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中国農民専業合作社における構成員間の

剰余金分配問題に関する考察

A Study on the Surplus Dis出butionProblem among the Members of China Farmer Professional Cooperative 

1 .はじめに

程明＊・森高正博料・福田晋＊＊

Ming CHENG Masahiro MORITA.KA Susumu FUKUDA 

中国政府は三農問題1）の解決，かっ地域の農業産業化をより推進するために，農民専業合作社（以下，

「合作杜」）を重要な解決策のーっとして位置づけ， 2006年に農民専業合作社法（以下，「合作社法J)

を制定した。法律上，合作社は，「農家生産請負経営を基礎にして，同類の農産品生産経営者，あるいは

同類の農業生産経営サービスの提供者と利用者が自発的に連合し，民主的に運営する互助性の経済組織

である。農民専業合作社の社員に対する主なサービスの対象は，農業生産資材の購買，農産品の販売，

加工，運輸，貯蔵及び農業生産経営に関する技術や情報等の提供である。（中華人民共和国農業部［36])

と定義されている。 2007年に施行されて以降，合作社の数は飛躍的に発展している。中でも，中央政府

の政策誘導の下で，商工資本が農業分野に進出し先頭に立って合作社を多く開設していることが，各地

域て寸子われた調査から明らかにされている 2）。

農産物加工企業，商業者，村官僚等，いわゆる非農業生産者は合作社に多額の出資をすることで理事

会のメンバ一等合作社の重要な役職に就き，彼らは核心社員と呼ばれ，主に出資高に応じた剰余金の分

配を得ている（謂・孔［30]）。中小規模の農家は普通社員と呼ばれており，僅かな出資で合作社に加

入し，主に合作社への出荷量に応じた剰余金の分配を獲得している（梁ロ3］）。このような組織構成は，

主に農民によって構成されてきた日本の農業協同組合と明らかlこ異なっている。そのため，合作社の直

面している問題は，非農業生産者と，単一農産物の生産活動を行う生産者との社員聞の協力関係が，合

作社を通じてし、かに構築，維持されるかという点にある。また，農民のみで構成される合作社において

も，大規模生産者と小規模生産者という規模の異質性が存在する場合があり，同様に異質な社員聞の協

力関係の構築・維持という課題を抱えている。

社員構成が多様化している合作社において，社員聞の協力関係を構築，維持する上で重要な点は公正

な利益分配である。しかし，核心社員に交渉力が偏在する場合，利益還元の公正性が損なわれることが

危倶される。社員総会は，こうした利益分配を調整し，社員聞の協力関係を構築，維持する機能を担っ

ているが，近年の合作社の異質性問題に関する実証研究では，社員総会の機能発揮や公正な利益分配に

ついて後述のように否定的な結果が示されている。

苑［31］，郵・王［5］，部ほか［6］は，核心社員が多額な出資によって意思決定の主導権を握ってい

るため，社員総会が開催されても，意思決定に普通社員の意志が反映されないと指摘した。これに対し
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て，以下のような解決方法が提示されている。謂・孔［29] [30］は普通社員を理事会，監事会に入れ

ることによって，社員総会の機能不全が改善される可能性があることを指摘している。馬・孟［24］は

普通社員を理事会，監事会に入れる人数を明確にすべきであることを強調している。あるいは，構成員

聞の異質性が主な要因であるため，構成員の均質化を図るべきであるという主張もある（黄・徐［12],

任［26］）。ここで，黄・徐［12］，任［26］の主張は実際に一部の合作社において零細農家の参加を制限

する動きとも整合するものではあるが，零細農家の所得向上を狙った合作社法の精神から遠ざかるもの

でもある。一方，謂・孔［29][30］および馬・孟［24］の提言は，実質的な意思決定の場となっている

理事会において，普通社員の交渉力を高めることを意図した提案であるが，それをいかに頑健な制度と

していくかという視点での考察は深められていない。そして，問題の背景にあるパワー関係のアンバラ

ンスをもたらした核心社員も配慮する必要がある。そのためには，普通社員並びに核心社員の置かれた

インセンティブの構造を明示的に取り扱うゲーム理論的なアプローチが有効である。

本来は，一人一票制を原則とする合作社において，議決権の過半数を占める普通社員は，社員総会を

通して不公正な利益分配を是正することが可能である。そこで，材高は語・孔［29] [30］，馬・孟［24]

と同じ立場を取りながらも，まず，そもそも社員総会が有効に機能しないメカニズムを，ゲーム理論の

モデルを用いて明らかにする。それを踏まえて，普通社員が理事会，幹事会メンバーとして組み込まれ

た場合に，そうしたメンバー及ひ。社員総会を機能させるための制度的な対策について検討する。

次節以降の構成は以下の通りである。第2節では，合作社の剰余金分配について先行研究で実施され

た事例調査を可能な限り網羅し，これらのメタ分析を通して，社員聞の異質性が剰余金分配の実態及び

その意思決定にどのような影響を及ぼしているか検討する。第3節では，剰余金分配及び意思決定の現

状を踏まえて，社員総会の機能不全のメカニズムをゲーム理論で分析し，そのメカニズ、ムに基づいた対

策を提言する。最後に，第4節にて分析結果をまとめる。

2. 合作社における異質性，剰余金分配及び意思決定

(1）社員聞の異質性

合作社において社員聞の異質性が発生するのは，法律上，企業，事業体，社会団体といった非農業生

産者の加入が条件付きで認められているためである。具体的に，合作社登記条例によると，企業，事業

体あるいは社会団体は一法人として合作社に加入し，合作社の社員総数が20以下の場合，非農業生産者

は最大一人しか加入できない。社員総数が20人を超える場合，非農業生産者数は社員総数の 5%以上を

超えてはならないことが規定されている。なお，法律上明記されていないが，実際には個人の投資家や

村官僚などが非農家の社員として合作社に加入している場合もある。以下では，これらも含めてすべて

非農家の加入者として扱う。

合作社への既存の実態調査をみると，非農業生産者の加入数上限は道守されているが，社員の中で，

非農業生産者とその他多くの零細農家には資本出資における格差が大きい。郭・張［9］は2009年と 2010

年に全国 10省 29地域442の合作社に対する調査を行い，理事長一人での出資が出資総額の 30%以上

を占めるケースが多く， 100%出資したケースもあったことを明らかにした。楼・孔［22］は北京市，河

北省，黒龍江省の 72の合作社の理事長に対する聞き取り調査を通じて， 37社の理事長の出資額が全社

員の出資額の 50%以上を占めることを明らかにした。また，木村・程口6］は，社員が自分の土地を共

有地として出資する事例を取り上げ，その場合においても同様の状況であることを明らかにした。

以上のように，社員聞で出資，出荷量について不均一性が著しく高いことに，合作社の特徴を見出す
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ことができる。このことはまた，異質な社員間での剰余金分配上の対立関係を生み出すことになる。

(2）剰余金分配の現状

剰余金分配の仕方は協同組合と企業を区分する重要な規定である。合作社法では，合作社への出荷量

に応じる分配額は分配可能な剰余金額の60%以上で，合作社への出資高に応じる分配額は分配可能な剰

余金額の40%以下になることと規定されている。しかし，中国各地の調査結果からは，剰余金は出資高

だけに応じて分配されるか，出資高に応じる比率が合作社法の規定を超えて高くなっている（鄭［34],

楼・孔［22］，周・孔［35］，応ほか［33］）。一名，または数名の核心社員の出資額が出資総額の大半以

上を占めており，彼らが出資高に応じる剰余金の分配をより多く要求していることが指摘されている（鄭

[34］，苑［32］，楼・孔［22］）。すなわち，普通社員が僅かな出資金，土地で合作社に加入しているた

め，出荷量に応じた剰余金の分配に比重を置きたいが，核心社員は普通社員に比べ出荷量よりも出資高

割合が相対的に高く，出資高に応じる剰余金の分配率を高めることで収入の増加を図るのである。

表 lは，先行研究の事例調査結果を社員構成，出資構成及び剰余金分配状況について整理したもので

ある。まず， No.I,No.3の事例を除くと，農業生産者でない企業，商人等が核心社員であり，彼らの出

荷量はゼロとなっている一方，出資金の60%以上を占めている。特に出資総額に占める核心社員の割合

が高いNoム 9，及び村官僚が核心社員となっている No.IO,11, 12の事例では，出資高にのみ応じて剰

余金が分配されている。 No.8においては， No.9同様に農産物の生産・販売が行われる竜頭企業が核心社

員となっているが，出資金に占める割合は60%と，他の事例に比べて低い。 No.8の事例では，出荷量に

応じた分配が合作社法通りになされているが，一定の規格基準を満たした出荷量が分配の対象であり，

この規格基準を恐意的に運用することで，実質的に出荷量分配がほとんどなされない結果となっている。

一方， No.9の事例では，剰余金の分配が行われていない。

次に，産地商人あるいは経紀人が核心社員となっている No.2,3, 4, 7では，合作社設立以前からの

農産物の生産基準・買取価格等が含まれた契約内容が優先され，剰余金分配が適正に行われていない事

例（No.2,3），そして，定款上は合作社法に則った剰余金分配を謡っているものの，実際の分配はこれ

に従わない事例（No.4）が報告されている。公正な剰余金分配が行われている事例（No.7）は，元篤農

家である産地商人が核心社員として多額の出資を行って合作社を設立している。剰余金の分配は合作社

法を遵守したものとなっており，更に元篤農家として，核心社員が普通社員に対して技術普及を図って

いる。成田［25］では，その結果として， 普通社員の合作社に対する出荷量の増加と安定化が図られ，

かつ，合作社運営に対する普通社員の関与が高まったことを明らかにしている。ここには，たとえ出資

高に対する分配率を下げたとしても，それによって合作社に対する出荷量の安定的増加，ひいては剰余

金自体の増加につながり，核心社員の分配額も増加するという，核心社員と普通社員聞の互恵関係の存

在が推察される。

最後に，大規模農家が核心社員となっている No.1の事例では，資本あるいは土地による出資のほぼ全

てが核心社員である大規模農家によってなされており，核心社員が農業生産者でない場合と同様に，剰

余金の分配率をめぐり対立が生じる構造となっている。剰余金の分配は核心社員によって決定され，ほ

ぼ出資高に応じたものとなっている。そのため，普通社員の所得は出稼ぎによるそれと変わらない状態

となり，結果，合作社に出荷しないようになったことが報告されている（陳［4］）。一方，村官僚と大規

模農家が伍して核心社員を構成している No.6の事例では，大規模農家の農家としての立場がより鮮明

になっている。出資構成を細かく見ると，村官僚である理事長が35%の出資をしたが，村官僚は出荷が

ないため，大規模農家は核心社員で、あっても，出荷量に応じた分配の方が，より多くの分配を得られる

(89) 



表 1

（∞。）

注： 1）核心社員は，最も多く出資している個人，団体，または数人で，合作社の日常運営を管理し，意思決定を主導する社員である。

2）「ーJは引用文献に明記されていないことを意味する。

3）核心社員の出資率＝核心社員の出資／出資総額

4) No.6の事例では2,169人のうちに未出資の農家を、 No.9の事例では 1,125人のうちに団体社員 15名を、また No.12の事例では 308人のうちに団体社員 1名

を含む。

5）経紀人は， 一般的に「農村経紀人Jと呼ばれ，「ブローカー」または「仲介者」を意味する。

6）核心社員の出資構成は，理事長 35%，理事6人 15%，大規模農家 103人42%である。
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立場にあることが予想される。また，大規模農家全体の出資額は42%にのぼり，理事に対して自らの意

思を反映する十分な措抗力を備えていることも予想される。その結果，出荷高に対する分配は 52%と，

合作社法の定める最低基準には及ばないものの，それに近い水準を維持している

以上，産地商人が核心社員となっているケースや，大規模農家が非農家と伍して核心社員となってい

る場合に，核心社員と普通社員が対立関係でないケースもあったが，ほとんどの事例において，剰余金

分配は出資側に大きく傾斜した形となっていた。また，ほぼ全ての事例で，剰余金分配を含めた合作社

の意思決定は核心社員によって行われており，社員総会は聞かれないか，聞かれでも形骸化している。

従って，現時点では，合作社の意思決定は基本的に核心社員によってなされており，核心社員の利益と

普通社員の利益対立が生じない場合を例外として，法律の規定を逸脱する水準で，核心社員に有利な剰

余金分配が，一般的に実現していると判断せざるを得ない。

(3）合作社における意思決定の実態

合作社における民主管理の中核をなすものは社員総会における一人一票制の原則であるが，定款にお

いて，多く出資または出荷している社員に対して，基本議決権総数の20%を超えない範囲で付加議決権

3）を付与することができる。例えば， 1名の核，M土員とその他の普通社員99名で構成された合作社にお

いて，核心社員に基本議決権総数（この場合 100）の20%の付加議決権を与えると，核心社員は 120票

の内， 21票を持つことが可能となる。一人一票制がICA国際協同組合原則の民主管理を反映したもので

あるとすると，付加議決権制は合作社意思決定の特徴とも言える。意思決定のプロセスとして，まず，

意思決定の機構である社員総会は定款通りに招集され，少なくとも毎年一回開催されなければならず，

社員総会は出席人数が社員総数の三分の二以上でなければならない。そして，社員総会の選挙あるいは

議決は，社員の議決権総数の過半数以上で可決されなければならないと規定されている。

人数が圧倒的に多い普通社員は，法律上，社員総会を通じて，剰余金分配の問題を解決できるはずで

あるが，現実には社員総会が機能せず，問題が放置されている状態にある。例えば，社員総会が設置さ

れていない，あるいは，設置されていても開催されていない場合（表 lにおける No.I, 10の事例），社

員総会は開催されているものの普通社員の意思を反映する形で剰余金分配が審議されていない場合（表

1における No.5,6の事例，その他に楼ほか［21］）などがみられる。

こうした理由として，社員総会の設置・開催に対する普通社員の認識が不足していること（鄭［34]),

普通社員が，剰余金の分配を社員総会の議題として認識していないこと（韓［10］），そして，社員総会

への参加率が低い（馬・孟［24］，孔ほか［17］，潜［27］）といったことが指摘されている。本来，合作

社法に定められた権限として，図 lに示すように，社員総会が理事長，理事，監事を選出し，社員総会

は権力機構として機能しなければならない。そして，理事会等の機構は合作社の日常運営，財務等の情

報を社員総会に公開し，社員総会と監事会の監視を受けることになる。社員はこれらの情報を参考に意

思決定を行うことが可能となる。しかし実際は，財務情報の公開は不十分で、あり（孔ほか［17]) 4），総

会が開催されたとしても核心社員に主導され，普通社員の意思が社員総会を通じて十分に反映されてい

ない。理事会が権力機構となっており，理事長，監事等の人事を決定する（雀・陳［2］，孔・史口8]

鄭［31]) （図 2）こととなり，普通社員は合作社の所有者であることを意識せず，合作社の日常運営等

に対して関心を持たなくなるとしづ悪循環に陥るのである。

また，剰余金分配にとどまらず，合作社に関する重大事項を決定する上で，社員総会が機能していな

いことが指摘されている（馬・孟［24］，苑［32］）。以上のような状況が改善されない限り，最終的に合

作社は核心社員の個人企業になりかねないであろう。
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一一一一一＋選出、監視する

一一ー全体の運営を監視する

図1 合作社法による社員総会の権限

ヨ手己

E主3一一ー一一一一一正亘訂

社員総会
（形骸化またはなし）

ー一一一一ー’選出
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図2 理事会の実質的な権限

3. 剰余金分配率決定における社員総会の機能不全に関するゲーム分析

チーム生産におけるモラル・ハザード問題に対する経済理論からの考察は，チームメンバーの個別の

限界生産力が観察できないことによって，メンバーの生産努力が過小となる問題に集中している。

Alchian・Demsetz[l］は，その解決法として，チームメンバーの限界生産力をモニタリングすることに

ついて考察した。そして，利益分配型の会社においては，残余請求権者がモニターとなるべきであるこ

と，しかし，協同組合のような組織においては，株式売買がなされないこと，残余を一人の請求権者に

集中できないことから，モニタリングが効果的に行われないことを指摘した。 Alchian• Demsetz [l］の

議論を踏まえて， Holms佐om[l4］はプリンシパルで、ある残余請求者の役割として，モニターだけでAなく，

エージェントである生産者に対する奨励と懲罰を含む集団インセンティブ（groupincentives）の提示につ

いて論じた。そして，それによって，チーム生産におけるフリーライダー問題が解消できることを示し

た。

その後，チーム生産等の問題に関する研究は車E織の経済学の一分野として多く行われてきたが，協同

組合への応用研究は多くない。その中で，協同組合の共同資源の運用に関して， Giannakaset al. [ 19］は，
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既存組合員が努力を投入して構築してきた協同組合の共有資源に対して，新規加入組合員が加入時の出

資のみでフリーライドしている状況を分析し解決方法として，追加的な入会費の設定を提案した。分

析対象について， Giannakaset al. [ 19］が異質な組合員聞のフリーライダー問題を取り扱ったのに対して，

本稿では，普通社員と核心社員間での著しい交渉力のアンバランスがある中で，普通社員という同質な

生産者間でのフリーライダー問題によって，普通社員が核心社員に対して桔抗力を発揮できない状況を

分析する。

(1）剰余金分配方法決定における核心社員と普通社員の対立関係

社員総会が機能していれば，核心社員が提示した剰余金の分配案に対し，普通社員は不満があった場

合，対案を出して，全社員の議決権総数の過半数以上でこれを可決させることが可能である。ただし，

対案をつくる作業には相当の労力を要する一方で，対案が可決することによる普通社員への利益還元に

おいては，対案作成に尽力した普通社員と，そうでない普通社員を通常区別しない。ここに，対案作成

作業への協力を集めにくいといういわゆる囚人のジレンマが存在する。これは社員総会がうまく機能し

ないことの根本的問題構造と考えられる。この問題は普通社員聞の多人数の囚人のジレンマ問題として

一般化されるが，これに加えて，核心社員と普通社員というヘテロな社員構成としづ要素をモテ手ル分析

において明示的に考慮することで，社員総会を機能させるための条件について考察する。

分析モデ、ルは以下のように設定する。まず， m人の核心社員とη人の普通社員によって構成された合作

社を想定する。核心社員と普通社員は合作社への出資額と出荷量の相違によって次のように定義される。

なお，以下では， L, Sは核心社員と普通社員のことを意味する。核心社員と普通社員は，一人あたりそ

れぞれ ιlsを合作社に出資し，一人あたりそれぞれ QL, Qsを合作社へ出荷している。ここで，前節

で考察したように，剰余金の分配において問題を抱える合作社の典型的な社員構成は，資本家が核心社

員となっている場合，及び大規模農家が核心社員で、あっても，合作中土の出資額全体に占める大規模農家

の占める割合が，合作社の出荷量に占めるそれよりも大きい場合

である。前者においては，

h > ls ~ 0, Qs > QL = 0 ）
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である。

また，分配可能な剰余金を所与としてこれを R と表す。この剰余金の分配に対して核，i:,，、社員が提示

する分配案を，出荷量に応じて按分される剰余金の割合を α，したがって，出資額に応じて按分される

剰余金の割合を 1一αと表すことにする。この時，核心社員と普通社員一人あたりの剰余金分配総額を

それぞ、れDL, Dsとすると，これは次のようになる。

DL （α）＝ αR－~ー＋（1-a)R－~
QL +nQs mh ＋ηls 

Ds （α）＝ αR~ー＋ (1ー α）R・ーム一一
mQL + nQ5 m]i」＋ηls

ここで，資本家が核心社員となっている前者のケースでは，（1）式の条件より，

。D, I, 
－ーニ＝－R一一一二一一一＜ 0
δ α m ι＋nls 

(3) 
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となり，核心社員と普通社員の聞に，剰余金の割合 αに関する対立関係が発生する。同様に，核心社員

が大規模農家となっている後者のケースでも， ο）式の条件より，

δDL 円 n(QLfs -Qsfi) _ n 

Oα 一（mQL+ nQs)(mfi ＋ηls）、v

aDs 円 m(Qsfi -QLls) _ n 

Oα 一（mQL＋ηQs)(mh + n/5）’ u 

となり，やはり対立関係が発生する。

(2）社員総会への起案における普通社員間協力関係の分析

以上の仮定の下で，本稿では普通社員のみプレイヤーとして行動するものとし剰余金分配の対案をつ

くることに「協力するJもしくは「協力しないjいう二つの戦略がある m 人同時手番ゲームを考える。

また，前提として I人でも対案をつくることに協力した場合，対案は作成され，かっ，社員総会におい

て可決されるものとする。出荷量に応じて按分される剰余金の割合について，普通社員の提案を戸（＞

α）とし，この対案の作成コストを C とする。これには，合作社の収支状況の精査，適切な分配案の考

案，社員総会への起案などの一連の費用が含まれるものと考える。対案作成に協力した普通社員の数を

(7) 

(8) 

lとすると，対案に協力した普通社員個人の利得は，

Ds（戸） -£ = /JR . ____!k_ー＋（1-/J)R －~－£
mQL + nQs mι ＋ nls l 

となり，協力しなかった普通社員個人の利得は，

Ds(/3) ＝問_!k_ー＋ (1-/J)R ・一一主一
QL +nQs m/L ＋ηls 

(9) 

(10) 

となる。

普通社員における m 人囚人のジレンマゲームにおいて，ナッシュ均衡の条件は，他の全ての普通社

員の戦略を所与としたときに，自身の戦略が最適反応となっているとしづ条件が，全ての社員にとって

同時に成立しているということである。これは，協力しなかった普通社員については，次の通りとなる。

Ds(/3) -___£_ ::;; Ds（戸）
l+l 

また，協力した普通社員については，次の通りとなる。

十）－r:~:~)… Ds（戸）－ C三Ds（α） if l = 1 

つまり，（11)(12）式が同時に成立しなければならない。

(8）式より，協力する普通社員が2人以上の場合，条件式を変換すると

C 
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(12) 

(13) 

となり，上述の均衡条件を満たすことができない。これは，対案作成について，普通社員聞にただ乗り

するインセンティブが働き，協力的な行動がとられなくなる状況である。ただし，協力する普通社員が

一人の場合は，対案が採用されることによる普通社員一人当たり分配額の増加分が，対案作成コストを
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上回れば，一人での対案作成が実現する。ただし，現実的には非常に難しい条件であることは明らかで

あろう。以上より，核心社員の提示する分配案に対して，社員総会がこれを修正する機能が働かないメ

カニズムは次のように述べることができる。

メカニズム1

2人以上の普通社員が対案を作ることに協力した場合，普通社員はただ乗りをするインセンティブが

常に生じる。そのため，それらの普通社員間でコストを分担する協力関係をつくることが困難となる。

そして，最後に残された1人の普通社員にとって，対案をつくるインセンティブがあるか否かとうい問

題に帰着する。

メカニズム2

対案をつくることから得られる限界収入 （D5(/3)-Ds（α））が限界費用（C）以上のとき，最後に残さ

れた1人の普通社員は対案をつくることに協力する。しかし，現状の多くの合作社における収支構造の

不透明さ，財務情報公開の不十分さのため，対案を作る限界費用 Cは，膨大になる。一方，普通社員は

その人数 m が多し、一方で，個々の生産規模が限られているので，一人あたりに還元される剰余金は非

常に小さくなる。対案をつくることから得られる限界収入（Ds（戸）ーDs（α））が限界費用（C）以下の際，

すべての普通社員が対案を作ることに「協力しなしリナッシュ均衡になってしまう。

(3）対策

社員総会が機能しない場合，剰余金分配が合作社法に則って公正に実施されるためには，意思決定を

行う核心社員側にそうしたインセンティブが必要となる。郵ほか［6］は，剰余金分配が合作社法に違反

しても罰則がないことが問題であると指摘している。そこで，核心社員に対する罰則規定を設けること

が対策の第ーとなる。核心社員一人当たりの罰金額を Penとした場合，核心社員側が剰余金分配方法

について法令順守するための誘因整合性条件は，

DL （α）＝ 0.6R －~ー＋OAR·~
L mQL＋ηQs m/L + nls 

(14) 

ミ αR－~ー＋ (1ー α）R_ ＿.！！：＿一一P
QL +nQs m九＋ nls 

であり，違法に得られた剰余金の分配以上の罰金額が設定されなければならない。これを整理すると，

I QL Ii ¥ n(Qsh -QLls) 
Pen三R（α一o.6)I一一一一一一一一一一ーJ= R(0.6一α） I -fl '\f'~J ーハ (15) 

¥mQL + nQ5 mfi + n/5/ r ••• " 

である。ここで，核心社員の出荷量 QLがOのとき，他の変数を所与として，必要な罰則額が最も高く

なる。したがって，社員別の出荷量の情報が不透明であっても十分なペナルティを設定しようとする場

合， QL= Q と置いて，

あるいは，

PenミR(0.6一α）ーーム一一
(mfi + n/5) 

(16) 

m/L 
mPen三R(0.6ーα）一一一一一一 (17) 

(mli ＋ηls) 

つまり，核心社員一人当たり（全体）へのペナノレティの必要額は，剰余金 R ，現状の分配比率 α，総
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出資額にしめる核心社員の一人当たり（全体の）出資額によって決定される。このように，一般に得や

すい情報によって，十分かつ現実的なペナルティを設定することが可能である。

なお，分配比率の不公正という形で分かりやすい違反に対しては，以上のような罰則の明文化が機能

することが期待される。しかしながら，合作社と直接の取引のある商業者や加工業者が核心社員となっ

ている場合，彼らは剰余金の分配ではなく，取引価格の上下を通して直接に利益を増加させることも可

能であり，これは，合作社側の剰余金減少を伴うものである。また，孔ほか［17］で指摘されたように，

剰余金の根拠となる財務情報自体が適切に開示されない可能性もある。普通社員の実質的な利益の保護

のためには，罰則の明文化だけでは不十分といえる。適正な監査体制と，不公正があった場合にこれを

正すための総会機能の発揮はいずれにせよ必要である。

ただし，メカニズ、ム Iに見た通り，社員総会は普通社員間で常にただ乗りをするインセンティブが生

じる組織構造になっているため，監視から起案までの活動は社員聞の互助によっては機能しにくい。最

終的に社員総会を通して普通社員が意思決定を行うとしても，監視から起案までは別組織において実施

されなければならない。また，多くの場合，監事会は核心社員，または核心社員に関わる人間（親族等）

によって構成されている（黄ほか［11］，黄・部［13］）ため，監事会に合作社の日常運営・財務状況等

を透明化する機能を期待できない。

そこでまず，監査をより厳しくするために，第三者監査を導入すること，また，合作社の財務や運営

等情報の公開も義務づけるべきである。こういった普通社員が核心社員を監視で、きる環境を整えたうえ，

核心社員が利益還元の公正を守れない場合，普通社員は行政機関に通報し，行政機闘が状況を踏まえな

がら判断し，核心社員に対して罰則規定を課する。そして，普通社員からも理事を一定割合で選定する

ことを義務付け，上記情報に基づいて，実質的な意思決定の場となっている理事会において普通社員の

利益を代表させる必要がある。加えて，こうした普通社員の立場からの監査，理事の活動に対して，そ

の費用 Cの予算化5）も保証されなければならないであろう。ここで注意したいのは，こうした内部組

織は，単に普通社員の利益確保のためにのみ活動するのではないということである。先の罰則規定があ

ることで，罰則の発動を未然に防止するという意味で，核心社員に対しでもその利益確保に貢献するの

である。

最後に，剰余金分配，社員総会の機能，権利とその行使について，普通社員の認識・理解を向上させ

ることは，罰則の実行性の向上にもつながる。そのための社員教育も重要である。

4.終わりに

本稿は，中国の合作杜における剰余金分配をめぐり，核心社員が自分に有利な分配方法を法の規定範

囲を逸脱して採用しており，これを是正すべき社員総会がうまく機能しないことについて検討した。合

作社は非農家の出資が法的に認められていることで，社員聞の異質性が発生しやすく，実際に，社員聞

で出資，出荷量について不均一性が著しく高いとし、う特徴がある。このことは，剰余金分配の方法につ

いて異質な社員聞の対立関係を生起させる。先行研究における合作社事例調査のメタ分析からは，合作

社の意思決定は基本的に核心社員によってなされており，核心社員の利益と普通社員の利益対立が生じ

ない場合を例外として，法律の規定を逸脱する水準で，核心社員に有利な剰余金分配が，一般的に実現

していると推察された。

出資が少ない普通社員は，名義上で合作社の所有者であるが，剰余金の分配において，異議があると

しても実質的な発言権を持たない。そのことは，農業生産や合作社の自主管理等に対する普通社員のモ
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チベーションを低下させるであろう。このような現状が続くと，三農問題の解決策としての合作社の意

義は失われる恐れがある。

圧倒的に票数をもっている普通社員は，自身に不利な剰余金分配方法に対して，社員総会を通して改

善することが制度上は可能である。ただし，社員総会に対案を諮るためには，合作社の収支状況の精査，

適切な分配案の考案，社員総会への起案などの一連の費用を賄う必要がある。第4節では，普通社員が

そうした起案に至ることが可能か， n人同時手番ゲームによって考察した。その結果，相互のただ乗り

の可能性のために，普通社員聞の協力関係を構築することができず，結果，社員総会が機能しないこと

が示された。

これを踏まえて，剰余金分配が合作社法に則って公正に実施されるための対策について，以下の通り

検討した。第 lに，意思決定を行う核心社員側にそうしたインセンティブが必要であり，罰則規定を合

作社法に盛り込むことである。核心社員の誘因整合性条件を満たす罰則額の大きさは，社員の出荷量分

布に規定されるが，核心社員の出荷量がOの場合に最も必要な罰則額が大きく，かつ，罰則額の算定に

社員の出荷量分布としづ把握困難な数字に依拠しなくなる。そこで，出荷量分布に関わらず，この罰則

額を適用することで，十分かつ実効的な罰則額となろう。

第2に，経営，財務状況に対する監査体制と，不公正があった場合にこれを正す総会機能の発揮はい

ずれにせよ必要である。しかし，メカニズム lに示したように，監視から起案までの活動を社員聞の互

助に期待しにくい。普通社員の利益を代表した理事，監事を普通社員から選出し，上記の活動を予算的

にも保証することを義務付けるべきである。なお，こうした普通社員の代表者による活動は，先の罰則

規定があることで，単に普通社員の利益を代表するだけでなく，核心社員の利益確保にも貢献するもの

となり，実効性の高い活動となりえる。

第3に，いずれにせよ，社員総会が，核心社員に対する桔抗力として，更には，合作社全体の利益向

上のための経営方針策定において，最終的な意思決定機構として有効に機能することが大前提である。

社員の太宗を占める普通社員の合作社に対する理解と関与を高めるための定期的な社員教育も義務付け

るべきであろう。

最後に，今後の研究課題について若干触れたい。まず，（16）式で提示した最低限の罰則金について，

同質の核心社員と同質の普通社員という二分法に基づいたモデルによって示されており，この点の解消

が必要である。実際には，社員の出資額および出荷量は連続的に分布しており，核心社員と普通社員を

区分する境界は暖昧である。従って，そうした実データに対応する形に（16）式を変換することが必要

である。次に，現在，多くの合作社研究者は，伝統的な協同組合原則の立場から異質性を問題視する議

論を展開している。しかし，今後は，核心社員と普通社員の問に， Win-Win関係を構築するために，合

作社の制度をし、かに設計するかという点が検討されるべきであろう。

註

1）三農問題：農業，農村，農民問題のことを意味する。農業問題は特に零細経営規模や低生産性など

の農業構問題，農村問題は農村と都市の社会資本格差問題，農民問題は農民と都市住民の所得格差

問題を指す。

2）察・易［3］は山東省，挟西省にある 25の合作社に対する調査を行い， 75%の合作社が企業，商人

によって設置されていることを明らかにした。孔ほか［17］は寧夏自治区，山東省，山西省にある

114の合作社に対する調査で，企業、商人による合作社が 114社に占める割合が 37%であることを

(97) 



明らかにした。

3）社員総会の開催時，出席した社員に対して，付加議決権を所持する社員及び付加議決権数を告知し

なければならない。また，定款によって付加議決権の行使範囲を制限することができる。

4）孔ほか［17］が山東省，寧夏自治区，山西省 114の合作社を対象とした調査によると，「随時財務資

料を調べることができる」「常に社員に公開しているj合作社はわずか 11%であった。

5）費用 Cの予算化について，普通社員の役員報酬が固定化でなく，彼らが理事会，監事会に入り，核

心社員への監視等の活動をし始めてから獲得できることになる。予算の数値は次の研究課題とし

たい。
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Abstract 

百1eFarmer Professional Cooperative σPC) Law was enacted in 2006. Under the government’s policy guidance, 

many FPCs were currently established by indus位ialand commercial cap巾I企omen田:preneurs,merchants, and 

village cadres or by large-scale farmers. At血is勿peof FPC, there is heterogeneity m血einves回 entamount 

into FPC between core members and many smallliolder f滋賀1ers.Meta-analysis through previous case studies 

indicates白atthe core members make a resolution of白edis住ibutionofFPC's surplus as much as possible for 

血eirfavor through viola出g血eFPC Law, which res仕icts也eabove limitation of dis位ibutionof investment at 

40% of the total s田plus.Moreover, membership assembly, which c阻 intrinsicallyprohibit core members企om

the violation, does not work. In也ispaper, we indicate仕1at吐1ereason of inefficient membership assembly is 

the occurrence of prisoners' dilemma among smallliolder farmers, which prevents the smallliolder farmers企om

旬king佃 actionof the audit; making a counteroffer as well as raising it on the membership assembly. We present 

也reealternatives to deal with也isproblem. First isせ1epenalty for the core members when violating白eFPC 

Law forぬesurplus dis仕ibution.Second, the auditor－部cretaryand administrative board should include由巳

representatives of smallliolder白nners.Last is to educate the smallliolder farmers to enlighten them regarding 

FPC's philosophうんmembers'rights and so on. 

（受理日 2017年10月6日）
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