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・→養鶏共同経営 の研究

Ⅰ 共同経常の成立過程および組織と道営

吉 田

博

Ⅰ は し が き
虚業の転換期をむかえ虚業の企業化共同化がさけばれ七以来，共同経営の設立数も増加し最近でほ全国で5，000
以上に達すると云われる．．国内では他産業との所得較差の是正と，−・方では海外農産物との価格競争にたえうるよう
農業経営規模の拡大が要請され，その一手段として共同経営の設立が促進されたのであるが，その成果はほたしてど
うであろうか．．もとより共同経常の多くほ設立後なお日も浅く具体的成果について−云々するには尚早であろうが，大
多数は不振の状態と云えるであろう
共同経営の困難さほ農業のみならず，商工業においても同様であると云ってよい（1）．それは基本的には経営の組織
構成の問題より発すると云ってよい．対等平等な人間の結合に由来する統一・意思形成の困難さ，機動性と経営秩序の
欠如ほ厳密な意味で統一・的経営と云いがたく，むしろ経営要素の集合状体とい

う事例がむしろ多いのでほないか，と

考えられるが，このような欠陥はいかなる場合に是正され，本来の経営的機能と秩序をもつに至るであろうか
さらに虚業の有械的生産という特質は商工業に校べ大経営成立の根拠を弱めるものであろう埠漸的，大経営的農
業技術体系は現在の我国農業でほ−・部で試験的に行なわれる段階であり，未だ一般化されておらない．このような条件
下で大規模な共同経営を運営するにほ，まず堅固な人的終合を基礎として土地を集「卜し，自己資本を増加して経営の基
礎条件を紫僻した上で，堅実な封画庭基ずき大経営の有利帆 とくに大患流通の利益を最大限に獲得しつつ，一・方鉱
産能率の高度な水準を維持することが必要であろう．ところが，現実にほ経営の基礎灸件についてほ人的結合につい
てみても同志的結合を欠如したための失敗も多いし∴土地を集中したものほきわめて少数であり，出資も自己の危険
負担をさけて自己資本少なく，借入れ，補助金に依存しすぎる傾向が強い．これらの傾向，とくに土地集団化や最大
限の出資は個々の経営よりみて周難であることほ当然であるが，大経営成立に必要不可欠であるとすれほ行なわねは
ならず，行ないえないならばむしろ共同経営設立を断念すべきでほないか危険負担意思が共同経営成員においては
個人経営者や企業者より弱いことは，経営に対する熱意と自信，信念において欠けていることを示すと云えよう，
さらに能率上昇のためにほいかなる対策をとるべきであろうか．個人経営に劣らぬ労肋意欲なしにほ共同経営は維
持しえないにも拘わらず，労肋意欲の低下は−・般にさけがたい労偽意欲の上昇には分配問題がきわめて重要である
が，分配の公正と分配に対する成員の満足はきわめて困難な問題といわねばならないり したがって，単に経済的誘因
や刺戟のみでなく，人間性の洞察に基ずき，成員を組織の作菜へ動機づける種々な誘因，刺戟の方法を考案採用しな
ければならないであろう 後雑な人間関係の発生をさ仇 相互に競争刺戟し，自由な創意を発揮する組織を考案工夫
することが必要ではないかい これらほ個人経営の長所であるが，二革新的技術体系なくして共同経営が成立するために
ほ個人経営の長所をできる限り摂取し，一方大経営の利益面を伸長することにこそ，共同経営における組織間題の根
本的問題があるのでほないか
木精ほ共同経営として異例な発展をとげた−・養苅共同経営を対象とするが，これは8戸の養鶏戯家が．5万羽の菱難
共同経営を目標として昭和55年に設立し，以来5年目で酵卵場を・も兼営する企業的共同経営に発展した事例である
本稿ではその成立過程と組織運営蘭庭限定し，一・般の共同経営と比較検討しつつ考察しようい
調査対象期間は昭和55年設立時より昭和57年9月までの企業化する前の段階に限定している．調査ほ58年1月およ
び7月に予備調査を行ない，7月に5日間の第1回調査を行ない，9月および10月にそれぞれ2，5日間の追加調査
を行なった多忙の中紅もかかわらず調査に快よく協力して頂いたⅠ養鶏農協の方方や調査の便官を計って頂いたT
県構造改善審議官増本氏および第1回調査に参加して協力して頂いた本学農学部5年生，岡田虎雄，黒川章男の両君
に謝意を表したい，
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Ⅱ 成 立 過 程
1．参加までの経過
共同経常においてほ成立過程，すなわち経営要素獲得過程のうちにすでに寄集の成否を規定する要因があるように
思われる．いかなる性格の農家群が，いかなる動機で，いかに土地を集中し，出資してゆくか以下，通常のそれと

異なる本組合の成立過程をみよう
まず，地区の概況であるが，調査対象であるⅠ養鶏鹿協はT県M郡Ⅰ町丁地区にある．同田丁ほ人口約20万人のT市
の西方約10km，Y川平野の中心に位置する近郊農村である．気象条件も温暖で自然的，社会経済的条件においても

まず恵まれた方であろう
同鞘の農家の平均経営面積ほ約占Oa，米麦を主とするが，戦後ほ畜産こと貯洛鶏が盛んとなり，昭和5占年度で田丁全
体で約7万羽の飼養羽数と去われる

C 経営土地面積

第1表 丁地区の農業概況
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（注）節1衣A−Dほ1960年聴堺農林業センサス市町村別瓢絆掛こよる

その・うちT地区（旧丁村）ほ19る0年センサスによれば，農家人口ほ昭和55年において−5，129人（男1，495人女1，占52
人）で昭和25年当時の5，885人より約20％の減少をしているまた同センサスにより経営規模別農家戸数をみると第
1−A表のように農家5る5戸坤50a以下が約50．．5％，50a−1baが5る1・4％で，1ha以上が1・5一・4％にすぎない．また専業
兼英別にみると専兼農家が50％，兼英農家が70％をしめる一方，C表によれば1戸当りの経営土地面鏡はる4a，う
ち経営耕地面積は5由の零細性を示し，そのうち水田が51aで大半を占める以上 丁地区は典型的な近郊農村であ
り，兼菜化が進行し，零細規模の米麦農耕が支配的であることが知られる
このような土地の制約により畜産が戦後伸長したと云われるが，Ⅰ町同様比較的土地を要しない養難が最も増加し，
25年の養鶏戸数2占7戸，1，142羽が55年には227戸と飼養戸数ほ減少する一・方羽数ほ4，511羽と約4倍に増加している．
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しかし実数は統討上の数字の約5倍の約2万羽とみられる．
さて，ここでユ養鶏農協の成員たちの母胎をなした組織をみよう．T地区では戦後の養鶏増羽傾向を背点として，
昭和28年に農事研究会の有志10名がT養鶏組合を設立し，技術研究，鶏卵出荷，飼料購入事菜等の共同溝動を開始し
た当初，10名で事業盈は．550万円であったのが，54年にほそれぞれ225名，2，500万円と飛躍的上昇をとげたことほ
注目に低いするまた当組合出荷卵は大阪市場で名声を博していると云われるのちのⅠ養鶏農協の組合長丁氏は，
この組合長をも務め，また8戸の成員もこのT組合における研究会のメンバーであり，相互に共同活動の訓練をへて，
同志的結合の基礎がここで出来たとみられる小
このT養鶏組合は組合員が平均1ロ0羽の飼養規模に達し，一応副業養鶏としての成果は収めえたのであるが，昭和
55年頃より神奈川中央養鶏農協のどとき大規模な養親企業集団が発重し，山方農家養鶏も大東町にみられるような集
i瑚養采毎の新型儲が現われ，全国鹿家ことに養箕島農家に大きな衝撃を与えるに至ったのであるい
養鶏規模拡大ほ需要面からみると消費生活の変化に伴ない，マヨネーズや英子の原料として鶏卵需要が飛躍的に増
加したことによるのであるが，さらにマヨネ−ズ原料としての鶏卵購入時期が春季の卵価の低落期の5ケ月間に集中
することにより価格安定化が促進された意義も大きいであろう．−・方，供給面からみると1）養鶏は土地の自然的制
約をうけず，パタリー，ケ−ジ等の立体鶏舎の出現と普及ほ単位土地面積当りの収容能力を増加したこと，2）大規
模養親の制約要因であった予防衛生上の欠陥が駆除・予防法の進歩やケージの採用により改善されたこと，5）配合飼
料の質的向上と価格の低下傾向，4）配合飼料の普及による飼養労仇の節約，米作の省力化に基ずく余剰労仇投入の
場の転換，5）大塩流通の有利性等の諸要因が養親規模拡大の原因と考えられる．このような規模拡大傾向ほ第2表
によってうかがわれるが，同時に卵価下落と飼養戸数の減少（小規模養鶏家の脱落）を必然的に伴なうのである
したがって経常規模拡大傾向ほ中小養鶏家の存立に大きな脅威を与え，将来に対する深刻な不安を発生せしめ，T氏
らは流通共同事業か

第2表 卵価・成鶏雌羽数・産卵量・飼養農家の年次別変化

ら，より積極的な生産
共同体制創出に関心を
もつに至った個人経
常による規模拡大は現
実にほ多くの障害があ
ったからである農繁
期における労仇の制
約，敷地の制限がそれ
であり，限定された敷
地での増羽は密飼いに
よる収益低下をもたら
すのである。また，副

（ ロー）農林省統計調悲部：節36次・節3S次農林省統計表による

業的性格のゆえに研究
を深めえぬことも大きな問題であった
組織は人々の共通の不安ないしほ不利益感，疎外感が粗放結成の要素となると云われる（2）．この客観的条件ほ共同

イヒ発生の温床となるけれども組織化行動にほなお連接的契機が必要であった
昭和54年，T民ら有志は神奈川中央養鶏場を視察し，同養鶏の組織と運営方法償深い感銘をうけ，共同経営の成功
について自信をえたといわれる時に，県の指導者からも生産共同事業の勧誘があり，実施が決意され，具体的計画
の段階に入るに至ったのである
2小 成員参加の動機

共同組織とくに共同経常の設立に関してほいわゆる同志的結合という人格的な結合が基礎になる粗放の結合の強
さは目標，意見の同一性および調整力の職開によるとされる企業経営においても団結力，人の和が重視されるが，
共同経営においては和や結合力の低下は単に能率の低下でなく，しばしば成員の脱落をもたらす一成且の脱落ほ男
物力ないし経営者の経営体からの減少に止まらず経常資本の減少ないし負債の増加，規模縮小を結果し，その共同経
常の酔散を促準させる琴因となるのである，
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そのためT氏もとくに人の和を壷祝し，適任者を特に説得し，T氏を含め8戸の成員をえた．ここで参加の動機を
みると，直接所得の増加をあげるものは飼養規模の小さな成員1名のみであり，他ほT氏の「理想的かつ現実的な共
同経営の実現に生き甲斐を見出す」という動機に近い．これほ多くの成員が500羽以上の水準以上の農家であり，現
在の所得に不安ほないが，将来も現在以上の規模拡大ほしがたいため，副菜的養鶏から大規模な経営を運営したいと
いう企業者的意欲を程度の差はあれもっていたとみてよいであろう（成員の概況については第．5表に示す）
第．5表 参 加 農

家 概 況

く注）年令，家族数，労仇力数は昭和38年7月の調査当時の数である

そして経営の成功に対してほ，指導者への信頼感，成員相互の信頼と和，技術的自信，大規模経営の有利性等の点
で，相当の自信をもって−いることが知られる・しかし，共同経営への参加は経済的有利性の確信のみでほ不可能であ
り，危険負担の大きさ，とくに共同経営の困難さを当然覚悟せねばならず，有利性と安定性との比較考慮において，
とくに家族の間でほ．共同経営への不安や危険意識が強くみられたのほ当然のことであった．これらの家族の不安や反
対は経営主の参加意志を抑制するし，また扶養家族数の大きさによって選巡する場合もあった．この有利性志向と安
全性志向のバランスを崩し，参加への最終的な決定要因となったのほ指導者の説得活動と指導者への信頼感であった
例えば0氏は8人家族であり参加が困難であったが，「T氏となら一緒にやってもよかろう失敗すれほそれまでだ」
という強い信頼庭よって決意し，家族をも説得したのであって，「他の人ではついてゆけなかった」と云われる・また，
E民も家族の強い反対を押し切って参加し，住居，田畑，宅地24aを出資にあてるために売却して参加しているが，「他
にもっと有能な指導者はいるかも知れないが，指導者としてT氏ほど全面的紅信頼できる人物はない」と語っている．
このように共同経営の指導者ほ能力とともに人格においても卓越することを要求される．そして人格的私信瀕しう

ることは能力と同等またはそれ以上に強い魅力となっているように思われるこれは共同経営が全人格的な結合を基
礎とし擬制家族的な性格なしにほ存立しえないことによるものであり，指導者はまずその家島としての性格を要求さ

れるためと考えられる
さて，ここでこの人格的結合の頂点に立つ指導者碇ついて簡単にふれておこう で氏は郷里の高小卒共と同時に神
戸の商店に奉公し，商業的訓練をへたが，その後出征し復員後帰郷して農英を始めた るOaの耕地を基礎にT氏が農
業を，実弟M氏（現在組合将卵場専務）が養鶏を分担し，一層の兄弟共同経営を始めたのであるが，当時すでに多角
経営化に疑問をもち，専業化の方向へ向い，養鶏の専業化を進めその後55年までの15年の間に，5，000羽の規模と個人
酵卵場を経営するにいたったことはさきのT養鶏組合良として組合を発展せしめたことと共にT氏の企共著的能力を
示すものと云えよう
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る．土地の集中
−・般に戯地の交換分合ないし集団化ほきわめて困難であり，共同経営も多くは在来の個人耕地をそのまま共同経営

耕地とする例が多いのであるが，それにより零細耕地の分散性は一層高まり，非能率化せざるをえないのであるけ土

地の集中は大経営存立の基礎条件である
さて，この共同経営の場合ほどうであろうかまず，大羽数飼養の場合において最も警戒すべきことは病気の発生
と伝染であるため，これを考慮して1，000羽当り10a，目標の5万羽当り5haという余裕のある敷地摂待を企図した
だが現実に5haの土地の集団化ほきわめて国難であり，農業共同化で土地の集団化が実現すれほその事業の半ばが達
成したと云っても過言でないとT氏が語るはど交渉が難行し，事業成立の見通しが立たず，最も苦慮したことである
と云まっれる

土地の集団化実現には組合員自身が自己の土地を提供する気持をもつことが必要であると考え，嘩眉中この敷地に
土地を提供した面積が刃a，その他成員の土地を換地にあてた面競が50aあり，残りの2 2haほ熱心な交渉の結果，地
元農家が最後に協力したことによって1団地5baの土地取得が実現したのである地価ほ平均して時価の5割高（10
a当り約25万円）であったが，比較的低価格で大規模な集団化をなしえたわけであるそしてまた，後述の凪資問題
とともに不叶能と考えられていたことを成就したことにより，強い自信と結合ができた点も大きな利益であったと云
まっれる

4．出資
資金については，共同経営ほ個人経営以上の信用力をもち，かつ成員の出資する潜金を結合することによって個人
経営以上の資金の集中を実現し，大規模な投資を可能とし個人経営運独では不可能な事業を運営しうるわけである．
このように経営規模の拡大ほ大規模な資本の集中を伴なうのであるが，同時に経営財務の安定上自己資本比率の上昇
が要論され，成員の出資額の増大が必要となる．しかるに−・般に共同経営においては成員が自己の危険負担を回避し
て最小限の出資をする傾向が強く，極端な場合においてほ出資能力があるにも拘わらず全額を借入金や補助金紅依存
する例も稀れでほない，そのような場合にほ二つの向で憩影轡が主ずる．まず客観面でほ負債利子負担の重圧による
経営成果の減殺，分配額の縮小ないし遅延，成員の意欲喪失および生計維持のため個人経営部門の強化という叫・連の
悪循環を招きやすい．罪こに主体の意志へ・の影響であるが，自己の出資を押え補助金，融資に依存すると乳危険負担
意志を欠き，したがって経営への責任感と意欲を弱め，経営と個人との岬体感を生じないことほ，一般に看過されて
いるが基本的な欠陥となるのではないか．企業経営において−ほ創業者は自己の努力と財産の一切を事業に投入するの
であり，事業の失敗ほ自己の信用と財産の劇切の喪失を意味するのであるこのような危険負担によって創業者の経
営に対する異常な熱意，努九去任感が湧出し，これが経営発展をもたらす原動力になると云えよう（創共著の支配
する経営と月給豪役の支配する経営の差は危険負担紅よる意欲の差異から発生する）したがって共同経営における

躍員の危険負担意志の欠如は客観的にも主体的にも大きな欠陥を生ずると云わざるをえない しかも結果的にほ危険
負担回避が逆に経営の失敗解散によって，より大なる危険を負担する場合がむしろ多いように思われる
さて，本組合の場合には資金ほ1羽当り，1，000円とするとき，5万羽で5，000万円の多額の資金が必要となるので
あるが，これをいかに調達したであろうか当時，現金で10万円以上即座に出せる成員は少なかったと云われ，多額
の出資にほ多くの障害があったしかしT氏ほ個人で規模拡大し1，080羽にしても100万円要するのであり，まして個
人単独で不可能な事業を組合で行なう以上，個人で最大限
の出資をしなければ組合は存立しえないと説き，また企共
においては一切を・経営に投入するはずであり，共同経営の

節4表 出資金調達方法
数

金額比劉備

場合のみ最大限の出資が不可能なほずはないとして強く説

得し最大限の出資を要望した その結果，均等山資を原則
とし1世帯あたり125万円を基準として総額875万円の多額
の払賢金をえたのである（この山賀の基準は後述の作業所
制と閑適があり，1作美所125万円と定められたが，1作
業所は1世帯で担当するため両者ほ同一・単位となる）

それでは出資金ほ如何なる方法で調達されたであろう
か第4表は調達方法の内容を示すが，自己資金としてほ
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預貯金，土地売却，土地以外の資産売却がそれぞれ占件を占め，この5種で出資金総額の95％を占める．その他，親
類，金融機関よりの借入れによって出資をした件数がそれぞれ2件あるが，金額的にほ両者あわせて5％にすぎない
ところで出資金の調達方法のうち金額的に最も多いのは土地売却であり，これとその他資産の売却（主に鶏）を含め
ると出資金額の占1％に達する点が注目される第5表は資産処分状況を示すが，土地売却は全体で184aに達し，8
戸平均で25a（処分したる戸平均で約51a）となり，なかでもE氏およびM民ほ耕地，宅地，住居一朝を処分している

（両氏は組合の住居に住みこんでいる）
一般に農村においては土地は父祖伝釆の家産であり，その売却ほ単なる経営資産の減少でなく，家格の低下，没落
を意味しているのであってその処分には当然，家風 親類の反対を伴なうものである（土地売却に対する反対のた
め充分出資できない場合も多いように思われる）しかし周囲の反対にも拘わらず，あえて処分し出資した点に本組

合の成功の重要な一周があるとみてよいのである第一・に精神面でほ農家が土地を手放す決意をすれば何事も不￣叶能
でほないという信念を共通にえる十方．最後まで経営および成員同志と運命をともにする運命共同体意妄執，「背水の

障」意識を生じ結合力を強化したと云われる第二に部門共同経営共通の問題点であるところの個人経営部門と共同
経営部門との労肋競合とその調整という摘難な問題が緩和された点であろうこのように成員が土地処分し，かつ従
来の主要部門である養鶏部門を殆んど解消した（節5表）ことは単なる自己資本比率の⊥昇に止まらず，成員を精神

第5表 資 産 処 分 状 況

畑1その叫計1住居】乳牛Ⅰ和年1馬l隊，鵜

的に経済的に個人経営部門か
ら共同経営へ比重を移転せし
め，ここに共同経営成立の基

礎条件が形成されたと云える
のである．成員の土地処分

はもとよりその個々の経営
条件，贋産，家族数等の諸条

件により当然異なるのである
が，一般的に云えは土地処分
皮ほ成員の共同経営に対する
意欲と熱意および指導者や成

員相互に対する信頼度の尺度
となっていると云われるい ま
た同時にそれが後述のように
作業成果の差としても現われ
てくるのである．
：肛 組合の発展概況と組織運営

1発 展 概 況
さて，このようにして一昭和54年12月にⅠ養鶏農協は22名の組合員によって設点された（実質的にほ前記8戸の15人
である一）．農協法の制約により農協自体が養親経営をしえないため農協の施設を組合員に賃貸する形式をとったが，実

質的にはあくまでも共同経営であった
この組合の基本方針において注目すべき点は，第一砿養鶏場を7作米所に区分し，成員7戸をそれぞれの箕任者と
して専任的管理を行なわせたこと（後述）と，第二に貯化，廃業島の処理を第二期事業として考慮するとしている点で
あるこれらの点に神奈川中央養鶏農協の強い影響がみられるのであるが，後者が養鶏企来者の采団化，共同化であ
るのに対し，前者が養親戯家の共同経営である点に差異がある．
ここで過去5年間の発展の概況をみると，次表に示すごとくである．固定潜産の増加傾向は欝占表に示され，つぎ
に鶏の羽数についてこは第7表のように昭和55年未の17，る74羽が57年末には42，515羽に増加して−いる（57年占月は55，
747羽であった）．また鶏種も当初の白レグ，ロックホン，横斑ロック種の他に肥育専用種およびブロイラーが加わり，
また当初食卵鶏が多かったのが，57年末には種鵜中心に垂心が移っている点も大きな変化であろう．．これは設立当時
から第二期事業とされていた卿卵事業が5占年夏，組合長の私有将卵器を現物出資すること紅より，組合事業に移行さ
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第占表 導入年次別主要固定資産表
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第7表 入雄及び巽毎年度末羽数

■

、

旦竺攣讐⊥ヱ竺⊥竺竺」
れ，垂適的に結合したのであるが，そのため多角化し
すぎた経営を種鶴ことに我国で未開拓の分野である
プロイヲ−用の肥育種鶏に諷点な転換したためであ
る（共同経営においてほ憩思統一・と機動性のこ点に難
点があるが，これを克服して決断したこと，および−・

る； 25

般養親界にさきがけた先見性ほ注目に個↓、する一 この
先見性と決断力は企業者に必要な資質であるが，これ
によりその後の飛躍的発展が導かれるのである）．

つぎに第8表により，資本金，売上高，利益をみると，

資本金（出資金）ほ55年の875万円から57年にほ1，505万円

に．増加しているが，この増加は組合長の将卵器を現物出資したことによる．売上高は初年度の740．8フラ円が5占年には
約7倍の5278．8万円，57年にはその倍の約1億円となっ

第8表資本金・売上高・利益

r

■−＿】＿ ている（57年皮の分ほ重複計算の分を差引くと約8，000万
資本金 L 売＿．ヒ高
手円
8，750

9，8ロ0「

52〃788

15，050lOO，11占

利 益 円になるが，ここでは組合資料のままにする）．利益は55
守円
51
占4

122

年の5い1万円から年々倍増し，57年にほ12．2万円となる
（ただし，55年皮ほ成員給与を支給しなかった）．この組
合の会計方針は償却を威しくし，また苅は共済保険がない

ため堅実な財務⊥の方針から廃鶴価格なみの評価をしてい
るので，実際よりも相当利益が低く押えられているけ なお
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成員15名を含む各年の年労助力は55年17人，5占年52人，57年45人と増加しているけ
2．組合の組織運営上の特長
上述のように，共同経営としてほ例外的なほど順調な発展がみられたのであるが，まずこの組織と運営はどうであ
ろうか，5る年夏，組合酵卵部が設立され，その後57年10月から大巾紅組織が変更され，それまで作業組織としては作
業所制であったが，57年10月より事業部制に転換するのである本稿でほ作業所制当時の養鶏場部門に限定して考慮

を進めよう
まず，離合全体の組織をみると細合兼務は職能別に分担される全体の指揮，計画，調整を行なう組合長はじめ会
計，建設，販売，購買，炊事，家事，督すうなど8戸の成員がそれぞれ1職能を分担する．
一方1養溺飼養管理の組織の方は後述するように7作米所に同一形態で管理され，分兼は行なわれない，その他，
組合直営事業として各作業所に幼すう（50日びな）を供給する育雛部，種鶏改良を行なう原種部（5占年後半より），
プロイラ−を育成サーる肥背部（57年5月より）等があり，それぞれ専門化して運営されていたのである
さて，この組合の組織運営上の特色は作業所制であるが，その前に組合全体の運営上重要な二点，すなわち経営計

画と技術研究の面について若干ふれておこうい
（1）経営計画 −・般に共同経営における計画は安易であり，実績と著しく異なる例が多いが，本組合の計画はきわ
めて堅実なものであり，実績と対比して次年度の計画の基礎としている．まず生存率，産卵率，鶏卵収入，廃鶏収
入，飼料費等を過去の経験実践から予測し，各月ごとの計画をたてているが，5占年度の年間の計画を実績と対照させ
ると，羽数で計画より実績が8．．5％減，飛卵収入で8％増，飼料費2％増，収支（収入は卵，鶏糞，廃鶏等，支出で
は飼料費）差引ほ14．2％の増加である．同年9月に台風時の浸水により羽数も減じ計画とは若干の差異が発生してい
るのであるが，そのような災害や価格変動を考慮償いれると，相当の正確性があり，計画主体の技術的，経済的な智
識，経験の深さと市況や経営全般の状況についての把担九企画能力のあることが知られる．このような合理的な計
画は大規模経営において重要な財務や資金ぐりの堅実性の要求から出ているものであるが，一方では各作業所に達
成目標を明示し達成意欲と義務感を生じさせるさらに達成による自信と満足感とを与え，組織維持の誘因となる
と云えるであろう（組故における誘因は単に物質的，経済的なものと解されてほならない．共同経営において−は経
済的誘因が大きな制約を受けているため，非経済的誘因を極力利用し，経済的誘因の欠陥を補なうことが壷要であろ
う），
なお，このような堅実かつ合理的な年々の短期言−「画のはかに，前記の卿卵，廃鶏事業の兼営および，年，5割の売上

高の増加という長期計画をもつ点も注目されるのである
（21研究部門 本組合の特色の一つとして研究活動や研究投資の遠視をあげなけれほならない．個人経営時代にお
いて−ほ時間的制約から深めえなかった研究を組合で実施しうる点ほ．大経営の−・つの有利性である
具体的事例としては，給粗方法の優劣
第9表 給蝕方法別試験結果概要
を比較するために，約1，200羽の難を7
試験開始時l試験終了時
作業所にそれぞれ約170羽程度ずつ配分 給餌方饉Iuぺ笥■刈逼一1Yl帆笥′一ぺト姦
1晶儲司還りi産卵率
し，第9表のように給紙方法によって，
残存羽数，給餌愚，産卵率等の1年間の
成果を比較した結果，どの方法によって
も大差ないため，最も労幼時間の少ない
粉蝕紅決定し，統一・的に採用している．
その他，釣合ごとの労仇時間の計測によ

（斯閲：昭和35年8月−36年7月）

って最も能率的な難舎を次年度に建築し
たり，その他7作某所に箕島の飼遊管理権限を要せ創意を発揮させる関係から，各作米所ごとのカ法と成果の比較検討
が可能となり，全般的に技術水準を高め能率化しうる体制がとられている点に大経営の長所が認められるのである．
なお，創業2年目のちる年度より原種部門（570羽）で種親政艮研究を行ない，さらに57年皮にほその規模を拡大し，
研究投資を行なっている点が注目される．．これほ野卵部の兼営による優良びな生産のための種鶏改良研究である，−・
般の農業とほその性格を若二F異にしているとは云え，年間売上高の5％という−・般大企業なみの研究費を投ずる方針
をとり，独自のひなの創出を意図している点に−・般の共同経営の水準をぬいた計画と研究への熱意とが認められるの
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であるu

Ⅳ 作業所制の組織と運営

−・般に共同経営においては革新的技補体系を基礎としない限り，個人経営よりも低能率であるこれは農企菜経営
においても同一・であり，エーレポーの指摘するように雇傭労仇者を多数使用する大経営においては，経営の成果は労

偽者の労働意欲を鎮じさせうるか否かにかかっているのである（3）．ところで，共同経営の成員ほ，企兼経営における
労幼者に較べ，自ら出資し経営する経営主体であるゆえに，はるかに・労他意欲の点で問題はないはずであるが，実際
には企業経営以上の拭難さをもっているとも云え．るのである．

ここで，労伐を分析的に観察すると，大槻正男博士の指輪されるように次の構成をもつであろう
現実の労仇＝純粋労他部分＋非経済的労物部分＋在内目的的行動部分

この純粋労物部分に原因する労仇苦痛部分のみが労幼結果効用との均衡計算において問題となる苦痛であって，そ
の他の非経済的労肋部分や在内目的的行動部分による苦痛は非経済的報酬や行動それ自体に伴なう快感によって相殺
される性質のものであるい したがって労助力の集約的利用のためにほ純粋労仇部分を償なう賃金上昇も重要であるが
同時に非経済的行動部分や在内目的的行動部分の比率の．上昇をはかることが必要となってくるのである非経済的行
動部分上昇にほ社会的尊敬が刺戟となり，在内目的的行動部分上昇にほ労仇者自身の労仇のリズムに従って作業する
こと及び，労仇老自身の自発的創意（Initiative）を生ぜしめることであるとされる（4）
さて，家族経営と共同経営とを比較すると家族経営においてほ経営者は自己の意思によって経営を計画運眉し，経
営者としての創意を自由に発揮しうること，第二に経営の成果を喧按に社会より支払われる点に大きな特長をもち，
このこ点が小農労仇の強靭さの根幹をなしていると云えるであろう
−・方，共同経営においてほ経営の計画権や決定権は組織機関に委ねられ，個人意思軋組織機関を通して間接的にし
か反映しえないのが原則であるいまた分配も組織概関を通して間接的に行なわれ，しかもそこでほ個人の経営に対す
る責献皮に対応する反対給付でなく，分配の技術的困難さから多くは頭割り均等主義か労助長常よる評価にならざる
をえないり

したがって，個人経営者は上述のこ息についてほ，より完全な経営者であり，自発的意欲の「自然発生機構」とも
云うペき組織であるのに反し，共同経営者ほ出資者として危険負担をし，経営者として討軌決定に参画するにもか
かわらず，個人意思を貫き，個人の自由な創意を発揮しがたく，一方分配面の不満とあいまって・個人経営に比較し
て丁半経営者」的性格となる可能性が多いのである。．それ故自発的意欲の「抑圧機構」を備えていると云ってもよい
場合が多いのである．．そのため，共同経営においては妥当な分配と創意の余地を残すこと紅よっていかに自発的意欲
を発揮し，半経営者的性格から本来の経営者的性格へ回復せしめるかが，組織技術の主要な問題となっているのであ
る．

さて，ここでそのような問題はどのように解決されるであろうかり具体的に作業所の組織と迷宮をみよう．この作
業所制ほ平面な−・区画の敷地を7等分したものであるが，その内容は次のごとくである‖（第1図参照）
1．家族的労助力構成
作米所の労助力構成は，組合長を除く7所帯の成員のうち，1所帯が各作某所を担当し，男子成員（夫）が式任者
としてその妻およびそれぞれの親類，友人より任意紅1名をえらび，合計5名の労他力で構成されるのを原則とした
家族的同族的血縁関係を紐帯とし家族経営の延長的性格をもつものと云えるであろう・ただし，55年発足以来5占年末
までは夫婦2名で管理し，57年皮より1名ずつ増加したのであるが，これは前記の親類や友人に必らずしも限らず・
7作某所の半数は雇傭労幼者によっていたのであるこのような家族単位の労他力構成は個人経営的であり，一般に
共同経営には類が少ないのであるが，一−・つには養鶏経営にのみ可能な条件なのであろうかなお検討を要する問題で
あろう
2．飼養管理の分権割と統一利

一戯に共同経営においては個人の作業は中央集権的に統一・的に行なう場合と分権的に担当者に権限と貨任とを重ね
て行なぁせる場合があると考えられるけ前者は統一催を重んじる場合であり，後者は成員個人の自由な創意と責任を
重視する場合であると云えよう．いずれも経営部門や作業の性格により事情も′異なるけれども，統一性を強調すれば
個人の創意を減殺し，個人の自由に委ねれば統一・性を損なうであろうしたがって両者の適当な組合せの研究が必要
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となるのであるが，この作米所においではどうであろうか．
この作業所においては飼養管理のかなりの部分の管理権限が委譲され，したがって各作業所責任者ほかなり各自の
創意を発揮しえたと云えるであろう．まず，作米管理の過程をみると組合背離部で育成された50日びなが各作菜所に
導入されてから，中・大雄，成難（魚卵鶏，種鶏）の管理が主であるが，その内容をみると給組，給水，採卵，産卵
調査，淘汰，鶏糞の除去，乾燥，袋づめまでの仕事を作業所が担当し，その後の遺卵，出荷，飼料購入等の兼務は組
合が分担するのである‖
組合ほ幼離導入の羽数や時期を決定し，各作業所に同一時期に同一・羽数ずつ分配する点において一統−・的，画一・的で
あったが，その他の直接飼養管理紅ついてほ各作業所に権限を委ねたのである．飼料についても各作業所の希望種類
をきき，これを大豊流通の利益確保のため5メ−カーに限定するが，そのうらでの飼料の選択権ほ作業所にあるま
た前記のように給敵方法の試験の結果，最も労仇節約的な粉餌給与方法風統一・したり，労仇時間の計測によって鶏舎
構造を決定する等の点で統一・的である．したがって，組合ほ各作業所の成果比較の便宣のため（ひなの一億配分）や
大患流通の利益の確保，作業の能率等のために必要と認められる部分のみを中央集権的紅−・律に統一し，その他有機

的生産行程の本質的部分である飼養管理についてほ分権化の方針を・とったのである もっとも各作業所の成果の比較
により，すぐれた技術と認められる場合には，それを採用し統一↓た（通常は産卵前の大離期庭成鵜飼料に転換する
が，産卵開始後まで大雛飼料を与えた作米所が好成績をあげ，低蛋白高カロリー儲にもあうため後には，この方法に
統−・されるに至っている）．
このように．組合と作業所との間には統一・と分権とが，かねあわされているが，これほ小農家族的有利性と大経営の
有利性との両者の長所をとったものと云えるであろう。亘して本質的紅ほ分権的であり，それを補なうものとして中

央集権的統一・をはかったと理解されるのである。
この制度の長所はまず第一・に自由な創意の発揮であり，これは各責任者の注意九 観察力，経営能力を向上せしめ
る作用をもつ．成員の殆んどは十数年の養鶏経験をもち，技摘的能力と自信を有するものであり，彼らを最初から統
一劇な枠にはめこむよりは各人の創意にまち，相互の成果を競うことによる刺戦が技術と経営成果の向上に寄与する
のである．さらに養鵜経営においては観察，注意力が重要な意味をもち，廃鶏の早期発見ほ飼料節約と廃鶏収入の増
大をもたらし養鶏経営の要点となるが，これには観察，注意力が必要であり，分権化による講任の明確化なしにほ困
難である．権限のない処に責任ほないとされ，しかも共同責任ほ無責任であるゆえ，責任ほ個人に明確に示されるこ
とが必要である（6）．この作業所制においては各作某所に，家族単位に責任を分担したのであるり
また，共同経営においては権限責任が明らかでないため決定紅時間を要し官僚主義の藩弊を生じやすいが，分権化
ほ機動性をもたらすと云えよう．
さらに，作某所へ権限を要談することによって指導者ほ，いたずらに細部の用件に煩らわされることなく経営の計
画，調整，全般の指揮等指導者本来の職能に専念しうるのである 共同経営の指導者は経営内の人間関係の調整に時
間と精力の投入を余儀なくされることが大きいが，このような家族的分権的作業所制においては，少なくとも各作業
所内においては，人間関係の問題は発生せず，日々の作業ほ特別の指揮監督なしに・自律的に遂行され，指導者用役が
細部から解放され，大局的な経営指導職務に専念しうることは経営発展のため，きわめて大きい意義をもつと云わね
ばならない．
5．管理労肋と勤労精神
労幼時問および能率については飼養羽数，鶏舎構造，給水施設の有無，実包程，難令，トラッブネスト調査の有無等
により大きく異なり，しかも各作業所においてほ食卵難，種鵜，プロイラ−，中・大すうを飼養し，難舎施設も多
様化したため正確な時間計測は難しい．55年の1作業所当り2，700羽の規模においてほ第1D表のようになり，羽数，
実包舎，鵜種，給蝕給水方法により差異が大きいことが知られるが，全体で14時間単となる。しかし，これほ鶏糞の除
去，乾燥，袋づめを含んでおらないため，これを含めると20時間程度になるとみられる．このうち，食卵鵜の910羽
分の時間を農林省の調査結果と比較すると第11表のように1DO羽当り年間181時間となり，全国各階層平均の54％，
1，000羽以上平均の占9％の時間であることを示している．これは作巣所の給組が粉飽2回給与であり，流水式給水方
法による時間節約や鶏舎構造等の諸要因によるように思われる．
飼養羽数は5る年5月頃より1作業所当り約5，OD口羽に増加するに至った．この作米所で1人当り飼養能力は幼観で
4，000羽，申雛なら5，000羽，−一・般成鶏でほ2，000羽，トラップネスト調査を行なう原種鶏で50D羽が一般に可能な標準
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第10表 鶏 舎 別 労 幼 時 問

100羽 当 りl 15 l 28 【 15 l 47 】 45 】 25
（注）組合資料：昭和35年三の1仲業所5日間の記録による

第11表100羽当り作業別飼育労仇時間
飼料の調理
給与・給水

その他
作 米

採ふん L ふん乾燥l採 卵
9
7

nU

nU
4
7〇

︵∪

Ⅰ 養 鶏

ZJ

1L 全 国 平均
1，000以 上

討 l（比率）

100％
5555時
占9
251．7
181り0 】 54

2

（注）1，2は，農林省：昭和37年皮対卵生産炎調査結果S 383による
3は当組合の昭和35年皮，910羽（ヶー汐舎，粉餌2回）をこ対する5日間の記備による・
採ふん，ふん粍煤ほ記傑がないため，2よりとった．

とされている（但し実母糞労仇を除く）．5，000羽中の成鶏羽数は5，00ロー4，ロ00羽程度とみても，その内訳は食卵鶏・
種鶏，原種鶏とはぼ5等分され，これも夫婦2名の労伽力で管理するのであるから当然過重労仇を招かざるを・えなか
った日常の管理は夜明けより日暮れまでと云われ，約11時間に達し，鶏糞袋づめ作業は夜間作発として8−・9時頃
まで行なわれたようである

57年皮に入り1名の労伽力増加により労仇は軽減されたが，創業期において憺イ国人経営以上の過重な労仇によって
作業が遂行された点に一般の共同経営と大きな差が認められる本組合でほ少なくも創業期は不確実な機械化や施設
の近代化への投資をさけ，機械化よりも勤労精神の昂揚を重視する基本方針をとったのである．なお，組合の基本的
精神ほ創業精神であり，これほ開拓，勤労，研究，忍胤和の精神であるとされるが，これが本組合における「プロ
テスタンティズムの倫理」であるといえようこのような開拓，勤労，忍耐等の創菜精神が創業期の苦難にたえ・そ
の後急速に発展する原動力をなしていると云えるのである

4．競争的構造と作業所間の成果の比較
前述のように7作業所は一応均等な条件下で，すなわち同一・の建物，施設を有し，各種のひなを同種類，同一胡数
導入するのであるから，各作業所の成果は成員の能力と努力との画数であるといえよう．そしで能力的には殆んどが
多年の経験者であり大差ないと一応考えれば成員の努力の差が最も成果を左右する要因となるであろう‖このように
同一廉件下で家族単位に作菓所を分担し，努力の差が成果として公表されることによって競争心による刺戟ほ高まら
ざるをえない．このように指揮督励を要せず，自ずから刺戟を生じさす構成は共同経営にとって大きな意義をもつも
のである．

さて，このような制度下における各作米所の成果ほどうであろうか
まず第12−A表紅よって作業所の成果をみようい作業所純収入は作業所粗収入より作業所経費を差引いた級であるが・

作業所粗収入とは冥烏卵，廃鶏，実姉，ブロイラー，空襲等の販売収入であって，鞠の評価ほ含まない・また作某所経貿玖
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飼料，ひな，光熱，薬品，販売等の各費目よりなり，償却費や−・般管理費は含まれない（厳密な意味の収益計算ほ別
の機会にゆずり，ここでほ作業所間の比較にとどめる），
さて，この表ほ55年5月より57年9月までの29ケ月間の各作某所の成果であるが，このうち第7作業所は贋任者が
ち7年1月より，貯卵場の資任老化転じたため原種部門に合併されているので，，57年皮の成果は出しえない。したがっ

て残りの占作米所について考察しよ・うけ
作業所間の3年間の純収入の順位は欝1，5，占，4，5，2の各作業所の順位になり，最高と最低の成果の差は
約70万円に達している．個々の作業所の事情を考察すると，1位の第1作業所ほ土地，家屋を処分し養実包場近辺に．住
みこんでいる成員で，個人経営部門がないため作濃所の業務に専念し，最も熱心であると云える、第2作業所は第6
位で最も恋いが，参加前の養鶏経験ほ5年程度で技術的紅他より労っていたことと，作米所が養鶏場の中央で風通し
が悪かったことなどが原因していると云われるい第5作業所は5位で養親経験あるもののうらでは最も低い成果であ
る．第2作業所同様風通しが悪いこともあるが，57年皮の個人経営従事日数（成員夫婦）が200日に及んでおり，と
の日数ほ成員中泉も多い これほ経営面積も119aで最も多い（土地処分皆無）た砂であるが，共同経営に対する両親
の理解が十分でないという事情によるところが大きいようである爪 第4作業所ほ第4位であるが，個人経営従事日数
は120日で第5作米所把次ぐい 経営耕地も9占aあるためであるが，労助力（1…8）に絞べ消費員数（7．2），Ⅴ／A（消費層
数／労助力数）が4．0で，労助力1嘩位当りの扶養家族が最も多く，生封維持のため個人経営部門に力を入れざるをえ
ないのである小 また，5占年の台風のさい浸水の被害が最も大きく，5占年度は最下位になったことが，全体としての成
紡低下の要因になっている．第5作業所は．料地ほ24aで少ないが養鶏経験がやや劣り，1，2年冒は下位であったが，
5年目にほ技術面も向上し，夫人が熱心に管理したため1位となり，5年総合で2位を占めるに至った第る作業所
ほ個人経営耕地面積が98aで成員申第2の規模だが労助力も5、占で他の倍あり，個人経営と作業所の競合が少ないため
55，ち占年ほ好成絞で総合で5位を占める．
このように各作業所と成員の卦隅をみると多くの俊雄な要因により成果が左右されていることが知られる．均等と
考えられる土地条什すら，適臥 水害被害皮を異にしており，その他労他力数，消費個数，個人経営耕地規模，個人
経営部門従事日数，家族の理解等の各種要因が混合している．しかし，このうち成果紅及ぼす撮も基本的な要因は作
業所に対する労仇投入還であり，また逆に個人経営耕地面積庭基ずく個人経営部門従事日数の如何にあると云えるよ
うである．個人経営耕地面積紅正比例して個人経営部門従事日数が大となり，作業所へ．の投入労仇が減少するが，藍
要なことほ単なる労他の塁的減少にとどまらザ，質的にも注意力∴観察力，熱意が低下して成果に悪影響をもたらす
ことであろういま5年間の成果で上払 下放それぞれち作業所をとり比較すると第12−B表のごとぐである．上位
グループは下位グル−・プに較ぺ耕地面鏡および成員の個人経営部門従事日数ほそれぞれ49aおよび82日少なく，逆に
作業所純収入でほお，57年でそれぞれ約21〟占万円および約27日5万円多く，5年間の封で約51．8方円高くなっている
ここで個人経営従事日数の差（82日）が57年皮の純収入における275，52占円の差異の唯一の原因と仮定するならば，
1日当りの機会費用は5，557円となる一方，下位グル−プが個人経営部門（主に稲作）に従事した結果，撥得しう

る純収入を1日当り約1，200円と評価する．そうすると，57年度において−1日当り1，200円の個人経営収入をえる代り
に，1作業所当り5，557円の組合の損失を生じ，9ク月間で約18万円の個人収入をます代りに，約27り5万円の作菜所
単位当りの組合収入を減少せしめていると云えるであろうもとより，これは他の要因を無視しており，また57年皮
の成果ほ9ケ月間のものであるのに対し，57年度の個人経営部門労肋日数ほ年間日数である（労物日数を9ケ月間紅
すれば叩周一月当りの機会費用は増大する）点で厳密なものではないけれども成員の「兼濃化」，すなわち個人経営
祁門労他の増加が共同経常にとり，いか予こ大きな問題であるかが理解されよう．．
そして飼養羽数が増加し，かつ成鶴羽数が増大するに従って作某所問の純収入の校差が拡大してゆく傾向は第12一
B表にみられる通りである．すなわち，55年度では最高と最低の成果の差が約9．8万円であったのが5占，57年には．そ

れぞれ約55・7万円および42小5万円と較差の拡大傾向がみられる．そしてこの両年度の成果の差額は1ha農家の水稲
所得をほるかに上廻る金額となるのである．従って成員の個人経営従事紅よる悪影響はまず経済的紅は組合収益の減
少をもたらし，とくに土地を全く処分し組合兼務に専念する「専業的」な成員の利益を損なう．また兼巣成員白身も
「専業化」すればはるかに利益をえるのである．第二の忍影響ほ成員間の結合に及ぼす精神面の影轡であり，成員間
の不満ほ個人の能力的な問題よりも精勤か否か紅対して発生するカがはるかに多いと云われ，成員間の出役日数の差
異の影響は大きな問題となるのである．このように共同経常においてほ成員を規制する秩序に関して企業経営よりも
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ほるかに弱い点は共同経営の本質的欠陥であろう。平等の成員より構成される関係から企業のような上から下へ・の命
令系統をもちえず，各人の責任追求が困難で白光にまたねばならない組織は経済観紙として弱体である町．
注）事業部制に転換した後からと思われるが，本殖合でほ定休日（月2日一）以外に農繁期休暇（5日）を設け，出
席予定表により彪繁期休暇が競合しないように努めており，農繁期に出役すれほ農繁期手当1日千円をだして−い
る．したがって組合の経済力が高まれば個人経営部門の問題は手当等の給付によりかなり緩和されるとも云える
であろう．

また最近，新分場設置のため成員．5名を芸任者として一派過するが，やや遠隔地であるため組合衛舎に居住させ，
個人経営地ほ10a当り1万円の離作料を毎年組合が支出して個人経営部門の解消をほかろうとしている．これは

企業化後のことであるが組合が成員を転勤させ，離作させうるだけの企業的秩序が形成された点が注目される
ただ離作料を支給する点が共同経営的と云えよう，
5小 分配方法と問題点

共同経営における分配問題は故も重要かつ困難な問題であるが，本組合では成員給与，成果に応ずる貿与，出資配
当の三種の分配方法を・当初構想したまず給与はお年より行なわれた成員給与額は儲15表のどとぐで5る年度では成
員男子ほ月額で約1り8万円，成員女子聴約1．1万円で合計5万円
であった57年紅なって1所帯当り45，500円となり，前年の5D
％の増加で，成員の家討も5年目になって著しく安定するに至

第15表 成員給与表

5占 年 壬 57 年

った
給与の支給方法ほ個人ごとでなく，作業所学位に支給する点
に本組合の特色があった例えばち7年皮においては1月より9
月までの作業所制時代にほ1作業所に5り5万円を支給したので
あるその内訳は男子2名に各々2万円，女子1名1、．5万円と
−・応されていたのであるが，実情は作業所どとにその配分は自

由とされ，作業所内に差異があった

（単位：円）

前述のように，57年1月より各作某所に1名労伐力を増加し
たが，その選択権は各作業所に・あり，したがって親類，友人か通常の雇用かによって，その賃金も異なるし，また個
人経営耕地の有無や規模の大小によって外部よりの必要労伽藍も異なり，さらに家族労助力の豊富な成員は自家労助
力によって充分作業管理を維持しえたのであるこのような家族労助力のみによって運営されたのは−・作業所のみで
あり，その他は実質的に0．5−1．0人まで作業所ビとに巾のある雇用方法をとった．このような方法は自己の必要に応じ
て−雇用を増減し，自己報酬を増減しうる弾力性のある制度であると云える．したがって−・般の共同経営はど固定的で
なく，労仇集約化によって報酬を増加しうる点において，家族経営的性格にいく分接近し，経済的な誘因inducem−
entないし刺戟incentiveをもつ制度であったと云える。
しかし，もとよりこれのみでほ充分な経済的誘因とは云えず，各作業所の成果紅応ずる賞与制の実施が必要であっ
たのであるが，賞与制ほ実施匿至らず，奨励制が新たに採用された‖ 奨励制とは技術，努力，勤続の三盈をもうけ，
これを表彰し賞金を与える制度であって，名誉心などの非経済的誘因と経済的誘因の結合したものであると云えるで
あろう58年2月の組合創立記念日に始めて行なわれたのであるがその対象は57年皮以前に関係しているのでふれて
おこう．まず，技術賞とは個人の養親技術に関するすぐれたアイディアに対し2万円（2人，各々1万円）を，努力
貴ほ汲も成果をあげた作業所に2万円を，勤続且とほ無休等の精勤老や業務に頁面目な個人数名に対して占万円，合
計10万円の奨励金を支出しているなお，この奨励金の総額は売上金の0．1％であり，売上金の＿ヒ昇に比例するので

ある
また配当は公式には行なわれていないが，う7年10月より事業部制庭移行すると同時に，男子成員に月5，ODO円の役
員手当が固定給の外に支給されているが，これが出資配当に実質的に相当するものであり，年額占万円で山賀金の約
5％にあたる

以上のように本組合では分配問題についてもー般の共同経営よりも，はるかに周到な注意をむけている点が注目さ
れるのであるが，それでもなお大きな問題があると云わねばならないそれは前述のように各作某所間の作業所収支
匿大きな差異が発生し5年間の毅高と最低の成果の羞が約70万円にも達する点である。しかも土地を処分し，個人粍
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営所得のないものが大きな成果をあ吼 個人経営地を多くもち，個人経営労仇の多いものの成果が低いだけに一層問
題は大きいと云わねばならない．
もとより，成果に応ずる公平な分配が賞与として実施され，成員に異議なく受入れられるとすれば問題ほきわめて
合理的に解決されるほすである．しかしながら，そのような合理的解決が行なわれるには，なおいくつかの障害が存
在する．

第一・に成員の貢献についての客観的評価基準に関する技術的困難さであるもとよりこの作業所ほ分配問題を解決
しやすいように構成された作業単位であるが，問題ほ単に金銭収支のみで単純虹計測しえず，鶏の評価をも含めなけ
れほならないところが鶏の評価まで考慮すれば創菜1，2年間は．ともかく，その後ほ当事者すら困難になるのであ
る，また技術的困難の第二の点は成員の貢献を単に作業所の成果のみで評価しうるかという問題である各成員ほ作
業所以外に背離，流通，建設等の米審を分担し，それぞれ業務を通じて一組合に貢献しているがそれをいかに評価する
べきであろ・うか小 それらの共済ほそれぞれ時間的束縛も異なるし，それに応じて作某所の成果にも拶響が異なるであ
ろう．

第二の困難さは成果に応ずる分配が成員意識に及ぼす影響である評価すること自体がすでに被評価老の心理的反
樺を生ずることは勤評反対運動でもみられるし，また儲率給が普及し巌も合理的な非人格的な経済社会であるアメリ
カの労偽者紅おいても同様であると云われる．まして＼人格的結合体である共同経営においては心理的反撥，不満の内
攻，相互の不和を生じ解散を招く可能性すら生じてくるのである．多くの共同経営において能率増進のため報酬に・差
をつけても，短期間で以前の頭割り均等分配へ．逆行し，またほ分配の差異は軽微なものにするのは，この理由による

と考えられる さらに労仇成果に応ずる分配がうけ入れられるとすれば労伽と現金報酬との非人格的な交換と意識さ
れ，成員ほ個人的能率はあげるが個人成果にかかわりない業務に対する無関心が増大し，従来の人格的結合に基ずく
協他意識はうすれ，全体としての能率は一層低下し，解散の可能性が高まるよう軋思われるノノ したがって．綿谷氏が指
摘されるように「（共同経営）組合の従業者の社会的紐帯が同族的にせよ，あるいほ．同志的にせよ，いわば経済外的
な意味における人格結合をも内包しているような場合に．ほ，従業者個々の労仇能力を厳密に評価して，これを収益分
配にかかわらしめる方法よりも，従共著をして共同社会の人格結合の面をつよく自覚せしめ，その媒介を通じて農作
業の質的向上の意欲をあふる方が，しばしば現実的なのである」（6）と云えよう
本組合紅おいても運命共同体意識紅基ずく精神的結合を強化し，経営目標および経営理想（独白の優良びなを創出
して養鶏家へ奉仕する）達成意欲新高め，一方では分配額を増大し個人経営以上の高所得の実現に努めて分配に伴な
う困難を解決しようとしている，ここでほ精神的，非経済的誘因が先行し経済的誘因はややおくれながらも着実に増
加している（58年皮においてほ個人経営当時の所得と匹適ないしは上廻る見込と云われる）創来期の無配や低い分
配水準にたえたのは経営と個人の一億感とリーダーシップの適切さ隼・よるところが大きいしかしなお，前述の成果
の較差に基ずく分配上の問題は依然としてのこされる．この点については後の機会にゆずる

要

約

共同経常の成功はきわめて少ないが，ここで研究対象とするのは共同経営が成功し企業経営に転換した一義難儀協

である本稿ではその成立過程と作業所制の組織と運営をとくに考察した
成立過程における特色は次の如ぐである，すなわち人格的能力的に卓越した指導者を中心として成員が同志的に結
合し，さらに一般の共同経営においては稀れな行為であるが′ ここでほ5baの土地を集中し，かつ成員ほ土地売却ま
で行なって最大限の出資をしたことであった これにより組合の精神的経済的基礎が確立■されたのである．

さらに成☆後においては作業所制の採用ほ創業期の組合の発展解雇献した
作某所制において土地は7等分され，各成員家族が各作業所を分担し，分権的管理を行ない自発的創意を発揮せし
め，勤労精神と競争的構造により能率を高めたしかし7作米所間の成果の差が拡大し，しかもこれは個人経営部門
の大小による点が問題である小 したがって分配方法も周到な注意が払われたが，やほり困難な問題がのこされる．
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Studies on a certain poultry partnership
I Formation process，Organization and management of the partnership
Hil・OShiYos‡ⅠIDA

Sllmmary The obiect of the studiesis one poultIy CO・Operation that succeeded and tIanSfoImed
from a partnership to an enterprise substantial1y，though partnerships generally hardly succeed． Ihe
formationprocessof the partnership and the organizationand management of Sag．yosho system（a soIt Of
WOrking party）were specia11y studied on this paper

The characteIS Of the partnership，s formationpIOCeSSare aS fo1lows：theleade工Who wassuperiorin
personalityandinabilitywas the centerofmembers，and the membeISWereCOmbinatedwithco皿radship；
fuIther they centralized5ha．ofland andinvestedtheirown capitalasmuch as they could，eVen Se11ing
theirlands，thoughgenerally such action wasIatherIaIe

Further，after establishment of the co・OpeIation，adoption of Sagyosho system contributed to the
developementin the time of commencement of the co・・OpeIation

InSag．yosho system，theland wasdividedintoseveneq11alaIeaS，eaCh me皿bers，familymanaged each
Sag．yosho nainlywiththeir ownlabors by decentIalized ways・Theyinc工eaSed efficiency by these ways，
initiative，mOrale and competitivestructuresHowever・，the difference ofIeSults amongsevenSag．yosho
managements wasincreased and this difference came董rom the scale ofindividualfami1y farm So
the distribution system，though closed attention waspaid，had stilldifficultproblems．
（ReceivedDece皿berlO，1965）

