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農産物の商品化と協同組合

一デンマークの酪農組合を中心として一

川 村 琢

1，

　小農生産のもとでは農業産物の商品化に対し

て協同組合のはたす役割は大きい。

　いうまでもなく，小農生産における商品取扱

資本は当然商人資本として，安く買って高くう

る一という商業二念に従い，等価交換はおこ

なわれがたいという毒事情のもとになりたってい

る。ここでは「独立した商人財産は，資本の支

配形態としては，流通過程がその両極には対し

て独立することであり，そしてこの両擾は交換

する生塵者自身である。これらの極は流通過程

に対して独立したままであり，またこの過程も

これらの極に対してそうである。生麗物はここ

では商業によって商品となる」のである。この

ように椎麟破醐鮒会鴛「高熱産

業を支配する」。謎2）

　産業資本が確立したところでは商業資本は産

業資本の流通過程における機能を代行するにす

ぎない。すなわち，産業資本自体が追加投資を

おこなって，二二自らの商品の価値実現をはか

るよりも，商業資本の存在によって産業資本の

利潤を増大せしめることができるという根拠こ

そ商業資本存立の基礎なのである。いいかえれ

ば商業資本は自ら余剰1瀬値を創禺するものでは

ないが，流通過程における機能の合理化によっ

て，産業資本のもとで斜出される余剰価髄の産

業資本に帰属する害拾の低下を防ぐというとこ

ろにその存立の意義を見出すのである。いまや

商業資本はかつて流通過程の両極から独立し，

生産を支配したのとは逆に，産業資本に従属

し，生産に従属するに至った。

　産業資本として確立しえないままの小生二一

が彼らの前時代的な生産形態で商品生産をおこ

なう場合は，当然，その社会の支配的生産形態

が産業資本によっていとなまれているとして

も，さきにのべたように，生産過程と流通過程

とは梱互に独立し，商品化はこの商人資本によ

っておこなわれ，生産は商人資本に従属する。

しかし小生産者であるとしても，徐々に商鹸生

産者としての性格がつよまり，これに紺応して

生産力がたかまるとともに，少くとも産業資本

が流通過程において，その機能を商業資塞に代

行せしめたと細面な，流通過程に機能する商業

機関を求め，流逓過程を生産に従属せしめよう

とする，あるいは生産と流通を統合しようとす

ることは・当然である。商人資本は生産から独立

しているが故に流通過程を支配し，その結果と

して不等価交換を生産者に強い，さらに自らは

馬面変動を通じ，売と買との反復を通して自ら

の利潤を追求する。商人資本のもとでは不等価

交換を廃し，流通過程の含理化をはかり，流通

過程を生産過程に従属せしめることは不可能で

ある。商人資本の支配を打破するためには，少

くとも生産者自体が産業資本による生産にまで

たかめられねばならない。

　資本主義の成立と発展は正に産業資本確立の

過程であった。しかし，三二国におけるように

急激な産業資本確立の強制は，かかる小生産春

の整理のもとにおこなわれたのではなくて，多

分に小生秘匿をそのままにしての資本主義の確

立であった。その著しい例は後進国における農

業生産において見ることができる。しかし，こ

の小生産春もすでに過去の社会にみられる自給

自足の体制ではなく，多分に商晶経済にまきこ

まれた，小生産者のままでの商品生産者なので

ある。資本主義が独占毅階にすすみ，これら小

生産者の分解に基く産業資本の確立が照難なる
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事態においては，小生産春のままで商品経済に

対応できる形態，いいかえれば小生産者のまま

で商品を生産するためには，生灘過程に流通過

程を従属せしめること，あるいは少とも生産と

流通を統合することが必要である。生産と流通

との合理的な結びつきは最少限度小生賜餐にと

っても，流通費用の低下に利害を感ずる独占資

本にとっても不可鋏のものどして前面にあらわ

れる。資本の独占毅階では資本はもはや小生産
　謎3）

斎の分解の能力をかき，小生産制のままでの商

品化を推進するから益々そうである。

　小生産着のままでの生産と流遍との統合の方

向，いいかえれば商人資本の廃除の方向は一般

に協同組合形式による販売組合の成立発展とし

てあらわれる。ここでは協同組合は沓生産者の

販売のための諸費用の節約，さらに商人資本に

よる不等価交換を知将的正常価格の実現という

ことでおきかえることに成立の意義を見出す。

艇艮酌な正常侮i格というのは決して産業資本に

よる平均利潤の実現を前提とする生産繊格を意

味するものではない。小生産春にとつ℃必要な

価格は限界地の生産者の費用価格（自家労賃を

含めた）を必ずしも上まわる必要はない。墨入

資本のもとでは，この中中価格をさえ打破って

きめられたのであるが，いまや庭先生騰者価格

を費用価格にまで引きもどそ5とするにすぎな

い。．したがって，生産者の流通過程の支配を意

味する協同組合は当然資塞としての独立の存在

は許されない。搬岡組合は小生産者の生産過程

を流通過程にまで延長することを一個人でなし

に多数の購一業産物の生蝋巻の同等な立場での

協力のもとに実現することである。ここでは生

産者は産業資本としての確立をみないまま，多

数協力することにぶって，瀦通過程を生産に従

属させようとするのである。いわば流通過程に

おける倣同組合は生輝々から独立しえなしまま

で商業上の機能をはたすという独特の役閉をお

わされることになった。しかし，この実現のた

めには少くとも次の条件が満足されねばならな

い。館一に，少くとも協同組合の販売上におけ

る経済的貴任を生産斎か，すべて等しく負うと

いうことである。このためには法律上，組合員は

無限責任であることが必要となる。この関係を
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逓して生産と流通とが結びつけられることにな

るわけだが，このことから当然第二の条件が生

ずる。それは生産者が生産額からみても，したが

って経営からみてもほぼ同じ程度の経済酌地位

にあることが必要である，ということである。

そうでなければ，組含の責任をすべて等しく負

うことにならない。第三にそれぞれの組合員は

少くとも殉一の生産物を生産し販売するという

ことである。いうまでもなく，経済酌地位が同

一であっても生産物がちがっては組合に対する

組合員の等しい責任を求めることはむずかし

い。そのうえ協同組合が販売上の合理性をえる

ためにも一定数量の生澱物の集荷が前提となる

のだから隈られた地域で，生聖者が特定の主要

生産物を多：量に生蔭しているということが必要

である。このことは，狡術上の進歩にも，生産物

の規格の均・一化をはかるためにも必要である。

　こうみてくると協同組合による生産渚のため

の販売事業ははなはだむずかしい。特定の園々

の協同組合はその成立の事情がちがい，組合員

の質も相違し，生産物の種類もちがえば，その

市場の広さも異っている。多分に救貧的な意味

をもたされた僑用組合的性格のつよい組合もあ

れば，消費組合酌性格のつよい組合もある6し

かし，これら諸種の華甲にもかかわらず，農産

物の商品化は着々とすすみ，農産物を商品とし

て流図過程に対する生産麿の関心は益々深めら

れてゆくのである。いずれの国においても，小

生産者によって農業生産がおこなわれているか

ぎり，この商品を協同組合の形態において取扱
　　　　　プノド
うことを否定するわけにはゆかない。

　そこで，，さきにのべた諸条件が与えられた属

においてどのようにみたされているかによって

協骨組会の阪売事業の進展がよみとれるという

ことになるのだか，一般的にいって，商品生産

の高い挙々ヨーロッパやアメリカでは販売組合

は他の；事業の組合をはるかにひきはなして特殊

の販売組合として発展しているようであり，後

進図ではむしろ信用組合酌性格の比重が圧倒的

につよい。臼：本のような，いわゆる綜倉農協形
　　　　　羅）
式のものは中闇的盤格をもつものとみるべきで

あらう。

　小農の蜀として，しかも駁売網合の発達した



襲としてのデンマークでは，どのような条件が

与えられていたか，またどのように具体的に進

められていったかをみることはiヨ本の協同組合

の販売事業を理帯する上にも必要な膳標を与え

るものと恵われる。

　註1）マルクみ資本論岩波文庫版

　　　　　第ウ冊195頁

　　　2）　マルクス，上掲謁　199頁

　　　3）流通費用の低下というだけで販売組

　　　　合威立の条件とはなりえない。小農生

　　　　産に対する正常価格の実現，したがつ

　　　　て一定の低い価格で一定数量を絶えず

　　　　供給できると曳・う事情こそが三帰にと

　　　　つても資本にとってもまず必要な条件

　　　　であり，さらに流通費絹を少くすると

　　　　いう条件を顧たすためには，小生産の

　　　　場合・組合形式の販売がもっとも適し

　　　　ているということである。近代的に合

　　　　理化された商業資本も農罠に対しては

　　　　商人資本として機能するであろうし，

　　　　集面面では苦労する割合に利益のうす

　　　　い農作物については，商業資本は魅力

　　　　力斗ブま二し、よ　5だ。

　　　4）G．F・Uquet，τhe　C・一・pe痴ve

　　　　Secto三「，　P．　12σ一i

　　　　　　　　　2．

　デンマークの協同組合は徽心した事業の分離

のもとにできあるがっている。販売二業は購買

事業から分離されているばかりでなく，二二の

生産物の種数に応じて，これら個々の生産物の

販売のための特殊な機能をもつた組合がつくら

れている。現在世界的に有名な酪農組合，ベー

コンの組合，鶏卵輸出組合のほかに，パターの

翰出組合や検査紹合など生産物の阪売上必要な

機能に応じて特殊組含ができあがっている。こ

れらの二三は農民の生漣の必要上つくりあげら．

れたものであって，最初に組合精神があって，

その精神の具体的な発現というものでもなけれ

ぽ，政府の指導奨励のもとにできあがったもの

でもない｝いはば非常に実利的なデンマークの

農属が，彼らの生産物を販売するに必要である

という実利的な驕酌からできあがったもので

ある。

　今日みられるような集約的なデンマークの酪

農経嚢は1880年代の農業の困難な状態からぬけ

だそうとする農民の努力の結果できあがったも

のである。それまではデソマーグも主穀農業で

あり，主として穀物の輸出をおこなっていたの

であった。しかしながら，19世紀まの穀物恐慌の

もとでは，海外からの安い穀物価格に対抗する

ことができなかった6当時畜産物よ海外からの

競争からまぬがれていたのだから，農斑は彼ら

の生産の大部分を畜産にふりむけたのは当然で

ある。すなわち，1867－77年目100とした指数は

1878－87｛5存こ｝ま農産有勿は；79，畜搬物をま95∫1888一一

97年には同様62に対し81であっという事情がデ

ンマークの農民の経営転換の気運をつくったの

であった。謎り藩産物は主としてイギリスに輸

出され，ヨーロッパ帯場も比較的良好であった

ようである。しかし，時がたつにつれて，自給

の飼料では，たえず増大する家畜の需要に応ず

ることができず，世界市場で廉直な輸入飼斜に

依存していた。豚の飼育の拡大は牛乳加工に際

して生ずる脱脂乳の利用で促進された。

　デンマークではとくにバターの大量がイギリ

スに輪出されていた。この輸出はユ880年代の販

売の閑難な時期にも山止されることなく，穀物

輸嵐の中止の後にも拡大されていった。デンマ

ークの農畏はパターの絶えず増大する生鷹と輸

出によって，かれらの経済的躍難からの逃げ道

を見出したのである。すでに1880年前に牛乳の

分離機が発見され，これがまたバタ｛の生産を

有利にしたことはいうまでもない。もとよりデ

ンマークのバターといっても，大経営のもとで

生産されるいわゆるHerre曲。｛　のパターと農

民のパターとでは販売上の名声がちがってい

た。大農場では専門の技術春によってよいパタ

ーがつくられるが，農畏の場合は自家絹以外の

小量の質のちがったものが商入によって買あつ

められるのだから，大経営のものと対抗するこ

とはむずかしい。1863年になって喪民によって

生産された牛乳を買いあつめて潴工しょうとす

る試みがおこなわれたが，．これも必ずしも成功

しなかった。加工業春と農民との間には利害は
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一致しなかったのだから，これは農罠自身によ

って解決しなければならない問題であった。

　デン㌣一クの酪農の発展は酪叢協同組合の発

達とともにはじまったということができる。す

でに1875年に協同組含の成立をみたが，一般酌

には圭882年Jut｛andに設立したRje面愉gの

酪盤組合がデンマークの最初の協同組合である

といわれている。この組合ぼ）基本的な原則は，

次のようなものである。即ち第一に組合員は自

家用をのぞくすべての生産された牛乳を組合に

提供する義教を負うこと，第二に組合員はすべ

て連帯して各署に義務を負う．こと，第i三に各組

合員が提供した牛乳の量に：応じて利益の分醍を

うけること，第四に，すべての牛乳生産者は現

金の出資なしで維合員となることができること

である。謎2）

　駕eddingの酪農協同組含は，’このようにし

て1882年の6月10日に作業を畷得し，ただちに

バタしのための良好な価格を実現した。このこ

とはこの運動の成功にとって大切なことであっ

た。翌準には同様な酪農組合が附近に設立さ

れ，その年につづいて多くの組合がこの賢のす

べての地方でつくられた。酪農協同総合は1885

年目でに84組合，1886－90年に595組合，1891－

95｛F凄こ153組合，　1896～1900警秘こ110糸且合決ミ設立

された。一般的にいって，穀類輸出の中三1二によ

って農業が蒙った困難さは酪農への転換によっ

て切りぬけられるという認織ばかりでなしに，

農畏生産が協河繧禽によって，いわゆる加工上

の大経営を実現し，技術上の改革，販売上の合

理化が可能になるという認織が農民によってえ

られたからである。説；り

　たしかに，デンマークの酪農組合の成立と発

展はヨーロッパの農業転換の時期に直面した農

博が転換を可能ならしめるためにとりあげた重

要な対策の山つであるということができよう。

しかし，いずれの國においても組合の結成と発

展とが可能であったわけではない。とくにデン

マークにおいて組禽発展の条件が与・えられてい

たといわねばならない。その条件ばいうまでも

なく，第一に，イギリスの甲骨なパター市場の存

在であり，第二にパター生産技術の基礎がすで

に発見えられており，脂肪分離施設，結核牛歩
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策施設，牛乳の殺菌方法など酪農生産における

大経営の技術条件ができあがっていたことであ

る。したがって，もしこれら技術をとり入れう

るパター生産施設ができさえずれば，それが協

畑中合方弍であろうと，会社方式であろうと，

あるいは個人経営でもさしつかえはないはずで

ある。けれども偲入経鴬では牛乳生産とか【江と

が密着しているけれども，その方式で押下生産

と加工とを同時に大経営たらしめるには限界が

あり，株式会社：方式では牛乳生産と加工とは源

則的に分離せざるをえない。そうなると，加工

施設が如何に進歩しても牛乳生巌自体の進歩と

は必ずしも歩調を一致することができないばか

りでなく，加工のための利益が優先して，牛乳

生崖者を犠牲とする可能盤がでてくる。少くと

も，加工業として一定の利潤の成立がないかぎ

り加工はおこなわれない。この方法では脱脂乳

の農民への還元にも心算があり，集乳の質の均

～性を求めることも閑難であり，牛乳生産のコ

ストの低下を求めることもむずかしい。

　当時デンマークでは，集乳生産をすべて加工

し，販売するだけの資本も存在していなかった

状態のもとでは，農罠自身の参加のもとで，協

岡組合方洪で牛乳の加工販売をおこなうこと

が，さしあたり農叢転換にせまられた襲昆にと

って必須な条件であった。

　註　　i）　H．Fa（王er　Co－operat玉on　in　Danish

　　　　Agricalture，　P33

　　　2）H“．Faber，　ibid　P37～8

　　　3）　G．　Klaunder，　EDtwick韮ung　deτ

　　　　dan董schen湿渥5c｝1e　W量工rtschaft．　S．

　　　　508～10Berichte量her　Landw…rtsc－

　　　　haft　Band　XXXW，1956，　Hef重．3

3．

　協同組合によって販売が成功豹におこなわれ

るためには，少くとも次の条件がみたされねば

ならない。第1～に，組合参加の農民が少くとも

脚質の農域であることである。株式会社とちが

って資本形成のむずかしい協1司組合では，資本

力によって商贔を集葎するかわりに，組合員の

積極的な組帯利絹の意慾をたかめなけれぽなら

ない。組合員による組合利用がたかまることに



よって組合の組合員に対する利益の分配もたか

まる。これらの相互の閾下は少くとも組合員の

組合利用度がそうかけはなれたものでないこと

を必要とするのである。農産物の販売の著しく

少ない組合員や，大生下下が組倉に参加してい

る場合は，いずれも組合の利用において不満を

生ずるもととなるようである。ところで，この

ような同質の生産嚢は一定の社会条件のもとで

はじめて成立が可能となる。

　周知のように前期的な生産形態の農民も資本

主義のもとでは両極分解がおこなわれ，一方の

極におけ’る寓農と他方における貧農ならびに農

村プロレタリアが形成される。しかるに，後進

国においては農昆層の分解が阻止され，資本の

独占化が進んだ段階においては，とくに分解が

歪められて申農層の肥大化がめだってあらわれ

る。いわば，この段階では，後進国において

は，農業は近代的な産業資本として成立するこ

とはむずかしく，たかだか景気循還の過程で山

野の好条件にめぐまれた場禽においてだけ，一

部は牛頭へののびを示すにすぎず，一般的には

絶えず過蒲人口が農業の内部に包含せしめら

れ，すでに土地の細分のおこなわれた状態で

は・生産の中心は家族労働幅彗く中農層におか

ざるをえない。しかし，これら中農屑といえど

も，霞らの生産力をたかめるための努力と生産

物の流通過程における合理化によってのみ，わ

ずかに，臼らを維持することができるにすぎな

い。というのは中農は家族労働力という量的な

限界をもち，土地面積の上でも制限されている

状態であるから，生産力をたかめるためには，た

とえ困難であるとしても，家族労働力の質の向

上や，投下労働の増大（過労），さらに少額では

あるが投下資本を増加することより外に方法は

ない。流通過程の合理化を実現するためには，

小農の場合には，これら農畏の協力，協同化に

よってのみ可能となるわけである。さきに指摘

したように協同化の一方式としての協同組含は

引合員の質的な均等性が必要であった。後進國

における中農層の維持されている頚：情は逆に協

同組合の成立発展を可能ならしめているのであ

る◎協同組合は，したがって，後進国における，

独占資本の支配する段階において，より強力に

発達しているのをみることがでぎる。

　デンマークにおいては，農奴解放後の農畏の

大多数は中農であり，全農家の70％はこれら中

間層によってしめられている。その重心は10か

ら60ヘクタールの農畏層にある。謎Dこのよう

な農躍層が麟内においてその支配的地位をしめ

るにいたるまでには，デンマークはさきにのべ

たように穀類の生産から酪農への大転換を経過

しなけれぽならなかったσいわば，これら申農．

屑を中心とした農業経営の成：立は酪農の形態に．

おいて可能であったというのである。動物の飼

育は多分に家族労働という熟練労働の過投と結

びつき易いことは人々のよく指摘するところで

あるが，この労働と乳牛との結合は当時の雪下

段階ではまた好運な条件でもあった。しかも，

この過穣で酪農協同組会が積極的な役割をはた

したごとはさきにのべたとおりである。協岡組

合は他の形式の加工販売の事業をはるかに引き

はなし，酪農ll窃1国警合数は1900年に1，029，1909

年に亙，157，1914年に1，168へと増加したのに対

し，private　co玉lectiveδairyはそれぞれ206か

ら238，1％へと滅少し，estate盗airyは2鍛から

90，16へと激減した。脚）酪農家のうち86％

が丁田組會に，7％がprivate　colluetvve　dai勢

に7％がいずれにも関係のない自らバターを

生産するか，あるいは｝｝i∫に阪売する農家であっ

た。酪農組合に所属する農民の層は，19G9年に

おいて，おおよそ次のようである。すなわち，

1％acl以下の農現の70％，1．5－12ac．の84．

9％，12－37ac．の88％，37－73ac。の90．3％，

7鈷147ac．の88。9％，147－589ac。の82．8％，5

89ac以上の49．0％である。1929年には0．55一一3

ha．の履88．1％，3－15ha．の90．4％，15－60ha．

の90．3％，60－120ha．の80．8％，　120－240ha。

の48．9％，240ha。以上の29、9％であった。この

ことからみられるように，小中農の組合潴入は

特に強力である。駐3）さきにのべたように中農

の数は圧倒的である。したがって，デンマーク

における酪農古句組合大多数は中農の組合員に

よって構成されているものということができよ

う。

　このような組下員の質の均等姓があるからこ

そ，さきにのべたような猷資によらない，．組合
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が成立できるのであり，昏組含員は組合にたい

して，等しく解任をおうことができるわけで

ある。このような条件のもとで，はじめて，

0丑en圭an　one　votcの協同組倉の早期が実質的

に成立しうるのである。出資が協謬綻合の中心

となれば．組合はある程度組合員から独立した

性格をもつことになるのは当然である。けれど

も，組合員の経済的等均等性のない場合には，

組合の　one　ma簸om　voteの源則をまもると

すれば，いきおい出資上の制限にもとずかざる

をえない。ここでは当然，組合と組合員との間

に，前の場合のような密着性を求めることはで

きない。消費組合や信用組合の場合に，しばし

ば組合員の質のちがいが，出資の制限のもとで

おこなわれているが，この場合には組合員によ

る組含の利用度にちがいが生ずる。

　第二！こ，販売組合においては特定の商品に二

物化することが必要である。特定の商品のた

めの組合は当然組合員が特定商贔を主とする生

産者であることを前提とする。組合運営におい

て販売事業が特に園難であることはk照tskyの

指摘しているとおりであるが，商品が多種類に

わたると，その困難さは著しく増大する。謎夷）

すでに近代酌商業機関が発達している甲骨には

それとの競争があるから，特に専門化を必要と

するばかりでなく，商業上の機能の専門化も必

要となる。

　デンマークにおいては周1知のように，1880年

慶業置換以来組合員たる綴磯は酪農を中心とす

る農業を営んでいた。したがって，酪農生産物

は酸をあげての農業上の商工であることはいう

までもない。協鍔組合は組合員の生産した牛乳

の加工販売のための組合であり，この加工賑売

にあらゆる勢力を集中している。すでにのべた

ように酪農への転換は同時に組合の成立の時期

であり，他の商業機関による競含も少なかった

ので，組合発達の上からいえば正に好条件であ

ったといってよい。しかし，組合自体もその発

展のためにはあらゆる努力がこころみられたよ

うで，加工販売のため，さらに牛乳生産の質の

向上のための乳牛の改良組合，生産物の検査の

ための検査組含ができあがり，のちには海外販

売のだめの輸鐵組合も強力に推進されていつ
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た。づ櫨つち，新式の設備による・縁一製法ゐ

敢善は逆に牛乳の最と質との向上を求め，． _民
自身はそのための努力が要請される。その結果

として乳牛の飼育方法も改善され，飼料の改善

もそれに併行してすすめられゆくのである。他

方，堆肥の増力匪によって反収も増進し，同一薦

積で飼育される乳牛の唱酬も増加する。維含運

動のおこる前には70エーカーを耕す農民は鍵｝8

日置牛を飼育して880ポンドのバターしか生産

できなかったのであるが，改善後においては11

頭を飼育して，2，200ポンドのバターを生産す

るようになったといわれている。註5）しかも品

質が改善されるに従って価格はたかめられ，組

合を通して売上利益は牛乳の供給量に従って配

当されるわけである。

　これら酪農組合は，その生魔物の輸毘のため

の組合を緯織している。．最初は主として翰出港

に設立せられていたが，いまや主要な集散地に

それぞれ組合が組織されて，いまやこれら輸出

曲目は二会会を継織して，円売対策を打含せ，

品質の標準の協定をおこなっている。かくし

て，以前コペンハーゲンの相場によってたてら

れ，よい質のものはこの相場を越えた，いわゆ

るover麟ceをえていたのであったが，パター

の輸出が組合によっておこなわれるようになっ

てからは，紐合による質の向上と輪出への参加

によって，ovefprlceの問題は解決されたので

あった。脳）輸出の最大の纈客はマンチェス

ターの卸売協同組食であり，また環ソドソの

M＆ypoleの酪農会枇であった。もとより輸出

はすべて組合‘とよっていとなまれたわけではな

い。けれども組合の取扱量が全輸出額のなかば

以上に達してからは，他の輸出商のマージンま

でも制限することができるに蚕つた。

　このような海外発展の裏には，それだけの地

味な協同事業がおこなわれていた。それは一つ

にはパターの検査が協岡組合によっておこなわ

れ，この検査によって牛乳の質とバターの生産

費との関係や飼料と乳量との閥係などが明かに

なった。今賦，すでに世界的に有名になった飼

料の有効成分の分析によってだされた飼料単位

はこのようにしてできあがったものだといわれ

ている。さらに乳牛の改善のための努力も組合



の組織を通しておこなわれ，そのために種牛の

組合による飼育がおこなわれている。

　第三に，協同組合の発展は，独占段階におけ

る資本の要講に合致することによって可能とな

るということである。いうまでもなく資本の独

占毅階においては農業の産業資本としての成立

．は著しく阻止される。この段階では商業の親心

は独占企業のもとに包摂されるか，あるいは極

度の合理化を要求されるにいたる◎灘）　しか

し小生産者のもとで営まれている農業では，生

産臼体が合理化されず，依然として細分化され

たままの生産をもつづけているのだから，これ

ら多数の小生産者の生産物を市場に結びつける

機能を合理化し取引費用を鄭約することは敏然

として耳癖である。独占企業では生産が益々流

通に対して優越する地位を確保し，市場の調査

のもとに生産を調整しながら，流通費用の節約

をはかっている。ここでは流通過程の合理化は

ますま寸生産過程を円滑ならしめるために要求

される。流通過程を担当する資本はどれだけ節

約され合理化された機能をはたすかによって独

立の存在が許されるにすぎない。弱小の商人資

本は排除される。独占資本は農産物のような細

分化され，分散されて生産されている商昂につ

いても，それが原斜として或は労働力蒋生産の

ための生活物資として資本にとって必要な商晶

であるかぎり，できるだけ安い価格を求め，その

ための一方法として流転過程における費用の節

約を期待するのは当然である。しかるに細分化

され分激されて生産される農産物の集荷は，独

占企業の生産物とはちがってはなはだ多くの費

用を必要とする。そのうえ生産が多分に不安定

である。農民が小商品生産誉として登場するに

つれて，この集荷面の費用の節約と一定数量の

確保を可能ならしめるために流通過程における

商事の取扱機関はどうあるべきかについてデす、

でに各哩において当然解答が求められねばなら

なかった問題であった。農産物の種類により，

その生産形態に応じて，商業資本が取引にあた

るか，加工資本が直接集荷するか，あるいは農

畏による協同組合が集荷にあたるかは農1甕と独

占資本との利害の如何にかかつている。小生産

者の多数存在する後進圏では，およそ資本の独

占段階においては協同組合の広般な普及をみた

のであった。

　デンマークにおいては，すでにのべたよう

に，加工資本および商人資本の存在があったに

もかかわらず，イギリスの市場はむしろデンマ

ークの協同組合による集荷，加工，販売の方式

を求めた。デンマークの酪農の最大の市場はイ

ギリスであり，この意味ではイギリスの資本の

実質酌な合理主義をみることができよう。

　註　1）　a’D．IP，　Jaco｝）son，　Die　d鼓nische

　　　　Landwirtschaft　voR　Staatskonsulent，
　　　　　　　　　　　　の
　　　　S．1i4，　Berichte遊ber篇a狂〔至w…rtschaft，

　　　　Band　XXX蓋V　He覚，4

　　　2）　Faber，　ibid，　。41

　　　3）　　G．　Faquet，　ibid，P．1玉2・

　　　4）　カウツキー農業問題　岩波文庫版

　　　　上巻208頁

　　　5）　本位雷祥男　世界農業協同組合史

　　　　46頁

　　　6）　Faber，　ibid．　P。80一一2

　　　7）　ヒルファテング　金融資本論

　　　　346－9頁
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　デンマークの協瞬組合はできあがるべくして

できあがったという感が深い。そのありかたが

すべて理想的だというわけではないが，少くと

も小農生写者が流通過程に対応する方法として

はすぐれたものの一つであろう。もとより歴旋

的なまた三会的な条件がめぐまれていたのも幸

したわけだが，これら諸条件を幸に転じるため

の農民の努力はいろいろな意味で教えらられる

ところが多い。

　デンマークの協同組合の発展に対し日本の場

合は対跳的である。明治の末期，産業組合法の

発布以来，組合の発展は農民の自主的な推進に

よるものではなくて，多分に政府による頭から

の援助によっておしすすめられたのであった。

いわば協同組合は日本では農業政策の一環とし

て，はじめて存在の意義が与えられたといえよ

う。いいかえれば，農畏が協隅組合を組織し，

この組織を通して農産物を商晶として実現する
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たあには，日本の農民の経済的地位があまりに

も弱体であるということであり，したがって，

組曲の形成も多分に行致組織にそい，その事業

も救貧酌な信用享業を重点としている。それに

もかかわらず，組合の発展は農産物の商品化の

進展に裏付けられ，農斑の経済的要請に基いて

できあがっている。その意味では，デンマーク

においてみられた組合発展の諸条件は多少にか

かわらず臼本においても必要な条件であるとい

わねばならない。

　デンマークの二三発展の条件は，しかし，そ

のまま，臼本において再現でぎるものではな

い。歴史的な段階の相違や幾民の質の違いがあ

り，農産物の種類も異れば市場条等も大きな相

違をもつている。さらに，デンマークにおいて

さえ，現在綴禽の発展についての多くの國難が

あるのだから，まして，後進的な日本の組合の

園難さはそれ以上であることはいうまでもな

い。いまここで，デ／マークの組合の最近の事

情にふれ，さらに田本との比較をおこなうこと

はできない。けれども，少くとも組合発展の条

件はどのようなものであるかの一例として，デ

ンマークの組合の成立発展を酪農についてみた

にすぎない。
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