
第１回：ニセコで出会った有島武郎の相互扶助
都市未来研究会 IN NISEKOに向けて：2021.4.3(ZOOM)

土香る会 梅田滋
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ニセコで出会った有島武郎の「相互扶助」
１ 北海道への移住(1977)：アイヌモシリに住むことの覚悟

２ 北海道各地で出会った地域史の光と影：強制労働、同化、棄民

３ ニセコ町まちづくり基本条例(2001)序文に記されていた「相互扶助」

４ 原発事故(2011.3.11)を機に、まちづくりへの懐疑・・絆って何？

５ 有島武郎との再会(2011)：作品の中のニセコ → ありのままの自分

→第三階級の自己否定 → 有島農場の無償解放における「相互扶助」

６ 有島武郎の「相互扶助」論：ダーウィンやクロポトキンの生存戦

略としての「相互扶助」を引き継ぎ、コモンズを守る「相互扶助」へ

７ 有島武郎の「相互扶助」を実践した狩太共生農団の内部葛藤と対外

防衛を支えた二つの理念、「コモンズ」と「相互扶助」(＝次回予告)

● 「土香る会」の読書会:「相互扶助」テーマに５回(2019.4-9)

※→第２回テーマ：有島武郎の相互扶助を実践した狩太共生農団
※→第３回テーマ：ニセコのコモンズを守る有島武郎の相互扶助
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第２回：有島武郎と狩太共生農団の「相互扶助」
都市未来研究会 IN NISEKOに向けて 2021.6.5（ZOOM）

土香る会 梅田滋

Ⅱ

地域住⺠による有島
灌漑溝の草刈作業



有島農場無償解放における二つの理念
「ニセコの相互扶助」の史的起源は、有島農場の無償解放宣言にある（1922.7.18)

´ 誰でも少し物を考える⼒のある⼈ならすぐわかることだと思いますが、
⽣産の⼤本となる⾃然物即ち空気、⽔、⼟地の如き類のものは、⼈間全
体で使うべきもので、或いはその使⽤の結果が⼈間全体の役に⽴つよう
仕向けられなければならないもので、⼀個⼈の利益ばかりのために、個
⼈によって私有さるべきものではありません。👉【コモンズ】

´ 諸君の将来が、協⼒⼀致と相互扶助との観念によって導かれ、現代の不
備な制度の中にあっても、それに動かされないだけの堅固な基礎を作り、
諸君の正しい精神と⽣活とが、⾃然に周囲に働いて周囲の状況をも変化
する結果になるようにと祈ります。👉【相互扶助】

●農場無償解放宣言1922.7→農場解放記念碑文1922.11／文：有島武郎より抜粋

※上記宣⾔⽂の碑⽂化は警察の許可が降りず、共⽣農団の事務所に飾られた
※来年2022年が、有島農場無償解放（相互扶助）宣⾔100周年に当たる
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農場解放における「コモンズ」とは？
①宣言文のコモンズは
「グローバルコモンズ」
の考えを基礎に据えた
思想である＝理念
※GHQの誤解？を招き
解散を強いられた

②一括無償解放後の
有島農場は「ローカル
コモンズ」としての運営
対象となった＝実践
※先進的営農組織とし
て地元に受容された

③農場（＝コモンズ）を
運営する組織論として
武郎は「相互扶助」を
小作人たちに託した
※自治の train&create

２

※上の写真は、有島武郎自殺の翌年に建立された

有島第一農場解放記念碑建立式典（ 1924年）

②



農場解放における「相互扶助」とは？
①一般的理解「助け合い」＝ニセコに限らず広く受容されていた地域社会運営の
理念

②ダーウィン、クロポトキンの「相互扶助」思想＝動物の本能由来の生存・共同体
経営戦略、「適者生存」に相対立する学説

③有島武郎の「相互扶助」＝クロポトキンを継いだが、愛の心的メカニズムに変換
＝1919『惜しみなく愛は奪う』で示した独自の理解（互いに奪う愛→相互扶助）

④解放宣言文の「相互扶助」は、農場経営の「目的」なのか？ 「手段」なのか？
それとも、目的と手段二重一体の意味だったのか？→ 一体のものが分離した・・
←「コモンズの有り様としての相互扶助」が、
農団員の生産と生存そのもの（＝目的）
←「コモンズとしての農場」を外部の干渉から
守るための「相互扶助」（＝手段）

→（共有の⾃⼰愛から排除の⾃⼰愛へ）

３

※右の写真は、1922年に造られた有島灌漑溝の「斜断」。灌漑溝
の勾配がもたらす高低差を調整する装置であり、灌漑溝全長４
メートル余りの延長距離に十数箇所設けられている。
農団員による維持作業も、相互扶助のシンボル的作業の一つ。
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有島武郎が吉川銀之丞に託した【相互扶助】
（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）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が必要

１）参加者は全て純農家であること（暫定的例外に吉川銀之丞による指導）

２）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〜農民自治の train & createの過程が必要

（４）農民自治の運営は、＜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（１〜２割程度低い水準）の土地利用料を

徴収し、集団内の困窮者の救済、研修、娯楽などに充てること

（1922.5.6／吉川宛の書簡)

●産業組合法に準拠したが本質的に異なる「定款」～コモンズと相互扶助を根幹に
・土地の私有の禁止（附則第67条）〜交渉による成果（森本厚吉、吉川の努力の成果）

・特別配当金は組合員割平等分配三割・利用料割七割（第57条）〜同上

※『有島武郎研究ー農場解放の理想と現実ー』高山亮二1984より

４
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狩太共生農団の総会運営における【相互扶助】
有限責任狩太共生農団信用利用組合

（１）経費削減のため登記を明年に伸ばす動議採択（1925.1.31第１回総会）

（２）総会１回あたりの時間は最長13時間平均7時間

（３）「定款」の役員数を半減する修正案（1925.1.31第１回総会）

（４）委任状を少なくし、組合員の家族も出席資格（ 1927.1.28）

（５）農地の等級調査における「共助」と「自助」の確執（ 1927.1.28第３回総会）

※”組合事業は自治・自助・共同（※共助）の三大精神にまつもの“

〜自助派：不平等感助長／各自の努力による耕地改良

〜共助派：農団基本精神「相互扶助」の堅持／土地は共有の精神

→「自助」への傾斜＝相互扶助空洞化の兆しとなった→農団解体の内因？

（６）役員の規約違反（中間搾取）を青年団が告発し解任（ 1940.1.30第16回総会）

〜相互扶助とコモンズの一部空洞化の危機を救った、有島の理念への参照

cf.「吾等は個人主義を排除し、相互扶助を誓う」（1937共生産業組合青年連盟の

規約）・・・戦局に取り込まれながらも有島武郎の理念を追求した青年たち

※『有島武郎研究ー農場解放の理想と現実ー』高山亮二1984より
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共生農団に対する外圧と闘った【相互扶助】
（１）1939年、北海道庁の拓殖部⻑から吉川の許に、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、個々の農⺠に分け
与えることを勧奨する動きがあった（※曽我農場解放1938）が、
吉川は役員と諮りこれを拒否＝所有形態への権⼒⼲渉を拒否

２）1941年、⾃作農創設を⾏なった曽我農場とこれを拒否した有
島農場を⽐較取材し、曽我農場を⾼く評価して共⽣農団を不当に
低く評価する雑誌記事を書いた「杉⼭論⽂事件」の過程で、狩太
村⻑や関係機関も狩太共⽣農団を異端視したが、団員は動じなか
った＝運営形態への権⼒介⼊を拒否

（３）戦前戦中の政治的社会的圧迫の中で、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「コモンズ」と「相互扶助」
の闘いを貫いた（しかし、内的要因による⽭盾は深化していた）

※『有島武郎研究ー農場解放の理想と現実ー』⾼⼭亮⼆1984より
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狩太共生農団解体の内的要因と外的要因
（１）戦中・戦後の農産物闇販売等で乱れた共生農団の内部規律→内的要因

👉吉川の危機感「愛ナキ対立・・自滅ノ外ナシ・・相互扶助・・」（1947.1.30総会）

（２）1946.10 GHQ第二次農地改革による「改正農地法」

（３）1948.6.6   共生農団第１農場に対する「懇談会」（狩太農地委員会主催）で、

正規の手続きによらず農団解散の採決が強行された（第２農場も）

👉背後にGHQの意向を感じた共生農団は抵抗しきれなかった→外的要因

（４）1948.11.28 第19回臨時総会で淡々と解散が承認（異例の短時間）

●農団員の多くが解散を受け入れた(賛成26/反対8)理由（内部矛盾と外圧）
①農場解放当時を知る小作の数が少なくなっていた（組合員65名中10名）

②＜農地解放＝有島武郎の考え＞という道庁からのデマを信じた人が多い

③小作株（小作権）が売買されていた（周辺より高い値が付いていた）

④自作農になりたいという土地所有欲が、コモンズ／相互扶助を侵食した

７
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第３回：「コモンズ／相互扶助」の史的総括
都市未来研究会 IN NISEKOに向けて 2021.8.7（ZOOM）

土香る会 梅田滋

』

Ⅲ

狩太共⽣農団⼊⼝の
標柱



狩太共生農団の＜コモンズ／相互扶助＞から得られ
た教訓と課題は何か？ ー成果と敗北の要因：①ー

１．所有権の共有（コモンズ）に支えられる利用権の平衡（相互扶助）が
実現できなかった

〜⼩作株、資源とストックの格差、農地評価、平等移⾏プログラムの迷⾛
👉小作株に固定化された既得権の格差は、農場共有・共用を形骸化させた

２．＜コモンズ／相互扶助＞を受け止める組織論が時代的に不運だった
〜産組法の許容性獲得と限界、＜⾃助と共助＞の位置付けの難しさ
👉共生農団の法的枠組みを実質的に食い破る定款表現の闘いの意義と限界

３．吉川は現地リーダーとして大きな存在だったが、本質的な限界があった
〜train & createの牽引者、有島理論の実践的体現者、identityの限界

👉農民主体コモンズの実践的なリーダー像としてのアイデンティティは？
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狩太共生農団の＜コモンズ／相互扶助＞から得られ
た教訓と課題は何か？ ー成果と敗北の要因：②ー

４．団員による徹底した合議運営が＜コモンズ／相互扶助＞を血肉化した
〜合議による合意形成のあり方

👉コモンズ運営の根幹「合意形成」における貨幣経済価値観からの脱却

５．＜コモンズ／相互扶助＞を創造する有島の理念の継承が困難だった
〜but 農団青年部による役員解任要求に生かされた＝継承の萌芽はあった

👉理念継承は、標語のリピートだけではない折々のケーススタディから

６．最終的に＜私的所有願望＞の呪縛を越えられなかった(→農団解散）
〜既得権意識の打破、ポスト資本主義への展望は？（今後の議論テーマ）

👉共生農団敗北を総括し、新たな挑戦によるポスト資本主義を展望する

第４回（１０月予定）：＜コモンズと相互扶助＞、次なる挑戦は？

２



第４回：「コモンズ／相互扶助」のこれから
都市未来研究会 IN NISEKOに向けて 2021.11.6（ZOOM）

土香る会 梅田滋

Ⅳ

星座忌（6/9）



これまでの流れと、これからへの展望
有島武郎から狩太共生農団への軌跡を辿る

＜コモンズ/相互扶助＞の思想と実践の系譜

３回目 狩太共生農団25年の実践と解散＝成果と敗北

人口縮小社会の未来のコミュニティモデルとして

　・今こそ共生農団から受け継ぎ実現へと向かうべきものは何か

　・現代においてこそ新たに可能となった目指すべきものは何か

●共生農団の＜コモンズ／相互扶助＞から得られた総括視点

●＜コモンズ／相互扶助＞の未来に向けた課題出しと提案

→※ 【ケーススタディ】　リゾート開発に関連して

１〜２回目

４回目に向けて

４回目



１．私的所有欲の呪縛をいかに超えていくか

´ 狩太共生農団は史上稀な＜コモンズ/相互扶助＞の実践・実験で
あった

´ 狩太共生農団敗北の史的総括として、団員が私的所有欲の呪縛か
ら自らを完全には解放できなかったことを重視する必要がある

´ これは、非常に深く重大な論点であり、一概には論じきれない奥
行きを持っているが、議論の端緒として有益と思われる事例研究
から始めたい

´ ここでは、事例研究として「リゾート観光開発」を＜コモンズ／
相互扶助＞の観点から分析し、現代において、また未来において、
どのように参考にできるか、検討したい



２．私的所有権の共有／共用（コモンズ）を
どのように実現できるか？

´ 町全域に広がるリゾート開発可能地をコモンズ化可能エリア（共
用地）と捉え、それらに共通して適用される「コモンズルール」
を地域全体の意志として定め、リゾート企業等へ土地を販売する
際にはこのコモンズルールの遵守を求める仕組みを考える。
これを、リゾート企業による造成・販売においても適用する

´ この「コモンズルール」は、準都市計画や景観条例などの法令以
外の、グランドデザイン（未）やガイドライン（未）及び各地コ
ミュニティ協定（既）などを体系化した＜共＞的なものである

´ このコモンズルールは、町内の地域コミュニティがローカルコモ
ンズの主体として作成するものであり、リゾート企業とその顧客
であるリゾート客は、グローバルコモンズとしてコモンズルール
に従って利用（共用）してもらうスキームを想定している

´ コモンズルールはローカルコモンズの住民参加によって作成し、
適用の都度グローバルコモンズの合意を得て実体化していく



３．コモンズルールを根拠づける法的仕組みは？

´ 現状の法的仕組み（公）としては、準都市計画と景観条例がある

´ 最近のリゾート開発案件に関する住民、行政、企業の合意形成を
図る上で、これらの既存法条例の内容だけでは極めて不十分であ
ることが明らかになってきたので、これらの法条例等については、
住民参加の中で大幅な改善を図る必要がある（＝「公」の改良）

´ これまでの事例において公的な法条例等は機能面で限界を呈して
いるので、これを共的に補い、ローカルコモンズ（地域）とグ
ローバルコモンズ（リゾート客等）の共用を具体化するため、住
民参加により新たな「コモンズルール」（地域自治）を作成する

´ このコモンズルールは、準都市計画と景観条例を補う上位ビジョ
ンとしての「グランドデザイン」と、下位ツールとしての「ガイ
ドライン」、及び、各地区コミュニティ単位のミクロな意思表示
である「コミュニティ協定」「景観協定」などである

´ これらのコモンズルールの正統性は、住民の合意形成による町民
総意にあり、まちづくり基本条例が定める住民自治に基づく



４．コモンズルールの運営リーダーは、
地域住民自身が担う

´ 狩太共生農団のリーダー吉川銀之丞は、暫定的任務だった理事長
職に最後まで関わらざるを得なかったほど、本来の次世代リー
ダー育成が困難だったことや、S23年に農団が強制的に解散させら
れた際に吉川は自分のアイデンティティ上の消極さから有効な抵
抗を行うことができなかったことなど、課題が残った

´ 半農民であり農業テクノラートであった彼のアイデンティティに、
共生農団のリーダーとしての本質的な限界性があった

´ コモンズルールのリーダーは、アイデンティティが住民であるこ
とが不可欠なので、地域住民自身がその任に当たる必要がある

´ 地域住民自身が担うリーダーを支えるために、専門家集団がコー
ディネーターを務めることによって、地域コミュニティのローカ
ルコモンズと、リゾート客のグローバルコモンズを調整する機能
を実現することが望ましい

´ この専門家集団の構成員としては、都市未来研究会やニセコ大学
等による町内外の衆智・集知体制がイメージできる



５．コモンズルールの運営は、
徹底した合議を原則とする

´ コモンズルールの運営は、関係者間における徹底した合議を原則
とし、その具体的な運営方法についてはあらかじめ明らかにしつ
つ、経験の中で修正していく

´ 狩太共生農団の会議運営における徹底した合議の史実から学び、
その限界についても把握し、実践の中で改善策（ex.専門家による
ファシリテーション等）を模索する

´ 合議に要する時間については、“time is money” の資本主義的
イデオロギーに束縛されない価値観（※既存生産物価値で置換さ
れるものではなく、新たな価値創造に向けた投資として）を創造
しながら、コモンズルールに関する合議の有効性を高めていく

´ 景観条例に基づく「住民説明会」の場で行われた住民と開発事業
者の議論の蓄積は、コモンズルールにおける合議の有益な経験知
となるので、それを元にした十分な振り返りと総括が必要である

´ 徹底した合議は、＜コモンズ／相互扶助＞の実践活動そのもので
ある



６．「コモンズルール」理念の継承は、
個別案件取り組みの中で実践的に検証し継承する

´ コモンズルールの理念については、開発個別案件ごとの協議の中
で実践的に参照・検証され、理念と実践を循環（行きつ戻りつ）
することで、その実質化を目指し継承していくことが可能である

´ コモンズルールの理念（コモンズ／相互扶助）の根幹は【自由・
平等な相互協力】であり、その具体像は、実践の中で議論しなが
ら柔軟に変化し可視化していく



※参考事例：「ニセコルール」を例に、
＜コモンズ/相互扶助＞の可能態を考える

´ ニセコルール（ニセコ町／倶知安町）
・地域資源（パウダースノー）の囲い込み（ゲレンデ）に誘致したス
キー客を、コモンズ（オフピステ）に解放する仕組み

＝囲い込みビジネスがコモンズを利用して双方が共存するスキーム

・共存の接点は「ゲートの開閉」であり、それを可能にしているのは地
域（ローカルコモンズ） が発信する「雪崩情報」の共有である

・しかし、ローカルコモンズ（運用の仕組み）が国際的に評価され活用
されることによって、結果として増え続けるグローバルコモンズ（ス
キー客）によってオーバーユース問題が生じ、ローカルコモンズが侵食
を受けている

＝一種の「コモンズの悲劇」現象（G.ハーディン）

●ローカルコモンズを基底に据え直すことでグローバルコモンズ（観光
客）をコントロールできる、コモンズルールが期待される

→自由経済をコントロールする地域資源のコモンズルール



おつかれさまでした


