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民主経営」論について－有田氏の諸論を中心に(試論) 
 

2003.5.10-11  
日本医労連四国地方協・民医連生協部会・学習会 

高知県医労連・田口朝光 
  
  
上記学習会は、主に経営分析の学習会でしたが、余った時間で「民主経営」論にふれま

した。その際のレジメに多少加筆したものです。「民主経営」論は、もう古い、今や「非営

利・協同」論であり、それとの論争が必要だという意見が聞こえてきそうですが、それに

ついては別の機会に譲ります。しかし、両者に対する視点は基本的に同じであり、しかも、

「古い」という判断は全日本民医連執行部の判断であり、われわれ労働組合の側からの克

服の作業は独自に行うべきものでると考えます。 
  
  
１、「民主経営」論を取り上げる視点 
  
①「民主経営」論をめぐる最大の焦点は、労使関係の問題であり、経営、特に人件費と利

益の問題である。それは、搾取の有無、労働組合の役割に相違点は集約できる。従って、

労働組合が正面から取組むべき課題。 
②現実から来る機械的反発、拒否反応だけでは有効な闘いは出来ない。 
  労働組合として「民主経営」の本質を明らかにし、その上でそこでの労働組合の性格、 
任務の確定が重要。特に、医療情勢、経営環境の厳しさが、経営主義への傾斜を通して 
「民主経営」の変質をもたらす可能性がある状況だけに重要と言える。 

  
 
２、「民主経営」と「民主的経営」 
 
（１）「民主経営」の規定 
  
 民主経営の体系的規定としては、角頼氏の規定が先駆的です。有田氏の規定も角頼氏の 4
項目規定によっています。有田氏は、労働組合を「階級的・民主的労働組合」としている

点が角頼氏と異なります。鈴木氏の規定も併せて紹介します。 
  
１）角頼保雄氏の４項目規定 
①民主的な集団所有（事業団体の設立過程と資本構成における民主性）  

 ②非営利目的（目標と理念における民主性）  
 ③民主的な運営と科学的な管理（経営・管理における民主性）  
 ④労働組合の確立（労使関係における民主性） 
（角瀬保雄「非営利・協同組織と民主的管理－社会的経済企業、ＮＰＯと『民主経営』」。法

政大学経営学会『経営志林』第２号、1997年７月） 
  

２）有田光雄氏の４項目規定 
①「資本」の集団的・民主的協同所有  

  ②民主的・科学的な羅針盤  
   ○利潤第一主義ではない 
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○社会の民主的改革、経済民主主義の実現  
○民主勢力との連帯を発展させる → 「労使」共通の土台－民主的「活力」のお

おもと 
＊別のところでは、経営目標と労働目標との一致が、民主経営の優位性（宝物）

と述べています(「民主経営の管理と労働」同時代社。Ｐ44、61) 
③科学的な管理と民主的な運営 

   ○経営・管理部門の科学的・民主的なリーダーシップ  
○財政・経理の公開 
○運営の基本としての民主集中制  

④階級的・民主的な労働組合 
  （同上書。第１章の２民主経営とは何か） 

  

３）鈴木清覚氏の５項目規定 
①設立過程 多くは運動の発展形態として準備される。集団化と運動化の過程 

   ②資本構成 資金（事業体の資金－企業体にあっては資本）は個人的・私的所有の関
係ではなく、共同の所有・共同の財産として確立される。 

  ③目的と理念  
   ⅰ)各分野における民主的な改革の方向が理念化されている 
   ⅱ)経営・管理における民主主義の追求が理念化されている 
   ⅲ)地域・社会の連帯と変革についての理念化がされている 
    この理念の持続的堅持と現場の業務と運営の中に具体化し生命力あるものにする

ことが重要。 
   ④実際の経営と管理が、民主主義を徹底させ、目的と理念を追求するものとして機能

しているかどうかが、民主経営の生命線。民主経営のおける管理とは、民主集中制。

私企業も民主集中制をとるが、目的、理念が異なる。徹底した民主主義的管理であ

り、優れた科学的分析と手法に基づく管理です。ますます大規模化し社会化する資

本主義企業における管理それ自身は、きたるべき新しい社会における管理を準備す

るもの。目的と理念にふさわしい役員構成と幹部政策の重要性－民主経営の保証。

実際に経営と管理をになうのは、「役員集団」、「管理者集団」。 
 ⑤労働組合が確立され、対等平等な労使関係が確立されている。 

   （「時代を切り拓く『民主経営』」かもがわ出版。第４章 現場の実践と学習をとお

してのまとめ 鈴木清覚 ゆたか福祉会常任理事） 
   ①は、②の資金の出現過程であると同時に、③の理念の出現過程でもあります。民

主経営の運動と経営の２側面を見るのに有効ですし、資本主義的な企業間競争の

中で経営主義への傾斜が危惧される昨今、民主経営の歴史的、理念的原点を見失

わないためにとても重要な規定です。 
角頼、有田氏の規定では、「資金」の生成論は、①に含まれていると言えます。 

  
  
（２）民主経営と民主的経営との相違 
  
１）有田氏：①が私的所有の場合、②～④が満たされていても民主経営ではない。それは

あくまで民主的
・

経営に留まる。 
民主経営＝民主的・集団所有（社会的所有）を基礎とする搾取関係のない経営・企業

体。 
民主的経営＝私的・資本家的所有を基礎として搾取関係のある経営・企業体。 
資本の私的・資本家的所有を基礎とする資本主義企業では、いくら、「人々の民主主義」
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があったとしても、経営内部に搾取関係がある以上は、民主経営と呼ぶことはできない。

第一、「しぼる人」と、「しぼられる人」との間に、真に、対等・平等な「人々の民主主

義」などあるはずがない。したがって、これらの民主的経営から民主経営への前進・発

展は、所有形態の転換が必要である。 
  
２）坂根氏：「他の条件（有田氏の 4項目規定の内②～④－田口）が満たされたとしても、私
的所有の関係にある経営は民主経営でも民主的経営でもない、と考える。」と述べた上で、

集団所有形態の経営において階級的・民主的労働組合が成立した時にはじめて「的」が

取れ、民主経営になるとしています（「民主経営の理論と実践」同時代社。Ｐ60-61）。 
  
＊民主経営と民主的経営の区分自体が、あたかも現実に民主経営が（完成された形で）

存在し、民主的経営はそれへの過渡期であるかのような誤解を与えます。この小論

では、民主経営は「それになる存在」であり、現実の資本主義社会においては完成

された形態では存在しないという立場です。 
    資本の所有形態は非常に重要な要素ですが、それによって即民主経営と断定でき

るような要素ではない。即ち「必要条件ではあっても充分条件ではない」という立

場です。 
    この小論では、あえて民主経営という言葉を「 」なしで使っていますが、「（完

成された形の）民主経営である」という意味で使っているのではなく、「生成」論の

観点で使っていることをご了承ください。勿論、生成過程とはいえ、一般の私企業

とは違った相対的な独自性、民主性は認めたうえでのことです。 
 
 
（３）民主経営の二つの側面と二つの任務・役割 
  
１）二つの側面 
  運動体としての側面と経営体としての側面 
  （民主経営に共通しているのは、地域の人々の切実なくらしの願いを元にしているこ

と､要求を基礎にした運動が母胎になっていること。民主経営には、経営・企業体と運

動体という二つの顔がある。有田氏 論文「やさしい民主経営論」） 
＊両側面が統一されているところに本来の強みがあるはずであったのが、企業間競争

にどうしても巻き込まれざるを得ないことから、運動から発生し、運動をすすめる

手段的な役割を担っていたにもかかわらず、運動から離れ単なる経営体になってし

まうという危険性に絶えずさらされています。  
  
２) 二つの任務 
   

①社会進歩と社会革新の拠点であり、出撃基地であり、砦である 
   （「時代を切り拓く『民主経営』」Ｐ32-33。Ｐ152－153） 
  ＊真田是氏は、民主的経営のこういう「拠点」、「出撃基地」、「砦」としての役割を指

摘しつつ、その量的拡大が社会変革に自動的につながるという考え方を否定します。 
権力問題としての統一戦線の強化こそが重要で、統一戦線の一翼を担い強化すつ

ものとして民主的経営も位置付けられています（同上書Ｐ32－35）。民主経営の役割
を過大視しないために、「陣地」は民主経営だけではないという客観的な視点が必要

です。 
  

②来るべき新しい社会におけるモデルをつくる実験。真に社会の主人公となる「統

治し、管理する」力量の養成 
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（同上書Ｐ35－37。Ｐ152－153） 
   ＊有田氏も①、②の点で同様の位置付けをしています（「民主的経営の管理と労働」

P16、Ｐ347）。 
＊真田氏は民主経営が資本主義社会において点から線、線から面に広がる可能性に

も触れています。しかし、同書のまとめでは、資本主義における民主的経営を「客

観的にみれば､圧倒的な少数派であり、特殊な事業体」と位置付けています。ここで

も、民主経営の位置付けを過大視しないことが重要です。 
＊つぎに民主経営の諸形態が次の新しい社会における主要

・ ・ ・

な
・

生産関係なのかどうかの

検討が必要。資本主義内の新しい社会における萌芽を問題にする場合、民主経営の

諸形態と
･

い
・

う
・

よ
・

り
・

、生産の社会化（特に IT化により社会的管理の土台が、より進化
している）や株式会社システム（資本の大規模化・大衆化、所有と経営の分離、生

産管理システムの進化）などがより重要なのではないか。資本の自己増殖欲求によ

り「無自覚」的に「社会化」したシステムを自覚的に社会化することが主要な側面

です。新たな生産関係の「萌芽」としての民主経営の位置付けを将来はさておき、

現在においては「少数派」（購買生協部門で肥
・

大
・

化
・

現象はあるが。非営利・協同論で

は、スウェーデンでの動きなどを例に生産関係の主要形態になるかのような主張を

している）と冷静に位置付けることが必要。 
→①、②における民主経営の「過大」な位置付けが、現実をみる目をくもらせ、

判断を誤らせる可能性。 
   ＊有田氏は、「民主(的)経営の存在と発展こそは、資本主義的生産に特有の力強い生命現

象の発露そのものです。」と資本主義が次々と民主(的)経営を産みおとしていくとして
います（「民主経営の理論と実践」同時代社。Ｐ40）。 

  
  

３、民主経営における搾取についての諸論 
  
搾取の存否にかかわる主張の主なものは次の通りです。 

  
（１）有田氏の「搾取不存在」論の論拠 
  
①有田氏は、マルクスの『資本論』における規定（「（資本主義内の）協同組合工場の内部

では、資本と労働との対立は止揚されている－たとえ最初には、組合としての労働者た

ちが彼ら自身の資本家であるという、すなわち、生産手段を彼ら自身の労働の価値増殖

に使用するという形態においてにすぎないとしても」）を論拠にしています。労働者協同

組合の協同労働は、賃労働ではないから、搾取はないと主張します（Ｐ38-39、ｐ46-47）。 
  この主張はマルクスの引用を基に証明なしに行われていますが、おそらく｢資金｣の協

同所有から、民主経営内における資本家の存在を否定し（管理労働と一般労働の役割分

担論）、そのことにより「雇う・雇われる」という賃労働の関係の否定を導いているもの

と思われます。有田氏は「賃労働があるかぎりは、不払い労働の搾取が行われる」(Ｐ69)
と明確に述べていますから、民主経営における搾取を否定するためには賃労働の存在を

否定する必要があるのです。 
②有田氏は、民主経営においても剰余労働が存在することを認めます。同時に、それは搾

取ではないと主張します(P76、P113)。その根拠として有田氏は、置塩氏の論を引用し、
労働者によるⅰ）剰余労働の自主性 ⅱ）剰余の使途の自己決定性をあげています(P76)。 
  「やさしい民主経営論」(論文)では、資金の社会的所有から二つの重要な結果が生まれ
るとして、ⅰ）資本家がいない→搾取がない（搾取しているのは、民主経営外の力） ⅱ）
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働きの成果が民主的に配分される としています。 
   ＊有田氏は、剰余労働の存在を生産過程から導き出すというより、民主経営にとっての利

益の必要性から逆に剰余労働を導いている感を受けます（利益の源泉を説明するために

イヤイヤ認めている？）。 
 
（２）角頼氏の「搾取」論におけるプラグマティズム 
 
角瀬氏は、民主経営、非営利・協同組織における搾取の存在を認めつつ、次のような独

自のプラグマティックな主張を展開します。  
・「搾取が、あるか、ないかという議論にふけっていることは、きわめて不生産的、不毛な

議論だといわざるをえません。」（『非営利・協同と民主医療機関』Ｐ56） 
・「搾取は、社会の階級への分裂が最終的になくなった共産主義社会において初めて消滅す

るのです。･･･これは、全社会的な問題なのです。だから、個別の企業なり、組織なりで

搾取をなくすということは、本来問題となりえないのです。」（『前掲書』Ｐ54） 
・「搾取は、資本主義とともにある本質ですから、それをいますぐ消滅させるということは、

どだい問題となっていない。ですから、搾取があるかないかで議論することは本筋を見

失わせることになる」（『前掲書』Ｐ60）   
・「搾取関係があるか、ないかということ、また所有関係が資本主義的であるかどうかは、

『資本主義の民主的改革』が、課題となっている現在の段階では主要な問題とはなりえ

ない。」（『前掲書』Ｐ113） 
 
（３）勤通大の論点 

  
勤通大・教科書委員会の搾取存在論（1998年 5月 28日、「協同組合経営の労働者は搾取

されているか？」）の論点は次の通りです。 
①協同組合経営で働く労働者の賃金も価値以下に切り下げられている。  
②きびしい競争に生き残るためには、協同組合でも一種の「資本」蓄積が必要である。  
③「協同組合経営は、全出資者＝全員労働者の形態をとっておらず、そこで働く労働者は 
同組合経営に雇用されて働く労働者」である。  
④銀行への利息払いは、協同組合労働者の剰余労働の成果の一部である。  
⑤理事者側の「非民主的で専制的」な労務管理は、搾取関係の一層の強化、資本主義企業 
への変質過程である。 

  
（４）全日本民医連の論点 
  

1999年 2月、「第 33期第 2回評議員会」は、「民主経営にも搾取あり」論にたいして、「最
近、民主勢力の一部から『民医連にも搾取が存在する』との見解がだされていますが、民

医連の院所は、患者の立場に立った医療をすすめるという医療従事者と地域住民の共有財

産です。」「民医連運動と組織を発展させる上で利益確保は不可欠です。利益をどのように

配分するのか、運営や協議をすすめる上で参加と民主主義が重視されなければなりません。

これを前提として、民医連の経営は利益（剰余労働）を私的に取得することなく、その意

味で民医連内部には『階級対立』や『搾取』は存在しないという基本的見解を再度確認し

ておきます。」と、述べています。 
 
（５）鈴木氏（＝芝田進午氏）の論点 
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「協同組合労働は、『賃労働』の形態をとるが、自主的な雇用組織としての協同組合との

関係では、原理的にみて剰余価値法則によって搾取され、不払い労働を行わされていると

いうことはできない。というのは、協同組合労働者は、みずからの労働力を資本あるいは

資本の機能を代行する国家、その他の機関と交換しているのではなく、協同組合と交換す

るのであり、剰余労働の成果の処理について発言し、それを共同占有できるからである」（芝

田進午「協同組合で働くこと」労働旬報社。P251）。鈴木氏はこの個所を引用し、「民主経
営においては、労働者が労働と経営の主人公となり、労働と生産、計画の遂行に参加し、

その自主的な決定を行い、責任をとることができる事業体です。」と述べています（「時代

を切り拓く『民主経営』Ｐ137）。 
  
 

４、有田氏の労働組合論 

   
民主経営における雇用関係・搾取関係を否定する有田氏が、どこから労働組合の必要性

を導き出すのか。そして、その労働組合観とは、以下の通りです。 
  
 ①労働組合は、労働者の要求解決のための組織である。その労働者が、雇われている労

働者であろうと、未組織であろうと、そこに労働者がいるかぎりは、経済的・政治的・

文化的諸要求が山積している。その解決をもとめて団結するのが労働組合である。 
 それは、「しぼる・しぼられる」経済的諸関係が、あるか、ないか、とは無関係であ

る。 
 ②労働者協同組合の労働組合は、  

(1)管理部門が、独断や請負にならないよう官僚主義をチェックする。  
(2)管理部門が、利益第一主義に走らないようにチェックする。  
(3)仕事の民主的効率化についての必要な提案や討議を行う。  
(4)労働者・組合員の自主的学習・教育の計画をたて実践する。  
(5)民主的経営・管理とも共同して、国家独占資本とたたかう運動の機関車となる。  
 などの役割を果たさねばならない。 

 ③民主経営の労働組合は、職員・労働者の日常利益を守る課題と、民主経営自身を「つ

くり・守り・すすめる」課題をかたく結合して統一的にたたかわねばならない。賃金

のことになれば目の色が変わっても、経営のことは管理者任せでサッパリ。これでは、

民主経営の労働組合としては失格だ。「ものとり主義」と民主経営は両立しない。  
 労働組合は、対等・平等の立場で経営・管理と交渉し、また、政府・独占とたたか

って職員・労働者の利益を守らねばならない。また、民主経営そのものが民主的拠点

だが、そのなかで労働組合のなにより重要な任務は、管理の官僚化や変質・後退をゆ

るさないチェック機能の発揮である。 
④階級的・民主的労働組合とは、『経営と政党からの独立』の原則、『物取り主義の克服』、

そして、「労働者民主主義」、少なくとも、これら３点において非妥協的な労働組合の

ことである。これらの諸点で、もっとも厳格な労働組合でなければ、同時に、民主経

営の特殊性に適合するもっとも柔軟な運動形態を選択することはできない。 
＊①、②、④は「民主経営と『良心装置』－日本『労協連』の場合－」より。③は「や

さしい民主経営論」より（いずれも有田氏のホームページに掲載されている論文）。 
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５、有田氏の所論の問題点と民主経営「生成」論 

  
「民主経営の管理と労働」に示されている有田氏の主張の主要点について問題点をみて

いくと同時に、それを克服するための民主経営「生成」論の主張を展開します。 
  
（１）民主経営論の４項目規定における「客観的可能性」と「現実」との混同 
  
民主経営に関する４項目規定は、理論的規定としてはあらかたの人が首肯できる内容で

す（資金の形成過程の運動性・集団性を追加した方が良いとは考えますが）。問題は、これ

は理論的な規定であり、必ずしも「現実形態」ではないということです。 
  
①「経済決定」論はとらないと言いながら・・・「半身の経済決定」論 
 「所有論」が、民主経営の論議の根幹（Ｐ46、47、Ｐ67）であることに異存はありませ
ん。その上で氏は、資金の協同所有は、民主経営の経済的な土台としながらも、「それだけ

で自動的に民主経営が成立するわけではない」としています(Ｐ58-59)。また、「たんに一つ
の客観的可能性」であるとしています（Ｐ71）。「経営の民主化は、それじたいが階級闘争
の産物なのです。ここでは単純な経済決定論は通用しません。」と明確に述べています(Ｐ59)。
この主張から言えば、「民主経営」は自らの可能性を現実化する存在であり、それになるこ

とをめざす「生成過程」の存在と言えます。 
ところが有田氏は、民主的経営（所有形態が私的）については、民主経営への発展過程を

問題にしますが（Ｐ71）、民主経営（既に所有形態が協同形態）については、変質過程しか
問題にしません(Ｐ60)。｢資金｣の協同所有が民主経営の「客観的な可能性」に過ぎないので
あれば､民主経営への実現過程が当然問題になってきます。変質過程しか問題にしない有田

氏は、「半身の経済決定論」に陥っていると言わざるを得ません。 
「消費生協の場合には、日本生協連に加盟しているし、医療生協の場合には全日本民医

連に加盟している。もしも、はじめから似非だったら全国組織への加盟などできなかった

にちがいない。みんな、途中から、変質・後退したのだ。」（有田光雄「やさしい民主経営

論」）  
＊「たしかに、『民主経営といいながら非民主的なものがある』というのは事実である。 
だが、それは、民主経営の変質・後退の問題である。」（有田光雄、論文「非営利・

協同と民主経営論（その 2）」） 
  

②「搾取」論でも同じ「半身の経済決定論」に足を取られている 
 有田氏は「民主経営の理論と実践」Ｐ101以降で民主経営における搾取をめぐる諸論を紹
介していますが、「搾取あり」論を展開する人は勿論、「搾取はない」論を主張する人も、
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民主経営における剰余労働の存在を認める点では一致しています。 
○「搾取あり」論者は、剰余労働＝不払い労働＝利潤の源泉＝搾取と結論付けます。 
○「搾取ない」論者は、ⅰ)自主的な剰余労働 ⅱ）剰余労働の成果についての発言権 ⅲ）
剰余労働の配分内容が私的な取得ではない。これらのことから剰余労働はあっても搾取

はないと結論付けます。有田氏は勿論こちら側の主張です（Ｐ117。Ｐ76。有田氏は置
塩信雄氏の「経済学はいま何を考えているか」から引用し、自己の主張を裏付けていま

す）。 
剰余労働は、生産力の発展の過程で生まれるものであり、搾取の源泉であると同時に豊

かな生活のための拡大再生産などの条件でもあり、あらたな社会においてもなくなるもの

ではありません。剰余労働を「その一方的な取得＝搾取」とだけ結びつける見方は狭く、

その点では有田氏の主張は支持できます。それでは、搾取を伴わない剰余労働はどのよう

に可能なのでしょうか。 
そもそも、賃労働とは、自分自身の労働力とひきかえに、なにがしかの交換価値＝賃金

をうけとるために、資本主義的生産過程に参加することです。「資本主義的生産過程は、

労働過程と価値増殖過程との統一」（「資本論」第 1 巻第 1 部）です。労働過程とは、使

用価値を作り出す過程であり、一方の価値増殖過程から搾取が生まれます。 

賃労働は、ⅰ)強制労働の側面とⅱ）剰余価値の資本家による詐取という側面を持ちます。

労働過程から搾取性を取り除くためには、この二側面を止揚する必要があります。それは、

「搾取ない」論者のあげる三つの要素の実現にほぼまとめることができます。その実現の

保障が民主経営の 4項目規定の③、④の実践です。 

問題はここでも「可能性」と実現過程との関係です。有田氏も「民主経営には、論理的

にみる限りは搾取関係はありえない」（Ｐ116－下線田口）、「民主経営労働には、自主的・
自覚的な労働を可能にする客観的条件がそなわっています」と理論的可能性と現実とを区

別し、綱領の精神の堅持や民主的運営・科学的経営を実践することによって搾取関係を止

揚できるとしています（Ｐ118-119）。 当然、搾取の止揚も可能性を現実化する過程、「生
成過程」にあるものと言えます。 
ところが、一方ではその主張の端々に「民主経営には搾取はない」という表現が出てくる

のです。ここでも「半身の経済決定論」に足を取られています。 
有田氏はなぜ理論的には民主経営「生成」論の立場を取りながら、現実的には「半身の経

済決定」論、「民主経営定在」論に陥っているのでしょうか。 
その大きな要因は、氏の民主経営に対する思い入れにあるように思われます。有田氏にと

って民主経営の民主は、まず感覚的に「民主的な人間関係」なのです。搾取のある民主経

営など「丸い三角」＝形容矛盾なのです（P47、P69、P116、P205）。愛すべき民主経営に
廃止の過程にしろ搾取があってはいけないのです。 
その裏返しとして、その変質過程に対しては憎悪にも似た正義感を発揮します。さらに、

思い余ってそれを阻止できない労働組合にも攻撃の矛先が向いているのです（論文「民医
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連・仮面病院の非民主的管理を問う」参照） 
＊全日本民医連の主張も「片身の決定」論といえます。例えば労働組合との対立を扱っ

た次の文章。「民医連の院所と労働組合のあいだには、基本的な敵対矛盾は発生しないこ

とを明らかにしてきましたが、同時に院所管理部や理事会が日常的に民主運営や民医連

院所としての立場を守る努力を怠るならば矛盾が激化し、敵対的な対立や矛盾に発展す

ることも指摘してきました。」（「民医連院所と民医連労働組合の協力・共同について」

1972.3 全日本民医連経営委員会）。「敵対的な対立や矛盾に発展することも指摘してき
た」のであれば、「基本的な敵対的矛盾は発生しない」とは言えないはずなのですが。「片

身の決定」論は、論理的な首尾一貫性を欠いていることは明らかです。 
  

 
（２）民主経営「生成」論の視点 
  
１）民主経営「生成」論を基礎にした民主経営のメルクマール 
  
民主経営のメルクマールは、資金の協同所有を基礎としながら、民主的な運営・科学的

な管理により自主的な労働が組織され、利益の生み出し方・その配分（経営理念・方針）

が民主的に決定され実行されているかにあります。これが実行されて､はじめて搾取の存在

が否定されることになります。 

従って、民主経営への生成の過程
・ ・

は搾取廃止（あくまで企業内）の過程
・ ・

そのものであり、

民主的運営と科学的管理の実践の粘り強い積み重ねの過程です。また、それは労働組合の

立場からすれば自主的な自己実現の労働を取り戻す過程であり、経営の民主的チェックと

経営への積極的なかかわりの蓄積過程であるといえます。 
 
２）民主経営「決定」論の混迷と害悪 
  
ここでいう「決定」論とは、資金の協同所有から民主経営だと決め付ける主張は勿論、

有田氏のような変質過程しか（事実上）問題にしない「片身の決定」論も含みます。 
まず第 1に「決定」論では「階級的対立」と「内部矛盾」との関連性を解明できません。 

「民主経営＝階級対立はない」という固定図式からは、内部矛盾の発生根拠が説明でき

ず、独占資本など外部要因にその根拠を求めざるを得ません。なぜなら、矛盾とはそもそ

も内部の対立要因が、外部要因の働きかけなどを受け発現してくるものですが、「民主経営

＝階級対立はない」と固定的なものとして言い切ってしまうと対立要因が内部から締め出

されてしまうからです。 
「生成」論の立場からすれば、民主経営（勿論生成過程としての）であろうと資本主義

の価値法則に支配され剰余労働を生み出し、激しい企業間競争にさらされているのであり、
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たえず内部矛盾（例えば、労使対立、例えば経営困難、例えばサービスの質の低下等々）

が発生します。しかし、民主経営の特質をいかし、実践するなら（単一的な過程ではなく、

失敗と成功、失敗の連続等の蓄積過程）それが決定的な矛盾、階級対立に発展することを

防ぐことができる、ということです。これは極めて、常識的な見方であり、民主経営の職

場の現実をも的確に表しているといえます。 
第 2に、「決定」論では、内部矛盾の科学的解明と解決を妨げる結果をまねき、従ってそ

れを実践的に正しく処理できません。 

 例えば、困難の原因を法人外の情勢、政府厚労省の攻撃に求めることにより、内部矛盾

に目をつむったり、軽視する傾向が生まれます。更には、「理念、運動に対する無理解」、

「運動に非協力的」などの「レッテル貼り」が生まれる危険性もあります。 
 また一方では、現実の厳しさ（とそれでも搾取はないと規定する能天気）に対する機械

的反発から、民主経営を丸ごと否定する傾向も生まれかねません。 
 「決定」論は、この両翼の誤りを是正できません。というよりそこから必然的にそれら

の傾向が生まれてくると言えます。 
 自らの経営を民主経営への生成過程と位置付けることにより、より前進させるための組

織的な対策や具体策の検討が可能ですし、矛盾の発生の内部
・ ・

要因の解明が可能となります。

矛盾の発生は、克服すべき課題であって、「民主経営であることを否定する証拠」ではなく

なります。矛盾の発生は、労使対立等の対立の契機から団結と統一の契機への転換の可能

性を孕むものとなります。 
  
３）資金の協同所有にまで「生成」論を徹底させることの重要性 
坂根氏は「民主経営の理論と実践」（同時代社）で有田氏の 4項目規定を基本的に支持

しながら、特に 3項目目の民主的運営と科学的管理を民主経営の「日常的な条件」と位置
付け、「簡単そうに思えるが実はなかなか容易ではない条件」と会計の実務家らしい位置付

けをしています（Ｐ59）。そして情報公開、監査システム、代議制（出資者、生協組合員
による）の質的発展など民主的運営を実質化するための提案や科学的管理のための会計的

な提案などをしています（有田氏は民主経営のチェック機構として労働組合を位置付け「良

心装置」と呼びますが、経営組織内部
・ ・

の「良心装置」＝チェック機構にはあまり比重を置

いていません）。「生成」論の立場から運動を具体化する上で非常に重要な観点です。（生協

労連が提起する三つの民主制＝①組合員活動上の民主制、②日常業務上の民主制、③民主

的な労使関係の規定も参考になります。「生協運動に三つの民主制を－生協労働者の視点か

ら」大月書店）。しかし、中でも所有についての論点が示唆に富んでいます。 
坂根氏は、「『民主経営等は、経営の目的と労働の目的が一致している経営なのだ』、『民

主経営には搾取がないのだ』、などとというときに、当該民主経営で働く職員労働者の所有

への具体的参加の理論構築と実験的実践が必要なのではないだろうか。」(下線田口－Ｐ69)

と問題を投げかけています。具体的な理論展開はされていませんが、民医連運動の中心に
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かかわる人の発言として注目できます。 

民主経営の４項目規定を問題にする場合、所有の問題を資金の「集団性」という形式面

だけからとらえ「協同所有」即「私的な所有ではない」と結論付けがちですが、理念・目

的と同様、第３項目、第４項目の粘り強い実践の繰り返し・蓄積の上ではじめて、現実化

するという観点を貫くことが重要です。この観点に立ってはじめて、搾取廃止の｢生成｣論

が、首尾一貫します。 

＊労働者協同組合は、所有へのかかわりを直接的に解決しようという試みですが、５人

程度の小経営ならいざ知らず、一定規模の経営においては気の遠くなるような集団的な民

主主義の手続きなしには、所有の集団性の実現即ち搾取関係の止揚はできません。 

  
  

（３）労働組合の規定をめぐる論点 
  

１）有田氏の労働組合観の問題点 
  
有田氏は、民主経営における労働組合を「良心装置」と呼びますが、氏の労働組合の役

割規定は、ネップ下のレーニンの組合の役割規定によっています。 
「『ネップ』のもとでの資本主義企業（は）、････労働者階級の指導権のもとにある民主

（的）経営と非常に良く似かよった点があります」(Ｐ335-３３6)。｢労働者の権力のもとで
の労働組合の必要性、その役割と、資本主義のもとでの労働者協同組合＝民主経営での労

働組合の必要性、その役割とは共通性があると考えています。｣（Ｐ338） 
1920年の第 8回ソビエト大会でこれまでの戦時共産主義の政策を転換し、新経済政策（ネ
ップ）の方針を打ち出します。レーニンはそこで労働組合の役割について次のような規定

を行います。 
①社会主義へ向かう過渡期。労働者国家ではなく、労働者農民国家。政権内の官僚主義。｢労 
働者を彼ら自身の国家から養護する｣ 
②労働組合は国家権力の｢貯水池｣。国家権力を握る労働者階級の組織。しかし、国家権力

とは違い、強制の組織ではない。教育の組織、訓練の組織。「管理の学校」「経営の学校」

「共産主義の学校」（「労働組合について、現在の情勢について、同志トロッツキーの誤

りについて」。第 8回ソビエト大会、全ロシア労働組合中央評議会およびモスクワ県労働
組合評議会のロシア共産党(ボ)グループ合同会議での演説。1920年 12月 30日）。 

  有田氏は、「ふたたび労働組合について、現在の情勢について」の論旨を要約し、労働

組合の任務を「一つは、生産管理やすべての国家的・社会的事業に積極的に参加するこ

と」。「二つは、労働組合員の利益を守る」とまとめています（Ｐ321）。 
有田氏は、レーニンによりながら、社会主義をそれへ向かう過渡期ととらえるレーニ

ンの本質を見逃していると言えます。レーニンは、「過ち」を「変質過程」で起こる偶然

事とはとらえていません。現在の政権の不完全性から出発し、過ちや偏向を前提にそれ

との闘いと政権の確立における労働組合の重要な役割を指摘しているのです。 
民主経営における労働組合の役割をレーニンから引き出してくるあたり、事大主義の

臭いを感じますが、学ぶとしたら現実から理論を導き出す姿勢そのものではないでしょ

うか。 
有田氏の労働組合論については先に見た通りですが、その特異な位置付けは民主経営

において搾取＝賃労働を否定することからきているといえます。 
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労働組合の存立基盤を賃労働の存在＝搾取に求めることのできない氏は、「労働者の存

在」そのものに求める以外ありません(Ｐ338)。勿論、その労働者とは賃金労働者ではあ
りません。 
賃金・労働条件の要求は、出所のハッキリしない、「労働者」の要求となります。そし

て、主要な任務が民主経営のチェック機関「良心装置」としての役割なのです。有田氏

の労働組合論は、その民主経営論（「半身の決定」論に陥った）からの当然の帰結です。 
「労働組合の活動が不十分なために、管理部門の官僚主義に苦しんでいる青年も少な

くありません。」（Ｐ17）という表現に、氏の労働組合論の弱点が集中的に表れています。 
   
 
２）日本医労連(協)の民医連労組の役割規定 

  
ⅰ)1983 年 10 月。日本医労協「民医連労働組合全国代表者会議」 

①、組合員の生活と権利を守るためにたたかう 
②、医療の荒廃を阻止し、国民の生命と健康を守るためにたたかう 
③、民医連労働組合運動の強化のために、次の課題にとりくんでいく 

a、組合役員・活動家の養成と保全につとめる 
b、労働組合の企業からの独立、対等平等を前提にした理事会との協力・共同の関係の 
確立にとりくむ 

ｃ、労働組合の政党からの独立、一致する要求や課題にもとづく政党との協力・共同の 
   関係の確立にとりくむ 

d、団体交渉と経営協議会を明確に区別していく 
ｅ、院所で働く労働者の多数を結集するために積極的にとりくんでいく 
ｆ、幅広くかつ持続的に学習・研究活動にとりくんでいく 
④、節度ある戦術を行使していく 
⑤、産業別組織にしっかり結集していく 
⑥、統一労組懇にしっかり結集していく 
  
ⅱ)2000 年 8 月。日本医労連民医連・生協部会第 2回先住者研修会における宇和川満氏

の提起 

①、医療産別に結集してたたかうこと 
②、日本医労連の運動の基本路線を堅持していくこと 
③、医療機関の社会的な存立基盤の充実・強化にとりくんでいくこと 
④、医療機関の経営基盤の安定化にとりくんでいくこと 
⑤、たえず対等平等の労使関係・経営の民主的運営の確立を追求していくこと 
⑥、たたかうナショナルセンターに結集し、反国民的政治を転換させるたたかいを 
強化していくこと 

 
３）実践上の問題意識 
  
民医連労組の役割・位置付けについては、上記規定に賛成です。その上で、日本医労連

として搾取論、民主経営論などの理論問題での解明が必要だと考えます。冒頭の問題意識

で述べた通り、これは極めて実践的な課題だからです。 
 右の攻撃から組織を守るためであると同時に、それへの機械的な反発としての左へのゆ

れを修正することが重要です。 
 当面の実践的な課題としては、定昇カット、賃下げ攻撃を単なる経済面での攻撃、労働

組合の権利にかかわる攻撃とだけとらえるのではなく、その背景には経営主義への傾斜、
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変質過程への一歩がひそんでいるという側面を見て取ることが重要です。それへの対応も、

当然違ってくるはずです。それは、理論的な位置付けははっきりとしていてはじめて可能

です。 
  

  
 


