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第２8回読書会のまとめ 
相互扶助（３）：狩太共生農団の「相互扶助」 

2019.8.31／参加者9名（うち感想文提出5名） 
 

 

 感想文を書くのは難しいと思っている人はたくさんいます。でも、その本を読んで何か

感じたことを書けばよいと思えれば、気楽になれそうです。そうやって書いた文章が核心

に迫っていて、人を動かすこともこれまた多くあります。 

 

 今まで地主の言いなりに働いていた小作人たちが、これ程の力・能力を見せたことに人

間の底力を感じる、という感想がありました。こういう感じ方は、人に対する見方を変え

ていく力になります。 

 人に対する見方と言えば、テキスト中にある有島武郎の次の言葉です。 

 

｢有島農場の小作人としての現在の境偶(ﾏﾏ)ではたしかに彼等は無智無能である。（中略）

けれども若し彼等に新しい搾取されない境偶(ﾏﾏ)を与へたならば彼等は持つて生れた能力

を充分に発揮するであらう。人の力は偉大なものである。｣ 

 

この言葉を受けて、このような考え方をする有島武郎こそが教育者だ、という発言があり

ました。また、有島の古老から聞いた話が出ました。故人であるその人が｢有島さんにとて

も感謝している｣と言うのを聞いたそうですが、さもありなんと感じます。 

 

 吉川銀之丞に焦点を当てた感想があります。『親子』では早田という名で登場する吉川で

すが、有島父子の信頼は厚く、農民の仲間から人望があるように描かれているとのこと。

また、銀之丞の実学と武郎の哲学という２本のレールは、武郎の自死により交錯して１本

になったと考え、武郎の想いを受け継ぎ、 後に至って達成感があったか、或いは無念が

残ったかという内容でした。吉川が有島の理想・思想を継承する人物となっていった、と

いう同じ趣旨の感想が別の参加者からも出ました。 

さらに、農団の解散が決したときの吉川の無念さが伝わってくるようだと、一歩踏み込

んだ感想が続きました。武郎の遺志を継いで懸命に努力したが自分は力不足であったとい

う気持ちもあっただろうし、農民たちは結局分かってくれなかったとか、組織を運営して

いく上で、公平・平等という条件はかなりハードルが高いと感じてもいただろう、といろ

いろ想像した意見が出ました。 

 

「広報ニセコ９月号」の有島特集の中に、有島記念館は個人記念館には変わりないとい

う文言があって絶句した、という衝撃の意見が出ました。記念館と言っても、元は有島謝
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恩会が作り、管理運営していたものを現在の記念館がもらい受けたものに過ぎない。とこ

ろが、現在の記念館を見ると謝恩会が眼中にないようだ、と続きました。別の参加者から

は、確かに現在の記念館の展示コンセプトは武郎の文学に焦点があって、農場関係は２階

の狭い場所に押しやられている、とのフォローがありました。これまでの読書会は作品を

読むものであったのですが、記念館の位置づけにまで及んだ感想は初めてだという指摘が

ありました。テーマ別読書会ならでは、でしょう。 

 

テキストの中に、中谷宇吉郎の試験農場に対する農民の態度に触れた箇所があります。

そこで使われている｢農民エゴ｣という言葉は、本来は自分勝手といった意味ですが、それ

を｢したたかさ｣というよい意味での使い方だと捉えた発言がありました。自分たちのコミ

ュニティを基準にして考える農民たちの姿に共感するとのことでしたが、その農民からは、

議論を重ねて成熟度を増した強さを感じるとの、とても肯定的な感想でした。 

 

共生農団の誕生から解散までの歴史を簡潔にまとめた感想文が提出され、流れがよく分

かってよかったという感想が出ました。そのまとめで特徴的だったのは、第 3 回通常総会

（S2）の時、つまり設立 3 年目から既に解散への歩みが始まっていたということですが、

同様の指摘は別の参加者からもありました。話し合いの中で｢アリの一穴｣という言葉も出

ました。集団を長期にわたってまとめる難しさも指摘されましたし、吉川は取り立てが厳

しく、農団員の間では不信感もあって反感を買っていた事実もあるという意外な情報も提

供されました。 

 

話し合いの中で、人間はバラバラにされると弱い、とか、相互扶助は小さな集団で成立

する考えではないかという発言もありましたが、 後に紹介したいのは感想文にあった文

章です。 

 

（前略）共生農団が戦後の農地改革で個々の農家単位に分断されることで「相互扶助」

を喪失し、一挙に地域としての存立基盤すらも喪失しかねない状況に追い込まれている（後

略） 

 

現在私たちが置かれた状況にもぴたりと当てはまります。さて、あなたはどうしますか？ 

                          （文責：井上剛） 

 

※参加者：磯野浩昭、磯野美和、井上剛、梅田滋、菊地寛、佐藤智恵子、高木直良、 

マイケル・バーンズ、（五十音順）、 

※見学者：田中美香（あそぶっくスタッフ） 

※以下感想文の掲載順は、概ね当日の発表順です。 
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「狩太共生農団の相互扶助」 

  高山亮二氏著 「有島武郎研究」 より      
Sac. 

 
 
「農場開放後の有島農場の相互扶助について考える」と言うテーマ。中々、難しい。 
高山氏の著書も一読・二読しても、中々頭に入ってこない。感想は無理なので、今心に感

じたことを一・二点あげてみます。 
 
 高山氏の著書により、解放された後の小作民たちが、有島武郎の精神をよく理解し、協

力して農場の運営に当たったことが感じられた。これには旧管理人であり解放後理事長と

なった吉川銀之丞氏の小作人に対する懇切な説明、説得と絶大な指導力とがあったのであ

ろうと推測できることではあるが・・・ 
 
 また各総会における出席率の高さ、10 時間にも及ぶ討論や議案に対する改訂動議が提出

される等、彼らが、いかに真剣であったかが推し量られた。理事・役員の選出に当たって

も十分な協議、人選がなされたであろうことが名簿からも推し量ることができるのではな

いかと思う。 
 今まで地主の言いなりに働いていた小作人たちが、これほどの力・能力を見せたことに

人間の底力を感じる。 
 
 有島農団解散にしても、時の流れとは言え、討議・検討の末の決議。解散が良かったか

どうかは解らないが、民主的な方法で有ったろうし、やむを得ないことであったのだろう。 
 
 そして私の心に引っ掛かっていたもう一点「水田造成のための勧業銀行からの借入金」

について。 
以前、有島の古老から「有島の土地を担保に勧業銀行から資金を借り水田造成をし、苦

労したが完済した」と聞いていた。しかし読書会の中で「勧業銀行からは有島氏が借り入

れた」と聞き、一つの疑問となっていた。 
これは有島の死後、担保物件の土地を守るために農団員が一致協力して返済に当たった

ことが高山氏の著書で知ることができ、私の中での一つの解決となった。 
  

 それにしても当時の農団の人々は「相互扶助」を、身をもって実践していたと思います。 
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Kank note 有島６より 
Kih. 

 
 
 実りの秋、ニセコ町に広がる旧有島農場の小高い丘、弥照神社の境内に立つと、有島武

郎が後世に託した「相互扶助」の想いが胸にしみます。この精神を受け継ぎ、守り続ける

ことは権力との闘いでもありました。時代の波にもまれながら敢然と生きた農場開拓民の

一人、吉川銀之丞を軸に、時代の荒波を生き抜いた農民魂に触れてみます。（敬称略にて） 
小説に登場する銀之丞「おい早田」 老人は今は眼の下に見渡される自分の領地の一区画を眺

めまわしながら、見向きもせずに監督の名を呼んだ。（略）こう矢継ぎ早に尋ねられるに対

して、若い監督の早田は、格別のお世辞もなく穏やかな調子で答え～。 
 武郎の小説「親子」に登場する早田は、吉川銀之丞がモデルとされます。有島父子の信

頼は厚く、農民の仲間から人望を得ていると、描かれました。 
札幌農学校の青春 銀之丞は 1875 年（明治 8）島根県の旧松江藩士の 3 男に生まれました。

今回の参考図書「有島武郎研究」（高山亮二著）によれば、兄が親しくしていた松江中学の

教師が札幌農学校出身だったことから、北海道に漠然とした憧れを抱いていたようだ、と。 
養父に連れられて岩内に移り住みますが家計は厳しく、農学校本科の入学は果たせず、

漁場稼ぎや郵便配達などをしながら独学で勉強します。1895 年（明治 28）3 月、札幌農

学校に設けられていた農芸伝習科（後の農学実科）に合格します。2 年間の学生生活に。 
銀之丞は武郎より 3 歳年上です。武郎が学習院中等科を終えて札幌農学校に編入したの

が 1896 年（明治 29）9 月。わずかな期間ではではありましたが、それぞれの青春のペー

ジが重なりました。銀之丞の実学と武郎の哲学。立場を超える自由な校風の下、２本のレ

ールは相互扶助の精神を芽ぶかせていたか。銀之丞は卒業後、道庁勤務などを経て、26 歳

で小作 4 戸を連れて当時の真狩別太原野に入地、その後有島農場の管理を任されます。 
そして、迎えるのが１９２２年（大正１１）7 月 18 日・弥照神社での農場解放・相互扶

助の宣言。続く翌２３年 6 月 9 日・武郎の自死。２本レールは交錯して一本になりました。 
疾風怒濤の日々 宣言は社会に大きな波紋を広げました。 
相互扶助の精神を基盤とする有島理想郷は、受け継いだ小作者 68 戸の望みではありまし

たが、底流には権威主義の否定があり、全て合議制で運営されます。国家権力主義は陰に

陽にさまざまな壁となり、立ちふさがります。武郎の学友・森本厚吉教授の知恵と銀之丞

のけん引力で、「狩太共生農団」として設立が認可されるまでに 2 年がかりという現実。 
昭和に入ると恐慌に続く冷害凶作、更には有島生前の造田借入金の返済、日中戦争―太

平洋戦争となって戦時体制に組み入れられ、若者の徴兵、農耕馬の徴発と逆風にさらされ

ます。敗戦となり、占領軍の農地改革が行われると、先駆的だとの位置づけでもあった農

団にも、突然、国からの解団命令があり、1949 年（昭和 24）歴史に幕を閉じることにな

りました。  
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 農場を去る銀之丞 武郎の想いを受け継ぎ、やり遂げたという達成感があったか、あるいは

道半ばの無念が残ったか。背に当たる残照、黙して語らずや。ただ、「相互扶助」の志は時

を経た今日にも、ニセコ町条例として甦り、生き続けています。時代を経ても色あせるこ

とのない標として、不断の努力があってこそ、と語っているのかもしれません。 （E） 
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読書会に際して 
Ism. 

 

 

第一回目の読書会は、「相互扶助」という言葉を、ニセコに住む人々はよく使用し口にす

るが、町長、町議、有島地区に住む方（現在であれば町内に住む方々）それぞれの解釈は

共通なのだろうかと疑問をもっての参加であった。答えは共通言語ではなく、「なんとなく

相互扶助」でも上等であると思う昨今である。 

昨日、ポストに投函されていた『広報ニセコ９月号』の特集“有島家とニセコ町、そし

て有島記念館の活動について”を読んでいて、記念館が重視する 4 つの機能の（３）郷土

博物館機能があったのは幸いであるが、有島記念館は個人記念館には変わりないという文

言には絶句してしまった。何故なら、有島謝恩会が守ってきた精神を展示物や伝えを通し

て解説していたということをニセコ町が受け継いだ系譜があると思っていたからだ。もは

や、まちづくり基本条例前文がどこから来ているのか詳細解説するリソース的なものは機

能不全に近く愁いを帯びた状況に陥っているのだろうか。漫然とした理念の消滅を目の前

にし、町政は漠然とした活動を継続し何処に向かうのであろう。 

第二回目の読書会では、有島武郎の農場開放は、小作人をいくら知識的な道付けをした

とはいえ前途多難な鋳薔薇の道を歩ませることになるとして、有島武郎の「相互扶助」≒

「愛」に対しては否定的な考えで終わった。今回、『有島武郎研究―農場開放の理想と現実』

を読み、考えが変わった。小作人が有島武郎の相互扶助を元に吉川銀之丞らをリーダーと

し組織運営していく過程や、時代の変容を乗り越えていく様は組織に「自我」（武者小路実

篤の「新しき村」との比較から引用）をもたらし自分たちの「相互扶助」を開花していく

結果になったと考えたからだ。特に、中谷宇吉郎の試験農場の下りに加え「農民エゴ」と

いう表現は、議論を重ね成熟度を増した強さに対して称号を勝ち取ったようなものだ。“い

かにも！”と快挙である。 

ローマは一日してならず、そして衰退していったが、ニセコも一日にしてならずであっ

たと歴史書のように課題を読み終え満足した。 

そして振り出しへ戻り、もはや、まちづくり基本条例前文がどこから来ているのか詳細

解説するリソース的なものは機能不全に近く愁いを帯びた状況に陥っているのだろうか。

漫然とした理念の消滅を目の前にし、町政は漠然とした活動を継続し何処に向かうのであ

ろう。次回の読書会が楽しみである。 
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狩太共生農団の相互扶助 
Int 

 

 

本題には入らず、長い前置きのみを書く。課題である『有島武郎研究--農場解放の理想

と現実--』（高山亮二著）の文章に沿ってまとめた。題して｢共生農団はなぜ可能になった

か、そしてなぜ解団したか｣。本題は他の参加者にお任せしたい。（文中敬称略） 

 

１．人が揃った 

 農場解放をなぜするのか、解放後の組織はどのようであったらよいかなど思想的な大枠

を示したのは有島武郎である。しかし、自分の理想的な考え方がそのまま受け入れられる

時代ではないと承知した武郎は３人の人物に託すことになる。北大農学部教授森本厚吉が

組織づくりを考え、法律面での助言を小林巳智治が行なう。そして運営実務に当たったの

が吉川銀之丞である。 

 森本は産業組合法（以下、産組法）に準拠した組織づくりを考え、武郎も説得を受け入

れてスタートする。道の係官との折衝までが森本の仕事、それから後を吉川が行なう分担

で、吉川は狩太共生農団信用利用組合の定款案を作った。 

 

２．農場解放や農団設立への妨害 

 主な妨害は３件ある。 

（その１）解放記念碑の許可延伸・・・武郎が吉川に碑文にするようにと送った｢小作人へ

の告別｣の文章内容が私有財産制度を否定するとして当局が許可せず。 

（その２）吉川が灌漑溝工事補助金を不正流用したとして起訴された事件。 

（その３）設立申請の審議中、警官が何度も訪れ、私有財産を否定する定款を許可しない

よう抗議した。 

 

３．潮目が変わる① 

 狩太共生農団信用利用組合の定款にあるいくつかの条項（※）が、当局の考えと合わな

いものであるのに、なぜ許可されたのか。 

  （※）67 条（土地私有禁止） 28 条（67、68 条は変更不可） 

     56 条 3 項（特別配当金の 3割は組合員割りとし平等に分配） 

その理由として考えられる 3つのこと 

１）森本の、官との交渉における巧みさ（学識と努力） 

２）有島の死（アナーキーな共同社会の建設という第 2段階の目標が事実上消滅） 

３）時代的背景 

 ・産組法による土地利用組合に関して、愛媛県余土村の実績（T12 前後）をもとに森本
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が産組法による共有の途を選んだ。 

 ・当時北海道に前例はなかったが、全国的には T15 には 14 県 46 組合の例がある。 

 

４．農団結成後の困難 

 相互扶助・公平を原則とする農団では、団員が以前とは比較にならないほど独立した人

格として扱われた。 

 しかし同時に、前途にはいくつもの壁が立ちはだかっていた。 

１）勧銀の負債（４万円を 20 年返済で元利合計が約２倍に） 

２）旧場主からの負債（灌漑溝工事代金の大部分を 5年以内で年賦返済） 

３）稲作の危険な一面（３年または５年に一度は不作になる） 

４）小作株の存在（残されたままになっていて武郎も危惧していた） 

上記の困難について、理想と現実の食い違いや歪みを一番早く知った森本は定款認可の見

通しをつけた後、農団との接触を避けるようになった。そこで吉川の登場となる。武郎と

の間に深い信頼関係があった吉川は、団員たちの説得などを一人で背負って行く。そうす

ることで、有島の理想・思想を継承する人物となっていったのである。 

 

５．潮目が変わる② 

 吉川は２つの連帯（土地共有による経済的連帯と相互扶助の精神を基にした団員の連帯）

によって、負債完済による農地の抵当解除を目指した。吉川が実行した３つのことは次の

とおりだが、どれも団員の意識を高めるに必要かつ十分であったろう。 

１）解放記念碑建立に取りかかった。 

  武郎の碑文原案は倶知安警察が認めなかったので、生馬に事情を話した結果、生馬が

現碑文を考えた。 

２）武郎の碑文原案を表装し、高座敷の床の間に懸けた。 

  総会などでは集会所に持って行き、正面に掲げた。役員会に限って高座敷で行なった。

また、高座敷の長押には武郎による墨書「相互扶助」が掲げられていた。 

３）徹底的な合議制による下からの意思決定 

  例えば、第１回通常総会（T14.1.31）では午前 10 時から午後 8時まで、昼食、夕食を

はさんで 10 時間行なわれた。 

 

６．潮目が変わる③ 

 第 3 回通常総会（S2.1.28）では｢土地等級調査費｣を巡る話し合いがあった。原案は調査

費の計上である。 

（原案反対派）個あるいは自助を主とした考え 

   等級調査を打ち切り、各自が発奮努力して、それぞれの耕地を改良すべき。原案は

耕地の改良肥培の精神を阻害する。 
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（原案支持派）全体あるいは共同を主とした考えで、武郎の相互扶助の精神そのもの 

   相互扶助が基本精神であり、改良肥培の精神が阻害されるというのは、その基本理

念を忘れた考え方である。土地は共有であるという考えに立ち帰るべき。 

（結果） 

   長時間の議論を経て採決したところ、修正動議（原案反対）賛成が 4 名多く、原案

は破棄（調査費が削除）された。このことは、長い目で見れば解団への道を歩み始め

たことを意味している。 

 

７．潮目が変わる④ 

 戦時期に入って圧力が迫ってくる。 

１）｢農村作物統制令｣｢臨時肥料配給統制法｣により農業が補助金・奨励金漬けにされた一

方で、労働力・肥料・農業用具・衣類・作物防疫用薬剤などの不足により、ヤミ売買が

横行し、物心両面で農村の荒廃を招いた。 

２）経済面で統制が強化されるとともに、軍需作物の作付け強制と集荷の町村産組への一

元化が進んだ。農団は道庁の説得により、牛乳販売を酪聯から狩信へ委譲するこ        

とを｢枉（ま）げて承認｣（S13）。なお、S8 には狩信との合併話も出ていた。 

３）自作農化の動き 

  近隣の曽我農場では S11 秋～S12 末に自作農化の動きがあり、それに影響されて農団

から役員を含めて 16 名が脱退した。なお、曽我農場では S13、京極農場では S14 に解放

されて自作農となっている。 

  S14 に道の拓殖部長から自作農への転換勧奨があったが、農団の沿革を述べて断って

いる。大きな理由としては、あと 3 年で年賦償還金の完済となるからというものであっ

た。 

 

８．潮目が変わる⑤ 

 第 16 回通常総会（S15.1.30）における協議事項として青年連盟からの訴えがある。 

役員が又小作により中間搾取しているとして、反省と辞任を求めたものであった。青年た

ちの行動は戦時中ということもあり、戦争遂行、産組主義、生産増強の視点からではあっ

たが、地主層を生産阻害する中間搾取者と見做す眼が培われてきた証拠と言える。 

 そういう良い面があった一方で、戦局の重大化に伴い、物資の統制強化や｢生活必需物資

統制令｣による主食の定量配給制が行なわれ、ために社会全体に物々交換のみならずヤミ市

が横行する結果となった。 

 共生農団も例外ではなく、ヤミ市、又小作、小作権の売買が見られ、組織の劣化は避け

られないものとなっている。解団への道を着実に辿っていると言える。 

 

９．戦後の農地改革と共生農団 
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・第 1次農地改革（S20） 

  日本政府が占領軍政策に忖度して｢農地調整法｣（S13）を改正強化したが、連合軍の対

日理事会で不徹底との指摘を受ける。 

・第２次農地改革（S21） 

  GHQ による厳しい勧告で｢自作農創設特別措置法｣（以下、自特法）が成立 

・外圧を受けて道農地部長によるラジオ放送（S21.12） 

  ｢平和な日本、民主的な日本、農民が働いて得たものをしぼり取られない日本をきずく

ため・・・この農地改革を急いで行わなければなりません。｣ 

 

 共生農団は自作農化が完了したものとして村農地委の解放地主台帳に載らなかっただけ

でなく、むしろ自作農創設の先駆とされた。この事は有島の掲げた理想を追い求めた共生

農団が公に認められたことを意味するのだが、そのことを団員たちは理解しただろうか。 

 

10．潮目が変わる⑥ 

１）｢農業朝日｣（S21.9）に載った札幌支局次長上田道平の文章中に、北海道庁当局の話と

して｢わが国土地解放の先駆者となった有島さんの立派な精神を酌んで、有島共生農団は

このまま残したいと思ふ｣とある。 

それに対して、 

２）｢家の光｣（S21.7）に載った中谷宇吉郎の文章中には自分勝手とも思える農団員の言動

が記されており、さらに鈴木貞雄（又小作の件で上申書を出したかつての青年団長）の

手記には、澱粉で水アメを作ってヤミ流しする団員の存在も記されている。 

３）吉川はこれらのことについて、総会（S22）の報告の 後で「須ラク挙国一致、相互扶

助、共存共栄主義ノ外、再建ノ策ナキモノト云フベシ」と書いていることから、相互扶

助を忘れ、自分の利益優先に走る者が多かったことが窺える。ちなみに前出の鈴木は手

記に｢生きて行くには致し方なし｣と書いている。共生農団という組織を支えるはずの団

員の心が時勢に蝕まれたと言える。解団への道を自ら着実に歩んだ団員たちの目の前に

は予想された結末がぼんやりと見えていたはずである。 

 

11．潮目が変わる⑦ 

１）解団への動き 

・農林省と道農地課による現地調査（S22.10.29）のあと、12 月になって村長から吉川に

経営概況表の作成が指示される。 

・およそ半年後の S23.6.6 に村農地委主催の懇談会が農団集会所で行なわれる。解放（解

団）の是非についてであった。 

 出席は、村農地委４名、事務局２名、団員（旧第１農場のみ対象）29 名 欠席 20 名 

・吉川は挨拶の後、席を外す。 
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・残されたメモには農団存続意見のみが記され、解散賛成者の意見記入はなかったが、周

囲が自作農になっているので自分たちもという意見が殆どだった。 

  （結果）解散に賛成１５、不賛成１０、中立５ 

      事務局の報告書には、不賛成理由 3項目のみ記録がある。 

・翌日 6.7  旧第２農場を対象に懇談会（出席は 11 名全員） 

  （結果）全員解散に賛成 

・第 19 回臨時総会（S23.11.28）  出席５６名  異議が出ず、解散を了承。 

２）疑問点 

・なぜ突然、国と道が現地調査に来たのか？ 

・村農地委主催の懇談会が行われたのはどういう意図があったか？ 

恐らくこの 2つは一連の動きであっただろう。 

 解団の是非を決めるのであれば、定款 28 条に従わなければならないはずだ。 

定款 28 条 

   （前略）解散決議ハ総組合員ノ半数以上出席シ其ノ決議ノ四分ノ三以上ノ 

   同意アルコトヲ要ス（後略） 

上の条項は総会での決議を想定しているので、懇談会には当てはまらないかもしれない。 

それでも敢えて計算してみると、出席は第１農場が 29 名、第２が 11 名で計 40 名。欠席は

第 1 の 20 名だけなので人数はクリアしている。しかし、解散に賛成は第 1 が 15 名、第２

が 11 名の計 26 名。それを出席者全員の 40 名で割ると 0.65、つまり 65％であって四分の

三である 30 名に達していない。 

 総会ではなく懇談会として、加えて第１と第２に分けて開催したところが如何にも胡散

臭い。さらに穿って考えれば、実地調査から懇談会開催までの約半年間で村農地委側が国

や道の意向を受けて（または忖度して）懐柔工作をしていた恐れもある。初めから結論あ

りきだった感は否めない。その少し前までは、国（農林省）、道農地課、村農地委、そして

団員すら自特法の適用外と考えていたのであるから尚更である。 

なぜその半年の間に（臨時）総会で解団について話し合わなかったのか。解団を阻止す

るだけの力が農団には残されていないと吉川は観念したのかもしれない。 

有島の思想が共産社会を連想させたために排除されたとも言われている。また、東京朝

日（S23.6.23）によると、道庁が農団を買収した理由として次の３点を挙げている。 

１）解放当時の小作が少なくなっている（65 名中 32 名） 

２）小作権の売買実態がある 

３）有島の意に反して自作農になりたい農民の希望が強い 

上の２）と３）を併せると、団員自身が共生農団という組織に魅力を感じなくなっている

のではないか。戦後間もない時期のインフレ状況がそう思わせたのだろうが、芽はずっと

前（S2 第 3 回通常総会）から出ていたとも言える。またこの時期、GHQ や日本の指導者た

ちがソ連を想定して共産思想を排除する方向に動いていたことも大きな要因になったので
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はないかと思う。 

吉川の無念さが伝わってくるようだ。 
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「相互扶助」について考える：その２ 
 ～有島武郎、クロポトキン、狩太共生農団、ニセコ町まちづくり基本条例における「相互扶助」 

Ums. 
 

 

・・・前稿（「相互扶助」について考える：その１）の続き。 

 

５ 狩太共生農団にとっての相互扶助 
 

（１）武郎が共生農団に託した「相互扶助」 

前章までは、クロポトキン と有島武郎に通底する「相互扶助」理解を、特に『惜しみなく

愛は奪う』の論点から「本能」と「愛」を切り口に辿ってきたが、その思想は狩太共生農

団の「相互扶助」とどのように繋がっているのだろうか。 

この章「５ 狩太共生農団にとっての相互扶助」では、狩太共生農団に関する も詳細で

彫りの深い分析を加えている高山亮二著『有島武郎研究―農場解放の理想と現実―』に依

拠しながら、共生農団にとっての相互扶助がどのようなことであったのかに焦点を当てて

探り直してみる。 

 

武郎は「解放宣言」の中で、農場解放の大前提として全ての農民による共同所有、共同管

理を彼らに託したが、その営みを外敵から守る紐帯としての「相互扶助」をより現実的な

概念として捉え返す時、そこには、『惜しみなく愛は奪う』の思想がより凝縮して表明され

た『宣言一つ』を見いだすことができる。この観点について、高山亮二氏は『有島武郎研

究―農場解放の理想と現実―』の中で、次のように触れている。 

 

「彼が『宣言一つ』の中で第四階級の時代の到来の必至なこと、もはやこの時代に知識階

級の指導が無意味なこと、従って新しい時代は新しい労働者階級自身の手で築かるべきこ

とを述べている。有島が解放後の農場を土地共有という共通の基盤に立たしめたのは、そ

うした基盤の上での第四階級の人々の自覚と自治能力を信じたからであり、農民だけの組

合組織の運営―即ち、有島自身を含めての、知識階級の指導の排除は階級移行を否定する

『宣言一つ』の思想に基づくものといえよう。」（『有島武郎研究―農場解放の理想と現実―』

高山亮二著より） 

 

これを端的に言い換えれば、第四階級内部における第四階級自身の「本能」や「奪う愛」

こそが、共生農団を主体的に担う農民自身の「相互扶助」なのである。 

武郎はこのことを、吉川銀之丞に宛てた書簡（T11.5.6）の中で現実的具体的に説き起こし

ている。 
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少し読みにくい候文なので、高山著書の中で書き下された部分を援用する。（同上書より） 

 

（１）解放後の土地の所有形態を旧農場の小作による共有とすること 

（２）このために解放した土地を生産の場として管理する旧小作人の共同体の結成が必要 

（イ）参加者は全て純農家であること（暫定的に旧農場管理人の指導は認めるが） 

（ロ）各人が全く平等の資格で参加すること 

（３）この共同の自治体の運営は全て合議制によることとし、全員の意見の結集の上で運

営さるべきこと 

（４）農民自治体の運営は、＜官憲＞の指導を極力排除すること 

（５）参加農民からは旧小作料程度の土地利用料を徴収し、集団内の困窮者の救済、研修、

娯楽等に当てること 

 

共生農団における「相互扶助」の基本的構図が、端的に言い表わされている。 

このような仕組みの本質について、高山氏は次のように指摘している。 

 

「これら漠然たる理想社会の輪郭から見るだけでも、それは、資本主義社会への批判を内

包した、「宣言一つ」の思想の延長線上に立つ多分にアナーキーなものであり、人間、特に

労働者への＜愛＞＜肯定＞を基点とするものであった。そして、それは、知識階級とは無

縁な、額に汗して生きる農民を構成員とし、彼らの資質の十二分の開花による実生活の向

上を企図したという点で武者小路実篤の「新しき村」とは、異質な、より現実的なもので

あったといえよう。」（同上書より） 

 

この視角は、共生農団の本質、ひょっとしたら吉川も他の農民も誰一人気づかないまま運

営していたかもしれない極めてラジカルな実態を言い当てた見方ではないかと思う。であ

るがゆえに、国家権力は共生農団に対して監視の目を怠らなかったのであり、折に触れて

その実態を試すかのような揺さぶりも試みたのであった。 

しかし、別の面から言えば、そのようなラジカルな側面には気づかないまま共生農団を高

く評価した周辺からの様々な眼もあったのである。それが、「相互扶助」のラジカルであり

つつも懐の深い実像であり、そのように共感する周囲もまた自らの裡なる「相互扶助」に

自覚的あるいは無自覚的に共振していたのである。「相互扶助」がまさに自由な「本能」で

ありつつ、関係性の中で互いに奪い合うことで伝え合う「愛」である所以が、このような

形で表現されていたということだろう。 

 

言及が思わず先に走りすぎてしまったので、ここでもう一度、武郎が共生農団に託した「相

互扶助」に戻り、論を先に進めるために付言しておきたい。 
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「彼が無限の可能性を期待したー農民自身が、彼らの持つ相互扶助の美質を訓練し、発展

させることを念願した」（同上書より） 

 

武郎は、そのための現実的実際的な手立てとして、信頼していた吉川銀之丞に、農民によ

る共生農団運営の下支えを託した。武郎は自身と農民との間に横たわる超え難いアイデン

ティティの裂け目を見据えていたが、吉川については農民のアイデンティティをも分有し

ている存在とみていたのであろう。確かに吉川の存在は、「相互扶助」のコーディネーター

としていくら強調しても強調しすぎということがないほど大きく重要なものであったこと

は、共生農団運営の全過程を通して明らかになっていく。 

それがどのように実現されていったのか、次に見ていきたい。 

 

（２）共生農団の定款をめぐる「相互扶助」 

武郎が心中した翌年の大正 13 年 2 月 20 日、「有限責任狩太共生農団信用利用組合」の設立

総会が持たれ、定款と役員が決められた。 

その定款には、共生農団の組織理念に基づく規定が記されているが、深い背景を宿す規定

もいくつかあった。それは、先に述べたように共生農団がいかにラジカルな本質を抱えて

いたのかをめぐる、定款の認可機関である行政当局と、武郎の理念を可能な限り組織のあ

り方に反映したいと骨を折った吉川銀之丞や森本厚吉との攻防戦の成果でもあった。 

 

特に第 67 条は、共生農団における「相互扶助」の根幹に当たる規定である。 

 

「（第八章 附則） 

第六十七条 土地及土地ニ付帯スル物件ハ永久ニ個人ノ私有物ト成スコトヲ得ズ 

     本組合解散ノ場合ハ故有島武郎氏ノ直系親族ノ同意ヲ得テ公益ヲ目的トスル法 

人ニ同一ノ条件ヲ附シテ寄附スルモノトス 

第六十八条 土地ハ低利資金ト借替ヲナスノ外担保ニ供セザルモノトス」 

（「有限責任狩太共生農団信用利用組合定款」より） 

 

このような重要な内容がなぜ「附則」なのかについては、ここでは詳しく述べないが、要

するに、認可権限を持つ行政当局による露骨な圧力と、吉川の想いを後押しする森本の法

理論や交渉術によるせめぎ合いと妥協の産物だったのである。しかし「附則」とはいえ「定

款」であることには変わりないので、この後に、共生農団に押し寄せる様々な外圧に抗す

る時、この条項は「相互扶助」による抵抗の武器として大きな役割を果たしていくことに

なる。 

農民の共同所有による財産となった農地をいかなる形であれ失うことは、全団員の生命線

が一挙に崩壊する包括的敗北を意味することであり、そのことは農民誰しも直裁に理解で
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きることであった。この共同所有の農地をまもることこそが、農民個々の生存そのものと

なった。それを守るためには、各農民の様々な状況の相違をのりこえる根源的レベルから

の共同戦線が求められ、結局それが「相互扶助」の体現ヘと繋がったのである。このこと

は、後述する銀行融資への返済努力として表現された。 

さらに、この第六十七条は第二十八条によって一層強固にブロックされていることをもっ

てしても、吉川と森本の意思がいかに強固なものであったかがわかる。 

 

「第二十八条 ・・・（中略）・・・但シ附則第六十七条及第六十八条ノ規定ハ之ヲ変更ス

ルコトヲ得ズ」 

（「有限責任狩太共生農団信用利用組合定款」より） 

 

この規定が「相互扶助」に基づく徹底抗戦の意思表明でなくて、一体なんであろうか。 

 

そして、もう一つ。農民団員の平等なメリットの実現という「相互扶助」を、利益配当面

から補強する規定も盛り込まれている。 

 

「第五十六条 ・・・（中略）・・特別配当金ハ其ノ三割ヲ組合員割トシ平等ニ分配シ七割

ヲ其ノ年度ニ於テ組合ニ支払ヒタル土地ノ利用料及其他ノ利用料ノ高ニ応ジテ按分ス」 

（「有限責任狩太共生農団信用利用組合定款」より） 

 

この「平等割」に関する攻防も、「団員の平等に基づく相互扶助」の観点から、吉川も森本

も、「平等割」を認めようとしない行政側の一般形式論的な法解釈に屈するわけにはいかな

い争点だった。 

 

このように、「定款」の申請段階において既に、行政権力側との戦いが事実上始まっていた

のであり、この戦いは、「半農民」「半第四階級」である吉川の熱意と、それを支えた森本

の「第三階級」側からの有効なコラボレーションによるものだったと言えるだろう。そし

て、このことは、二人の念頭に常在していた有島武郎の明確な理念と強い意思が然らしめ

たことでもあっただろう。 

 

しかし、この「定款条項の闘い」を有利に進めることができたもう一つの背景が当時の社

会情勢の変化にもあったことは、理解しておく必要がある。頻発する小作争議を解決する

ための一種懐柔策として、産業組合事業の中に「相互扶助」の余地をある程度認めざるを

得ないという妥協的認識が、行政権力側にも浸透していった時期だったからである。 

 

さてここで、この定款の位置付けに関して、ある根本的な疑問を覚える向きもあるかもし
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れない。 

共生農団が農民だけによる共同運営を目指したというのならば、その羅針盤と言うべき「定

款」がその農民たち自身によって作成されていないのは、根本的矛盾ではないか、と。 

確かに、「定款」の案を作成したのは、中心的には森本厚吉や小林巳智治を中心とする北大

の学者グループであり、そしてもちろん有島武郎本人と吉川銀之丞の関与によるものであ

った。この陣容だけを見れば、批判は当を得ているようにも思える。しかし、形式論理的

には批判の通りであるとしても、初動段階のやむを得ない矛盾として受け止めた上で、そ

の後農民自身の運営の中で「定款」が彼らの意思により修正されていったことを考慮する

と、その後の運営実態のダイナミズムに即した評価が適切ではないかと思う。したがって、

初動段階の矛盾はいわば「トレインとクリエイト」（有島武郎）を前提とした現実的手立て

だった、と言って良い。 

 

では、その後の事実経過はどうだったのか。 

そのことについて具体的に触れる前に、吉川銀之丞は、自身の半農民とも言えるアイデン

ティティのもとで共生農団の自立に向けてどのような関わり方をしたのか、いくつか見て

いきたい。 

 

（３）吉川銀之丞にとっては、覚悟の「相互扶助」 

吉川銀之丞は、武郎の「相互扶助」をどのようなものとして受け止めていたのだろうか。 

そのことを端的に示す吉川の文章がある。これは、共生農団設立総会のときに定款案の上

に添付した「有限責任狩太共生農団信用利用組合設立ノ由来」と題する一文で、農民ひと

り一人に語りかけるような吉川の認識と真情が溢れ出た文書である。 

 

「本組合ハ故場主有島武郎氏ノ理想トシテ、土地ハ一個人ノ私有スベキモノニアラズシテ

共有シテ互ニ責任ヲ感ジ、協力一致、相互扶助ノ観念ヲ以テ、多々益々生産ヲ挙グベキモ

ノトナリトノ見地ヨリシテ、土地及債権（小作料及貸付残預金）ヲ無償ニテ小作人ニ解放

シタルモノニ係リ・・・（中略）・・・債務ハ四万円（日本勧業銀行ヨリ借入金四万円ニシ

テ、本年ヨリ向フ二十ケ年年賦償還ヲ行フモノニシテ其一年ニ支払フベキ利子及償還金共

三千九百八十一円八十二銭トス。本借入金ハ灌漑溝并ニ増田費ニ投資シタルモノニシテ、

厘毛ト雖モ有島家ノ債務等ニ使用シタルモノニアラズ）トス。」 

 

武郎の突然の死去に伴い、銀行融資の返済責任が武郎本人から共生農団に転じたことは、

共生農団の船出にとっては明らかにマイナス要因だったが、吉川はこの負荷を、団員の協

力一致と相互扶助を可視化する取り組み対象へと戦略的に転換した。このロジックは、吉

川にとっては退路のない共同戦線への呼びかけであり、まさに「相互扶助」による防衛と

攻勢の矛盾を止揚する 大の戦略であったと言えるだろう。「相互扶助」は余裕の戦いを表
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現するものではなく、むしろ退路を断つ決意を共有するものであった。共同戦線に加わる

農民に対し、互いの長所を学びあい短所を補い合うことで各自が成長し尊重し合う、いわ

ば「奪う愛」を「本能」のごとく血肉化することによって戦いに打ち勝つ共同の営みに加

わろう、と奮起を訴える吉川のメッセージでもあった。この点で、すでに、武郎が解放宣

言の中で農民に託した「相互扶助」は、武郎の急逝と銀行融資への返済義務を二つの大き

な要因として、農民一人一人の退路なき「相互扶助」へと変換されたのである。吉川は、

初動段階でこの一大投企を仕掛け、結果的に農団農民を牽引していくことに成功したので

ある。 

 

大正 13年 2月 20日の設立総会を受けて農団組合の設立が認可されたのは同年7月 15日で

あったが、その２ヶ月後の 9月 12 日に解放記念碑の除幕式を行なっている。その式辞の中

で、吉川は農民たちに向けて、「相互扶助」にもとづく農団内外における「共同戦線」を宣

言している。 

 

「抑々農場解放ノ挙タルヤ未ダ曾テ世界ニ其例ヲ見ザル破天荒ノ事実ニシテ随テ社会ノ耳

目ハ本団ノ盛衰ニ集中批判ヲ下サントス 嗚呼 生等ノ責ヤ重且ツ大ナリト云フベシ能ク

故農場主ノ意ヲ体シ本団ノ隆昌ヲ期セントセバ須ラク協力一致相互扶助シ能ク其ノ責任ヲ

自覚シ奮励努力シ有終ノ美ヲ済シ以テ・・・（後略）・・」 

 

特に「社会ノ耳目ハ本団ノ盛衰ニ集中批判ヲ下サントス」という言葉の中には、吉川が強

く意識していた周辺社会との緊張関係とそれ等に抗してこれから闘っていこうという強い

覚悟と決意、そして農民に対する鼓吹と喚起を感じ取ることができる。 

 

吉川は、設立総会と解放記念碑除幕式式辞に際して自身の覚悟と決意を表現し、農民に対

しても「相互扶助」への結集を強く呼びかけたが、そのことを農団運営の日常の中でも可

視化する装置も演出した。 

解放記念碑の碑文として武郎が書き記した「解放記念碑文」は官憲の不許可によりついに

実現しなかったが、吉川は書に書き認められたこの文を表具し、それを農団事務所高座敷

の床の間に掛け、その場で行われた毎回の役員会において共有を深めるようにしただけで

なく、総会が行われるときは会場となった集会所に移して正面に掲げた。 

この「農場解放碑文」の前で、武郎が意図した農民による徹底合議制による「アナーキー

な下からの意思決定」（高山前述書）が、総会の都度毎回実践されたのである。 

 

このようにして団員への浸透を図った「相互扶助」は、活動の中でどのように推移してい

ったのだろうか。 
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（４）農団の総会運営に垣間見える「相互扶助」の深化 

共生農団の「定款」に籠めた吉川銀之丞と森本厚吉の熱い想いは、認可権限を持つ行政権

力とのせめぎ合いの中で魂のこもった表現となったことはすでに述べたが、しかし、かと

いってこの「定款」はこれから共生農団を担っていく農民たち自身の手によるものではな

かったこともすでに触れた。いわば画龍点睛を欠くものだったという、シビアな見方もあ

りうるだろう。 

しかし、「定款」案について協議が行われた第１回の設立総会（T14.1.31）において、さっ

そく、出席した農民の中から「定款」の規定についていくつかの疑問と意見が出された。 

その中から二つ紹介する。 

１） 土地登記税三千円の支出案について、団員から、農団発足時は出費が多額に及ぶ

ので、登記は明年に延ばすべきという動議が出され、この修正動議が可決された。 

総会の出席者は 68 名、第一農場と第二農場のほぼ全員の出席により、議論は 10 時

間に及んだ。形通りの承認総会ではなく、全員が納得するまでいかに意見が交わさ

れたか、その記録を読むまでもなくわかろうというものである。ちなみに、共生農

団は解散までに 25 回の通常総会と 19 回の臨時総会を開催しているが、総会 1 回あ

たりの時間は、 長 13 時間平均７時間余に及んでいる。いかに議論が徹底してなさ

れたかを示す、驚くべき記録といえよう。 

２） もうひとつ。「定款」案の役員数についても、原案の人数を半分に削減する修正案

が提案され、異議なく可決された。共生農団内部の意思疎通の密度に応じた現実的

な組織イメージについて全員が共有できていたということでもあり、「相互扶助」の

基盤がすでにできつつあることを示した一幕とも言える。 

 

第 3 回総会（S2.1.28）においても、団員相互のコミュニケーションと議論の深化を図る工

夫が、「処務細則」に追加された。それは、委任状を少なくして実出席者を多くすることと、

組合員本人でなくても家族中の成人男女は出席できるようにしたことである。共生農団の

運営に、戸主だけでなく家族の誰もが参加できる仕組みとしたのである。これも、「相互扶

助」の意識形成に向けた「トレインとクリエイト」（有島武郎）であったと言える。 

この第 3 回総会においては、もう一つ注目すべき議論があった。農地の等級調査を継続実

施して農地による等級の格差を是正する方策を講ずるか、それとも現状のままそれぞれの

土地改良に努力するか、そのどちらを採用するかの議論が長時間にわたって行われ、結果

的に後者の方針が採用された。 

これはいわば、前者の＜共助＞より後者の＜自助＞を選んだ結果である。このような内部

の相違はどうしても避けられないことかもしれないが、それにしても結果はともかくとし

て、徹底した議論がなされたことはプロセスにおいての「相互扶助」が志向された場面だ

ったと言える。 

この議論で見られた団員農民間の意識の断層は、後に農団が解体されるときにより一層大
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きな乖離として表面化することになる。 

 

共生農団総会の歴史の中でおそらく 大の「事件」とも言える出来事が、第 16 回総会

（S15.1.30）の報告書に記録されている。総会運営としては異例のことだったが、当初議

題になかった案件が、総会当日になって青年団から提案されたのである。それは、役員の

一人が自分の耕作地を市街地住民数戸に又小作（又貸し）をして中間搾取しており、これ

は有島武郎農場主によって託された農団運営の基本理念に反する重大な問題なので、その

役員に反省と辞任を求める、という告発であった。 

合議の結果、青年団による問題提起は総会で承認され、当人は役員の任を解かれた。 

 

この青年団は団是として「宣誓」と「宣言」を掲げているが、その一部に次のような内容

が記されている。 

 

「一、吾等ハ個人主義ヲ排除シ、相互扶助ヲ誓フ」（『宣誓』より） 

 

戦争遂行・産業組合主義・生産増強という当時の戦局に囚われた視点からの思想と行動で

はあるが、農団内部の組織体制と運営の仕組みに棹さしてまでも「相互扶助」のあるべき

姿を求めた青年たちの想いが、総会に参加した多くの団員の心を捉えた事件であったとい

えるだろう。時局により歪められた意識を含んだものであったとはいえ、農場解放の基本

理念に基づいて、平等の立場から難局に立ち向かうための協力一致と相互扶助に向けた是

正を訴え、民主的な議論を経て、組織内に芽生えつつあった利権の芽を小さいうちに打ち

砕くことができた歴史的出来事であった。 

 

総会を舞台にしたこれ等の経緯に現れているように、有島武郎が共生農団の農民たちの成

長を信じて託した「相互扶助」は、その 初のステージから発現していたのであり、いわ

ば「本能」つまり団員である農民相互の「奪う愛」によって「トレインとクリエイト」が

着実に積み重ねられた共生農団 25 年間の歩みであった。農団の発足以降森本厚吉は現場か

ら事実上足を遠ざけていたので、吉川銀之丞による献身的な下支えと権力による圧迫が表

面化した時の吉川の決然とした態度に支えられながら、団員農民自身の堅固な「相互扶助」

が当初からその片鱗を見せつつ次第にパワーアップしていった様を見るにつれ、武郎が

後まで主張していた第四階級（農団農民）自身の本来の力の開花に圧倒される農団史であ

る。 

 

しかし、とはいえ、農団内部の「相互扶助」は決して一枚岩ではなかったことについても、

看過してはいけない。 

これらのことについて、共生農団が解体されるまでの一連の経緯から総括の視点を模索し
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てみたい。 

 

（５）権力の圧迫に対する農団の抵抗 

共生農団は、自然の猛威と世界情勢に左右された経済的苦境に翻弄されながらも、「相互扶

助」に基づく農場経営を貫き、「相互扶助」の矛盾的紐帯の軸でもあった銀行への債務返済

を昭和 18 年に完済した。その間の困難な戦いの詳細は高山氏の研究（『有島武郎研究―農

場解放の理想と現実―』）を参照していただくとして、農団発足時から戦前戦中にかけて、

農団に対する外圧すなわち権力の圧迫がどのようになされたのか、その一端をふりかえっ

ておきたい。 

 

定款申請時における認可権限者である行政と森本・吉川の闘いについてはすでに簡単に触

れたので繰り返しを避け、ここでは、陰に陽に行われた大小様々な圧迫の中から、主に次

の２つのことがらに触れておきたい。 

 

昭和 12 年の盧溝橋事件をきっかけに日中侵略戦争が始まり、国を挙げて戦時体制に突入し

ていく中、政府は、大正期から続いていた小作争議を沈静化させ農業生産を安定させるこ

とを目的として大正 15 年に制定した「自作農創設維持補助規則」を、その後積極的に推進

した。これは、小作農の搾取から大きな収益を得られなくなっていた地主層と、被抑圧に

対する不満の限界を超えていた小作農の双方を懐柔し農業生産を安定化するために、不在

地主が農地を小作農に払い下げるインセンティブを国が提供する制度であった。この制度

に基づく有償の農地解放は、昭和初期の不況期を挟んで昭和 10 年代に入ってから次第に全

国に広がり、大規模農場の多い北海道でも農場が次々と小作農に有償で解放されていった。

羊蹄山麓においても、昭和 13 年に曽我農場が、翌昭和 14 年には京極農場が解放され、そ

の他の農場解放も含めて多くの小作農が自作農になった。共生農団の団員の中にもこのよ

うな状況を羨む農民がいて、中には高い値が付き始めていた共生農団の小作権を売って離

団し、転身を図る者もこの時期に多かった。共生農団の理念より自分個人の農地に魅力を

感じ続けていたのだろう。 

このような状況下の昭和 14 年、北海道庁の拓殖部長から吉川の許に、共生農団でも自作農

創設制度を活用して農地の共有をやめ個々の農民に分け与えてはどうか、と勧奨があった。

吉川は役員と諮った上で、これをはっきりと断っている。これは、自作農創設の動向に動

揺した団員が農団を離脱した後に、残った団員が「相互扶助」精神にもとづく団結を再確

認した結果でもあった。 

しかし、残った団員の中にも、動揺を払拭しきれない農民は存在していた。 

 

昭和 16 年、真珠湾攻撃によって始まった太平洋戦争は、中国大陸での戦線を泥沼化させつ

つ、国内の戦時体制を極限にまで緊迫化させていった。その過程における昭和 16 年 3 月、
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『中央公論』の記事のため杉山英樹氏が共生農団と解放後の曽我農場を訪れ、村内で様々

な取材を行い、国の自作農創設制度を活用した曽我農場と、その制度活用を拒み有島の理

念に基づく独自の農場経営を続けている共生農団を比較した記事を書いている。これは、

国の制度を活用した曽我農場を高く評価し、それを断った共生農団を事実誤認などに基づ

いて不当に低く評価した内容となっていた。 

その記事の中で、狩太村村長や関係機関も共生農団に違和を感じていることが紹介されて

いる。 

 

共生農団が「相互扶助」によって戦い続けた外圧とは、国家権力や資本主義などのような

わかりやすい明確な「悪しき制度」だけではなく、地域に内在している共生農団に対する

偏見、有島武郎の社会主義的思想により解放された農場という異端視が、地域の中からも

共生農団に注がれていたことがこの「杉山論文事件」によって明かされたのである。 

 

これらのことは、厳しい思想統制を行なっていた戦時中の国家体制下にあっては十分想像

できる出来事であった。むしろ注目すべきことは、このような圧迫を受けた戦時中におい

ても、共生農団は毅然とした姿勢で、武郎が託した農場解放の理念そして「相互扶助」の

闘いを貫いていたということである。 

しかし同時に、様々な外圧や懐柔をきっかけに、団員農民の中に共生農団員としての生き

方に疑問を感じる人が増えていたことも、冷厳な事実として受け止めなければいけない。 

その矛盾が一気に表面化する事態が、戦後間もなく訪れる。 

 

（６）共生農団の解体と「相互扶助」の内部崩壊 

戦前戦中の共生農団は、権力に対しても地域の中においても外圧と闘う「相互扶助」の農

場経営を貫いたが、戦後間も無くその状況は大きく変化した。 

 

終戦後の混乱のなかで農業の再建を急ぐ日本政府は、占領軍の政策を忖度して戦時中の「農

地調整法」（昭和 13 年制定）を改正し自作農創設を目指す「改正農地調整法」を国会で審

議した（S20.12）。これが第一次農地改革である。しかし、これを不十分と見た GHQ はさら

なる改正に向けて、その骨子に関する指令を出し、紆余曲折を経て、第二次農地改革は GHQ

の手によって推進された。その結果生まれたのが、「自作農創設特別措置法」「改正農地法」

（S21.10）である。これにより、一定の面積を上限にそれ以上の面積分については実際に

耕作している小作者に優先売却されることとなり、いわば従来の大地主制が解体され、小

作人は小規模の自作農へと転換することになったのである。 

もちろん、この制度改革は全国の小作人に圧倒的に歓迎され、その波は当然狩太村にも押

し寄せた。 
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狩太共生農団の農民は、土地共有の形ではあるが有島武郎農場主が農場解放に際して掲げ

た記念碑文の理想が今まさに実現し始めていることに、大いなる興奮を覚えたはずである。 

また、このような状況を迎えて、有島武郎の解放により実現した狩太共生農団の歩みを高

く評価するマスコミの言論も現れ、戦前戦中における世間からの評価が一転して好意的な

ものに変わった。 

 

「かくて偉大なる解放者によって、「搾取なき理想の農村」がここに実現した。今度の農地

法によって法人体でも一定以上の土地の保有が認められないことになれば、個人分割とい

うことになるが農団の組合員たちは、「偉大なる解放共有の精神を継承してゆきたい」と一

人として分割を望まず、この問題に対して、北海道庁当局も、「わが国土地解放の先駆者と

なった有島さんの立派な精神を酌んで、有島共生農団はこのまま残したいと思ふ」と理解

ある態度を示している。」 

（『農業朝日』S21.9 月号所収「農場解放の先駆、有島共生農団」より） 

 

一部に事実誤認を伴いながらも、道庁のコメントは苦笑してしまうほどの好意的な論調で

あるが、事実このような空気が流れ始めていたのだろう。 

しかし一方では、戦後の混乱、特に統制経済のもと食料事情の逼迫を反映して農産物は闇

市場化し、全国の農村は闇の活況に沸いた。それは狩太共生農団においても例外ではなく、

闇販売のみならず生産資材の調達においても、団員農民の利害の駆け引きやエゴが横行し

たことが記録からうかがえる。 

結果的に農団 後の事業報告となった昭和 22 年度総会（S21.1.30）の報告には、次のよう

な記載がある。 

 

「終戦後、拾七ケ月ヲ経過スルモ新生再建ノ燭光見エズ。却テ退却ノ兆アリ。物情騒然タ

ル、寒心ニ堪エズ。畢竟、愛ナキ対立ノ然ラシムル所ニシテ、自滅ノ外ナシ。須ラク挙国

ノ一致、相互扶助、共存共栄主義ノ外、再建ノ策ナキモノト云フベシ。」 

 

高山氏はこれを吉川の文と見ているが、困難な時代を通して共生農団を支え続けてきた吉

川は、戦後共生農団に対する風向きが耳障りの良いものに変わり、闇の経済で懐が潤い始

めた団員農民のエゴが、これまで自らを支えてきたはずの「相互扶助」「奪い合う愛」をな

いがしろにし始めた風潮こそが、これまでで も危険な兆候であると警告しているのであ

る。 

この警告が不幸にして的中する事態が、約 1年後に発生する。 

 

第二次農地改革が始まった当初、狩太共生農団はその対象にはならないという見通しが、

北海道庁にも農林省にもあった。農地解放よりもさらにその先を行く新時代の農場経営形
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態である、という高い評価がなされていたからである。共生農団のこれまでの運営実態を

見ると、その評価は頷けるものがあった。 

しかし、その風向きも急転直下、大きく転換することになる。 

昭和 22 年 10 月、農林省から狩太村に連絡が入り、共生農団を対象とした現地調査が行わ

れることになった。その背景についての明示的な資料はないが、高山氏は、『農業朝日』の

記事が当局の目に留まったからではないかと見ている。 

 

翌年の昭和 23 年 6 月 6 日、共生農団集会所において、「農団解散の是非について」という

議題で、狩太村農地委員会主催による懇談会（正式な議決の場である「総会」ではない）

が開かれた。団員は第一農場だけが対象で、出席した団員は 29 名、欠席 20 名。これまで

の総会における極めて高い出席率と比べると異様に少ない出席者だが、これは、懇談会の

背後に GHQ の意向があると見た多くの団員の諦めがもたらした結果と言えるだろう。 

懇談会の冒頭に、吉川は、共生農団は「ファッショ乃至封建的」な「一般にいう不在地主」

の農団ではなく一種の自作である旨を述べた後、出席者が自由に意見発表できるように、

との配慮から自らは退席した。その後、数名から解散に反対の意見が述べられたが、その

内容は「有島の精神を残したい」「有島の恩義に反する」「解散の実益がない」などであっ

た。しかし、その他の多くの農民は、その意見がどのようなものであったか記録されてい

ないが、解散に賛成であり、採決の結果は、解散に賛成が 15 名、反対が 8名、中立が 5名

であった。 

翌日第二農場の集会も同じように開催されたが、団員全 11 名が出席し、全員が解散に賛成

した。 

この二つの場は、「定款」に定められた正式な決議の場ではなかったが、事実上、狩太共生

農団の解散が決まったのである。 

 

当局が、共生農団に対する当初の好意的な評価に反してこのような取り扱いに変わった背

景に何があったのか、明示的な事情はどこにも示されていない。有島武郎の社会主義思想

に基づく、いわば共産的な農場経営の実績を GHQ がそのまま許すはずはない、という分析

も当を得ているだろうし、その意向を忖度した日本国政府や北海道庁の意向もあっただろ

う。そして、そのような政策的、というよりも政治的な判断を根拠づける事由が、農団農

民の小作権の売買転貸によって農場解放当時の小作人が団員全体の半数しかいなくなって

いたということも理由とされていたのである。生え抜きではない団員の多くが解散に賛成

しただろうことは、想像に難くない。 

しかし、もう一つ、解散に賛成した団員が多かった理由がある。 

 

農林省が共生農団に「自作農創設特別措置法」を適用する理由として提示していた４点の

一つに、「今回の農地改革は結局において有島氏の考えと一致している」という記述があっ
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た。 

解散に賛成の農団員の多くは、この記述を目にして大きな安堵を覚えたに違いない。恐ら

くそれなりに抱えたであろう罪悪感、相互扶助に基づく農団の維持よりも自分個人の農地

が欲しいという欲求に大義名分を獲得できる示唆がそこに示されていたからである。 

しかし、このような理由は、意図的なデマゴギーか理解不足による過誤か、いずれにして

も、GHQ による農地解放と有島武郎による農場解放とは、似て非なるもの、全く雲泥の差

というべき相違を抱えていることに気づくほどまでには、農団員の「トレインとクリエイ

ト」が及んでいなかった。 

では、この二つは、どこが決定的に異なる思想なのか。 

 

「有島の農場解放の根本理念には、大地を空気、水などとともに、個人の私有すべからざ

るものという考えがあり、それが共生農団を土地共有の共同体たらしめたものであった。

この理念に基づく有島の人間愛を基底とする＜相互扶助＞の理想社会は」（高山同上書）、

GHQ による土地の私有化、私物化とは全く異なる思想に基づくものである。共生農団の中

でこのことを理解していたのは、吉川をはじめとする一握りの団員だけであったというこ

とが、農団解散の大きな背景となった。 

 

そしてさらにもうひとつ、第 3 回総会の場で大きな議論となった農地の評価に関する意見

の相違、つまり「公助」と「自助」の意見の相違の中で、「自助」すなわち突き詰めれば土

地の所有形態を共有ではなく私有にしたいという潜在的欲求の根強さを克服できなかった、

共生農団の「限界（？）」をそこに見ざるを得ない。これは、戦後の闇市で浮かれた時期に

露呈した団員農民のエゴにも現れたもので、理念だけでは克服できない人間の深い闇に属

する問題でもあった。 

 

農団の解散を報じたのは、『東京朝日新聞』（S23.6.23）一紙だけであった、 

そこには、農団員の多くが解散を支持した背景として、①農場解放当時の小作の数が少な

いこと、②小作権の売買が行われていたこと、③有島武郎の意志を踏みにじり農民自身が

自作農になりたい希望が強かったこと、が指摘されていた。 

 

思えば、非業な総括である。 

 

（７）共生農団の解体は何を物語るのかー「相互扶助」の観点から 

共生農団の 25 年に及ぶ歴史を振り返って、「農団にとって戦後の農地改革とは一体何であ

ったのか」（同上書より）と、高山氏は問題を投げかける。彼はこの自問自答において、ニ

セコ町全体における現在の有島地区の農業の経済指数を分析し、農家一戸あたりの農地面

積が全町平均よりも小さいこと、農業所得も全町平均より低いことなどを指摘した上で、



 26 

次のように問題提起を続けている。 

 

「大正 11 年の時点ですでに、土地共有の形ながら、耕作権が確立され、自立した農民であ

った共生農団の農民にとっては、農団の解体を推進した農地改革は上記の有島地区の農民

の経済指数が物語るようにー彼らの自立ではなくてー彼らが嘗て拠って立った＜相互扶助

＞を団是とする組織の解体、喪失だけではなかったのではないだろうか。彼等は町内の他

地区の農民が着々耕地面積を拡大し、農業所得の増加を図っているのに、夏期の土木作業

等による農外収入に依存し、農業への依存度を低下させ、それが耕地面積の停滞に繋がっ

ているのである。今日こうした近郊型兼業営農の脆弱さ、不安さを一番敏感に感じている

のは、嘗て、農団という組織により＜鉄の団結＞を誇った彼等自身であろう。」（同上書） 

 

まさに、「相互扶助」を武器として対内外に戦い続けることができた共生農団が、戦後の農

地改革で個々の農家単位に分断されることで「相互扶助」を喪失し、一挙に地域としての

存立基盤すらも喪失しかねない状況に追い込まれていることが、総括として示されている。 

 

ここで思い起こすのは、第２章で触れたクロポトキンの「相互扶助」 に関する大窪一志の

言及である。 

 

「これら自立したコミュニティ、アソシエーションの内部に具体的で人格的なかたちで成

り立っていた相互扶助は、均質な社会的原子の間の抽象的で非人格的な関係として、国家

を通じて行われることになっていった。これをクロポトキンは、「国家による社会の吸収」

と表現している。「国家があらゆる社会的機能を吸収してしまったことは、必然に、放縦な

そして偏狭な個人主義の発達を助けた。」（『甦れ、相互扶助』大窪一志より） 

 

そして、「・・社会の具体的場面においては、その抑圧が全面的なものとなり、抑圧されて

いること自体がわからないほどまでになっているのである。」（同上書より） 

 

ニセコ町は、まちづくりの憲法と位置付けている『ニセコ町まちづくり基本条例』の「前

文」で、「相互扶助」にもとづくまちづくりを謳っている。 

であるならば、共生農団の「相互扶助」の崩壊自体が意識の奥底に追いやられ、「相互扶助」

とはどのようなことだったのかもわからなくなっている現状に新たに光を当て直すことこ

そが、有島武郎の遺した「相互扶助」にもとづくまちづくりを標榜するニセコ町の根源的

な課題ではないだろうか。 

 

続稿において、クロポトキンから有島武郎、そして狩太共生農団へと引き継がれてきた「相

互扶助」の理念と実践の DNA が、『ニセコ町まちづくり基本条例』にもとづくニセコ町のま
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ちづくりの中にどのように継承されようとしているのか、それは今どのような状況なのか、

具体的なケースに即して検証し、今後の「相互扶助」回復の道筋を得たい。 

 


