したり，あるいは個別化して複

数の目的を掲げ，それぞれの目的に見合った，あるいは各自の状況に応じた出資を求める

ことで，共同体の構成員を広く内包する方策が考えられよう（包摂的・階層的組織化）．「必

要な人に必要なだけ」という平等主義的規範が，分配の場面だけでなく生産の場面におい

ても働くとすれば，この立場に親和的であるように思われる25．この場合は，いかなる基準

に従って，誰にどれだけの出資を求めるか，より具体的な計画と調整が必要になる． 

さらに，内部統治については，意思決定方法に変化が求められるという問題も重要であ

る．共同体の意思決定は自治的経営の要素が強いが，市場経済への移行に伴い，適切な経

営判断能力と強い指導力を兼ね備えた企業家・経営者の役割が高まってきて，意思決定の

                                                   
24  土地の所有面積が小さいほど参加事業数も少なくなるとの相関関係が報告されている．こ

れについては，拙稿「ケニアにおける開発行政と住民主導型開発活動との関係の考察――地方分

権化政策を中心として」『横浜国際社会科学研究』第 9 巻第 6 号，2005 年，25 頁参照． 
25  実際，事業への出資金額が職業別の賃金の多寡に応じて段階的に設定されるケースがある．

拙稿，前掲論文（注 24）32 頁． 
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メカニズムとしても権威的経営の要素が強まってくるからである．前者では，出資者全員

による経営参加が志向されるが，後者では少数の専門的な経営者による経営が志向される．

近代の株主会社は，出資者による意思決定機関である株主総会と経営者による執行機関で

ある取締役会を分離し，この間のバランスをとることで上記の問題に対応していると考え

ることができるが，この機関選択は，出資が共同体への義務によるものであるか，経済的

見返りを期待してのものかで異なってくるように思われる．この多様性に対応するために，

近代の会社形態へ至るまでの移行段階においては，当事者が自ら妥当と考える経営形態を

選択できるよう，複数の機関設計が制度上用意されていることが望ましい． 

 

３．資本の外部調達に係わる諸特性 

 

さらに，資本の内部調達では足りない場合には外部調達する必要が生まれるが，アフリ

カではこれにかかる費用の高さが経済発展を制約している要因の一つである26．資本を外部

調達するにはそのための信用がなければならないが，信用を得るには健全な事業を継続し

てきた実績か，担保の提供が必要になる．従来の事業実績がある共同体はともかく，これ

から事業に乗り出そうとする場合には，その分の担保を提供する必要があろう．この点で，

農家の組織化は個別農家の財産を出資により集約することで，担保価値の増大による信用

力の強化を導くことができる． 

しかし，その反面，事業収益の悪化により支払不能に陥る危険性も考慮しなければなら

ない．住民の生存維持に結びついているという共同体の性格からして，その全財産を債務

の引き当てとなる責任財産に組み入れることは，支払不能となった場合生存の基礎さえも

失うことになり，リスクが大きすぎると判断される．この場合には，資本の外部調達は敬

遠され，大規模な事業に着手しようという誘因も失われるであろう．逆に，担保価値が低

い財産しか提供しないのでは，十分な資本を調達することはできない． 

このジレンマには貸付制度の多様化によっても対応できるが，借主側としても，債務者

の全財産が責任財産となることを防ぐために，契約上担保財産の範囲を明確にしておくか，

団体財産と個人財産との境界を明確にしたうえで有限責任の団体を設立し，この団体に法

                                                   
26  Patrick O. Alila, “Smallholder Credit for Rural Development in Kenya: Origins & 
Future Perspectives” in U. Himmelstrand et al. eds., African Perspectives on Development, 
James Currey Ltd., (1994), pp.107ff., 111. 
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人格を付与して権利義務の主体とするとの対応が考えられる．ただし，有限責任である以

上信用力はその分弱まるのだから，大規模な資金を調達したいと考える人のために，無限

責任を選択し信用力を強化するための制度的選択肢が与えられてもよい． 

このように資本の外部調達の必要性が大きくなるほど，住民の組織化だけでなく，組織

化された団体が外部者との関係で有すべき諸特性が問題になると考えられる．かかる諸特

性として，法人格の付与，その公示制度，有限責任／無限責任の区別，代表者の権限と権

限を濫用または逸脱した取引行為の効力に係わるルールなど，個別的には近代の法人法が

備えている数々の特性を挙げることができる． 

 

Ⅳ．市場経済化に対応した組織形態の検討――内部統治を中心に 

 

 前章までに検討してきたように，市場経済化に対応するために共同体が備えるべき諸特

性は極めて多岐に渡るものであり，個別的にはさらに詳しいリストを作成することができ

るものである．ただ，極めて大雑把に分類すれば，市場経済主体が備えるべき特性は，①

共同体に信頼関係が成立していることを前提として具備される特性，②この信頼関係を維

持・再構築するために必要な特性，③既存の共同体には備わっておらず新たに具備されな

ければならない特性の３つに大別できるように思われる．例えば，情報調達費用や流通費

用，生産資源の調達費用の削減は，共同体内部に信頼関係が成立していて初めて可能にな

るし，法人格の取得などは制定法の支援を受けなければ具備できない特性である．「共同体

の利点を活かしつつ環境変化に対応する」という場合には，一つひとつの特性をこれらの

分類に照らして検討していく必要があろう． 

しかし本稿では，これらすべての特性を包括的に検討することはできない．そこで本稿

は，自給経済から市場経済への移行段階では共同体の有する利点を活かす必要があるが，

市場経済の浸透に伴い人々の利害関心の多様化と複雑化が生じている現状では，共同体の

信頼関係を能動的に維持・再構築するための内部統治に係わる特性の具備が緊要の課題で

あると考え，以下では，内部統治について問題になる二つの対立軸を中心に，組織形態の

制度的多様性を検討することにしたい． 

その二つの対立軸とは，組織化の手法としての《包摂的・階層的組織化―限定的・対等

的組織化》の対立軸と，経営形態としての《自治的経営―権威的経営》の対立軸である．

包摂的・階層的組織化と自治的経営の組み合わせが，既存の共同体の組織原理に最も近い
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と言える．逆に，限定的・対等的組織化と権威的経営の組み合わせが最も自立的な個人を 

表１．内部統治に係わる対立軸と組織形態の分類（筆者作成） 

《個人主義》 

 

         信託            会社 

 

 

            

 組合           協同組合 

                            《共同体主義》 

 

基礎とする組織化の手法であると言えよう．本稿が検討する組織形態と二つの対立軸との

対応関係は表１に示される通りである．以下では，それぞれについて法制度の提供する組

織形態を見ていくが（ただし，会社については本稿で検討する余裕がないため，別稿に譲

ることにしたい），検討の重点は，ある組織形態が別の組織形態と比較していかなる特性を

有するか，そしてその特性が共同体の組織原理と比較していかに意義づけられるかである． 

 

１．協同組合 

 

協同組合（cooperatives または cooperative societies）は，組合員への利便やサービスの

提供を目的とした組織であるが，これが経済および社会開発に果たす役割は従来から注目

され，アフリカに関する研究書も出ており27，近年では ILO の研究28などでも再び注目を集

めている組織形態である．本稿では，これが自治的経営の要素を備えるとともに，多様な

構成員を包摂できる組織形態として位置づけ，その特徴を検討していく． 

ケニアの協同組合法（Cooperative Societies Act，以下の引用条文は同法のものである）

は，「（a）構成員の福利及び経済的利益の促進を目的とし，（b）定款で（i）自発的で開かれ

                                                   
27  佐藤誠『飢餓からの解放――南部アフリカの自立と協同組合運動』（芽ばえ社，1984 年）；

辻村英之『南部アフリカの農村協同組合――構造調整下における役割と育成』（日本経済評論社，

1999 年）． 
28  P. Develtere, I. Pollet and F. Wanyama eds., Cooperating out of Poverty: The 
Renaissance of the African Cooperative Movement, International Labour Organization 
(2008). 

権威的経営 

限定的・ 

対等的組織化 

自治的経営 

包摂的・ 

階層的組織化 
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た構成員資格，（ii）民主的な構成員の統制，（iii）構成員による経済的参加，（iv）自律性と

独立性，（v）教育，訓練，情報，（vi）協同組合間の協同，（vii）コミュニティ一般への関

心といった協同原理を定めている団体は，本法に基づいて，有限責任を有するか否かに係

わらず，登記官が協同組合として登記することができる」と定める（第 4 条）．  

協同組合設立要件として構成員の福利及び経済的利益の促進という抽象的目的が定めら

れているが，これは協同組合が特定事業のために出資を募るのではなく，協同組合の提供

する便益を受けたい人に広く出資を募る意図であり，また自発的で開かれた構成員資格や

経済的参加を要件とする点は，協同組合が構成員資格を限定せず，可能な限り誰でも参加

できる形態を目指したものであることを表している．その意味で，多様な構成員の包摂を

志向した組織形態であると言えるのではないか．構成員資格として法が制限を設ける点は，

18 歳以上であり，参加者の職種が参加する協同組合の範疇に属するものであり，かつ協同

組合の活動する地域内に居住するか土地を所有する者でなければならないという点だけで

あり（第 14 条），構成員は定款に定められた出資を履行することでその資格を認められる

（第 17 条）． 

協同組合は，登記によって法人格を取得し，その名称による財産の保有権能，契約の締

結権能，訴訟能力を得る（第 12 条）．協同組合は，組合の名において農業設備を購入する

ことができ，これを組合員に貸し与えることで，組合員の農業生産性の向上に貢献してい

る29．また，組合員の出資を得て事業を実施することもできる．その一方，協同組合は，組

合員の生産した農業産品について優先的に買い付ける契約を組合員と締結することができ

る．組合員は，この契約に従い一定期間に一定量の農産品を納入する義務を負う． 

このように協同組合は組合としての事業を展開できるが，そのために，意思決定機関と

執行機関との分離を定めている．意思決定は全組合員の参加する年次総会において行われ

る．構成員は出資額に関わらず一人一票をもち（第 19 条），年次総会に参加し投票する権

利，定款に定められた協同組合の機関に選任される権利，定款に定められた協同組合の施

設及びサービスを利用する権利，会議録や会計等に係わる情報へのアクセス権30を有する

（第 21 条）．また，構成員は，定款及び定款の定める機関の決定を遵守しこれに従う義務，

定款の定める出資金その他の支払いを履行する義務，破産の場合に本法及び定款に従って

                                                   
29  協同組合は，組合が構成員に提供した①農業生産用具，家畜，建物，機械，種子等，②サ

ービス，③これらの購入を目的として貸し付けた金員について優先担保権を有する（第 33 条）． 
30  協同組合は，予算書及び決算書を作成するとともに，会計帳簿の作成と監査の義務を負う

（第 25 条）． 
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協同組合の債務を負担する義務を負う（第 22 条）．一方，執行機関としての理事会の設置

は必須であり（第 28 条第 1 項），そのメンバーは組合員のなかから年次総会によって選出

される．したがって，理事は組合員の互選による．理事会は，契約締結，訴訟の提起又は

答弁，その他定款に定められた業務を遂行する権限を有する．また，理事会は，通常の企

業人が有する思慮分別に則って事業を遂行する義務を負う（第 28 条第 6 項）．  

 協同組合は，その組合財産を組合及びその構成員の便益のために使用する義務を負い（第

42 条），組合が取引によって得た収益は準備金として保管し，投資に関する一般ルール（第

45 条）に従って使用しなければならない（第 47 条）．また，組合財産の分配方法は，定款

によって定めることができる． 

 以上のような協同組合という組織形態がアフリカ社会で広く普及しているのは，それが

政府による開発の手段として利用されたという点とともに，その内部統治の仕組みにおい

て自治を基本とし，また構成員を特定の集団に限定するのではなく共同体の仲間全員が参

加できる組織であり，そしてその目的が共同体構成員の福利と経済的利益の促進にあると

いう点が，既存の共同体の組織形態と接合性を有していたからであると思われる．実際，ILO

の研究などはかかる観点から協同組合という組織形態の意義を説いている．また，協同組

合が広く利用されている事実は協働の組織化にとって協同組合が有効であることの証拠で

あろう31．しかし，これが既存の共同体とまったく同一というわけではなく，意思決定機関

と執行機関のそれぞれの権限や責任の明確化，会計に関するルールとその公開に関するル

ール，組合財産の管理処分に関するルールなど，既存の共同体では明確にされていないル

ールが法定されている．以上から，協同組合法は，共同体とはまったく別の組織形態を提

供するというよりも，既存の共同体を補完し，なおかつ市場経済の要求する諸特性を備え

るための制度として位置づけることが可能ではないだろうか． 

 

２．組合 

 

 出資者間及び出資者と業務執行者との対等な関係を基調とする組織化の形態として組合

                                                   
31  ケニアには，2007 年の統計で 11,635 の協同組合があるとされ，人口の 63％が直接又は間

接に協同組合に係わっているとされる．分野別では，農業分野での商品別生産者組合（4414 団

体）のほか，金融業，貯蓄投資業（5122 団体），保険業，住宅業（572 団体），流通業（49 団体），

建設業（89 団体），消費者（183 団体）で協同組合形態が利用されているとされている．F. O. 
Wanyama, “Surviving Liberalization: The Cooperative Movement in Kenya”, Coop Africa 
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（partnership）がある．本稿にとって組合制度が有する意義は，組合事業の目的を限定し

て出資を募ることで事業参加者の範囲を限定する（それはまた，責任を負うべき者を限定

することでもある）とともに，これら参加者間の自治的な経営を可能にする点にある．以

下，この点に係わる制度構成を概観していきたい． 

ケニアの商事組合法（Partnership Act，以下の引用条文は同法のものである）第 3 条第

1 項によると，「商事組合とは，営利を目的として共同で事業を営む複数の者の間に存続す

る関係である」と定義される32．この定義について，判例は以下の要件を指摘している33．

①当事者は複数でなければならない．②自然人と非自然人，あるいは非自然人同士の間に

も組合は成立しうる．③商事組合の主たる目的は営利的である．④当事者が，事業資本に

ついて現金その他の出資をすることに同意していなければならない．ただし出資は対等額

である必要はなく，また労力（技能 skill）の出資でもよい．⑤資本出資の結果として，収

益の分配について合意されていなければならない．したがって，組合契約の成立には，契

約の一般的要件に加え，営利事業への共同出資と当該事業からの収益分配についての合意

が存在することを要する34． 

 組合員は，各自相互の権利義務について，全組合員の合意（明示の合意だけでなく，黙

示の合意を含む）によって定めることができるのが原則であるが（第 23 条），合意がない

場合に備えて法定のルールが用意されている．これには，大きく分けて組合財産に関する

ルールと，内部統治に関するルールとがある． 

組合財産とは，組合設立時に出資された財産及び組合の資本を用いて組合事業の目的の

ために取得された財産のことを言い，組合員の合意に従って，組合事業の目的のために保

有・処分されるものである（第 24 条）．組合財産に対して組合員が有する権利義務は合意

によって定めることができるが，合意がない場合には次のルールが適用される（第 28 条）．

すなわち，①全組合員は事業資本及び収益に対して平等に持分権を有し，組合財産の損失

を平等に負担しなければならない（a 項）．②組合は，事業の通常かつ適切な遂行のなかで

発生したか，あるいは事業もしくは事業体財産の保存のために必要なこととしてなされた

                                                                                                                                                     
Working Paper No.10 (2009), pp.3-4, 18. 
32  組合法は，かかる複数の組合員を集合的に事業体（firm）と呼んでいる（第６条）． 
33  Mworia & another v. Kiambati, C.A. No.131 of 1987, [1988] KLR 665 (per Gachuhi 
J.A.). 
34  かかる合意は書面でなされても，口頭でなされても，組合契約として有効である．ただし，

「口頭での組合契約の場合，その存在は，重要事項（material terms）を立証することによって，

証明しなければならない」Ibid., 668. 
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ことから発生した支払いもしくは人的責任については，どの組合員であっても損失補償し

なければならない（b 項）． 

 内部統治に関するルールには次のようなものがある．①すべての組合員が組合事業の経

営に参加することができる（第 28 条 d 項）．②組合事業の日常の問題については全組合員

の多数でもって決定できるが，組合の本質に係わる事項については全組合員の同意がなけ

れば変更できない（第 28 条 f 項）．③新たな組合員になるためには，既存の組合員全員の同

意を要する．④組合財産の帳簿は事業所に備え置かなければならず，全組合員がこれにア

クセスし，閲覧し，謄写する権利をもつ．⑤全組合員の明示の合意によって権能を付与さ

れているのでない限り，組合員の多数によっては組合員を強制脱退させることはできない

（第 29 条）．また，個人的事項であっても，組合に影響する事柄については，他の組合員

に対し真実の説明を行い，すべての情報を提供する義務を負う（第 32 条）．⑥他の組合員

の同意なしに，組合に係わる取引または組合財産，名称，事業関係者の使用によって得た

利益は，事業体に報告しなければならない（第 33 条）．⑦組合員は，組合事業と競合する

事業によって収益を得た場合は，これを事業体に支払う義務を負う（第 34 条）．他の組合

員に対抗するようなかたちで（as against the other partners）持分権の譲渡が行われた場

合，譲受人は，持分権の収益権能だけを保持し，経営参加権，会計帳簿の閲覧権等ガバナ

ンスに係わる権能は持たない（第 35 条）． 

 以上見たように，組合は特定事業のために設立されるものであり，これに出資するかど

うかは本人の自由である．出資額に差を設けることも可能であり，組合員の権利義務も全

組合員の同意により定めることができるから，少額出資者は出資額に応じた配当を受け取

り，責任を負うというルールを設計することも可能である．このようにして，多様な出資

者を集めるために利用することも可能であろう．ただ，法の定めるルールは経営参加の権

利や投票権の重みなどに出資額の多寡に応じた優劣を付けているわけではなく，組合の内

部統治は対等者間の自治的経営を想定している．組合の意思決定への権利が組合員間で同

質である以上，出資や責任についても同質であることが求められると一般的には言えるの

ではないか．そうすると組織内部に上下関係を組み込んだ会社形態に比べて，組合員の自

立性は高いと言え，その分やはり対等者間の関係に適した組織形態であると言えよう． 

いずれにせよ，組合は新規事業に挑戦する企業家精神とそのための財産を有する人たち

が，自らの責任で事業を行っていくうえで有効な制度である．実際，判決に現れる事例に

は，同じ共同体の仲間が集まって，土地や機械を購入して商品作物生産に乗り出す事例が
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多く見られる．なかには，脱退組合員は新しい組合員を自分たちと同じ民族のなかから見

つけてくることが要求されているケースもあり35，共同体の一員であることの信頼感が組合

においても働いていることが分かる．他方で，組合は構成員が出資者に限定されるから，

組合事業の収益は出資者だけのものであり，この収益を出資者以外の者に分配する法的義

務があるわけではない．その意味で，既存の共同体の平等主義的規範から離れて事業を行

うことを可能にする制度であると言える36． 

 

３．信託 

 

 本稿が信託（trust）に注目する点は大きく分けて二つある．一つは，協働の組織化の手

法として信託制度が有する特徴，とりわけ信託制度が受託者に課す義務と，受託者の専門

能力の活用に対する注目である．もう一つは，共同体の土地所有に関連して，従属的な立

場にある家族構成員の利益保護が必要な局面で信託法理が活用されている点への注目であ

る（擬制信託法理による救済）．本稿のテーマから言えば前者が検討の中心になるが，後者

の検討は信託法理と共同体の慣習との接点を明らかにするうえで貴重である． 

 信託とは，「エクイティによって受託者に課される命令的義務であり，これにより受託者

は受益者の利益のために財産を管理処分するよう拘束される」ものである37．信託は，委託

者が，信託設定の意思と条件を明示して，自らの財産の管理処分権を受託者に移転するこ

とで発生する（明示信託）．委託者は，受益者が信託財産からいつどれだけの利益を得る権

利を有するかを定めることができるし，信託財産の管理処分方法を受託者の裁量に委ねる

か（裁量型信託），あるいは具体的に指図することもできる．信託の特徴は，受託者が，信

託財産を自分の財産としてではなく，「受益者の利益のため」か，または「定められた特定

目的のため」に，一定の方法で管理処分するよう拘束される点にある．受益者のための信

託の場合は，受益者の要請があれば，信託財産（又はその受益者持分）を受益者に移転し

                                                   
35  Nelson Namaswa & 7 others v. James Wanyama & 3 others, High Court Civil Case 167 
of 1989 [2004] eKLR, pp.20-21. 
36  かかる組合制度は，既存の共同体の平等主義的規範から逃れるために利用されることもあ

ろうし，組合員の制限により責任財産の範囲を限定して支払不能のリスクを共同体に持ち込まな

いために利用されることもあろう．このような利用のされ方の多様性を認識しておく必要がある． 
37  P. L. Onalo, Land Law and Conveyancing in Kenya, Heinemann Law Books (1986) 
p.29. 
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なければならない38．また，受託者は，受益者に対する利益の支払いと，信託財産の保存管

理責任を負う． 

かかる信託は，ビジネスの分野では，経営者としての指導力や専門能力を委託者に信頼

された者が，委託者の財産を譲り受け，自らの指導力や専門能力を発揮して新規事業の経

営に乗り出す有効な制度となりうる39．受託者の努力により増加させた信託財産のうち受益

者の取り分を除いた部分を受託者の報酬として受け取れるように信託を設定しておけば，

受託者には自らの創意と努力を発揮して事業経営にあたるインセンティブが付与される．

委託者のほうは，自らの財産を受託者に移転する代わりに，自らを受益者に設定し，例え

ば生活に必要な月々の収入を受託者が自らに支払うとの条件を設定しておけば，収入の保

証を得ることができる．また，委託者は自身の全財産を信託財産として提供する必要はな

いから，信託財産と個人財産の境界を委託者の意思によって明確にすることができる．ま

た，受託者は，受益者の権利を害するような信託財産の管理処分やその投資40に対して法的

責任を問われるから，自己利益を追求して無謀な経営に走る危険性は阻止されよう．この

意味で協働の制度として信託が有する意義は，財産所有者が自らの受益権を保持しつつ所

有財産の収益性をより一層活用できる環境を作るとともに，専門能力者がその能力をいか

んなく発揮できる環境を整備することにあると言えよう． 

では，かかる信託制度はアフリカの農村開発においていかなる意義を有するだろうか．

これを考える前に，家長と家族構成員の財産関係を規定する共同体の慣習法にも信託の概

念が組み込まれているとの指摘を検討しておきたい41．ケニアは 1960 年代から個人的土地

所有権制度の導入を行ってきたが，その理由の一つは，個人に土地の完全な管理処分権を

与えることで，土地の収益への期待を保護し，土地への投資を促進することであった．し

かし，経済機会の拡大のなかで所有者が自身の利益追求に走り，所有者の家族や兄弟の利

益など慣習上の権利保持者の利益に配慮しないケースが生じたため，判例は，これら慣習

法上の権利保持者の利益を信託受益権と構成して保護しようとしたのである42． 

                                                   
38  Gardner, An Introduction to the Law of Trusts, 2nd ed., Oxford University Press (2003), 
p.171.  
39  信託制度が受託者の専門能力の活用にとって有効な制度であるとの指摘は，Gardner, op. 
cit., n.37, p.8 に見られる． 
40  受託者による投資の権限及び責任については，受託者法（Trustee Act）が詳細に定めてい

る． 
41  控訴院判決は，「ケニアにおけるアフリカ慣習法は，一般的に，慣習法に内在した信託の概

念ないし観念を有している」としている．Mukangu v. Mbui, C.A. No.281 of 2000 [2004] eKLR. 
42  詳細は，拙稿「ケニアにおける土地制度改革の法社会学的分析（三・完）――登記土地法
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これは，信託の法理を利用して，土地所有者に与えられる経済的インセンティブを維持

しながら，他方で従属的な立場にある者の利益を保護しようとする試みの一例である．か

かる信託制度のメカニズムは，家族の内部だけでなく，上述した共同体内部での分業と経

営者役割の分出にも対応できるのではないか．すなわち，共同体の一部の土地区画を，能

力のある企業家に信託財産として譲渡し，共同体の各構成員は受益権を有すると構成する

ことで，所有財産の収益性向上を可能にするとともに，それによる収益の平等な分配を確

保することが可能になる43．このように信託においては，財産の所有と分配の面では委託者

の意思が支配的であり，また経営の側面では受益者の権利に服す限りで受託者の権威的経

営が許されるとの特性がある． 

 

Ⅴ．結語 

 

 以上検討してきたところからすれば，「共同体の利点を活かしつつ，環境変化に対応した

組織形態を模索する」という課題は，決して問題のない最善な組織形態が描き出せるとい

うものではなく，むしろ様々な利害関心の対立のなかで組織形態の多様性
．．．

を模索するとい

う課題であることが分かる．この利害関心の対立の奥底には，個人の利益と共同体の利益

の対立という，ある意味で普遍的な価値観の対立が横たわっているように思われるが，本

稿は，そのどちらか一方に与するのではなく，様々な利害関心を持つ人たちが様々な組織

形態を選択していくことができるよう制度的多様性を提供することが重要と考え，実際，

協同組合，組合，信託という３つの制度を既存の共同体がもつ組織原理との対比において

検討するということを行った．変化するアフリカ社会のなかでは協働の組織化にも多様性

が求められているが，いかなる組織化が可能であり，それぞれがどのような特性を有する

かを検討することは，学問のなしうる貢献として意義があると考えたからである． 

 今後は，それぞれの組織形態の位置づけをより明確にしつつ，実際に利用する場合の詳

細な制度設計について提案していくことが課題となろう． 

                                                                                                                                                     
の成立過程を中心に」『横浜国際社会科学研究』第 13 巻第 4・5 号，2009 年 36-37 頁． 
43  この実際例としては，E. Bassett and H. Jacobs, “Community-based Tenure Reform in 
Urban Africa: the Community Land Trust Experiment in Voi, Kenya”, Land Use Policy, 
Vol.14, No.3 (1997), pp.215-229 を参照． 


