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特 集
ボランティアの現在



特集について
関   嘉 寛
（関西学院大学社会学部）
い

ま

 今号の特集テーマは、
「ボランティアの現在」である。このテーマにした理
由のひとつは本誌編集上の要請である。今号は第 9 号なので、次号は 10 号と
いう区切りになる。国際ボランティア学会および『ボランティア学研究』編
集委員会は、10 年の間、日本に新たな姿を現した「ボランティア」を理論と
実践を融合させることから捉えようとしてきた。その中で、
『ボランティア学
研究』は年次大会と並び学会活動の成果を発表する場となってきた。特集テ
ーマはその都度、理論的かつ、あるいは実践的な課題から考えてきた。今号
ではまずは学会 10 年の区切りとして「ボランティアの現在」というテーマで
ボランティアが直面する課題や示している現代的なポテンシャルを考えてい
きたいと思った。そして、それを受け、次号（10 号）では次の 10 年を考え
ていきたいと思っている。
 このような編集上のテーマ設定理由は、国際ボランティア学会個別の理由
ともいえる。しかし、さらにボランティアを取り巻く環境やボランティアそ
のものが変化してきているというボランティア自体の問題がテーマ設定の理
由でもある。日本における｢ボランティア元年｣といわれた 1995 年の阪神淡路
大震災から 15 年がたち、また特定非営利活動促進法施行から 10 年あまりた
ち、日本におけるボランティアや市民活動にいままでにない変化が現れてい
るのではないかというのが編集委員会の中で共有された認識である。
 そのある種漠然とした認識を抱くにいたった理由のひとつには新自由主義
の中で、個人と共同体や社会との紐帯が以前にも増して弱まり、ボランティ
アを支える他者への関心そのものが希薄化しているという状況があるだろう。
このような状況で、ボランティアはいったいどのような活動ができ、どのよ
うな意義を持っているのであろうかというのは私たちがいま考えていかなけ
ればならない重要なテーマである。
 以前、私の周りで｢最近の若い人たちは『社会』というものが実態として理
解できないので、社会学を教えるのが難しい｣と愚痴をこぼしている人がいた。
これは、何らかの共通性（政治体制や経済市場、文化や習慣、伝統など）を
基盤とする｢社会｣という集合体が無批判に前提たり得なくなっていることを
示している。自己の社会の中での立ち位置を再確認する契機となっていたボ
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ランティアは、私たちをどこに連れて行くのであろうか。そのような疑問に
ひとつの方向を示してくれているのが、山口論文「自分探しの時代に承認欲
求を満たす若者のボランティア活動」である。
 さらに、現代において社会が透明化していき、社会的紐帯が弱まる一方で、
その紐帯のほころびを直し、自分たちの手の中に社会を取り戻そうという動
きも顕在化している。ボランティア元年以前の 1980 年代には佐藤慶幸らによ
り｢ボランタリー・アソシエーション｣というテーマで、ボランティアがアソ
シエーションのひとつの形式として研究されている。アソシエーションはハ
ーバマスの公共性の議論を参考にするならば、いわゆる市民社会の具体的形
態である。つまりボランティアは新しい社会的連帯、あるいは民主主義の契
機と期待されてきた。
 しかし、当時注目されたボランタリー・アソシエーションは、今日の社会
の透明化に抗して、大きな広がりを持つことは難しかった。それは日本では
もともと政治的態度を明確にしない傾向が強いためかもしれない。あるいは、
人びとの共同性の基盤であったコミュニティから離れたアソシエーションが
充分に共同性を醸造することが出来なかったかもしれない。ボランティアが
アソシエーションの基盤を作りはしたが、今日アソシエーションの側面だけ
で新しい社会像を考えるのは十分ではない状況が現れてきている。
 ｢ボランティア元年｣以降、私たちは｢参加｣という言葉をよく耳にするよう
になった。これはいままで「他人」
（主に公的な機関）に任せっきりであった
生活や生命、そして人生についてのさまざまな決定（たとえば、どのように
暮らすことが幸せなのかなど）に関わっていく責任を持っているという認識
の表れである。そして、私たちがそのような決定に参加していかなければ、
社会の透明化という事態は変化しないという認識の表れでもある。
 では、いったい私たちはどのような参加が可能なのか。いきなり決定に参
加をしろといわれても、途方に暮れる。個人がコミュニティから乖離した存
在としてアソシエーションを形成するというよりも、新たなコミュニティ、
人によってはそれを｢属していること belonging｣と呼ぶが、に依拠したアソシ
エーション的活動に現代的な参加の可能性があるかもしれない。そんな事態
に対して、現状の参加のあり方を紹介しているのが高橋論文「市民参加と国
際協力事業」である。
 以上のような、文脈の中で特集テーマを選び、構成をおこなった。学会 10
い

ま

年の区切りとして｢ボランティアの現在｣を捉え、そして｢未来｣を考える一助
になることを切に願っている。
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自分探しの時代に承認欲求を満たす若者のボランティア活動
『ボランティア学研究』Vol.9（2009）国際ボランティア学会
特集：ボランティアの現在

自分探しの時代に承認欲求を満たす
若者のボランティア活動
－先駆的活動における社会参加と
社会変革の相即を図る「半返し縫い」モデルの提案－
山 口 洋 典
（同志社大学大学院総合政策科学研究科・浄土宗應典院）
【要約】
 自分探しという表現は、時に否定的な言説として用いられる。しかし、あ
りたい自分を探していくということは、根源的に否定されるべきものではな
い。そこで、本稿では、まず自分探しという概念とボランティア活動がどの
ように関連づけられてきたのかを、文献のレビューから明らかにした。具体
的には、ボランティア活動における自分探しに対する否定的側面を 2 つ示し
た。1 つは、個人の功利的な願望を達成するためだけに他者を巻き込み、結
果として自己満足にとどまるために、現場の問題解決が導かれない場合であ
る。もう 1 つは、日常生活も一つの現実であるにもかかわらず、非日常の世
界に赴くことによって、見たことのない現実に触れることの心地よさに浸り、
日常の風景から目が背いていく現実逃避が先行する場合である。
 その上で、本稿では、中華人民共和国の内蒙古自治区において、エコツア
ーと称して展開されてきている沙漠緑化プログラムにおいて、参加者とプロ
グラム事務局ならびに現地の方々がどのような関係を構築しているのかを事
例として取り扱った。とりわけ、現代を生きる若者たちが、自らを物語ると
きに、複数の自己、すなわち多元的自己を有していることに視点を当ててい
った。なお、事例は筆者のエスノグラフィーとして示され、緑化活動の成果
に対する関係者間の相互顕彰が、よりよい未来を創造する「フィード・フォ
ワード」の契機を生み出していることに着目した。
 最後に、日常の風景から逃避せず、自己満足に埋没することのないよう、
先駆的なボランティア活動を展開していく上での活動現場と日常生活との関
係について、
「半返し縫い」モデルを提示した。その際、メタファーを使用し
て意味創出や意思決定を行う上での課題についても指摘した。
【キーワード】
自己満足、風景化、物語、多元的自己、フィード・フォワード
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１．若者は旅人なのか
１－１．人生に重ねられる旅のメタファー
 2006 年 7 月 4 日、大阪成蹊大学芸術学部の講義「キャリアプランニング論」
にて、筆者はある文章を学生に配付していた。それは翌週までの課題の参考
資料であった。課題は自分を売り込むために、自らの思いが伝わるような自
己紹介スピーチ原稿を作成すること、としていた。これは、講義名に挙げら
れている「キャリアプランニング」のためには、自らの過去と現在を見つめ
た上で、未来を見据えることが大切であると考えたためだ。
 その際、課題の参考にと配布したのが、プロサッカーの中田英寿選手（以
下、ヒデ）による「“人生とは旅であり、旅とは人生である”」と題された文
章であった。これは折しも課題提示の前日、2006 年 7 月 3 日に発表されたも
のである。その副題、
「1985 年 12 月 1 日－2006 年 6 月 22 日」のとおりに、
ヒデが約 20 年にわたるサッカー選手としての歩みを終えることを表明した
ものだ。本文で綴られているように、20 年程の歩みの大半はヨーロッパで送
られてきた。
 世界的にも注目を集める選手が夜のうちに自らのウェブサイトで伝えた心
境と決断を、翌朝からマスメディアが大々的に取り上げた。インターネット
の世界はドッグイヤーである、などという表現すら陳腐なものに聞こえるく
らい、情報通信技術は日々進化を遂げている。現在（2008 年度）であれば著
名人が自らのブログで発言することが増えてきており、私的な場所での投稿
が、最早公式発表となって報道されることも増えてきている。ただ、2006 年
当時でも、記者会見を開いて生の言葉で語り、質問に答えることよりも、自
らに対して関心を向ける人々の思いを受け止め、応えていこうとする姿勢に
こそ、ヒデ「らしさ」を覚えた人々も多かったのではないだろうか。
 そして筆者もまた、ホームページ掲載の翌日に学生たちに対してこの文章
を配付し、各々の人生設計を行う際に、自らを見つめ直す素材として活用が
できるのではないか、と問いかけた。この文章の特徴は、自分自身を客観的
に語るべく、過去形が多用されている点にある。
「目指した」
「楽しんだ」
「傍
らにあった」「授けてくれた」「与えてくれた」といった表現が連続すること
に、学生たちは違和感よりも親近感を覚えたようである。折しも、NHK テレ
ビにて「プロジェクト X」の作風に好評が得られ、高い関心が向けられてい
たことも重なったのだろう。
 文末の表現などの文体以上に、筆者が特徴的だと感じたのは、その標題に
も掲げられたように、
「人生」を「旅」に喩えている点である。しかし、それ
は直喩（シミリ：simile）ではなく、隠喩（メタファー：metaphor）だ。事実、
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この文章を発表した後、ヒデは選手という立場を離れ、旅人として世界を渡
ったのである。文中でも「だから今、俺は、安心して旅立つことができる」
と思いを吐露し、
「新しい旅はこれから始まる」と、自らの今後について、旅
を主語にして語っている。
 人生を旅そのものになぞられたメタファー思考に加えて、ヒデの文章で興
味深い点として、主語には「俺」という表記を用い、対象となる読者に「み
んな」という表現を充てていることを挙げたい。上述したように、ヒデはマ
スメディアによる報道よりも、
「みんな」に対して「俺」の考えを伝えたかっ
たのだ。恐らく、自分がどう思われているのか、あるいは自分をどう思って
欲しいのかに、相当の熟慮を重ねた結果なのだろう。このことは、
「ある時は
まるで感情が無いかのように無機的に、またある時には敢えて無愛想に振舞
った」や、
「けれどみんなからの mail をすべて読んで俺が伝えたかった何か、
日本代表に必要だと思った何か、それをたくさんの人が理解してくれたんだ
と知った」など、本文の表現からも伺うことができる。ただし、決して「俺
たち」の視点ではなく「俺」と「みんな」とのあいだで、一定の距離が保た
れていることも指摘しておこう。
 このように、多様な角度から論じることができるヒデの文章だが、速水
（2008）はこの文章を「自分探し」の観点から取り扱っている。例えば、
「何
人かの教師はこの引退宣言の文章を美文と称え、授業の教材として取り上
げた」ことや、「ある教科書の出版社は、さっそく国語の教科書での使用許
可の問い合わせをした」ことなどを挙げている（速水 2008, p.13）。実際、
かくいう筆者もその一人だ。ともあれ、そうした事実を記した上で、1977
年生まれのヒデが 29 歳で現役を引退し「自分探しの旅」に出たのに対し、
10 歳上の世代には、
「しぶとく現役にかじりついている選手」が多いことを
指摘している1）。
 同書が自分探しに関するレビュー本となっていることについては次節にて
詳しく述べるが、速水（2008）は自分探しを「海外放浪、インド旅行、自己
啓発セミナー、路上詩人、フリーター、星占い・前世占いといったところ」
（p.3）と広く捉えているため、国際ボランティアもまた自分探しに含まれる。
事実、国際ボランティアが自分探しの機会となることについては、中田豊一
による「ボランティア未来論」にある次の記述からも明らかだ。実際、同書
には、
「人生の意味を求めてボランティア活動に入ってくる人も少なくないは
ず」で、
「ボランティア団体とは、こうした模索の機会とヒントを与える場で
あってよいのかもしれないと思う」とある（中田 2000）。ただし、国際ボラ
ンティア活動に携わる人々が、全て人生の意味を求めているわけではない。
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一方で、人生の意味を求めるためだけに国際ボランティア活動に参加されて
は、現地の人々には、ボランティアという看板を掲げた旅人を受け入れる活
動が求められることになる。ここから言えるのは、ボランティアは旅人であ
るのかもしれないが、旅人はボランティアではないのではないか、というこ
とだ。そこで、次節では、自分探しの旅に出る若者たちと、それらを受け入
れる現地の人々との関係について見ていくことにしよう。
１－２．ポジティブな自分を探す現代の若者
 前節でも取り上げた中田（2000）は、アジアの国々で参加型開発に取り組
んできた経験を振り返り、
「ボランティアという言葉がアマチュアによる無償
奉仕ということを指すのであれば、私はいまや海外援助のプロかもしれない」
が、ボランティア活動には「技術以上に大切な何かがある」と述べている。
そして、その大切な何かは、「相手との対話の中で、現実から学ぶほかない」
（p.276）と述べている。このように、他者と出会い、向き合うことで、「不
断の自己革新という不思議を生きる、ボランティアという生き方」が成立す
ると示している。ここに、ボランティアにおける自己と他者の関係構築の必
然性を見いだすことができる。
 同書では、
「ボランティアを続けるからには、自己革新は避けられない」
（中
田 2000, p.75）と断言する。ここで注目すべきは、自己革新はボランティアを
始める際ではなく、続ける際に求められるという点であろう。事実、中田
（2000）は「行為よりも動機が気にかかるのが自意識の旺盛な若者の常であ
るがゆえに、偽善や自己満足が問題となる」
（p.25）と記しているように、ボ
ランティアを始める際には、他者の行為への解釈が問題となるが、一旦自ら
が始めた行為を継続する際には、自らの他者に対する姿勢、すなわち他者と
の関係性を踏まえた、自己による集団（的）意志決定が求められていると捉
えているのだ。ゆえに、
「ボランティアは、一方では美しい理想や崇高な目的
を追いながら、他愛のない批判に丁寧に耳を傾け、煩雑な手続き論の検討に
時間をかけることになる」
（中田 2000, p.75）と、自らの経験の抽象化に取り
組みながら、ボランティアという行為者に不断の自己開示と自己革新が必要
とされることを示している。
 このように、ボランティア活動を継続する上で必要なのは自らの「革新」
とする指摘に対し、他者の存在や言葉が行動を左右するとした論考がある。
前掲の速水（2008）は、現代の若者たち（例えば、大学生及び大学卒業間も
ない人々）は、どこかで触れた「人生訓」や「ポエム」のような言葉が「最
終的には〝ポジティブ・シンキング〟を促す、もしくは「そのままのあなた
-8-
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でいい」と承認を与える」
（p.39）と述べている。冒頭で取り上げたヒデの文
章もまた、若者たちのポジティブ・シンキングを促すものの一つであろう。
無論、物事を前向きに捉えていくことは悪いことではない。しかし、自らに
とって心地のよい感覚に浸るために、現実から目を背けてしまっては、背け
ているあいだに起こる時間的、空間的、集団的な変化を受容しにくくしてし
まうのではなかろうか 2）。
 振り返れば、筆者が展開してきた多くの協働的実践（渥美 2001）もまた、
若者たちに「自分探しの旅」の機会を提供し続けてきたのかもしれない。特
に若者たちを非日常の環境へといざないつつも、日常に戻った際には「その
ままのあなたでいい」という趣旨の意向を伝えてきていたのではないかと内
省を重ねてしまう。とはいえ、筆者は、阪神・淡路大震災でのボランティア
活動の経験や地球温暖化防止京都会議（COP3）での経験を経て、非日常の体
験を経験に昇華させることの意義について関心を向けてきた3）。そして、大学
院修了後には、財団法人大学コンソーシアム京都に勤務し、各種教育・人材
育成プログラムの企画立案に取り組んできた 4）。例えば、山口（2001）では、
総務庁による 1995 年の「第 5 回世界青年意識調査」や、日本労働研究機構と
高等教育雇用研究会が 1998 年に行った「大卒者の職業に関する日欧比較調
査」から、日本人は労働を義務として捉える傾向にあり、「雰囲気」「経験」
「ゆとり」などから満足度を判定していることを指摘しつつも、そのような
傾向にある若者たちにとって、大学という殻に閉じこもらずに、個々の参加
者がテーマを持って学ぶことが重要となることを示した。
 特に、筆者らがきょうと学生ボランティアセンター（当時）やきょうと NPO
センターと共に開講した「NPO スクール」は、日本初の NPO 分野のインター
ンシップ・プログラムとして各方面から注目を集めた5）。事実、地域内の関係
機関のネットワークによって、学生の実践的な学びと、現場の人材育成と、
社会の問題解決、それらが同時に展開されていく重層的なプログラム群を用
意した。それにより、参加者からも関係者からも、また、地域内からも地域
外からも、一定の評価を得てきた。とりわけ阪神・淡路大震災や COP3 を経
験した関西地区において、NPO スクールは、中田（2000）が指摘する「相手
との対話の中で、現実から学ぶ」機会として、先達たちの経験値によって後
進たちが実践知を積んでいくこととなった。
 そこで本研究は、学生時代からボランティア活動の現場に携わり、その後
ボランティア活動の現場を創出する事業に携わってきた筆者の経験を「再詳
述」
（無藤 2005；山口 2007）することで、ボランティアの現在に接近してい
く。再詳述とは、
「既に現場での実践者が記述していることを実践者が行うの
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と絡めつつ自らの記述を行い再検討する」
（無藤, 2005）ことである6）。既に筆
者は自らの実践的研究を各所に発表してきているものの、それらを文字通り
再び詳しく述べる目的は、ボランティア活動が自分探しの手段になり、個人
のポジティブ・シンキングが促されるだけにとどまってはならないことを明
らかにするためだ。
 そもそも、ボランティア活動も含め、人間の活動には、主体と対象の関係
が成立する。しかし、個人のポジティブ・シンキングを促す活動は、主体と
しての私が、他者に対する行為を手段に、対象としての私に接近することに
なる。このように、ボランティア活動において主体と対象の同一性が有する
とき、少なくとも二つの問題を指摘することができる。一つは、中田（2000）
の言うボランティアの本義である「不断の自己革新」に関する問題だ。すな
わち、現実に対して積極的に向き合う姿勢を持ちさえすればよく、結果とし
て今の自分が置かれた状態に納得し、
「不変の自己満足」を論拠に「不断の自
己革新」の道を絶つ可能性がある7）。もう一つは、速水（2008）も触れていた
ように、若者に「旅人」となることへのあこがれをかき立てることにある。
すなわち、何気ない生活における小さな変化や、長い年月を経て継承してき
た伝統に対し、興味や関心を向けなくなるという、日常世界の「風景化」の
問題である。
 かつて、オウム真理教の元信者が「お寺は風景でしかない」と述べたこと
により、仏教関係者は日常世界に身近なはずの寺院が若者にとって「風景化」
していることに驚愕した（例えば、井上 1999）。文化庁文化部宗務課が毎年
行っている「宗教統計調査」によれば、2006 年 12 月 31 日現在、仏教系の寺
院は全国で 75,866 という数にのぼる。それだけ、寺院は日常生活の中に存在
しているものの、若者たちにとって、寺院は駆け込む場所でも、救われる拠
点でもなく、流れる景色の一コマにすぎなかったのだ。もっとも、これらの
若者たちがとった行動に、諸外国に出かけていく若き旅人たちを重ねて論
じることには違和感や唐突感を覚えるという指摘もあろう。しかし、とり
わけ国際ボランティア活動による自分探しを、日常世界の風景化という観
点から捉え直してみると、日常世界で他者との関わりを避ける若者たちは、
まるで時間の流れに対してゆるやかな抵抗の中で活動の現場へと流れ着き、
言語が通じない非日常世界において他者と関わり合う喜びに浸っているの
ではないだろうか 8）。
 よって、本研究では、
「不変の自己満足」と「日常世界の風景化」を導かな
いためのボランティア活動への実践的示唆を得るために、以下の構成により
論を展開していく。まず、本章、第 1 章では本稿の執筆にあたっての背景と
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目的をまとめたが、第 2 章では、自分探しに関する論考と、自分探しの観点
から接近したボランティア研究の動向を整理する。続いて、第 3 章では筆者
が携わった中国・内蒙古地区での沙漠緑化活動における学生ボランティアに
関する事例を紹介し、第 2 章でまとめた自分探しの観点から考察する。そし
て第 4 章にて、自己と他者、個々の生活と社会、それぞれを往還することを
通じて不断の自己革新が続いていくボランティア活動にはどのような要素が
求められるのかをまとめ、今後の課題と展望を示す。
２．自分探しの旅人たちの問いと旅人たちへの問い
２－１．個人発・世界経由・個人着の旅人たち
 前章では、現代におけるボランティアの一部が、自分探しを目的にしてい
ることに関心を向けた。そして、自分探しのために現場に接するとき、現場
の変化を導いていく際に必要とされる他者への視点と、自らが浸っている日
常の生活世界への関心、それらが共に失われていくのではないか、との問題
を提起した。また、冒頭で示したように、自分探しは旅の比喩で語られるこ
とにも触れた。多少揶揄した表現となるのだが、現代の若者たちのボランテ
ィアを旅に喩えてみると、さしずめ、現代の若者たちは自分発・現場経由・
自分行きの個人旅行を行っている、と言えよう。
 無論、現代の若者たちのボランティアが全て自分探しであるわけでもなく、
しかも諸外国で行うボランティア活動に自分探しの傾向が強いと言い切るこ
とはできない。加えて言えば、自分探しのボランティアが悪いというわけで
もない。実際、必死になって理想的な自己像を探求しようと、愚直に現場で
活動する場合もあるだろう。何より、そもそも自分探しとは、現代の若者の
みに見られる特徴ではなく、他の時代にも、またいつの時代にも、違う表現
にて語られる若者の傾向であるとも考えられる。
 そこで、本章では、ありたい自分を探し求めて旅に出る若者たちのボラン
ティア観を示す。まず本節では、自分探しとは何かについての論考を整理す
る。そして、現代の若者に特徴的な要素を明らかにした上で、自分探しとボ
ランティアに関する学術的な研究動向を次節にて整理することにしよう。
 上述のとおり、本節では自分探しについて概括していくのだが、とりわけ
前掲の速水（2008）の論考をひもといていくことにする。同書は、4 章で構
成されており、全般を通じて若者たちが共感を抱く対象を幅広く取り上げて
いる9）。具体的には、テレビ番組 10）や各種書物及び雑誌等の記事 11）での若者
たちの取り上られ方や、自己啓発セミナー等が受容されてきた背景を分析し
ている12）。また、不安定な時代の若者たちを捉える各種ビジネスの有り様 13）
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にも警鐘を鳴らした労作である。ちなみに、
「あとがき」にも記されているの
だが、同書は 1973 年生まれの著者が、自分探しを求める若者の姿を、同じ時
代を生きる当事者として追ったものだ。そのため、書評等では事実の羅列で
しかないとの批判も指摘されうるところであろう。しかし、本稿の目的を鑑
みれば、現代の若者が置かれた状況を積極的に取り上げている同書は、自分
探しに関する一定のレビュー文献として捉えることができる14）。そこで、以
下では同書の内容を追っていくこととする。
 まず確認しておくべきことは、若者の自分探しは今の時代のみ特徴的な傾
向ではないということであろう。事実、同書の結論部分には、そもそも「自
分探しが止まらないのは、現代の若者に限った話ではなく、ある程度モノの
満たされた資本主義社会の大きな潮流でもある」
（速水 2008, p.211）と述べら
れている 15）。ただし、自分探しという表現はまた、「三十路を間近に控えた
ＯＬが突然、海外留学やワーキングホリデーに出かけてしまうようなケース
「かつてはネガティブなニュアンスを持って使われ
を揶揄」する場合16）など、
ることの多いことばだった」という（p.16）
。一方、現代において自分探しは、
「肯定・否定の視点がない交ぜになった状態」
（p.17）という。それは自己実
現や自分らしさ等の言葉の流行とともに、
「前向きな若者の行為として受け入
れられているという側面もある」（pp.16-17）ためだとする。すなわち、現代
の若者たちは、労働環境の変化の中で「仕事では果たせない」自己実現を消
費に託しているという見解を示している（p.181）
。
 そして、若者の自分探しは、旅を比喩に用いて語られるのみならず、日常
生活では体験できない「リアルな体験」
（p.37）を求め、実際に旅に出る傾向
が強いという。当然、日々の生活はそれぞれにとっての現実（すなわち、リ
アル）であるはずだ。しかし、自分探しにおける「リアルな体験」とは、
「あ
る種の悩み（ほとんどが仕事か恋愛かお金かの三者択一だ。時にはそれらが
複合することもある）
」を抱えているとき、誰かから「前向きな言葉」が与え
られ、最終的には「ポジティブ・シンキング」が促されるか「そのままのあ
なたでいい」との「承認」が与えられることを指しているという（p.36）
。よ
って、著者は「身も蓋もない言い方をするなら、自分探しの旅とは現実逃避
のことだ」と断じる。
 現代の若者は「ここではないどこか」に「身をさらす」ことで「何かをつ
かむことができる」と考え、むしろ現実から目をそらす傾向にあるという（速
見, 2008, p.61）
。加えて著者は、この傾向を「自分を変えるために何か具体的
な努力をしようとは考えずに、環境を変えることで自分を変えようという彼
らの心性」と位置づけている（p.62）。なお、環境を変えることで自分を変え
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ることを具体的な努力であると捉えない論拠として、現代の若者世代が団塊
ジュニアであること17）や経済社会のグローバル化による雇用環境の変化の只
中にあること18）に加えて、1980 年代以降の「個性重視教育」によって「自分
らしさ」を尊重する進路指導が学校教育を通じて行われ19）、
「自分探し」が促
される仕組みが生まれてきたことを、著者は挙げている（p.130）
。
 ここで、「自分探し」が促される仕組みとは、「自分の内面にまだ見ぬ自分
が隠れているといった心情」
（p.206）であるという指摘に注目しておきたい。
著者によれは、少子高齢化と高度情報化の中で、学校卒業後の進路には「や
りたいこと」を追求すべく、徹底した自己分析を行い、自分の価値観に気づ
くことが大切だとされているという20）。ところが、学校では個人が掘り下げ
られていく一方で、
「セカイ系」21）と呼ばれるアニメ作品に関心が集まり、紛
争地や地球温暖化問題や貧困問題の只中にある国々を旅しながら個々人の恋
愛を盛り上げるテレビ番組が高視聴率のもと長寿番組化している。著者はこ
うした現状を「世界と自分の関係性の短絡」
（p.211）と表現している。
 かくして同書では、
「多くの人間にとって、自己選択と自己責任が要求され
る現代は生き難いものであり、そうした現代社会に対応できなくなった個人
があふれている」ゆえに、世界と自分との接続を試みる若者たちが、結果と
して「自分で生き方を選びとることができず、逆に重責に押し潰され、他人
の生み出した物語に委ねる者が後を絶たない」と論じている（p.213）。そし
て、この「他人の生み出した物語」こそ、社会の中に巧妙に仕掛けられた自
分探しのビジネスであるとする。さらにこの種のビジネスを、ゴキブリホイ
ホイをもじって「自分探しホイホイ」という造語で形容する。
「自分探しホイ
ホイ」とは、若者をゴキブリに見立てているのだが、それらの若者を取り込
む文化装置として、
「自分探しに迷い出た若者が持っている、〝自分らしさを
取り戻したい〟〝良きことをして世界とつながりたい〟〝自分の可能性にチャ
レンジしたい〟といったような願望をうまくとらえ、囲い込もうとするもの
を指している」
（p.140）とまとめている。
 そこで一旦、速水（2008）が示す自分探しの概念をまとめておこう。まず、
自分探しは現代の若者に顕著な現象であるが、過去にも見られ、現代の多様
な世代にも見られる。ただし、過去には自分探しは否定的視点で取り扱われ
る傾向にあったが、現代においては肯定的視点でも取り扱われる場合がある。
また、現代の若者は、悩みに対するポジティブ・シンキングの機会や悩んで
いる状態そのものが第三者に承認される「リアルな体験」を自分探しに求め
ている。その際、日常生活とは異なる世界に身を置く中で得られる何かの「気
づき」が重視されるため、現代の自分探しにおいては自己を研鑽するという
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意味は相対的に薄くなってきている。それでも、現代の若者たちは、まだ見
ぬ本来の自分が内面に隠れていると考え、異国への旅に出るなどして、自ら
の潜在的な可能性を探求していく。ただし、自分探しの旅の途上で「やりた
いこと」を見つけることは容易ではなく、相当の自己選択と自己責任を負う
ことへの困難さから、他人が生み出した物語に身を委ねて、日常生活を生き
ている。
 確かに、少子高齢化と高度情報化の中、現代社会は消費生活が多様化し、
雇用状況も変化し、学校教育で個性が重視されることにより、若者たちには
自分とは何かを問い続け、時代をさまよう宿命を帯びているとも捉えること
ができる。そうした宿命をまともに背負い、今の自分を客観的に分析する習
慣を持つようになった現代の若者たちは、
「やりたいこと」を見つけるために、
異質な環境へと旅に出るのだろう。あるいは、理想的な自己の未来像を構築
していく作業に苦しみ、
「等身大の自分」をさらけ出せる機会と、さらけ出す
場での第三者からの承認を世界に求めているのかもしれない。この構図は、
ちょうどヒデが「俺」と「みんな」と呼んでいるように、自分自身と、自分
自身を構成する世界とを二分させていたこととも重なる。つまり、現代の若
者たちは、自己を探している日常生活の環境と、自己を探す非日常の世界と
の関係とを対極的に取り扱い、その両極を頻繁に行き来することによって、
自らの安定的な立場を求めていると考えられるのである。このように捉えて
みれば、非日常の世界に浸るために旅に出る若者たちは、技術や知識の習得
のための努力を重ねているのではなく、外的環境の変化による個人の心境や
思考の変化を期待しているとの考えに合点がいく。
 しかし、自分探しには肯定的側面と否定的側面の両面から接近できること
を確認した。言うまでもなく、若者が外的環境に身を置くことが全面的に悪
いわけではないのだ。何より、同書において問題とされているのは、他者が
作った物語に個人の変化を求める若者たちを巧みに誘導する「自分探しホイ
ホイ」の仕掛け人たちの存在である。つまり、自分探しの否定的側面を指摘
し追究するのであれば、その対象は自分を探す人々ではなく、
「やりたいこと」
の探し方を指南する主体と、その主体による巧妙な誘導方法ではないか、と
いうことだ。別の言い方を用いるならば、自分探しの旅の問題点は、心地よ
さへの罠にとでも言えよう。つまり、やりたいこと、できること、それらに
対応するプログラムを用意する一方で、やるべきこと、転じてそれは、やり
たくないことへの着手を遠ざけているのではないか、ということだ。
 速水（2008）によれば、
「貧困救済」
「ボランティア」
「NGO」など、
「政治に
関連したキーワードの方こそ、現代ではファッションやある種のステイタスと
- 14 -

自分探しの時代に承認欲求を満たす若者のボランティア活動

なっている」
（p.159）という。だとすれば、国際ボランティアは、現代の若者
たちにとって、本当の自分を探していくために、
「やりたいこと」の一つとし
て積極的に位置づけられるものであろう。ただし、ここで今一度前章にて記し
た「不断の自己革新」に対する「そのままのあなた」という「不変の自己満足」
との対比に注意を向けておきたい。特に参加型開発の取り組みが象徴するよう
に、国際ボランティア活動の多くは、
「ある集合体や社会の改善、改革」に取
り組むという「ベターメント」
（杉万, 2006b）が導かれるよう、主体と対象のあ
いだに、適切な関係構築がなされる必要があるためだ 22）。
 前章でも触れた中田（2000）は、
「私がボランティア活動に関わったのには、
生きる意味を求める、あるいはより人間らしい生き方を求めるという求道的
な欲求があったように思われる」と前置きをした上で、
「そのような情緒的で
私的な問題より、そこで大切だったのは、いかに貧しい人たちのために役に
立つか、乏しい資金でいかに効率的な活動を行うかであった」と述べている。
そうして現地のベターメントにあたってきた氏が、
「ボランティア未来論」と
題した一冊を書き上げる契機となったのが、現地の人々、すなわち活動の対
象者から投げかけられた問いであった 23）。自分探しの上では「やりたいこと」
やポジティブな個人の状態を保つために「リアルな体験」を求めている、と
いう返答を行えばよいのだろうが、果たして「援助を受ける相手の人々や社
会にとっての意味」（中田 2000）という点において、ボランティアはどのよ
うに位置づけられるのだろうか。そこで次節では、自分探しとボランティア
の関係について、研究面ではどのように論じられてきているのかを見ていく
ことにしたい。
２－２．乱視状態の旅人を救う自己尊厳
 前節では自分探しについてのレビューをもとに、現代の若者たちが自分探
しの旅に出ていく背景を整理してきた。そこには個性重視の教育を受けてき
た若者たちに「自分探しホイホイ」（速見 2008）と形容できる多様なビジネ
スが提供されることによって、
「本当の自分」を探る機会が生み出されている
ことを見た。そして、本当の自分を探るためには、個人の日常生活から離れ
た世界に身を置くことが妥当であるとされ、社会的な論点に接していくこと
が流儀や流行の一つとなっていることも確認した。ゆえに、現代の若者たち
にとって、国際ボランティアは、潜在的な能力を発見し開発していく上で「リ
アルな体験」ができる、格好の場であると位置づけられる。
 では、個人の生活世界と世界での「リアルな体験」とを短絡させながら、
自分を探す若者たちを、ボランティア活動研究においてはどのように位置づ
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けているのだろうか。この視点で文献を渉猟する上では、大阪ボランティア
協会は、その名も「ボランティア活動研究」という研究報を 1981 年の創刊以
来不定期ながら刊行しており、本稿執筆時点における最新号には「理論はボ
ランティア活動をどう語ってきたか」と題した特集が組まれている。そこに
は、哲学、社会学、グループ・ダイナミックス、教育学、政治学、経済学の
6 つの学問分野から、ボランティア活動についての研究動向について論考が
示された上で、執筆陣らによる座談会も掲載されている。さらに、同誌は、
同協会が 1974 年と 1986 年に刊行している「ボランティア活動の理論」の趣
旨にならい、1985 年以降の文献をレビューがなされるよう執筆者に依頼され
ていることも特徴の一つである。
 そこで、本稿では、
「ボランティア活動研究第 11 号」及び 2002 年以降に執
筆された論文を中心に、ボランティアへの研究の視点を見ていくことにする。
まず、本誌「ボランティア学研究」の執筆陣も多く執筆している 24）「ボラン
ティア活動研究第 11 号」
から、
関連する議論を拾っていこう。
まず、
入江
（2002）
は自発性が重視されるボランティア論に対して、
「支配的な言説によって簡単
このように、
に方向づけられてしまう」
という批判的論考を掲載している 25）。
ボランティアへの物語をつくる社会システム側の関心に対し、渥美（2002）
は物語をつくる個人に対して視点を当てており、特に社会心理学の研究者た
ちが「通常の会話では『ただただやってきた』という風に」言っているボラ
ンティアたちの「語るに語り得ない」動機を、アンケート用紙の配付等を通じ
て、
「ボランティアに語らせてしまっている」のではないかと整理している 26）。
続いて長沼（2002）は、学術論文のみならず教育行政の答申等にも渉猟の範
囲を拡げた上で、
「この 15 年は教育におけるボランティア活動の歴史的な転
換点」27）であり、「そもそも意図的、計画的、制度的な教育というものに、
自由で、自発的で、柔軟な発想のボランティア活動がなじむのか」と「根本
的な問いかけ」を投げかけている。そして岡本（2002）は、膨大な文献のレ
ビューから、
「ボランティア活動の政治的な文脈での検討が要請されているこ
と」に疑う余地がないところまで定立を図った上で、一般的な言説となって
いるボランティアの「自発性、無償性（非営利性）、社会性（公共性）の三つ
の要素」において、「NPO による組織化や社会的意義が強調されることによ
って、必然的に、公共性の強調がなされ、事業として成立されること」に議
論の重点が置かれていることへの注意を喚起する 28）。同誌の特集は、小野・
山内（2002）による経済学の観点からボランティアにはどのように接近する
かが論じられており、
「経済学理論ではボランティアや寄付行動を起こす利他
的動機と利己的動機、投資的動機と消費的動機を説明」しているが、
「いずれ
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も理論上きれいに分類されているが実際の社会ではほとんどの人が同時に両
方の動機を持つことも容易に想像できる」とするなど、前節で見てきたよう
な両義的側面がここでも確認できる 29）。
 以上のように、同誌の議論は前節で見てきた自分探しに関する論点と符合
する。具体的には、入江論文では、哲学の観点より、社会システムの側から
個人の活動への干渉が示されている。また、渥美論文では、グループ・ダイ
ナミックスの観点から、動機の語りなさに対する研究者の訊問的接近による
既成事実化が指摘された。さらには、長沼論文では、教育学の観点から、個
人の行動の制度化に対する社会の柔軟性の担保が必要であると述べている。
加えて岡本論文では、政治学の観点から、公共性の強調による個性的な活動
への倫理的批判の勃興が見られることが記された。そして、小野・山内論文
では、経済学の観点において、理論上は二項に分類可能な要素であっても実
際は両因子が併存することが明らかとされている。
 一方でこれらの議論と前提を異にする研究もある。例えば桜井（2002）は、
「ボランティア活動の推進を行う政策担当者や政策機関」への「政策的含意」
として、
「自分探し」のボランティアが「ネガティブな動機」によるものであ
ると位置づけ、
「対処」を「考慮」する必要を訴える。そこでは、
「自分探し」
を「ボランティアの影の部分」であるとしている。さらには、上記のよう
な担当者や機関が「認識せずにそれを推進することも無責任で危険なこと
であろう」と述べている。そのため、「ボランティア推進機関やボランティ
アを募集する NPO は、募集したいボランティアの参加動機を理解し、それ
を誘因できる方法を採るべきであろう」と示している。よって、過度な干
渉、積極的な接近、制度化の推進、政策的視点からの公共性の重視、実践
家による動機の同定など、むしろ先述の視点とは対極の考えにあると捉え
ることができる 30）。
 前節での論考を鑑みれば、ボランティアにおける自分探しでは、ポジティ
ブとネガティブの両義的な性格を有するものと捉られていた。しかし、桜井
（2002）は、「他にすることがなかった」「時間が限りなくあった」といった
暇を持て余してボランティア活動を始めることを示す項目と、「さみしかっ
た」「自分の今の生活や考え方に自信が持てなかった」「自分の抱えている問
題を忘れる機会がほしかった」といったネガティブな意識によってボランテ
ィア活動を始めることを示す項目から、ボランティアにおける自分探しの要
素を「ネガティブな動機」と一義的に取り扱っている。このような解釈が与
えられている背景には、ボランティアに対するイメージと活動の参加への相
関関係を 6 つの因子にまとめた、小澤（2001）による日本と韓国との比較研
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究が根ざしていると思われる。6 つの因子とは、向上心に関連する「向上因
子」、他者援助に関連する「援助因子」、社会・教育制度の直接的な場合とマ
スメディアなどの取り上げ方による間接的な影響の双方を含む「やらねばな
らない」という雰囲気による「外圧因子」
、
「恥ずかしい」という「羞恥因子」
、
批判的な態度に関連する「偽善視因子」、「遊び心」を感じさせる「面白因
子」である。この中で、「面白因子」はポジティブとネガティブの両方を備
えたものであるとし、加えて因子がポジティブとなるかネガティブとなる
かは文化環境の違いに依拠することがされているのだ。よって、桜井（2002）
はこれらの視点を受け、向上因子、外圧因子、羞恥因子に基づく日本のボ
ランティア活動を、自分探しのネガティブな要素として位置づけたのでは
ないだろうか。
 ちなみに、桜井（2002）の研究が「活動の特徴を理解し、ボランティア募集
の活動をするべき」と、行政などの政策担当者や NPO の現場スタッフ等に対
するボランティア受入や推進のための示唆を導き出したのに対し、桜井（2005）
では、同じデータを用いて、ボランティアの活動継続行動に与えている要因を
3 つの観点から明らかにしている。具体的には、ボランティア個人の社会的背
景や特徴的性格に焦点を当てた「個人的要因」と、ボランティア活動の参加動
機の違いと継続性の関係に焦点を当てた「参加動機要因」と、ボランティアの
活動に対する満足感に焦点を当てた「状況への態度要因」の 3 種類である。こ
れらの 3 種類の変数を用いて重回帰分析を行ったことで、年齢層により有意な
活動継続要因が異なっていることが明らかにされた。そして、「それぞれの活
動現場で継続してほしい年齢層が持つ活動継続要因を理解し、そうした活動継
続要因に配慮したボランティア活動を設計すべき」と述べている。その際、具
体的な提案として、
「例えば若年層のボランティアに活動を継続してほしいな
らば、その活動での役割が明確であり、また活動の効果が目にみえて明らかで
やりがいを持てるよう、努力することが望ましい」とある 31）。
 この議論は、小野・山内（2002）が示した、ボランティア活動の現場では、
利他的動機と利己的動機、投資的動機と消費的動機、それぞれが併存した状態
で行為にあたっているとする指摘を重ねると、前章で確認した中田（2000）の
「不断の自己開示と自己革新」が継続性を左右するという視点に合点がいく。
すなわち、ボランティア活動の継続性は、ボランティアを通じた学習効果の有
無が影響するのではないか、という点である。この点については、1992 年の生
涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策」でも前
提とされているところであろう。事実、同答申では、
「ボランティア活動は、
個人の自由意思に基づき、その技能や時間等を進んで提供し、社会に貢献する
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ことであり、ボランティア活動の基本的理念は、自発（自由意思）性、無償（無
給）性、公共（公益）性、先駆（開発、発展）性にある」と謳われている。そ
して、長沼（2002）も着目しているとおり、それまでは「他者や社会への貢献
や奉仕、あるいは自己犠牲的なイメージで捉えられてきたボランティア観」も、
こうした答申がとりまとめられることによって、教育分野の政策的、制度的な
整備の「牽引役」が生まれ、徐々に他者の視点、さらには協働、共感の視点へ
と、ボランティア活動への関心の幅が広がりを見せたと考えられる。
 なお、ボランティア観の変化を政策動向に見るとすれば、1992 年の生涯学
習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策」に続いて
発表された、1993 年の中央社会福祉審議会地域福祉専門分科会による「ボラ
ンティア活動の中長期的な振興方策について」という意見具申も、利他的で
あれ利己的であれ、活動を始めることよりも継続されることに重点を置いた
ものとして特に取り上げておくべきものであろう

32）。この具申では、
「ボラ

ンティアは自発性に基づく行為であり、活動の動機もさまざまであるが、今
日では、善意や奉仕の心にとどまらず、より広がりをもった地域社会への参
加や自己実現、さまざまなことをお互いに学び経験し、助け合いたいという
共感、相互理解、互酬性に基づく動機に変化」した、と記されている。既に
岡本（2002）の議論を紹介したが、その後、特定非営利活動促進法の制定に
より、ボランティア活動は個人的な行為に留まらず、組織的な活動（例えば、
NPO 活動）の行為者として捉えられるようになり、ボランティア活動を始め
る際にも継続する際にも、社会性や公共性が重視されるようになってきた。
しかし、この具申が出された当時は、ボランティアに対して重ねられてきた
無償性の原則という原理を、他の観点から相対化しようという意図を見出す
ことができる。ここに小野・山内（2002）による動機の両義性の併存の視点
を重ねれば、自発性が反映された利己的動機に基づく活動は主体的な学びを
喚起すること、公共性が反映された利他的動機に基づく活動は自分探しの手
段となること、この両側面がボランティア活動における無償性の相対化によ
って着目されるようになったと考えられるだろう。
 このように、ボランティア活動を巡る研究者の認識、また政策的な含意は、
時代の変化と共に大きく変容してきた。津止（2008）は、
「ボランティアとそ
の活動に関する今日的な理解や実態」
、すなわち現代の「ボランティア観」は、
従来からの「自発性」という主体態度は「学習」可能なものに、
「無償性」と
いう価値形態は非営利性に、
「公共性」という活動効果は自己実現との緊張関
係に、それぞれ構成概念が変化してきたと示している。そして、図 1 のよう
に、
「新旧のボランティア理解が完全に分離も重複もせずに、一部重なり合い
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ながらその分離重複の関係をさらに行き来」し、
「乱視」的な不安定な状況を
作り出しているゆえに、
「定義化が最も困難な社会活動のひとつというネガテ
ィブ評価」がなされているのだと論じる。ただし、この「乱視」的な状況に
よる「ゆらぎ」や「あいまいさ」が、
「従来のボランティア理解と実態を刷新
し、ボランティアとその活動の豊かな未来を切り開く可能性に充ちた原動力
であり、ボランティアキャパシティの広がりの力」であると述べている。

図 1 ボランティア理解と実態の多様化（津止,2008 p.11）

 そこで改めて、90 年代以降に一般化されているものの、津止（2008）では
取り上げられなかった、ボランティア観における「先駆性」という性格に着
目してみよう。繰り返しとなるが、前掲の「ボランティア活動研究第 11 号」
では、藤井（2002）や岡本（2002）が、ボランティア活動の先駆性は、特定
非営利活動促進法制定以降、集団的活動に対し、組織論の観点から取り上
げられている、と記している。そこでは、社会問題の発見、対処、解決と
いう一連のプロセスを担う組織の有り様に焦点が当てられている。しかし、
言うまでもなく、そもそもボランティア活動は自発的な活動ゆえに、活動
の結果として先駆性という性格は生じやすい。逆に言えば、全てのボラン
ティア活動には先駆性があるわけではない。とはいえ、1992 年の答申では、
先駆性とは開発、発展の要素を含んでいるとされている。よって、集合体
による組織的な活動のみに開発や発展の要素を見出さないとするならば、
ボランティア観における先駆性とは、活動を継続するなかで、自らの成長
と、自らの置かれている状況の改善がもたらされるという性格を取り上げ
ていると考えられる。このように捉えてみれば、まさに中田（2000）の言
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う、ボランティアを続ける上で欠かせない「不断の自己開示と自己変革」
という主張とも重なる 33）。
 実際、岡本（2006）は、ボランティアは何らかの困難の只中にある人々の
状態に関わることにより、活動の対象から「あなたは、かけがえのない、な
くてはならない存在」という社会的役割を認識できる、と述べている。それ
は現代社会には、
「個性」や「人間として生まれてきた価値」及び「他人の尊
さや自己の尊厳」など、
「生きる力」の根源である「人間性」を泥棒のように
取り去る「自尊心泥棒」がはびこっているためだとする 34）。この議論をもと
にすれば、より先駆的な活動、すなわち自らの開発や自らが置かれた環境の
発展を導く活動を通じて、他者からの感謝を得ることは、より高次な自己尊
厳を得ると考えられる。ここに、自分探しに出る若者たちは社会開発や社会
発展に資する先駆的な現場を活動先として選択し、困難な状況に身を置くこ
とへの自己決定を通じて自己尊厳を得ようとしているのではないか、という
推論が成り立つ。
 以上、本節では、ボランティア活動研究から、自分探しに関連するボラン
ティア観の捉え方について、旧来の自発性・無償性・公共性・先駆性に対し、
現代社会の状相を反映した新たな概念が勃興していることを見てきた。具体
的には、自発性は継続的な体験を通じた学習性に、無償性は事業活動におけ
る非営利性に、公共性は他者との関わりを通じた自己実現性に、それぞれ対
置される概念の提起がなされていることを確認した。そして、積極的に取り
上げられていない先駆性については、自分探しの観点から接近すると、より
困難な状況に身を置くことで承認される自己尊厳を欲求として抱いているの
ではないか、という推論を立てるに至った。そこで次の第 3 章では、筆者の
協働的実践から、中国・内蒙古自治区での沙漠緑化活動のエスノグラフィー35）
を取り上げ、第 4 章以降で再び現代の若者たちのボランティア観について検
討を重ねていくことにしよう。
３．通りすがりの旅人による小さなお世話：ecostyle.net における沙漠緑化活動
３－１．沙漠緑化とボランティア
 自分探しのために「リアルな体験」（速見 2008）を求める若者たちにとっ
て、諸外国でのボランティアはその具体的な対象の一つである。しかも、直
接ボランティアという名称ではなく、例えば「エコツアー」などと呼ばれる
場合には、参加への敷居がより低くなる。このように諸外国でのボランティ
アやエコツアーなどによる諸外国への移動はグローバルな枠組みで捉えられ
がちであるものの、参加者はあるローカルな環境間（便宜上、日常生活を送
- 21 -

山口

洋典

っている環境を A、リアルな体験を行うために訪れた諸外国の環境を B とす
る）において、環境 A と環境 B とあいだを相互に移動しているにすぎない。
つまり、国際的な移動の場合にはインターナショナル（国際的）な移動がな
されていることになるが、ただ、ローカルな環境のあいだをインターローカ
ル（地域間）に移動しているだけなのだ。しかし参加者たちは何かを学びに
環境 B へと赴き、何かを学んだとして再び環境 A に戻ってくる。環境教育の
見地では、これを「環境を通しての教育（through）
」と位置づけるものの、
（地
球）環境問題が深刻化している今、「環境のための教育（for）」が必要とされ
ていると示されている（Fien 1991）。この点についてまとめたのが山口ら
（2003）の議論である。

図 2 環境と教育をつなぐ前置詞と参加者の関心との相関（山口ら, 2003）

 折しも、筆者ら（山口ら 2003）は、物事への関心の「感覚化」
（中村 1997）
が進む現代の若者たちが、状況的関心に基づき、物事への実感（リアリティ）
を求めて物事、出来事に触れていることについて、ecostyle.net が取り組む沙
漠緑化活動のアクション・リサーチから取り扱ってきている。外部参入者と
共に取り組まれる協働的実践（渥美 2001）としての沙漠緑化活動において、
エコツアー参加者と現地スタッフの動態に着目してきたのである。そこでは、
エコツアーの企画側の演出の如何が、参加者の物事への関わりの度合い（い
わゆる「ノリ」
）を左右することを明らかにしてきた。すなわち、事前、実施
中、事後と、すべての過程で、それぞれが出会う物事や出来事を「リアルな
体験」として受け止められるよう、演出することが必要とされることを例証
してきた。
 状況的関心とは構造的関心と対置して示される概念だ（山口ら 2003）。構
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造的関心とは、系統的に事態を整理し、世界の構造やその背後にある体系的
な関係性を重視することである。一方、状況的関心とは、ある時間的、空間
的状況において、自らの身の置き所を感覚的に位置づけ、集団における共同
性を重視することである。なお、状況的関心と構造的関心の対比は、後に諏
訪ら（2005）によって、論理の一貫性という観点から解題されている。そし
て、エコツアーのみならず、震災復興をはじめ、多様な分野でのボランティ
ア活動研究に援用できることが明らかにされている。
 言うまでもなく、沙漠緑化活動に、また国際ボランティア活動に取り組む
人々が、全て「リアルな体験」を求める若者たちばかりではない。自らが立て
た問いを解明するために体系的な関係性を重視する参加者、すなわち構造的関
心をもとに現地に赴く人々もいる。こうした参加者は「ノリ」を重視する状況
的関心に基づく人々に対し、それまでに積み重ねてきた一定の経験をもとに問
題事象に構造的関心を抱き、「環境の中での教育（in）
」のプログラムとして現
地の歴史や文化や社会についての精確な解説を求める。次節にて詳述するが、
本稿でも取り上げる ecostyle.net による沙漠緑化活動の現場では、1982 年から緑
化活動が続けられている。筆者が参加し始めたのは 2001 年の 3 月以降、5 回に
わたって現地を訪問してきているが、筆者は、圧倒的に状況的関心による参加
者たちに触れてきた実感がある。しかも、そうした印象を残す参加者たちは、
いずれも学生もしくは学生時代に参加したリピーターたちであった。
 そこで本節では、中国内蒙古自治区の沙漠緑化に、生真面目さよりも好奇
心旺盛に関わってきた学生ボランティアたちが、現場スタッフと、さらには外
部参入者としての研究者らとともに、沙漠緑化という問題解決活動に直面して
きたかについて、自分探しという点から照射しておきたい。ただし、「環境の
ための教育」があるローカルな実践の現場での問題解決に資するべき、という
観点から、状況的な関心で物事、出来事に携わる学生が問題解決に貢献できる
にはどうすべきかについて、実践的な提言も行っておきたい。つまり、自分探
しはネガティブな側面とポジティブな側面の両義を有するということを前提
に、沙漠緑化という具体的な問題解決に携わる者とその後の現地との関係につ
いて取り扱う、ということである。なお、本節は国際ボランティア学会第 7 回
での発表の際の予稿としてとりまとめた山口・渥美（2006）の内容を大幅に加
筆修正したものである。
３－２．旅人たちを迎え入れる現地の変化
 われわれが研究の対象としている沙漠緑化プロジェクトは、内蒙古自治区
ホリンゴル県の南部に位置する自二爺（バイアールイエ）沙丘内の 2000a の
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流動砂丘地帯で行われている。
バイアールイエ沙丘は、
海抜 1100〜1400m で、
区都である呼和浩特（フフホト）から約 80km 西の黄河中流域の黄土丘陵地
帯に属し、ホリンゴル県内で風水害による土壌流出や沙漠化の被害が最も深
刻な地域であり、プロジェクトの開始当初は未解放区であった。元来は牧草
地であったものの、近年の無秩序な農業開発と過放牧により 8000ha が土壌流
出にさらされたため、中国共産党のホリンゴル県委員会と県の人民政府が
1982 年より緑化活動を開始したという。最も沙漠緑化が進行した際には、
8000ha のうち 5700ha が流動砂丘と半流動砂丘となったと言われており、本プ
ロジェクトはそれらの地域を緑地化し、持続可能な循環型農牧業を開発し定
着させるために地元集落を支援することを目的としている。
 よって、単に沙漠化した土地を緑化するだけでなく、沙漠化していた土地
が緑化された土地を維持・発展させていくという意味において、本プロジェ
クトは終わりがない活動である。言うまでもなく、緑化が成功したとしても
再び過放牧等がなされれば、たちまち沙漠化するという脅威にさらされてい
るためだ。既に、当該地域に日本人が関わっていく経緯等は山口ら（2003）
に示しているが、筆者らが現地に入るにあたって窓口となっている団体
（ecostyle.net・増田達志代表）は、現地に新たな生活文化を浸透させるべく、
現地の住民や団体と協力を重ね、流動砂丘の緑化に取り組んできている。実
績数値を挙げると、1996 年より現地で活動を始めた ecostyle.net では、日本人
スタッフと現地スタッフとともに、7 年のあいだに防風林としてポプラを 6
万本、柳を 5 万本植樹し、牧草の種子 3t を播種し、結果、全体の 1/3 程度の
面積（約 700ha）で、流動砂丘がほぼ完全に固定化され、多くの草花や木が砂
地を被覆するまでになっている。
 別の言い方をすれば、沙漠緑化活動が終わらないのは、こうして緑化され
てきた土地をそのままに保存するのではなく、どう活用していくかの保全の
視点が要請されるためである。なぜなら、過放牧が原因で沙漠化したのであ
れば、適正放牧を行いながらその地に住まう人々を育てていくことが重要と
なるためだ。万が一緑化に関わった人々が自らの手柄をひけらかすかのよう
に緑化された状態に手を入れさせないなどということになれば、自然の変化
によって朽ちてしまうこともあるために、緑化完成状態を保存することの方
がむしろ難しいはずだ。そこで、ecostyle.net では、沙漠地から緑地へと変え
ていく以上は、変えた土地を管理し利用していくべきでないか 36）と考え、後
述するように、現地住民と共に「入会地」
（コモンズ）の維持・発展を試みて
きているのである。
 中田（2000）がボランティアを「不断の自己革新という不思議を生きる」
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存在であると示したように、人為的な要因による沙漠化を経験した地に居住
する人々は、まさに「不断の自己革新という運命を生きる」ことが要請され
る。外部参入者の漸次的な参入のもと、日々の小さな積み重ねを通じて、
「い
つか」の風景が「まさか」の風景に変わってきているのだ。事実、図 2 は 1998
年 1 月の現地だが、風を止め、砂を移動させ、表地に草を被覆させていくこ
とにより、2002 年 8 月には図 3 に示すような状況に変わった。外部から参入
してくるボランティアのみならず、現地の住民たちにとっても、不断の自己
革新が普段から要請されてきたゆえんであろう。

図 3 1998 年 1 月のバイアールイエ沙丘（ecostyle.net 提供）

図 4 2002 年 8 月のバイアールイエ沙丘（ecostyle.net 提供）
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３－３．断続的に現地に訪れる旅人たち
 沙漠化した土地に対して、エコツアーという名目で日本から訪れるのが、
事例で取り上げる参加者たちである。既に延べ 200 名程度が現地に訪れてお
り、そのうち約 20 名程度は、2 回以上参加しているリピーターであり、近年
の新規参加者は過去の参加者がリクルーターとして誘ったことがきっかけと
なっている場合が増えてきたという。ただし、1 割程度のリピーター率を、
現場に貢献したいという自発性が喚起されたことによる、などと結論づける
のは短絡的だ。既に山口ら（2003）が示しているとおり、ecostyle.net の活動
は、沙漠緑化活動の担い手を募集するものではなく、特に大学生らを中心に
状況的関心を喚起するエコツアーとして展開しているのである。したがって、
むしろエコツアーに参加したことで再び現地に導かれるという、現場からの
随伴性が喚起されたと捉える方が妥当ではないかと考える。
 そこで、以下ではまず、エコツアーの参加者たちが残した言葉に着目して
みよう。既述のとおり、筆者が初めて対象地を訪れたのは 2001 年 3 月のこと
であった。当時在職していた財団法人大学コンソーシアム京都主催の教育・
人材育成プログラム「NPO スクール」の一環で新規開設がなされた「コミュ
ニティ・ビジネス&サービス講座」の「海外実践講座」と銘打ち、大学教員
と学生と社会人受講生の 5 名が参加したものであった。募集のチラシも筆者
が作成しているのだが、そこには過去に参加したという学生による次のよう
な感想を紹介している。それは、
「日本に帰ってきてからの毎日に妙な張りが
出てきた僕にとって、この旅は『日常を再発見するための旅』だったかもし
れない」というものであった。
 内蒙古を訪ねる学生たちにとって、沙漠緑化のエコツアーが人生最初の海
外旅行となる場合もある。そのため、
「人生観が変わっています」
、
「今の私は
恵まれすぎていると感じました」、「日本の生活を行っている私の方が現地の
人に比べて心が貧しいのではないかと思いました」等、感動体験や圧倒した
経験が言語化される（山口ら 2003）
。一方、2002 年に電子メールでとったア
ンケートからリピーターの発言に着目すると、
「想い出になりつつある経験で
すが、美化されないように現状を把握したいと考えております」など、ツア
ー体験を相対化し、関心を構造化していく傾向も見られる。しかし、リピー
ターの参加者も、内蒙古に引きつけられる理由が問われると、
「自分の目で見
たかったから」など、
「語るに語り得ない」
（渥美 2002）動機に対して回答を
残す。
 このように、参加者の感想からは、状況的関心に基づく感動体験や圧倒し
た体験の言語化や、事務局の関与を通じた関心の構造化の傾向を見て取るこ
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とができるのであるが、2005 年夏の参加者の行動に対し、事務局が驚愕した
ことについて紹介しておきたい。それは、
「つながらない携帯電話を常に持ち
歩き、定期的に見る」ことであった。2 つ折の携帯電話を取り出し、筐体を
開き、待ち受け画面の画像を見て、新着メールがないかを確認するという一
連の所作は、彼女にとって、切り離し難い日常であったのだ。しかも、その
時の携帯電話機は国際対応機でなかったために、新着メールが届くわけでも
ないため、われわれが不思議そうな表情を浮かべ、露骨に怪訝な雰囲気を伴
わせて「なぜ」を問うたとき、
「わかってるんです、でも…」と応えていると
ころを見ると、問われている意味も、行っていることの意味（あるいは意味
のなさ）もわかっているようであった。彼女は帰国後、次のような感想を述
べているのだが、現地において一連の所作を辞めなかったのは、単に動作が
身体化しているからだけではなく、むしろ、日常とは異なる場において、親
密な関係を拠り所にして、自分を見失わないようにしているように思えた。

私はこのツアーが本当に楽しかった。日本では体験できないことをたく
さん体験できたし学べた。私が体験したのは今までのメンバーが何年も
続けてきたなかのほんの一部でしかない。きっとまた何回か活動をして
いくうちに活動の意味をもっと深く知ることが出来ると思う。だから出
来ることなら次回も参加してたいとおもった。
（2005 年夏のツアーの参加者・大学 1 回生・女性：ツアーの参加後に記
したレポートにて）
３－４．旅の案内人の葛藤
 ecostyle.net の増田代表は、バイアールイエでの活動を開始して以来、延べ
200 名程度を案内する役割を担ってきている。全ての参加者が「自分探しの
旅」に出ているかは別にして、エコツアーという文字通りの旅に参加する人々
に対し、どのような印象を抱いているのか尋ねてみた

37）。中でも

2008 年度

の議論では、最近の参加者に対して、
「手応えがない」という類の発言を行っ
ている。誤解のないように述べておくが、これは参加者の直接的な批判では
ない。一つには、緑化活動自体に一定の成果が見られるゆえ、以前ほど植林
という性格が薄れ、さらなる被覆率向上や緑化された土地の維持を目的とし
たものとなってきているため、沙漠緑化活動に参加することのリアリティが
薄まってきている可能性も参加者の反応に影響しているだろう。
 実際、2005 年からは、沙打旺（サダワン）や楊柴（ヤンツァイ）や檸条（ニ
ンテャオ）といったマメ科の植物の種を、ただ砂地の地面に巻くという作業
- 27 -

山口

洋典

を緑化活動として行った。そのために、参加者からは「エッ、それで沙漠が
緑化されるの？」という印象や、
「いざ沙漠緑化」という思いで訪れた人々に
対し「これが沙漠？」といった感覚を招くことになっている。無論、これこ
そが、1998 年から続けられてきた沙漠緑化活動において、各回に参加してき
た人々の連携の賜物だ。しかし、思い起こして欲しいのは、沙漠化した土地
で暮らす人々には、それぞれの日常に「不断の自己革新」が求められている
という点である。
 増田代表は、
「通じない携帯電話で何かとつながっていたい」との考えを抱
いて作業に没入しない参加者や、
「浅はかな思いこみ」を抱く参加者、また場
合によっては「人の話を聞かない」ツアー参加者に対する問題提起と、自身
も現地に居を構えるようになった遷住者（岡田・河原 1997）として、2006 年
に大きな決断をした。遷住者（trans-habitant）とは、「漂住者」という表現が
充てられることもある（岡田 2005）ように、ある場所にどこからともなく辿
り着き、住み始めるようになった人のことを指す。決して定住するわけでも
なく、期間を明確に決めて住まうわけでもないという点に特徴がある。しか
し、現地の住民でもある増田代表は、2002 年の問いかけにて「ここが私の家
ですから、よりよい生活をおくるための当たり前のこととして」
、今後も内蒙
古での活動を続けていくとしている。

図 5 居住者の分類とハビタントの定義（岡田・河原,1997, p.246）
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 増田代表の遷住者としての不断の自己革新は、2006 年 6 月 15 日から 7 月
31 日にかけて建設された「内モンゴル大草原交流館（以下、交流館）」とい
う形に結実した。活動開始から 10 年目の節目に、日中の交流と協力をさらに
深めるための拠点として、宿泊施設・セミナールームを備えた交流館を設置
することとした。交流館は、鳥取県智頭町の「日本・地域と科学の出会い館」
の運営方法を参考にし、50 名を定員とした設立出資金を伴う運営委員を募集
し、廃校になる「治沙站小学校」の改装にあたったのだ

38）。建設の時点で、

活動期間は 2006 年〜2015 年の 10 年間とされ、期間終了後には、交流館を地
元へ無償で寄贈し、コミュニティセンターとして地域活性化に活用してもら
うことが約束されており、今後、新たな拠点を活用してどのような事業を展
開していくのか、転じて、どのような旅人を迎え入れていくのか、筆者もま
た出資者の一人として関心を向け、実践に参画し続ける予定である。
３－５．それでも旅人を招き旅人が訪れる理由
 沙漠緑化における「不断の自己革新」は、沙漠ではなかった土地が沙漠に
なり、沙漠化した土地が沙漠でなくなっていくという視覚情報が行為を左右
していると捉えられる。しかし、果たしてそれだけなのだろうか。本稿の第
2 章第 2 節では、困難な状況に身を置くことへの自己決定を通じて自己尊厳
を得ようとしていることに、ボランティアの先駆性があるのではないか、と
いう推論を重ねていた。そこで、自己実現を目指す人々が非営利活動に身を
置きながら学習を重ねている、まさに現代のボランティア観と相即するエコ
ツアーの現場が、どのような自己尊厳を喚起させているのか、
「アフォーダン
ス」という観点から論考してみたい。
 「アフォーダンス」とは、Gibson（1979）が提唱した概念で、行為者とモ
ノとの間の行為に関する絶対的な関係を指す。日本で多くの書物を著してい
る佐々木正人は、後藤ら（2004）の著作で行為を可能にさせる環境を構成す
る 3 つの要素、すなわちミーディアム（媒質）
、サブスタンス（物質）
、サー
フェイス（表面）について平明な解説を行い、
「異種混合体」と「肌理（きめ：
texture）」の構造への注目を導く。要するに、われわれ行為者は、現実に即し
た客観的事実、換言すれば、各々の行為にまつわる無限の関係性を、環境（肌
理の構造）の中から発見していくと説いているのだ 39）。
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図 6 アフォーダンスにおける行為者・行為・環境との関係（筆者作成）

 ここで内蒙古の沙漠緑化の環境における肌理の細かさについて焦点を当て
てみよう。肌理の細かさとは、状況的関心に基づく参加者の自己実現を導くが
如くに「ノリ」を高め、構造的関心に基づく参加者の学習意欲を喚起するため
に「事前学習と事後学習」を設定し、非営利の事業体としての緊張感ある運営
（例えば、外部資金の獲得等による第三者からの評価）を得ることをなどが想
定される。そこで、図 6 に基づき、ecostyle.net の取り組みにおける雰囲気づく
りや制度設計、さらには他機関等との関係構築の有り様を整理する。まず、雰
囲気の面では、たまたま内蒙古に集まった人々どうしが、リピーターも含めて
次々と現地を往訪する日本人ならびに彼・彼女たちを迎え入れる現地の人々と
共に作業をするのみに止まらず、餃子パーティーを行うことで参加者間の親密
な関係を重ねているし、続いて制度設計の部分では、参加者どうしで夜通し行
われる反省会や交流館を活かした各種事業（地元住民を対象とした映画上映会
や児童図書館等）の企画実施など、沙漠緑化が進展してきたからこそ妥当とさ
れる各種の取り組みが展開されている。
 これらの実際の取り組みを俯瞰してみると、改めて山口ら（2003）が示した
とおり、参加者の状況的関心に対しては事務局による構造的関心が、参加者の
構造的関心には事務局による状況的関心という具合に、関心の二重性が反映さ
れることが、結果としてエコツアー参加者や現地住民の満足度を向上させる環
境の創出、すなわち肌理の細かさを担保することになると捉えることができる。
折しも、諏訪ら（2005）が関心の二重性を災害復興の活動に援用しているが、
沙漠緑化活動もまた、
災害救援の現場における
「集団的即興ゲーム」
（渥美 2001）
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という議論を援用することもできよう。それはアフォーダンスを用いた議論か
らも明らかになったように、個人的にいてもたってもいられずしてしまう探索
的行動を生み出す環境を創出するのは、キーパーソンとなる行為者である場合
もあれば、また何気なく振る舞った行為そのものにもよるのだ 40）。
３－６．自分探しの旅人たちが問題解決に貢献する可能性
 以上、本章では、エコツアーという文字通りの旅に学びの要素を抱いてや
ってくる人々が、民間の非営利活動として沙漠緑化に取り組んでいく上で、
沙漠化していた環境でリアルな体験を培っているのかについて焦点を当て、
ecostyle.net の活動を追いかけてきた。特に、論理的な一貫性で問題を語るの
ではなく、感覚的な印象から自らの行動を決定している若者たちが、好奇心
旺盛に現地にやってきたとき、事務局スタッフたちがどう迎え入れてきてい
るのかを紹介してきた。そうすることによって、語るに得ない語りによって
動機を示しつつも、沙漠化した土地が元の緑地へと風景が変わっていくこと
で、現場からの随伴性が喚起され、時にリピーターとして再度訪問を重ねる
場合や、別の参加者にエコツアーへの参加を誘うリクルーターとなっている
ことに触れた。一方で現地では、10 年の活動を通じて、緑化活動に一定の成
果が出てきている今、緑化された土地は保全が必要とされるために、沙漠緑
化活動は終わらない活動であり、現地では交流館という新たな拠点が生まれ、
さらなる発展が導かれようとしていることを取り上げてきた。
 事例の紹介と検討を終えるにあたり、今一度、本稿で焦点を当てている自分
探しの捉え方について確認をしておこう。本稿において自分探しは、前項でも
触れているとおり、第 2 章第 2 節で展開した、ボランティアの先駆性を現代的
に反映したポジティブな側面としての自分探しと、第 2 章第 1 節で展開した、
安易にリアルな体験を求めて非日常の空間と時間を求めるネガティブな側面
の自分探しと、その両面を取り扱うこととしていた。ポジティブな側面につい
ては、不断の自己革新が要請されている沙漠緑化の使命を帯びた現地の人々が
日常生活を送っており、事務局によって参加者の状況的関心と構造的な関心の
二重性の調和が図られることで、誰が来ても、沙漠緑化の最前線に立ち続ける
ことができる。一方で、リアルな体験を求める人々にとっては、かつての風景
がまさかの風景へと変わっている（沙漠化が深刻化していた時代は、かつて緑
地であったという意外性、一方で緑化が進んできた時代は、かつて沙漠化して
いたという意外性）ことが、それぞれに圧倒や感動を得る契機となる。
 ただし、状況的関心と構造的関心の二重性を事務局が企画調整し、参加者
が圧倒や感動を得ることが、自分探しのニーズを満たすものになったとして
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も、果たして問題解決は図られるのであろうか。ここで注目したいのは、(1)
相互顕彰と(2)フィード・フォワードという 2 つのキーワードである。相互顕
彰とは山口（2008）にも示したように、
「口先だけの美辞麗句」ではなく、
「か
けがえのない関係を維持発展させていくことの態度の表明」を具体的に示す
ことである。もちろん、参加者と事務局とのあいだでも、また参加者と現地
の人々とのあいだでも、相互顕彰は生まれる。しかしそれは、共に沙漠緑化
活動に取り組むことや餃子を作るなどで共通の体験をする、食事を共にして
歌を披露しあう、といった、思い出づくりの性格が強くなることだけを指し
ていない。むしろ、ここで取り上げておきたいのは、活動を中長期的に展開
し、継続的な取り組みが重ねられていく約束づくりでもある。具体的には、
ecostyle.net では、図 7 に示したように、2004 年夏には、現地住民から日本人
スタッフへの感謝の意を表した記念品と記念碑が贈られている。このため、
数日間の現地滞在であっても、長期にわたる沙漠緑化に参加するという物語
の登場人物に、無意識だが強制的に位置づけられるのだ 41）。

図 7 現地の人々から日本人の入植と貢献に謝意が表されたペナント（筆者撮影）

 そこで、先ほどのつながらない携帯電話を確認しながら沙漠緑化活動に従
事し、帰国後に「出来ることなら次回も参加してたい」と綴った学生を思い
起こして欲しい。彼女の一連の行動に対しては、既に「日常とは異なる場に
おいて、親密な関係を拠り所にして、自分を見失わないようにしている」の
ではないかと記している。こうした現代の若者の傾向に対し、辻（2005）は、
携帯電話を「関係のリモコン」として、
「関係のフリッピング化」と「関係の
親密化」を行い、
「キャラ（性格）
」の切り替えを行っていると指摘している。
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図 8 にあるように、現代の若者が、複数の「キャラ」を持つ傾向にあるとす
れば、むしろ複数あるうちの一つ、あるいは新たに生み出すものの一つとし
て、沙漠緑化を通じて親密ではない地域だからこそ貢献できる「キャラ」を
際だたせることが、状況的関心と構造的関心の調整を図ってきている事務局
が担う、改めての役割となる 42）。

図 8 自己構造の 2 つの模式図（辻,2005, p.54）

 清水（1990）は、現在から過去に振り返る「フィード・バック」の反対の
概念として「フィード・フォワード」という表現を導入し、混沌とした状態
のときほど「このすぐ先の未来の状況の現在への回帰」が必要となると示し
ている。緑化した土地を、単に放牧地に戻すだけではなく、改めて放牧地に
なったところをどうしていくのか、次の一手が必要とされている点は、まさ
に事務局には沙漠緑化活動におけるフィード・フォワードが求められている
と言ってよい。このように捉えてみれば、若者たちが自己尊厳を先駆性に求
めて現場に関わっていては、現場のフィード・フォワードを導くことは困難
であろう。逆に言えば、現場で事務局がフィード・フォワードを追究する営
みに巻き込まれる「キャラ」を若者たちが見出すことができたとき、若者た
ちはそれぞれの日常生活がフィード・フォワードされるのだろう。
４．旅から戻って迎える新たな日常
４－１．
「半返し縫いモデル」を用いた社会参加と社会変革
 以上、本稿では、若者が社会と関わる上で否定的な言説として語られる
自分探しという表現について、単に他者を振り回すに止まる「不変の自己
満足」と、諸外国に安易に足を運んで日々の生活文化には目を向けない「日
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常世界の風景化」が問題となると位置づけ、現代を生きる若者たちの生き
様と、ボランティア観の変化の二点を手がかりに論じてきた。まず第 1 章
では、自分探しが旅のメタファーで語られることに着目し、ネガティブな
印象に受け止められる自分探しの旅が、ポジティブな自己を見出す行為と
されていることを明らかにした。続く第 2 章では、自分探しについての論
考と、ボランティア観の変化のそれぞれについて文献のレビューを行い、
第 3 章で紹介する事例を検討していくにあたっての論点整理を行った。そ
して、第 3 章では事例として内蒙古での 10 年にわたる沙漠緑化活動を取り
上げ、緑化の成果が風景の変化によって現実（リアル）なものとなってき
ている中で、どのような人がどのように現場に携わっているかを示した上
で、多元的な自己を有する若者たちと、それらの若者たちを受け入れる事
務局と、現地の人々と、それぞれが相互顕彰をしながら、よりよい未来を
創造する「フィード・フォワード」の取り組みが必要とされていることに
ついて検討を重ねてきた。
 とりわけ、本稿は、沙漠緑化活動においては、長年にわたり、断続的に現
地を訪れるボランティアと、現地に居住する人々の関わりのあいだで、相互
に顕彰されていることに着目した。具体的には、現地に遷住者として受け入
れられた日本人が、自らに課されている役割を追究し、一方で現地の人々は
その積極的な姿勢に応えて共に緑化活動にあたってきたことを示した。そう
して一定の成果が導かれたとき、ペナントが送られた。既に緑化が進んだ現
地にやってきて「これが沙漠？」という印象を抱くエコツアーの参加者らも、
比較的新しい贈りものを見るにつけ、自らの役割を再確認したことを、筆者
のエスノグラフィーから明らかとした。
 ところが、
「本当の自分」を見出そうとする若者たちは、唯一の自己像を確
立するという傾向にはなく、向き合う曲面に応じて関係の質を切り替えてい
ることに注意を向けた。すなわち、わざわざ海外までボランティアに行き、
「リアルな体験」を求める若者たちは、心地よさに浸ることができる唯一の
自分を見出しているのではなく、むしろ、ある時に身を切り替える「キャラ」
（辻, 2005）の一つを、現場から承認してもらえるために現場に足を運んでい
るのである。いみじくも、大澤ら（2008）は、2008 年 6 月のいわゆる「秋葉
原事件」の背景に、若者たちの「承認の枯渇」を挙げており、その議論の中
で作家の平野啓一郎は、現代社会は「承認空間が市場化している」故に、
「メ
ディアで自分を表現する犯罪が出てくる」と述べている。つまり、
「一人の人
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間が投入されると、株価のように彼の存在の評価が上下する」ような「承認
のマーケット」に対して「なるだけ大きなマーケットで評価を得たいという
思う人は」
「メディアやネットの中で話題になって、初めて承認の実感が得ら
れるのではないか」と指摘している。
 こうして、
「自分探しホイホイ」
（速水 2008）とも言えるような、他者から
の承認が満たされるビジネスが横行する素地が形成されてきた。その承認の
形もまた多様だが、先駆性のある活動であればあるほど、社会からの承認を
実感しやすくなる。それが、国際ボランティアへと若者が向き合う原理の一
つとなっているのだ。折しも、太田（2007）は、社会の中で、日常生活での
感謝や賞賛など、個性の表現に対する短期的な承認だけではなく、オンリー
ワンな自分のブランドを形成していくに資するようなキャリアに関する長期
的な承認を求める人々が増えてきていると指摘する。これまでは組織の統制
の中で、規律を守り、義理を重んじてきた組織の中の個人も、失われやすい
尊敬や信頼や羨望を得て、承認を長大化し、栄達を遂げていく生き方を是と
していることが記されている。
 そこで重要になってくるのは、第 3 章で記したとおり、未来から現在に戻っ
てくる「フィード・フォワード」
（清水 1990）の発想だ。特に激動の時代を生
きる若者たちが生きづらい社会とされているなら、なおのこと、未来のあるべ
き姿に思いを巡らし、そのあるべき姿を実現させていく具体的な取り組みが必
要となるためだ。ここで今一度、ボランティア、特に国際ボランティアが果た
す役割が見えてくる。それこそ、自発性、無償性、公共性といった、古典的な
ボランティア観を超える、学習性、非営利性、自己実現性であり、それに加え
て先駆性が反映された地域の開発や社会の発展に寄与する現場に身を置き、現
地からの顕彰というかたちで自己の承認が得られる可能性が高いためだ。
 そもそも、国際ボランティアを受け入れる NGO・NPO の事務局は、現場
の変革を導くべく、まさにフィード・フォワードを重ねている。さらに、
山口ら（2003）が明らかにしたように、エコツアーの事務局は、現場のノ
リを重視して参加する状況的な関心に対し、物事を体系的に整理していく
構造的な関心を投げかけていく。したがって、国際ボランティア活動への
参加は、フィード・フォワードの経験を身につけ、自らが物事に向き合う
時、その振る舞い方の習慣を身につける契機となりうる。本稿の冒頭より、
自分探しの否定的側面を、「不変の自己満足」と「日常世界の風景化」へと
収斂させたことを鑑みれば、未来を見据え、戻ってくる現在がどのような
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様態にあるのかを見続けなければならないフィード・フォワードは、自分
探しの否定的側面を回避する、具体的かつ明快な発想であると位置づける
ことができよう。
４－２．
「半返し縫いモデル」を用いた社会参加と社会変革の活動モデル
 以上の議論をまとめ、本稿の結論として、若者のボランティア活動におけ
る自分探しの否定的側面を打開する活動モデルとして、
「半返し縫いモデル」
を提示したい。これは、第 3 章第 6 節にて記した「このすぐ先の未来の状況
の現在への回帰」という点に見られる、連続的・再帰的なボランティア活動
の妥当性について、運針と糸の関係をメタファーに用いて例証したいという
企図を抱いたためだ。
 表 1 には、縫い物とボランティア活動の構成要素を対比的に示した。そも
そも縫い物は、布に針で糸を通し、布を縫い合わせていく作業のことである。
そこで、ボランティア活動を縫い物に見立てる上では、ボランティアの生活
している日常（生活世界）と、ボランティア活動の現場（社会システム）と
の結びつきを図る行為として捉えることにした。
表 1 縫い物とボランティア活動のアナロジー（筆者作成）

縫い物における構成要素

ボランティア活動での構成要素

糸
運針
布 
布 
縫い合わせの目的
縫い合わせの強度
布の表面の縫い目
布の裏面の縫い目

ボランティア活動
ボランティアの動き
ボランティア活動の現場（社会システム）
ボランティアの生活している日常（生活世界）
生活世界と社会システムの結合
生活世界と社会システムの結びつきの度合い
社会から見られるボランティアの動き
現場で活動した後のボランティアの動き

 これらの構成要素に対して、なみ縫いと本返し縫いと半返し縫いの、それ
ぞれの縫われ方から、ボランティア活動におけるボランティアと現場との関
係を見ていくことにしよう。その際、運針の軌跡にボランティアの活動の特
徴、糸の使用量を活動量に、布どうしの結びつきを私から社会へ働きかけ、
運針によって表面に残る縫い目を社会からみたボランティアの動き、運針に
よって裏面に残る縫い目をボランティアの日常（例えば、学校外あるいは家
庭）の動きの軌跡として捉えることにする。
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図 9 縫い方と糸量の比較（筆者作成）

 まず、なみ縫いは、布（社会）との関係からすれば、活動している（表面
に縫い目が出る）状況と活動をしない（裏面に縫い目が出る）状況が、同じ
度合いという特徴がある。しかし、布の強度（生活世界と社会システムとの
結びつき）は弱い構造にある。また、運針は早く、技術も必要とされない。
ボランティアの性格になぞらえて言えば、先駆性は必要とされず、むしろ災
害救援の現場など、緊急性への対応が重要で、匿名性が高くても成立するボ
ランティアなどは、こうした類の活動であると言えよう。
 続いて、本返し縫いは、布が丈夫に仕上がる代わりに、その分だけ糸の量
も多く必要となる。よって、私と社会の結びつきは強いものとして捉えるこ
とができる。しかし、表面が比較的整然とした状態であるのに対し、裏面は
運針が重なるために複数の糸が重複した縫い目となり、見え方には雑然とし
た印象が残るだろう。つまり、社会的に見れば、十分な活動がなされている
と捉えられるが、一方で、ボランティアの日常生活（例えば、家事）は雑然
とした状態になっているとも考えられる。学生ボランティアで言えば、mixi
や Twitter やブログなどで積極的に情報発信をし、深夜までミーティングを重
ね、大学の講義も適切に聴講し、さらにアルバイトや読書等にも時間を割い
ている、というような活動を行っているとき、本返し縫いの裏面のような状
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態と言えるかもしれない。
 一方、半返し縫いは、なみ縫いと本返し縫いの中庸を得ている。布の表面
に見える間隔が狭いことは、頻繁に社会に参加し、活動していることを指し
ている。また、裏面は表面の運針によって現れた糸の真裏に糸が重なってい
るために自ずと丈夫な構造となり、活動の基礎が出来ていると見立てること
ができる。また、本返し縫いに比べて、裏面に残る糸の見え方も整然とした
ものとなる。とはいえ、ボランティア活動の現場に思いを馳せ、肌感覚を想
起しながら考えて見ると、なかなか活動と日常生活との時間的、質的、精神
的な均衡を図ることは困難であることは承知しているつもりだ。しかし、こ
こではあくまで活動のモデルとして、一つの定常状態を示した。
表 2 縫い方の相違に見立てたボランティア活動の性格の相違（筆者作成）

布どうし
運針
見えない
糸
（私から社会へ） （動き） 側面の運針
（活動）
の
の
日常の動き
の量
結びつき
見え方
の軌跡
なみ縫い
早い
少ない
弱い
簡素
簡素
本返し縫い 極めて遅い 極めて多い 極めて強い
整然
雑然
半返し縫い やや遅い
やや多い
強い
整然
整然
縫い方

運針
（動き）
の特徴

 ここで、縫い物とボランティア活動との対比から、今一度、本稿で取り
扱った「不断の自己開示と自己変革」の視点に接近する。縫い物をボラン
ティア活動のメタファーに用いたのは、時間的経過に沿って布に対して針
が進められて糸の軌跡が残る、という基本的な活動パターンを持っている
ために、見立てられやすいのではないか、と着想したためである。このこ
とに加えて、前章の結語に示した清水（1990）による「このすぐ先の未来
の状況の現在への回帰」こそ、混沌とした状況を打開する上で重要となる
指摘を重ねやすいと捉えたためだ。図 9 のとおり、とりわけ、本返し縫い
の場合は、針が出た穴から、針を入れた穴の位置まで針を戻し、再び、針
を前に進めるという縫い方である。表に出す糸の量が 1 とすれば、本返し
縫いの際には裏面で糸を 2 の量だけ進め、表面で 1 戻し、また 2 の量だけ
進めていく、この反復運動である。また、半返し縫いは、針が出た穴から、
針を入れた穴の半分の位置まで針を戻し、再び、針を前に進めるという縫
い方である。本返し縫いに対して、半返し縫いの場合は表に出る糸の量は
0.5 となるが、裏面で糸を 1.5 の量だけ進め、表面で 0.5 戻し、また 1.5 の量
だけ進めていく、この反復運動である。
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 重要なのは、なみ縫いであれば、縫い上がりの時に裏と表との縫い目の
見え方を同じようにすることができるが、半返し縫いと本返し縫いは、明
確に表と裏ができる、ということだろう。今回のメタファーでは、表を活
動のフィールド、裏を個人の生活と位置づけた。ここに、縫い方によって
生まれる表と裏の関係を重ねてみると、縫い始めの際に、半返し縫いでは
裏側に 2 の量だけ、本返し縫いでは裏側に 1 の量だけ、糸を進める必要が
ある、ということである。これをボランティア活動に援用するなら、活動
を始める前に、日常生活の見つめ直しが必要とされる、と位置づけること
ができるだろう。
 ただ、本稿では、「半返し縫い」こそ、「不断の自己開示と自己変革」がな
されるボランティア活動のモデルであると提示したい。なぜなら、上述した
とおり、本返し縫いは糸が出た穴にまで、糸を戻す必要がある。つまり、活
動を始めたときまで完全にさかのぼって、完全なふりかえりを求める、とい
うことを意味する。これでは、ふりかえりのワークも一定量必要とされ、当
然時間もかかる。無論、構造的関心を重視するのであれば、完全なふりかえ
りをし、物事について体系的、系統的に説明ができるようになる必要がある。
ただ、それは自己変革にはつながるかもしれないが、社会変革をもたらすリ
ズムやテンポは乱れるとは言えないか。加えて、裏面の縫い目はあまりに雑
然とすることとなるが、言わば完全なふりかえりの作業を行うときに受け入
れざるをえない自らの無様さを、積極的に他者対して開示していくことも考
えにくい。
 改めて、本稿では、
「不変の自己満足」と「日常世界の風景化」を導かない
ためのボランティア活動を目的としていたことを確認しておこう。すると、
完璧を求める（本返し縫い）でも、効率性を重視する（なみ縫い）でもない、
中庸の振る舞い（半返し縫い）こそ、自己満足にとどめず、表も裏も見られ
ることを想定した活動として位置づけられる。
 現在、大学を中心に、ボランティア活動と活動を通じた学習との均衡が図
れた「サービス・ラーニング」では「省察（reflection）と互恵（reciprocity）」
を概念の鍵としている。
（桜井 2007 ; Jacoby 1996）本稿での議論を重ねるなら、
そうした活動ならびに学習プログラムを提供する事務局側には、構造的な関
心と状況的な関心の双方から活動ならびに学習に接近し、学習者である活動
者に対して、針を戻す量を増やせば増やすほど、互恵をもたらしていくため
にボランティアが現場に現れる頻度は減るということに自覚的となる必要が
あるかもしれない。
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表３

縫い方を用いた社会参加と社会変革の活動モデル

ボランティア活動
の性格

事務局の
関心

プログラム
の形態

なみ縫い 状況的関心に偏重

活動重視

社会参加

本返し縫い 構造的関心が偏重

学習重視

自己変革

学習と
活動が
均衡

社会変革

縫い方

半返し縫い

状況的関心と
構造的関心が
均衡

活動継続
への姿勢
自己開示に意識が
向かないままの
自己改革
自己開示を意識
しているかが
不明瞭な自己改革
自己開示を
意識した
自己改革

 このように、ボランティア活動を縫い物のメタファーで語ることによって、
私と社会をより適切に接続させていく上では、時間軸をさかのぼって社会
を見つめ直すことが重要であること、そしてその際には完全に活動を始め
た時間までさかのぼる必要はないことを確認した。同時に、これは自分探
しがネガティブな側面としてのみ位置づけられる理由、すなわちただ社会
を見つめる（布の表面に出る）ために、ただ時間の流れに沿って前に進ん
でいくこと（なみ縫い）では、私と社会の関係が弱いという点についても
示してくれる。
 なお、このように示してみると、縫い物の中には、刺繍など、布と布を合
わせることを目的にせず、複数の糸で模様を表現することがある、との指摘
がなされるかもしれない。しかし、その点は、本稿の議論に習えば、見える
部分のみに力点を置いた、本返し縫いの特殊な形態であると捉えることにす
る。つまり、私よりも社会に対して構造的関心を向け、社会からの見られ方、
転じて社会への見せ方に徹底した活動を指すと捉えられる。
 また、ミシン縫いは比較の対象にならないのか、との指摘もなされるだろ
う。確かに、今回掲げたのは、いずれも手縫いである。ミシン縫いでは、上
糸と下糸によって、より強度に、さらには 2 本の糸が機械で縫われていくゆ
えに効率性も高い、という特徴が挙げられる。しかし、今回は、たとえ集団
的な活動であっても、ボランティア活動に参加する個人がどのように社会と
向き合うのか、を取り上げた。そのため、機械縫いによる複数の糸による縫
い方は外に置くことにした。
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４－３．
「縫い物」だけでなく「船と錨」のメタファーへの展開
 以上、結果として本稿で求めてきた議論が珍妙なメタファーの提示で終え
ようとしていることに対して、違和感を抱く読者もあろう。しかし、筆者が
専門とするグループ・ダイナミックスでは、一般に「当たり前」のこととし
て前提になっている事柄を疑ったり、極端に拡張してみたりすることによっ
て、暗黙かつ自明の前提を暴こうとする（渥美 2001）
。このとき、Gergen（1994）
も指摘するように、メタファーの使用が概念間を結びつける「視覚代理物
（visual substitution）」となり、既存の解釈を突き崩し、新たな概念を生みだ
す方法の 1 つとされているのである。
 既に筆者はネットワーク型まちづくりに対して「長縄飛び」を用いて論じ
る（例えば、山口 2006）など、視覚的な表現から、過去志向の意味創出（sense
making）と未来志向の意思決定（decision making）の両面に、メタファーを効
果的に使用できるのではないかと、各種の協働的実践に対して例証を重ねて
きている。無論、メタファー使用が実践における意味も、実践のための意思
も見出さしえない場合があることについて関心を向ける必要がある。結論か
ら言えば、ボランティア活動の「半返し縫い」モデルを見たときに、使用者
である筆者の立場に対して解釈者である読者が「相互に意味を承認しあう」
という、
「文脈拡張」
（菅野 1985 ; 2003）を行えるのか、という具合に、メタ
ファー使用の妥当・非妥当は解釈者との共同性が創出するか否かに委ねられ
ているためだ。
 加えて言えば、本稿の課題はメタファー使用の妥当性だけにとどまるもの
ではない。例えば、日本の若者が置かれている雇用不安・生きづらさを前提
にしていることや、海外の文献の渉猟が不十分であることなど、現代の若者
とボランティアを語るにあたって至らなさには枚挙にいとまがない。加えて
事例も一つだけであり、定量的なデータというよりは、参加者の語りを断片
的に散りばめた中途半端なエスノグラフィーに異論を唱える声も寄せられる
かもしれない。
 それでも、今一度本稿で取り上げた事例について光を当てるために、2009
年 8 月からは、日本・中国・台湾・香港・韓国・アメリカなどの大学生が、
内モンゴルでの沙漠化防止活動の現場でフィールドワークを行う「内モンゴ
ル環境スタディサマーカレッジ」が開始されていることを掲げておきたい。
この取り組みは、交流館を拠点として、新たな「半返し縫い」が進んでいる
ものとして捉えることができる。
 こうして再びメタファーについて触れて稿を閉じようとしている。ただ、
本稿の書き出しが「自分探しの旅」であったことを鑑み、承認欲求とキャリ
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アアップの問題とも重ねて「キャリアアンカー」
（Schein 1990 ; 金井 2002）
という比喩表現が見られることも述べておきたい。端的に言えば、船と航路
と錨のアナロジーから、ボランティア活動について語る余地もあっただろう、
ということである。
 このように、メタファー使用は、ボランティアの現在を浮き彫りにするだ
けでなく、よりよい未来を創造するための意志決定の手がかりともなるはず
だ。この点については今後の課題である。なお、本稿を執筆するにあたり、
筆者が若者ではなくなってきているために、視点・論点の設定に苦慮を重ね
ていたところ、現在は京都での「ユース ACT プログラム」を共に運営してい
る川中大輔氏（シチズンシップ共育企画代表）より、微に入り際に入り示唆
を得た。末筆ながら、記して感謝の意を表させていただきたい。
【注】
1） 他にも、1978 年生まれで、28 歳にて引退した格闘家、須藤元気を取り上げている。
そして中田英寿と共通する点として、「あっさりと足を洗い」、別の道を歩むため
に諸外国への旅行に出た、すなわち文字通りの自分探しの旅に出たことに触れて
いる。
（速水 2008, p.15）
2） 極端な例を挙げれば、藤子・F・不二雄による「ドラえもん」に出てくる「ヘソリ
ンスタンド」
（てんとう虫コミックス 25 巻収録）は、30 分のあいだ、肉体的・精
神的苦痛を味わうことなく生活できるようにする道具である。これはガスの効き
目が切れた瞬間に強烈な痛みを覚えることになる。したがって、登場人物らは、
再びガスを注入すべく、道具に依存する。よってこの作品は、最終的には、そう
した道具に依存することなく、自らの生活において浸る精神的、肉体的な痛みを
受容していくことが人間的な成長となることを諭すかのような物語となっている。
無論、これはあえて極端な例を掲げているが、巧みな表現技術によって聴衆の関
心を一手に引き寄せるアップル社の CEO、スティーブ・ジョブスは、現実歪曲空
間（Reality Distortion Field）を生み出す人物であると評される。よって、新製品の
プレゼンテーションを聴いている聴衆は、その製品があまりに画期的なものであ
ると認識する、という評価がなされているのだ。この 2 つの例は一見関連がない
ように思われるが、共に現実逃避の危うさを説く好例と言えよう。ただし言うま
でもなく、前者は現実から目をそらし続けることの危うさを、後者は一旦現実か
ら離れて物事を捉えることによって生まれる効果を、それぞれ指摘しているため
に、本質的な論点は相互に異なることを記しておく。
3） 1995 年の阪神・淡路大震災の際には、在学していた立命館大学にてボランティア
情報交流センターの立ち上げから閉鎖まで、事務局員を務めた。また、1997 年の
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地球温暖化防止京都会議（国連気候変動枠組条約第三回締約国会議：COP3）の際
には、日本の環境 NGO のアンブレラ組織として期間限定で設立された気候フォー
ラム（後継組織が「気候ネットワーク」として現在も活動している）にて、情報
発信担当の事務局員として勤務した。それぞれの活動の詳細と、それらの活動を
抽象化したことによって得た視点については山口（2003a）にまとめている。
4） 既に、大学コンソーシアム京都での取り組みは、以下のようにまとめてあるので、
それぞれの特徴に即して参照いただきたい。山口（2002a）では、大学コンソーシ
アム京都の事業を紹介しながら、筆者自身の学生生活の学習環境との対比を述べ
た。山口（2002b）では、京都地域の地理的・文化的特性において、
「ひとづくり」
の環境の創出が比較的容易であったことを指摘した。そして、山口（2002c）では、
地域の自治体や実践家等との協働によってプログラムを展開していく上で、他地
域にて展開する上で考慮すべき事項を整理した。そして山口（2003b）では、NPO
分野のインターンシップ・プログラムの事務局は何を、なぜ、どのように取り組
むものであるのかをまとめた。
5） 「NPO スクール」
が日本初の NPO インターンシップ・プログラムであったことは、
山内ら（2004）による「NPO 白書 2004」にて明らかとされている（p.114）。なお、
同書によると、インターンシップとは「学生が実社会の体験をすることで応用力
をつけ、雇用のミスマッチを防ぎ、キャリア意識を向上させるのがねらい」とさ
れている。
6） ここで注意したいのは、研究者は単に実践家に徹底して取材すればよい、という
ことを言っているのではない、ということだ。筆者の関心に基づいて無藤（2005）
の指摘を整理するならば、研究者と実践家とが協働する際、研究者は研究フィー
ルドにいる実践家らに対して理論的な貢献を行うべきであり、そのために「研究
者が新しい概念を生み出すには、詳細に実践を記述し、その詳細な記述と既存の
概念とを照らし合わし続けることが求められる」と記しているのだ。なお、これ
らの点も含め、実践と研究とを二分法で整理することが非妥当となることについ
ては、山口（2007）で論考しているので、参照されたい。
7） グループ・ダイナミックスの観点から言えば、時間的変化に対し、何らかを変化
させないということは、
「変化の度合いが 0 の特殊ケース」として捉えることがで
きる（例えば、杉万, 2006a）。しかも、変化しないという明確な意志があれば、そ
れは時間的変化に抗するという視点から見れば、充分な活動がそこに生じている
とも考えられる。しかし、ここでいう「不変の自己満足」は、自分自身のネガテ
ィブな側面もポジティブに受け止めることによって、自分自身の他者性を棄却す
ることになるのではないか。要するに、自らを客観的に見つめることなく、周囲
からの呼びかけや問いかけに反応しないことをも肯定させてしまうのではないか。
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そこで、ボランティア活動が他者との関わりを通じて自己の革新がなされるもの
として捉えるならば、自分を変えないことに満足してしまうことは、根源的な問
題であると捉えた。
8） 中田（2007）には、1980 年代、最初に長期滞在をすることとなったバングラディ
シュでのボランティア活動の経験を振り返って、
「ひとり集団を離れて池のほとり
に腰をかけ水面に映る空の雲でもじっと見ていようものなら、必ず誰かが近寄っ
て肩を抱き語りかけてくれる」（p.15）といった挿話が見られる他、その後に関わ
ることとなったラオスでの体験をもって「とにかくひとりにさせてくれない」
（p.17）と示すなど、伝統的な村落社会においては「さびしさの中に漂うことを決
して許そうとしない」（p.18）と著されている。
9） 中田英寿や須藤元気など 70 年代のアスリートが早々と現役を引退するのに対し、
三浦知良や中山雅史や野茂英雄や桑田真澄など、いわゆるアラフォー世代が「現
役にかじりついて」
「怪我にも解雇にもスタメン落ちにも、自らの体力の衰えにも
くじけることなく、とことん現役にこだわり続けて」きたことを対比的に紹介し
ている。（速見 2008, p.15）
10） 同書で積極的に取り上げられるのが、視聴者参加型の恋愛観察バラエティーの「あ
いのり」である。90 年代から放送が開始されたこの番組と比較するのが、80 年代
に放送された「ねるとん紅鯨団」だ。著者は「高学歴・高収入・高身長の三つが
恋人に求められた時代」に対し、
「ありのままの自分」が相手に受け止められるか
どうかが、恋愛関係が結ばれる判断の基準になっていると分析する。（p.20）その
他の番組では、ある大学生の就職活動での発言を現実のものとしていくエピソー
ドを取り上げた「ガンジス河でバタフライ」、団塊の世代がドロップアウトをする
生き方を捉えた「俺たちの旅」と「俺たちの朝」
、芸人がアジア諸国の貧乏旅行を
重ねた「進め電波少年」
、特に、「進め電波少年」での「猿岩石」というコンビの
取り上げ方については、ドキュメンタリーではなく緻密な演出が加わった「リア
リティーショー」
（p.70）であることを指摘した上で、
「純真に汗をかきながら仕事
に精を出し、貧乏旅行を続ける姿」に、若者たちは「フリーター的な生き方」に
夢を抱き、中高年は「清々しさを感じた」のではないか、と述べている（p.106）。
さらに、漫画を原作とする番組「ドラゴン桜」や「のだめカンタービレ」
、そして
「新世紀エヴァンゲリオン」などを挙げ、現在の番組で取り上げられる主人公の
特徴に「旧来のスポ根的に能力を磨いていくのではなく、あらかじめ持っていた
秘めた才能が見出され、育てられていく」
（pp.207-208）部分があるとしている。
この点に対し、著者は「潜在能力は誰にでもあるという考え方は証明もできない
代わりに、否定だってできるものではない」
（p.208）と記し、潜在能力というもの
が、根拠無く信じられている状況に疑問を呈している。
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11）書籍を登場順に羅列すると、小此木啓吾「モラトリアム時代の人間」、岩本悠「流
学日記」、高橋歩「毎日が冒険」
、小田実「何でも見てやろう」
、イギリス人による
旅行記「ロンリープラネット」、沢木耕太郎「深夜特急」
、小林紀晴「アジアン・
ジャパニーズ」、下川裕治「日本を降りる若者たち」
、杉村太郎「絶対内定」
、桐野
夏生「メタボラ」
、雨宮処凜「プレカリアート」、玄田有史「仕事のなかの曖昧な
不安」
、村上龍「13 歳のハローワーク」
、宮台真司「終わりなき日常を生きろ」が
挙げられている。また、雑誌記事としては、青沼洋一郎の「イラクの中心で愛を
さけぶ人達」
（文藝春秋 2004 年 6 月号）について詳述されている。要約すれば、3
人の若者たちが、実績を伴わない中で危険地域にて単独活動したことが、使命感
と現実を混同した自己満足的な活動であるいう批判を原著から引用している。そ
の他、雑誌記事としては、小田実と沢木耕太郎の作品のあいだに、藤原新也がイ
ンドの写真と手記を「アサヒグラフ」のグラビアで発表したことも取り上げてい
る。加えて、現代の雑誌として「b＊p」、
「ソトコト」、
「Free&Easy」や、映画「ザ・
ビーチ」を引き合いに出し、「消費社会に飽きた若者たち」（p.196）を対象にした
メディアの有り様を指摘している。
12）源流にあるのは心理療法で、19 世紀にカウンセラーのクィンビーによる治療を元
にした「ニューソート」運動が、現代の自分探しにつながっていると指摘する（p.41）。
デビッド・アレンによる「GTD（Getting Things Done）」
（p.45）や「ライフハック」
（p.46）や日本での「精神世界」及び「スピリチュアル」ブーム（p.52）など、比
較的新しい取り組みを挙げつつも、第二次世界大戦後のリーダー育成研修「セン
シティビティ・トレーニング（ST）」や 1970 年代以降に生まれたニューエイジ思
想などを引き合いに出し、自己啓発の文化が特に日本の社会に根ざしていった経
過を示している。
「具体的にはエコロジー運動、瞑想、ヨガ、アロマテラピー、ド
ルフィンスイミング、オーガニック健康食、菜食主義、チャネリング、ある種の
ダイエット、パーソナルコンピュータといったものへと変化した」
（p.54）とある
ように、新たな分野や形態のビジネスが展開されていく上で、精神世界という表
現とあわせて、自分探しが社会に浸透していったと述べている。さらに、ニュー
エイジ思想に基づいた各種の事業は「脱臭化、商品化された宗教の新しい形とも
定義できる」（p.66）とも著している。同書の中で関連した記述を挙げるなら、大
塚英志が 1990 年に女性向け雑誌「オリーブ」の読者投稿欄の内容から「欲しいも
のを」消費者が失ったゆえ、ボランティアやエコロジー関連商品に「癒しとして
の消費」を求めたと評した記事も引用している（p.198）。こうして、高度情報社会
における消費生活の傾向に読者の関心を向けている。
13）まず著者はフリーターの概念について関心を向ける。リクルートが刊行する「フ
ロム・エー」の道下裕史編集長が当初映画で仕掛けた際の定義は、
「既成概念を打

- 45 -

山口

洋典

ち破る新自由人種。しかれたレールの上をそのまま走ることを拒否し、いつまで
も夢を持ち続け、社会を遊泳する究極の仕事人」だったものの（p.88）、高度成長
時代に会社のために生きてきたサラリーマンを父に持つバブル期の若者たちが
「サラリーマンをやらない唯一の生き方」として、カタカナの職業を求めていっ
たことに触れている（p.91）。加えて、消費生活の環境が大きく変化していること、
すなわち若者を取り巻くビジネスが大きく変化していることを事例から例証する。
象徴的に取り上げられているのが、「ホワイトバンド」のブームである（p.159）。
そこでは、
「ホワイトバンドのブームには、単にファッションとして流行っただけ
で、中身については知らない連中が流行で付けていたと揶揄する声も聞かれたが、
それは間違いだろう」
（p.159）という評価を下している。その理由は、若者が流行
を追いかけていくように「PR 会社」という存在がビジネスの幅を広げていると主
張するためだ。PR 会社とは 2005 年の衆議院選挙で活躍した「プラップジャパン」
や冒頭のヒデを含む他分野のアスリートを擁する「サニーサイドアップ」など、
「広
告を使って物事を宣伝するのではなく、メディアなどを利用し、いかに話題作り
をするかを考えるのが仕事」
（p.160）なのだという。無論、若者たちが反応する事
象の全てに PR 会社が関与しているとは言えないだろうが、
「メディアや NGO、果
ては居酒屋やラーメン屋にまで「自分探し」のメンタリティは浸透している」
（p.174）と著者は述べている。
14）ただし、あくまでも同書は学術的関心に沿ってまとめられたレビュー論文ではな
い。レビュー論文として位置づけにくい要素の一つに、定義の曖昧さを指摘する
ことができる。実際、同書による「自分探し」の定義は「若者を中心とした人々
が、現在の自分ではなく、本来の自分を知ろうとしたり、あるべき自分の姿を求
めたりする行為を指している」とある（速見 2008, p.3）。これでは、若者が向き合
う全ての事柄が、自分探しの対象と位置づけられるとも言える。とはいえ、同書
は筆者自身が指摘する「自分探しホイホイ」の対象となっていることを自覚しつ
つ、自分探しの時代を生きる若者の一人として、自らの周辺の事象を整理、分析
した一冊である。実際、同書のあとがきにて、著者は次のように述べており、こ
のことからも、当事者による私語りとも位置づけられる書物である。
「自分探しに
迷う若者の姿であれば、目の前にいくらでも転がっていた。いや、鏡を見ればそ
れで済んだ。
」（p.215）
15）著者は「自分探し」という表現の前に、身の回りを自己実現のために個性的な物
品で固めていく風潮に対して上野千鶴子が「私探し」という言葉を充てていたこ
とに触れている（p.5）。ただし、自分探しと私探しの両語について、概念の差異に
ついて精緻な検討はなされていない。そもそも、著者が消費生活また資本主義に
ついて取り上げているために上野の表現を引用したのか、上野の表現を源流とし
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て消費生活また資本主義について焦点を当てていったのかは定かではない。ただ
し、三浦（2005）が指摘するように、戦前の近代化・富国強兵から、戦後の高度
経済成長・中流化を経て、
「自分らしさ」と「マニュアル化」の狭間で小さな物語
を生きる若者たちの消費にマーケティングが積極的になされてきたという指摘を
鑑みれば、議論としての整合については異論を挟む余地がなかろう。
16）著者は雑誌「DIME」1992 年 3 月 5 日号の記事「仕事のできる女はなぜ『突然留学』
をするのか？」の記事に遡り、まず女性と労働市場の関係に着目する（p.170）。そ
して、1980 年代末は女性を中心にしていた自分探しの旅が、1990 年代半ばには若
者全般に広がっていったことを、同じく労働市場の変化と関連づけて議論を重ね
ている（pp.177-180）。
17）著者は、退職後に生活の拠点を沖縄に移す、帰農と称して畑を耕す、職人的な技
を要するそば打ちや陶芸に励む、これらの団塊の世代がとる行為と、都会を離れ
ボラバイトと称して沖縄に飛び出して農作業にいそしむ、手書き風の文字を店内
にあえて掲げるようなフランチャイズチェーンに参加して求道者のようにラーメ
ンの店舗を経営する、これらの団塊ジュニア世代の行動には、
「どちらも消費世界
に疑問を抱えた世代」という意味で類似した心情を抱えていることを指摘する
（pp.203-204）。いずれも「自分らしさ」を追求する姿勢を外部の環境に求めてい
る点に共通点がみられる。
18）著者は、雇用環境が社会的に変化したことについて、経団連（当時）が 1995 年に
発表した「新時代の『日本的』経営」提言が契機となっていると、多くの論者の
発言に共通する点として紹介する。すなわち、この提言が元となって、1999 年に
労働者派遣法が改正され、派遣労働の業種拡大に伴う不安定労働者（いわゆる「プ
レカリアート」）が生まれたとする議論を支持している（p.108）。加えて、ホーム
内の売店への POS 管理システムの導入など、高度情報化による販売管理システム
の浸透を引き合いに出し、
「マニュアル化によるやりがいの収奪の仕組み」
（p.136）
が成立していることに触れている。
19）転換点として、中曽根内閣総理大臣（当時）の諮問機関として 1984 年に発足した
臨時教育審議会が翌年に提出した「教育改革に関する第一次答申」と（p.126）、同
じく 1985 年に経団連などの財界四団体が運営する「日本経済調査協議会」による
提言「二十一世紀に向けて教育を考える」の発表を挙げている（p.128）。
20）2001 年の日本労働研究機構（当時）調査及び、同調査に対する家計経済研究所の
久木元真吾による論考を引用し、若者にとっての「やりたいこと」は社会経験や
他人とのコミュニケーションの中から見出していくものではなく「本人の内部に
の み 存 在 し、 本 人 だけ が 発 見し う る 」 もの で あ ると い う 点に 着 目 し てい る
（pp.114-115）。また、杉村太郞による「絶対内定」でも、個々人には「適職」が
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存在し、それらは「自分の内側」から探し出すものだという論理が繰り返し展開
されていることを挙げている（p.121）。これらの論理において問題とするのは、
「こ
の世の中は『やりたいこと』を仕事にした人だけで構成されているわけではなく、
むしろ仕事を『やらなくてはいけないこと』としてやっている人たちで構成され
ている」（p.118）という点である。
21）ニューエイジの主題がそのまま作品の主題になっている、「個人の問題が世界の問
題と直結した世界観を持つ作品群」や「個人の崩壊が即世界の危機といた展開を
見せる作品群」のこと（速水 2008, p.209）。特に「新世紀エヴァンゲリオン」が例
示されている。
22）杉万（2006b）では、ある集合体や社会の改善、改革という意味で用いられている。
該当箇所では、実践的活動についての意義について直接論じているわけではなく、
アクション・リサーチの方法をとる際の実践的研究の意味について述べている。
しかし、アクション・リサーチにおいて実践（家）と研究（者）が不可分の関係
にあるということから、文献として引用した。特に問題解決型の取り組みにおい
て、実践と研究を二分法で捉えることが非妥当となることについては、山口（2007）
を参照されたい。
23）具体的には次の問いである。
「井戸をとりつけたり、文字を学んだりという私たち
の活動の資金はあなたたちが寄付してくれていると聞いた。心からありがたいと
思う。しかし、なぜあなたたちは、遠いところから来て、縁もゆかりもない私た
ちを助けてくれるのか。そんなことをしてあなたたちにどんな利益があるのか。
」
（中田 2000, p.6）
24）過去の執筆陣はもとより、編集委員についても、双方に関与している人々が見ら
れる。実際、座談会の司会は編集委員の森定玲子が務め、ボランティア活動関係
文献リストの作成を関嘉寛が担当している。
25）論拠となっているのは、金子（1992）の「自発性パラドックス」並びに「ヴァル
ネラブル」、中野（1999）の「システム危機管理型国家」による「安上がりで実効
性も高いまことに巧妙なひとつの動員のかたち」としてのボランティア観、そし
て筆者も第 1 章等で引用した中田（2000）の議論から仏教哲学をもとにした「そ
の場その場にふさわしい自然な＜結ぼれ＞」といった 3 つの理論である。これら
をもとに、
「ボランティアが依拠する抽象的な自発性が、無内容であっても何とで
も結びつく可能性」から、
「ボランティア活動が国家に都合良く利用される可能性」
を指摘する（入江 2002, p10）。ちなみに同誌では藤井（2002）も中野（1999）を
引用し「奉仕活動義務化」論に対してなされた批判を例証する理論として用いて
いるが、それ以上に、社会学者の立場から佐藤慶幸のボランタリー・アソシエー
ション論から「他者との共感的諒解をめざした相互主観的な対話的行為」として
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のボランティアに焦点を当て、主体と対象との関係について関心を向ける。
26）この問題提起は、著者自身が阪神・淡路大震災のボランティア活動に携わって以
降、各地の被災地に赴いてきた経験の中から実感したものであることが示されて
いる。また、渥美（2003）には、過去志向で問う動機よりも、未来志向で協働の
目標を設定していくことにこそ意味があることが明快に記されている。
27）長沼（2002）では、
「総合的学習の時間」の創設とあわせてボランティア活動につ
いての記載が初めて盛り込まれることになった 1998 年の学習指導要領改訂以降を
「ボランティア活動の第 2 期」と捉え、
「自主的・自発的に教師（学校）がおこな
っていた」時代とを区別している。そして、
「とにかく意義があるから実施しよう
というような捉え方は問題であり、適切な学習方法や学びの質の高さが要求され
るようなシステムの構築を望みたい」と論を閉じている（長沼 2002, p.48）。
28）具体的には次のような指摘である。
「ボランティアはしばしば自己満足的であった
り、はた迷惑であったり、自己顕示的であったりする。そういう可能性をもボラ
ンティア活動として含んでいるからこそ、個性的な活動が生まれたり、ユニーク
な活動スタイルが生じたりするともいえる。ボランティアの公共的意識を強調す
ることによってその社会的承認を強化しようという文脈のもとでは、ボランティ
ア活動のあり方として自発性を強調すればするほど、使命とか任務、課題、意義
などの強調になり、自発性の強調が密やかな倫理的批判や強制に近づく。」
（岡本
2002, p.66）こうした公共性とボランティアについての論考は関（2005）に詳しい。
29）ただし小野・山内（2002）は、「経済学の理論モデルによる研究は、とかく「机上
の論理」と眉をひそめられがち」
（p.69）だが、
「経済学の観点から人間の行動を単
純化し、類型化することは政策に昇華させるためには必要なこと」
（p.67）と述べ
ている。その理由は、
「愛情や善意やキャリア志向といった人間の感情」
、直接数
値化することは不可能であるし、単純化するには感情は複雑すぎて問題が多い」
ためであるとする。一方で本稿は、そうした定量的研究ではなく定性的な研究と
して、経済学の観点とは異なる視点で接近していくことになるだろう。
30）ただし、桜井（2002）による「特に年齢層による動機の違いには強い配慮が必要
である」と示している点については、動機という表現を用いなければ、筆者らの
指摘と符合する部分がある。具体的には、山口ら（2003）による「状況的関心」
と「構造的関心」の対比関係である。関心と動機がどこまで違うか、ということ
についての詳述はここでは行わない。しかし、動機が「問いに対して返ってきた
答え」であるのに対し、関心は「問いに対して応えていく論理的な枠組み」とし
て位置づけていることを示しておく。これらは議論を進める上での混乱を避ける
意味で違いを鮮明にするために述べたことであり、本来は精緻に論述が必要であ
ることを確認しておきたい。
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31） 森山（2007）は、桜井（2005）に対して、「日本の 60 歳以上の高齢層において、
自己成長のために技術や経験を身につけたいという同期で活動を始めているボラ
ンティアほど長く続けているが、他の年齢層にその傾向は見られない」ことに着
目している。ただし、分析対象データ（特に、世代層のサンプル数）ならびに分
析手法（特に、方程式の両辺に年齢を投入している点）の両面から、検証結果が
妥当ではないことを指摘している。一方、森山（2007）は経済学的見地から、NPO
スタッフが消極的動機と投資的動機の二種類によって活動し、それぞれの度合い
に応じて充足度が異なることを示した。そして、小野・山内（2002）でも論じら
れているように、消費的動機が NPO 活動を継続していく上で必要不可欠なもので
あるとする。さらに、消費的動機を「強くもち、かつ会計・経理等の専門業務に
関与する講座の受講歴がある人は、長く活動する傾向がある」と示し、これを「投
資的動機」を抱いていると記すことで、動機の両義性について論考を重ねている。
32）ただし、注意しなければならないのは、こうした答申等が、発表当時からボラン
ティア観を刷新する「牽引役」（長沼 2002）とは限らないという点であろう。例
えば、小谷（1999）などが、文部省と厚生省（いずれも当時）が、
「ボランティア
元年」以前から相次いでボランティアに関する審議を行っていた、と示している。
しかし、これらの議論は、阪神・淡路大震災で積極的に活動した学生ボランティ
ア等の動きに対する意味創出のために、
「ボランティア元年」以後になって注目が
され始めた可能性を踏まえておかなければならないだろう。なお、ボランティア
に関する定義については、その後の著作から鑑みるに、審議の当時に日本青年奉
仕協会事務局長を務めていた興梠（2003）によるものと推察する。事実、興梠（2003）
は、ボランティア活動の理念として、特に引用を明らかにすることなく、(1)主体
性（Independence）、(2)非営利性（Non-Profit）、(3)公共性（Public Interest）、(4)先駆
性（Pioneering）の 4 つを挙げている（pp.61-62）。
33） この点は本稿の査読を通じて副査から重要な示唆を得た。記して謝意を表したい。
なお、本稿ではボランティア活動の概念を措定しようとしているのではなく、ボ
ランティア活動の捉えられ方の変化、すなわちボランティア観に対する時代背景
の重ねられ方である。この点を改めて確認しておきたい。
34）岡本（2006）は、現代に「自尊心泥棒」が多くなっているのは、こどもたちの生
活にゆとりなく、過剰な期待が寄せられる中で、
「自分はダメ人間だ」と思わせて
いるためと指摘している。いみじくも文部省（当時）は、1996 年の中央教育審議
会の答申「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について」にて「生きる力」
をという概念を示している。変化の激しいこれからの時代を生きていく上では、
「いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体
的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、自らを
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律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人
間性」が必要となると謳ったものである。この答申がもとになり、総合的な学習
の時間が設置されるなど、ボランティア活動が学校ならびに学校外教育に積極的
に取り上げられていくこととなったにもかかわらず、である。
35）このように、保全とは資源の「保護・利用・管理」を連続的に行っていく考え方
であると捉える上で参考になるのは、アメリカ合衆国における学術論争だ。環境
保全の理念を提唱したのは、フランスで森林学を学んだ自然学者のピンショーで
あり、
「保全の第一原理は開発であり、今ここに生きる人々の利益のため現在この
大陸に存在している天然資源を利用することである」
（Pinchot 1910, 訳 p.124）と
主張した。一方で、同じく自然学者のミューアは自然の完全保護を訴え、自然界
にある資源は人間のみが利用可能な資源であると捉えてはならないと主張し、最
大多数の最大幸福と長期間の資源の利用を導くとするピンショーの考えを人間中
心主義と批判した。この点については、環境教育事務所カラーズの設立者であり
同志社大学大学院総合政策科学研究科の西村仁志准教授より示唆を得た。
36）山口ら（2003）による状況的関心と構造的関心の対比は、後に諏訪ら（2005）に
よって、論理の一貫性という観点から解題されている。そして、エコツアーのみ
ならず、震災復興をはじめ、多様な分野でのボランティア活動研究に援用できる
ことが明らかにされている。
37）上述のとおりに、筆者と増田代表とは、2000 年度以来、度重ねて各種の企画を実
施してきていることから、折に触れ同種の「問わず語り」を行ってきている。よっ
て、特別に記さない限り、本稿における増田代表の語りは、筆者によるインフォー
マルインタビューに基づくものだと捉えていただきたい。そして、調査研究への
協力に対し、記して謝意を表したい。
38）同小学校が廃校になったのは、そもそも当該地域が沙漠緑化のための入植村であ
ったことが反映している。既述のとおり、当該地域の沙漠化には首都である北京
への影響が懸念されたために、中国政府ならびに共産党が積極的に緑化活動を推
進した。そのために、1980 年代前半より、各地から入植者が集められ、作業従事
者が確保された。したがって、同時期に、比較的若い世代が入植したことが反映
し、同地で子育てがなされる世帯が数多く誕生したのだが、その後、沙漠化の安
定化と緑化の成果が導かれてきたことにより、新規入植者ならびに子育て世代が
減少していく傾向が出てきたために、廃校という結果に至ったのである。
39）アフォーダンスの議論でよくならされる誤解について、具体例を挙げて説明して
おこう。繰り返しになるが、アフォーダンスとは何かができる（あるいはできな
い）という行為者と行為の相互関係に基づく物理的な関係性を指している。例え
ば、ファーストフード（例えば、ハンバーガーチェーン店）という空間（ここで
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は媒質）は、ゆっくり食事をし、会話を楽しもうとする人にとっては適切な環境
ではない。なぜなら、椅子（固い）、音楽（うるさい）、などといった肌理の構造
が、目的達成をアフォードする（便宜を与える）ことはないためだ。しかしなが
ら、認知科学の隆盛などが反映して、アフォーダンスとは何かができそう（ある
いはできなさそう）という環境から行為者への知覚された情報であると捉えられ
ることが多い。すなわち、ファーストフード（例えば、ハンバーガーチェーン店）
にあるような椅子は、座ったら疲れそうであるとか居心地が悪そうであるなど、
誰も座らない椅子と思わせる情報があるモノになっている、という解釈がなされ
るということである。
40）例えば、何気なく、
「気持ちいいからここでお弁当を食べたいですね」と誰かが言
えば、現地スタッフも含めて、次の日は沙漠地あるいは緑化が進んだ風景の中で
昼食を取る可能性が生まれる。そうなると、食事を取りながら、過去の状態や未
来の理想などが語られ、期せずして環境についての学びの機会が生まれる。一方
で、そうした一言がなくても、事務局スタッフが過去の経験やその場にいる参加
者の性格や雰囲気に合わせて「サプライズ」とでも言えるような仕掛けを盛り込
むことがある。こうして、事務局も、また参加者も、沙漠緑化による環境保全と
いう物語を前提にしつつ、ともに即興で立ち居振る舞いを変えていく。
41）文面は、
「現地給沙漠緑色 留日方精神」とある。直訳をするならば、次のように
なるだろう。
「沙漠に緑色を給う、日本人の精神をここに留める」
。緑化が進んで
きた段階で、初めて現地を訪れた参加者らはリクルーターや事前の説明と照らし
合わせて、またリピーターである参加者らは過去に自らが見た風景と照らし合わ
せて、確かに沙漠が緑化され、そこには日本人が関わってきたことを再認識させ
られることになる。そして、自分もまた、その日本人の仲間であるということを
意識せざるを得なくなる場合や、小さな役割かも知れないが着実に役目を果たす
ことによって、活動の継続と発展を導いていかなければならない使命感を抱くこ
とになるだろう。
42）辻（2005）は、図 7 にある多元的自己とは、本物と嘘という二元論ではなく、自
己が物語る自己は、それぞれ自己として多元化しているとする浅野（2001）が用
いた表現だとしている。そもそも「語り得ないもの」（浅野 2001）が自己物語だ
とする点から鑑みれば、本稿で取り上げた多くの感想や、行為に対する説明は、
全て多元化した自己の一側面であるとも捉えることができるが、本稿ではこれ以
上立ち入って検討は重ねない。
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Volunteer work for the purpose of soul searching
and gaining recognition from others:
Proposing innovative social participation and
transformation through a "half-backstitch" model.
Hironori YAMAGUCHI
(Graduate School of Policy and Management, Doshisha University : Outenin-temple)
Abstract
The act of soul searching, or jibun sagashi in Japanese, can have negative
connotations, but at the same time, the act of searching for oneself cannot be
condemned. This paper highlights, through literature reviews, how volunteer
activities have a close connection with the discussion of finding oneself. By
juxtaposing volunteer work and soul searching, two critical points became clear: (1)
engaging in utilitarian work only for the purpose of gaining self-satisfaction may not
be productive in solving the bigger issues, and (2) traveling to a foreign country to
partake in volunteer work can be perceived as mere escapism.
In this paper, I examine the case of eco-touristic treeplanting projects in the
Chinese Inner Mongolia, examining the relationship among the participants, program
officers, and local people and arguing that contemporary youths have a sense of a
"plural self" when creating narratives about themselves. This ethnographic work also
suggests a correlation between the positive "feed-forward" method and reciprocating
compliments and positive energy among the people involved in the treeplanting
projects.
In conclusion, this paper proposes a "half-backstitch" model with an aim to
improve the quality of volunteer work among youths in Japan, utilizing metaphors
for creating new meanings to the cause and contributing to the decision-making
process.
Key words : complacent volunteering, power of place, narrative, plural self,
Key words : feed-forward
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市民参加と国際協力事業
－アフガニスタン女性教員研修を事例として－
高 橋 真 央
（お茶の水女子大学グローバル協力センター）
【要約】
 2001 年 9 月 11 日に起きた同時多発テロ以降、アフガニスタンは国際社会か
ら改めて注目される国となった。タリバン政権への軍事攻撃と崩壊、新政権
の樹立。国際社会は、20 年以上の紛争下にあったアフガニスタンへの復興支
援に取り組んだ。
 本論は、アフガニスタン女子教育支援の一環として、５つの女子大学がコ
ンソーシアムを結成し、文部科学省、国際協力機構（以下 JICA）と連携して
アフガニスタン女性教員研修を実施した事例をもとに、市民参加による国際
協力の可能性について検討した。この事業を通して、国際協力に特に関心を
寄せてこなかった大学や教職員、学生などが研修に関わることによって、様々
な発見や変化が見出された。
 本論では、本事例を通して、市民参加による ODA 事業の課題と展望を検討
し、国際協力事業を実施するにあたり、
「市民が持つリソースとネットワーク
の活用」および「市民の思いと援助政策の融合」の二つの点が必要であるこ
とを考察した。
【キーワード】
JICA 研修事業、アフガニスタン、市民参加
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１．はじめに
2001 年 9 月 11 日に起きた同時多発テロ以降、アフガニスタンは国際社会か
ら注目されることとなった。タリバン政権への軍事攻撃と崩壊、新政権の樹
立。国際社会は、20 年以上の紛争下にあったアフガニスタンへの支援に取り
組んだ。
2002 年 1 月に東京で開催されたアフガニスタン復興支援国際会議で日本政
府は、アフガニスタンの復興を積極的に支援することとし、その重点支援の
一つとして教育（女子）が挙げられた。タリバン政権下において教育を受け
ることのできなかった女子への教育支援を行うことが重点支援目標として示
されたのである。
こうした背景の中で、５つの女子大学 1）がアフガニスタンの女子教育の向
上を目的にアフガニスタンへの国際協力活動に取り組んだ。
本論は、アフガニスタン女子教育支援の一環として、５つの女子大学がコ
ンソーシアムを結成し、文部科学省、国際協力機構（以下 JICA）と連携して
アフガニスタン女性教員研修を実施した事例をもとに、国際協力事業への市
民参加の可能性について検討したものである。
 本研究の対象期間は、筆者が研修に関わった 2005 年 9 月から 2007 年 3 月
までである。研究手法としては、その間における筆者の研修関係者に対する
インタビューと 2002 年から 2007 年までの記録資料の分析、さらに筆者が
コーディネーターとして研修準備に関わったことからその参与観察、また研
修中、研修後の評価の際に大学関係者や学生、他の学校関係者へのインタビ
ューである。ドキュメント資料については、2002 年度以降発行されている研
修関係の報告書や研修準備のために開催された会議の議事録、記録報告のた
めに立ち上げられたホームページ 2）によった。
２．アフガニスタンについて
２－１．国の概要
 アフガニスタンは、面積 652,225 平方キロメートルであり、日本の 1.7 倍の
面積を有する。また、パキスタン、イラン、ウズベキスタン、トルクメニス
タン、中国と国境を接している。
 人口は、2,209 万人（2006 年現在）であり、パシュトゥーン人、タジク人、
ハザラ人、ウズベク人などを主な民族とする複合民族国家である。公用語は、
ダリ語とパシュトゥーン語である。主要宗教はイスラム教であり、宗派とし
てはスンニー派が主である（外務省 2007）
。
 一人当たりの国内総生産は、約 330 ドル（2007 年 8 月現在）であり、主要
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産業は、農業で、小麦、大麦、ジャガイモ、アーモンド、ブドウ等を生産し
ている。

２－２．歴史
アフガニスタンでは、長年にわたる他民族の支配のあとに 1747 年にパシュ
トゥーン人の部族連合王朝としてドゥラニー王朝が成立した。1973 年 7 月に
共和制に移行した後、1978 年に共産主義グループによる軍事クーデターによ
って共和国のダウト政権が倒れ、人民民主政権が成立した。その後、党内反
対派のアミンが議長に就任し、彼に対して不信感を持っていたソ連は、1979
年 11 月に軍事介入しアミンを処刑した後、
新ソ連派のカルマルが議長となり、
その後、1986 年にはナジブラが書記長に就任した。国内の反対勢力、イスラ
ムの伝統的勢力がムジャヒディーン（聖戦を戦うイスラム戦士）を名乗り、
反ソ連武装闘争を開始した。ムジャヒディーン各派は、パキスタンとアメリ
カの大規模な軍事支援を受けてソ連と戦うこととなった。そのため、アフガ
ニスタンで繰り広げられた内戦は、米ソの代理戦争とも言われた（内海
2004）
。
1979 年のソ連軍侵攻から撤退までの 10 年間にアフガニスタンは、アメリ
カの支援を受けたムジャヒディーンとソ連軍との内戦状況が続いた。また、
ソ連軍の撤退後も、ムジャヒディーン各派による内戦が続き、タリバンが台
頭するようになった 1990 年代には「世界から忘れられた国」となった。その
後、国際社会から孤立したタリバン政権下で都市のインフラや農村地帯は荒
れ果てていった。そして、戦闘やタリバンによる弾圧、また 7 年間続いた旱
魃による貧困からアフガニスタン難民の数は、世界最大の 600 万人にも及ぶ
こととなったのである（篠原 2004）
。
2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロを契機として、10 月にはアメリカや
イギリスが中心となってタリバンへの軍事攻撃が行われた。そして、12 月に
は北部同盟を中心とする勢力がタリバン支配地域を制圧し、新政権が生まれ
ることとなった（内海 2004）
。
２－３．アフガニスタンの女性の状況
 アフガニスタンの女性の合計特殊出生率は、6.9 人であり、妊産婦の死亡者
数は 10 万人あたり 1900 人で、世界の中でも最も高い死亡率となっている
（UNICEF 2007）
。
 15 歳以上の成人の識字率は、28％である（UNICEF 2007）。男女比で見ると、
男子 43％に対し、女性は 13％である。初等教育総就学率 3）では、女子は男子
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の 44％しか就学していない（UNICEF 2007）
。また、首都カブールと地方でも
就学率の格差があり、農村部の女子の就学率は更に低いと考えられる。ユニ
セフは、
就学年齢の女子のうち、150 万人が未就学と推定している。
山本
（2004）
によれば、親たちが子どもたちを学校に送らない理由として安全への不安、
学校への距離、学校施設の未整備などをあげているが、とりわけ女性教師の
絶対的不足が問題であるとしている 4）。

２－４．国際社会からの支援
 タリバン政権の崩壊後、2001 年 12 月に行われたボン会議では、暫定行政
機構の発足、緊急ロヤ・ジェルガの開催、移行行政機構の発足、大統領選挙、
新憲法の制定等に関するプロセスが合意された。
 2002 年 1 月に東京で開催されたアフガニスタン復興支援国際会議では、ア
メリカ、EU 諸国、サウジアラビアが日本とともに主催国となり、61 カ国及
び 21 の国際機関が出席し、アフガニスタンの今後の復興支援策について協議
を行った。結果として、国際社会として 45 億ドルの支援を行うこととなった。
日本は、会議以降の 2 年 6 ヶ月で、5 億ドルまでの支援を表明した。
 また、2006 年 1 月には、ロンドンにおいてアフガニスタン復興会議（ロン
ドン会議）が開催された。ここでアフガニスタン政府は、今後 5 年間のアフ
ガニスタン国家開発戦略（ANDS: Afghanistan National Development Strategy）
を提示し、国際社会とアフガニスタン政府間での援助枠組みについて合意さ
れた「アフガニスタン・コンパクト」が承認された。これに対して、国際社
会は、総額 105 億ドルの支援を約束した（外務省 2006）
。
２－５．日本のアフガニスタン支援
 日本のアフガニスタン支援は、これまで行ってきた開発途上国への支援と
は大きく異なるスキームであり、新しい援助であるといえる。それは、未だ
治安が安定しない中での ODA として大規模な緊急、人道、復興支援を行った
ことである（内海 2004）
。また、緊急・人道支援から復興支援へと継ぎ目の
ない支援の実施という課題への挑戦であり、今後の紛争後の支援や平和構築
支援のモデルとなるものである。
2006 年 10 月現在、日本政府は人道支援に総額約 1 億 5,700 万ドル（2001
年 9 月以降）
、復興などへの支援へ総額 9 億 6,600 万ドル（2002 年 1 月～2006
年 8 月）となっており、総額 11.2 億ドルの支援を実施している。特に復興支
援においては、総額約 6 億 2,100 万ドルにのぼっている。内訳としては、教
育には約 2,900 万ドル、難民・国内避難民の再定住に約 8,800 万ドル、保健・
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医療に約 4,500 万ドルを計上している。外務省（2006）では、現在のアフガ
ニスタンは、国際社会の支援を受けることによって、緊急人道支援を必要と
する段階から復旧・復興支援の段階を経て、本格的な開発支援の移行段階に
あるとしている。

２－６．日本のアフガニスタンへの女性支援
 2002 年 1 月のアフガニスタン復興支援会議で、小泉首相は開会演説におい
て、アフガニスタン支援に対する日本の貢献として「難民・避難民の再定住」
、
「教育」、「保健・医療」そして「女性の地位向上」の分野を重点的に行うこ
とを表明した（外務省 2002）
。これを受けて、内閣府は 2 月に「アフガニス
タンの女性支援に関する懇談会」を発足させた。懇談会報告書では、
（ａ）政
治・制度的枠組み、（ｂ）教育、（ｃ）保健医療、（ｄ）産業・職業、（ｅ）基
礎インフラ、
（ｄ）平和・安全といった 6 つの分野を重点的支援にすることと
し、これらの分野に対する支援を緊急、短期、中長期の３つの時期に分けて
検討している（アフガニスタンの女性支援に関する懇談会  2002：伊藤
2004）
。
 具体的な支援としては、ボン合意に基づいて 2001 年 12 月に設立された女
性課題省の能力強化に始まり、バーミヤンに建設された女性センターにおけ
る地方女性局職員の能力向上支援などがある（山本 2004）
。また五女子大学
コンソーシアムが文部科学省、JICA と連携して取り組んだアフガニスタン女
子教育支援は、外務省が「アフガニスタン支援パッケージ」の一環に組み込
まれている（外務省 2002）
。
３．JICA における研修員受入れ事業
 JICA では、日本のもつ経験と知識を途上国の開発に生かす支援として、開
発途上国から研修員を受け入れている。研修員受入れ事業は、
「それぞれの国
で必要とされている知識や技術を伝えて、各国の解決に役立ててもらうもの
（国際協力機構 2006、p.103）」であり、JICA の技術協力の中では最も基本
的な事業の一つである。対象者は、開発途上国や地域の中核的な行政官や技
術者、研究者となっている（国際協力機構 2006）
。また、研修員は、研修期
間の日本滞在中に、地域社会のさまざまな人々との交流を通して、日本の文
化を学んで帰国する（国際協力事業団 1999）
。研修員受入事業は、このよう
に「人」を介した事業であり、ODA の中でも「顔の見える援助」の中核をな
している（国際協力事業団 1999）
。
 本事業は、1954 年の 138 人の技術研修員受入から始まった。当初はアジア
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諸国を中心に農林水産、鉱工業、エネルギーといったハード面での技術研修
が多かったが、途上国の経済の発展に伴って、品質管理や生産性向上などの
システム作りや環境保全、貧困対策や医療保健、教育、行政など地球規模の
課題に関する研修ニーズへと広がっていった（外務省 2006）
。
 本事業は、事業開始の 1954 年以来、研修員を約 19 万人輩出しており（国
際協力機構 2006）
、2005 年度には、143 カ国・地域から 8,231 人の研修を実
施している（外務省 2006）
。

４．JICA 研修事業「アフガニスタン女性教員研修」における市民参加の可能性
４－１．五女子大学によるアフガニスタン復興支援
 アフガニスタンの復興支援について議論され、東京では復興支援国会議が
開催されていた 2002 年 1 月、お茶の水女子大学では、大学としてアフガニス
タンの女性支援を実施する提案が出された。これによって、2002 年 2 月にア
フガニスタン女性教員研修を実施するためのプログラム策定委員会が結成さ
れた。同時に、お茶の水女子大学が発起人となり他の４女子大学に声をかけ
て、複数の女子大学が一致協力してアフガニスタンの女性の支援を実施する
こととなった（藤枝・内海 2004）
。これらの５つの女子大学は、明治期に女
子の教育を向上させるために、女性教員を養成することを目的として設立さ
れた国立大学の２校とそれぞれの建学理念を持って明治期に創立された私立
大学の３校である。各大学とも、付属学校園や地域性に特色をもっている。
この間、アフガニスタンの女子教育振興のために何が必要なのか、また各
大学がどのような分野で研修を実施できるか等が各大学で議論された。五女
子大学には、アフガニスタンや国際協力活動に関する専門家がほとんどおら
ず、情報入手が困難であった。そのため、日本の援助関係者や研究者を集め
てアフガニスタンの女子教育や女性の状況について勉強会が毎月２回から３
回程度開催された。
 2002 年 5 月には、正式に JICA から女性教員研修事業の依頼をお茶の水女
子大学を代表機関として受け、五女子大学コンソーシアムが結成され、研修
事業の準備に取りかかった。
４－２．アフガニスタン女性教員研修事業
アフガニスタン女性教員研修コースは、JICA による受託研修事業として
2002 年度から 2004 年度までの第 1 フェーズ、2005 年度と 2006 年度の第 2 フ
ェーズの５年間に渡って実施された。研修期間は約 1 ヶ月であった。
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４－２－１．研修員
 研修員の数は、2002 年度は 20 名、2003 年度は 16 名、2004 年度は 15 名で
あり、2005 年度、2006 年度は各 10 名、計 71 名である。対象者は、首都のカ
ブールに限定せず、女子教育の普及を目指すためにアフガニスタン全土の女
性教員である。
研修員の職種は、学校長などの学校管理職のほかに、教員養成学校教員、
大学教員などであった。第２フェーズでは、研修内容を学校現場に近づける
ために、学校長や教頭等の学校管理職を対象とした。
４－２－２．目標
女性教員研修コースの目標については、様々な議論が五女子大学関係者の
間で交わされた。女性教員に対して自分は何ができるか、帰国後の研修員へ
の期待まで広く議論された。そして、コンソーシアムとしての支援目標とし
てタリバン政権下に勉強ができなかった少女たちが学校に通い、より多くの
少女が学べる機会とその環境づくりが重要であるとした。
それによって、研修の長期的目標を「教育へのアクセスにおける男女格差
を是正するために女性教育関係者の能力向上を図り、所属地域での女子教育
に係る制度および所属校での学校運営体制が改善される」こととし、この研
修を通しての到達目標を以下の４点とした。
１．アフガニスタンの教育現場における女子教育に関する課題が整理される
２．女性教育指導者が学校運営に関わる基礎的な知識・技能を修得する
３．教育へのアクセスにおける男女格差を是正するために女性教育関係者の
能力向上をはかる
４．学校と地域社会の連携のあり方が提案されることとした。
５．アフガニスタン女性教員研修事業について
 五女子大学コンソーシアムにおける研修準備と研修内容の決定過程、研修
の実施状況は以下の通りである。
５－１．事業内容の組み立て、事前準備
 ここでは、研修事業の準備に関しては 2006 年度を事例としてあげる。
 研修が始まる６ヶ月前の 2006 年７月頃から研修内容について準備を行っ
た。過去４年間の研修参加者の意見、JICA の要望と共に、各女子大学が持
つリソースを話し合い、それを調整しながら、研修内容を組み立てた。
 研修内容を決定する際には、本研修での目標と研修員に対して何が必要な
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のかという視点から、「女子が学校に来られない事を阻む要因の解決」「学校
教育の質の向上」「同僚教師・地域との連携」「研修員の女子教育促進に関す
る問題意識の向上」の４つの項目から、研修内容を決定した（図１）
。

平成18年度アフガニスタン女性教員研修プログラムスキーム
Ａ：女子が学校に来られないことを阻む要因の解決

Ｂ：学校教育の質の向上
Ｃ
同
僚
教
師
・
地
域
と
の
連
携

:

１．学校と地域社会の連携のあり方
が提案される
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察

義
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い
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:
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図１

アフガニスタン女性教員研修プログラムスキーム


これは、研修員に何を提供するのかを各大学や講義担当講師が理解し、そ
れに沿って研修内容を組み立てるための図である。各大学に研修内容に関す
る調査票を配布し、研修目標に合わせて研修内容を検討した。研修日程は次
のとおりである（表１）
。
 「アフガニスタンの教育現場における女子教育に関する課題が整理される」
では、各大学の教員の専門である日本の女子教育の歴史、カウンセリングの
実践と指導や学校カウンセリングとワークショップなどを開講し、同時に、
全国の公立小中学校の校長の集まりである「全国女性校長会」との意見交換
会も行われた。
 「女性教育指導者が学校運営に関わる基礎的な知識・技能を修得する」で
は、文部科学省の行政官による「日本の義務教育改革」
、家庭科教育、女子の
ための保健衛生教育の指導と教材説明、学校運営などを説明する校務分掌に
ついて講義が行なわれた。
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 「教育へのアクセスにおける男女格差を是正するために女性教育関係者の
能力向上をはかる」ことでは、授業方法の改善に関するワークショップや教
員研修センターの視察などが組み入れられた。
 「学校と地域社会の連携のあり方が提案される」では、コミュニティスクー
ルを実践している小学校の視察、地方の学校と地域のコミュニティとの連携
をはかっている小学校の視察を行った。

表１
月日

時間

第 1 日目
第 2 日目
午前
第 3 日目

アフガニスタン 女性教員研修

プログラム

研修内容
来日

JICA

JICA ブリーフィング

JICA

開講式

お茶の水女子大学

レセプション
午後

昭和館訪問
文部科学省表敬（教育行政について）

第 4 日目
第 5 日目

午前

日本の女子教育の歴史

午後

全国女性校長会との意見交換会

午前

女子の就学を阻む要因と解決策に関するワ
ークショップ

午後

第 6 日目

休日

第 7 日目

休日

第 8 日目

午前

アフガニスタンにおける研修員の現状報告

午後

情報教育

午前
第 9 日目
午後
午前
第 10 日目
午後

第 11 日目
第 12 日目

午前
午後

場所

女子教育の重要性について
（日本女子大学）
家庭科教育（日本女子大学）
（女子の技術習得について）
女子に対する保健衛生教育の指導と教材
説明
アフガニスタンにおける女子教育の発展の
ための阻害と今後の課題に関するワークシ
ョップ
中高等学校 1 日体験実習

午前

大学附属学校の視察（小学校）

午後

大学附属学校の視察（中学・高校）
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文部科学省
お茶の水女子大学

東京女子大学

JICA

日本女子大学

日本女子大学
付属豊明小学校
日本女子大学
付属中学校・
高等学校
お茶の水女子大学
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第 13 日目

休日

第 14 日目

休日

第 15 日目

第 16 日目

第 17 日目

第 18 日目
第 19 日目

午前

養護学校の視察

筑波大学附属
大塚特別支援学校

午後

校務分掌について

お茶の水女子大学

午前

学校カウンセリングとワークショップの
実践

午後

心のケアカウンセリングの指導

午前

授業方法の改善に関するワークショップ

午後

アフガニスタン社会における教育の意味に
関するワークショップ

午前
午後
午前
午後

第 20 日目
第 21 日目
第 22 日目
第 23 日目
第 24 日目

女性のリーダーシップフォーラム

津田塾大学

世界遺産の見学
女性教員の栄養と健康

午後

附属中等教育学校のクラブ活動を通じた
地域との連携（附属中等教育学校視察）

終日

地方の学校と地域との連携

午前

附属小学校での総合学習等の視察

奈良女子大学
その他

移動（奈良→東京）

午後

コミュニティの人々に女子教育の重要性を
知ってもらうためのワークショップ
JICA

Action Plan 作成
個別面談

午前

教員研修センター見学

午後

筑波大学訪問

第 27 日目

休日

第 28 日目

休日
午前

Action Plan 発表
評価会

午後

お茶の水女子大学

閉講式
交流会

第 30 日目

東京女子大学

小学校（中学校）1 日体験実習、コミュニ
ティスクールの視察（教師との意見交換会）

午前

第 25 日目

第 29 日目

東京女子大学

移動（東京→奈良）
終日

午前

第 26 日目

ホームビジット

帰国
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６．研修効果
６－1．研修員の反応・感想
 研修員は、約 1 ヶ月間の研修について様々な感想を書いている。
研修に関する感想には、
「生徒と教師の役割についての研修が良かった」
「役
割分担と家庭の管理、保護者（母親）と学校の良好な関係の構築、教師と生
徒の良好な関係の構築が最も有益であった」
「日本の文化や日本人の優しさを
学んだ」などがあった。
 また、帰国後に本研修の何を生かしていくかを書くアクションプランには、
次のような計画が多く見られた。
 まず、
「学校清掃」である。視察先の各学校で、生徒自らが教室や校内を清
掃することが非常に印象に残ったとしている。荒廃した校舎を生徒自身が清
掃することによって、学校への愛着や物を大切にする心が育まれると感じ、
これを実践していきたいという感想があった。
次に「教師と生徒の関わり方」である。これには、授業中の教師と生徒の
やり取りや教材研究なども含まれていた。生徒の自主性に沿った授業の進め
方や授業内容を理解させるために様々な工夫を凝らした教材の準備などにつ
いてである。また、教師や校長自らが生徒一人ひとりに心を配り、それぞれ
に対して指導方法を変えるなどの授業の展開についての記述が多かった。
さらに、地域のボランティアと学校が協力して子どもを安全に学校に通学
できるような環境を整えることが研修員にとって興味深いようであった。ア
フガニスタンにおいては、通学路での治安の問題から学校に通わすことが懸
念されていたため、保護者やコミュニティの人々の協力によって学校に生徒
を送ることができることに気づかされたようであった。
６－２．五女子大学に与えた影響
６－２－１．教職員への影響
2002 年にアフガニスタン女性教員研修を始める際には教員、職員や学生も
アフガニスタンの地理や民族、文化や歴史についてほとんど知らない状況で
あった。しかし、研修の準備のために、各大学の教員と職員は合同で勉強会
を開催し、情報収集を行った。また、五女子大学コンソーシアムとして研修
準備のために事前調査の一環としてカブールに派遣し、アフガニスタン政府
関係者と面談し、女子教育の状況を視察し、現地のニーズ調査も行った（五
女子大学コンソーシアム 2002；2005）
。
 また、研修員の身体的、精神的疲れを癒すようなスケジュール、食事、環
境づくりにも配慮した。研修員は、大学の教員と同世代の女性であったこと
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から、仕事をはじめ家族、生活、食事等に関してまで打ち解けて話せること
もできた。
 研修実施にあたっては、大学全体でアフガニスタン支援を行うということ
を教員、職員、そして学生にまで知らせその意識を高めた。研修中は研修員
のニーズをどのように満たし、アフガニスタンの女子教育が促進されるのか
を常に考えて、研修に取り組んだ。また、研修員一人ひとりと話し、アフガ
ニスタンで彼女たちの取り巻く状況について聞き出し、それを講義や公開講
演会などを通して教職員、学生や保護者、卒業生などの大学関係者に伝えて
いくようになった。研修終了後の教員のコメントには、
「彼女たちとの出会い
を通して、アフガニスタンのことになるとすぐに反応するようになった」や
「彼女たちにとって今一番必要なのは何かを常に考えるようになった」とい
ったことが寄せられた。
 また職員は、教員が主催する勉強会に出席したり、教員が作成したアフガ
ニスタン資料集から情報を得て、快適に研修が行えるような環境づくりを行
った。そして、大学内で教職員、学生に向けての情報の発信や講義担当講師
への連絡、事務的連絡や書類作成は全て職員が担当した。これらの事務作業
には初めてのことが多く、戸惑いも多く見られたが、大学が一丸となって行
うアフガニスタン支援に関わっていることから、細部にいたるまでの配慮が
職員と教員との協力によって行われた。アフガニスタン研修を受け入れたこ
とへの感想を職員は、次のように述べている。
「今まで知らなかったアフガニ
スタンが身近になった」。「彼女たちに喜んで帰ってもらえるためにできるだ
けのことをした」
。そして、職員の中にはアフガニスタンから研修員を迎え入
れる準備としてダリ語の学習を始めた者もいた。
 五女子大学では、この研修をきっかけとして、様々な活動を自発的に始め
た（五女子大学コンソーシアム 2005）
。まず、合同で「アフガニスタン女子
教育支援の取り組み」に関するシンポジウムを開催した（緒方 2003）
。お茶
の水女子大学では、教員が JICA 短期専門家としてアフガニスタンへ派遣され、
帰国後に講演会や写真展が企画された。津田塾大学では、アフガニスタンに
駐在していた国連職員の卒業生の講演会やアフガニスタンの弦楽器である
「ラバーブ」の演奏会や大学祭等でのアフガニスタン映画の上映会などが行
われた。東京女子大学では、ダリ語講座が開催されたり、日本在住のアフガ
ニスタン人医師の講演会が開催された。奈良女子大学では、大学の講義の中
で、
「アフガニスタン情勢を中心とした中東情勢」を外務省職員から聞く機会
を設けたり、JICA 長期専門家で 1 年アフガンニスタンに滞在した教育専門家
を招いた公開講演会を開催した。日本女子大学でも、アフガニスタンに関す
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る講演会を行い、大学の講義として国際協力や復興支援の事例としてアフガ
ニスタン支援について取り上げられた。
 研修に関わった教員たちは、大学の講義だけではなく、学外に出てアフガ
ニスタンの女子教育支援について講演している（五女子大学コンソーシアム
2005）
。
 五女子大学のうち、国立の 2 大学と私立の 1 大学は大学間協定を結び、カ
ブール大学より国費留学生を 2003 年度より毎年 1 名ずつ研究留学生として受
け入れている。
国際協力への関心が薄かった大学の教職員が、アフガニスタン女性教員研
修コースに関わることによって、国際協力活動に積極的に関わることができ
たのである。また、各大学の学生や地域に向けてのアフガニスタンへの理解
を深めるための活動が積極的に行われた。活動としては、各大学でアフガニ
スタン関係のホームページの作成、講演会、フォーラム、写真展示会、映画
上映会などが５年間に渡り実施されている。
６－２－２．学生への影響
 ５年間の研修を通して、五女子大学の学生は直接的、間接的に様々な影響
を受けた。
 直接的影響としては、インターンに参加した学生の国際協力事業や開発援
助に関する関心が高まり、進路や活動に影響を及ぼしたことである。
研修期間中、毎日、五女子大学から学生２名のインターンが講義の記録を
とるなどの研修のサポートを行った。学生たちの参加の動機は、
「国際協力に
は興味があったけれど、どうしたらいいか分からなくて、とりあえずインタ
ーンに参加してみた」「面白そうだから参加してみた」「先生から声をかけら
れて参加してみた」というようなものであった。
インターンとして参加した学生の多くは、アフガニスタンの現状について
新聞やニュースを通して知っている程度であった。しかし、研修員と研修を
共にすることで、研修員が研修先で受ける説明や質問から多くの発見があっ
た。子どもたちが学校に来て、教師が毎日、教材準備をして授業を実施する
日本の学校現場に対して研修員が驚いていたこと自体に、学生は逆に驚いて
いた。また、養護学校や小学校での教師との意見交換会で、アフガニスタン
の学校現場の想像を絶する状況にショックを受けていた。
また、学生が研修を研修員と同じ目線で体験できたことも大きな収穫であ
ったようである。この研修に、五女子大学ほか他の機関がどのような受入れ
を行い、講義や視察を提供したのかとコースの運営が非常に勉強になってい
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た。一つの研修を実施する際に、どれだけの人たちが関わって研修が成り立
っているのかを実際に目にする良い機会となった。
インターンの参加学生の中には、
「国際協力に全く関心が無かったのに、こ
れを機に国際協力を勉強したいと思った」という学生や具体的に国際協力関
係の大学院を目指す学生、青年海外協力隊に関心を持つ学生、ダリ語を勉強
する学生も出てきた。学生は、自分たちの日常生活と全く異なるアフガニス
タンでの研修員を取り巻く現状にショックを受けていた。同時に、その現実
の中で生き、教育現場で働いている研修員のたくましい姿から教育を通した
復興支援の重要さを学んでいたと思われる。
また、アフガニスタンをはじめとした中東諸国、開発途上国への関心が高
まったことがあげられる。2002 年のアフガニスタン女性教員研修以降に大学
が国際協力活動のほかに、アフガニスタンをテーマとした講演会や映画鑑賞
会でも学生は様々な影響を受けている。アフガニスタン女子教育支援研究会
（2006）の 2005 年の調査によると、五女子大学の３、４年生を対象としたア
ンケートで、
「イスラム社会やアフガニスタンを理解するために以下のような
ことをしたことがありますか」との問いの中で「イスラム社会や中東に関す
る授業を受講した」と答えた学生が 21.0％にも上った。また、
「関連する本や
雑誌を読んだ」と 33.6％が答えた。今までイスラム社会や中東に関する講義
を開講しても学生の関心は少なかったが、研修をきっかけとして学生の中で
講義を受けたり、自ら本や雑誌などで関心分野を広げていく姿勢が少数なが
らいることが分かった。
６－３．他の機関への影響
 研修プログラムには、公立小学校や養護学校の視察や教育関係者との意見
交換会なども含まれていた。そこでは、研修員は校長をはじめ教員や生徒児
童など多くの人たちに出会い、様々な視点から日本の教育現場に触れた。研
修員は、常に視察先ではダリ語で挨拶されるなどの歓迎を受けた。
 それぞれの視察先は、国際協力活動とはあまり関わりのない学校や機関が
多かった。ある公立小学校の打合せでは、最初に校長から「アフガニスタン
の話はニュースで聞いたことはあっても、それ以上は知らない。その人たち
にこの学校でどんなことが役に立つか分からない」という言葉が返ってきた。
そのため、この研修の立ち上げの経緯や目的を話し、研修員が現在アフガニ
スタンで置かれている状況について説明した。その直後には校長から「同じ
教育の現場で働いているものとして、教員と子どもたち一同で 1 日の視察を
喜んで引き受けましょう」という言葉が返ってきた。そして学校にあるリソ
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ースをあげながら、何が自分たちにできるか、ニーズは何かを考えることと
なった。研修受入れ日までにはアフガニスタンの現状について、教員と児童
が一緒になって事前学習を行った。
公立小学校では、特別な対応をするのではなく、児童や教員は日常の学校
風景を研修員らに提供した。教員と児童は、授業の中でのやりとりをありの
ままの形で見せた。給食の機会もあったが、研修員の宗教的環境の配慮から
その日はイスラム教の習慣を尊重し、全校が豚肉を抜いた献立となった。質
疑応答の場では、多くの教員が出席し、研修員の学校運営や児童の管理など
の質問に自分の経験から話をし、また教員から研修員に対してアフガニスタ
ンの文化や食生活について児童からの質問をする場もあった。
 全国女性校長会との意見交換会では、全国の公立小中学校の女性校長経験
者で組織される全国退職女性校長会の理事６名を講師として招き、研修員が
学校現場で管理職として活躍する際の問題などを話し合った。研修員の質問
は、校長職においての管理運営に集中していた。講師は、女性教師として、
児童生徒や保護者、同僚の男性教師とどのように関わってきたのか、管理職
としての問題点などを経験に関するディスカッションが行われた。

７．考察
７－１．五女子大学にとっての効果
 国際協力と関わりが少なかった女子大学にとって、アフガニスタン支援活
動は様々な波及効果をもたらした。それは、次の 3 点にまとめることができ
る。第１に「教職員、学生の途上国への関心の高まりから独自の国際協力活
動の実施」
、第２に「途上国支援に関する大学関係者のネットワークの構築」
そして、第３に「大学発国際協力活動の活性化」である。

７－１－１．大学としての国際協力活動の実施
各女子大学では 2002 年度から始まったアフガニスタン女性教員研修の支
援活動をきっかけとして様々な事業を展開した。すでに述べたように、アフ
ガニスタンの復興支援に関わる専門家の講演会や映画鑑賞会、写真展示会な
どに始まり、国際協力に関する講義なども各大学で次々と設置された。それ
らの活動を通して、学生や教職員の間にアフガニスタンや中東諸国に対する
関心が高まり、自主的に勉強会を企画する学生も出てきた。
教職員の間では、ワーキンググループが設置され、大学全体としてアフガ
ニスタンをはじめとした途上国の女性への支援活動を事業として展開するよ
うになった。また、女性の途上国支援を中心とした支援センターの設置や他の
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イスラム諸国から女性校長を招いた研修受入れなどに活動を拡大していった。
 お茶の水女子大学では、開発途上国の女子教育を専門的に支援するセンター
として、2003 年に開発途上国女子教育協力センター5）を学内に設置した。そ
して、文部科学省からアフガニスタンをはじめとする途上国の女性支援を行
うための資金を 2005 年度から 5 年間受け、アフガニスタンの心のケア支援を
はじめとした途上国の女子教育支援に取り組んでいる。奈良女子大学では、
「アジア・ジェンダー研究センター」を 2005 年に立ち上げ、アフガニスタン
をはじめとして、アジア諸国の女性の生活や環境について研究し、アジアの
女性を支援する事業や研究に取り組んでいる。更に、他の３つの女子大学で
も、アフガンニスタンから女子高校生を招聘し、付属高校での交流を行った
り、継続的にアフガニスタン映画祭を開催したり、あるいは、アフガニスタ
ンに関する研究会を開催している。

７－１－２．途上国支援に関する大学関係者のネットワークの構築
アフガニスタン女性教員研修は、大学内での様々なリソースが途上国支援
に活用できることに気づかされた活動でもあった。五女子大学は、いずれも
100 年以上の歴史を持つ女子大学であったが、国際協力や途上国を専門とす
る教員はほとんどいなかった。しかし、アフガニスタンの研修の講義内容を
作成するにあたって、様々なニーズに対応するには、各教員の専門に従って
講義を用意することが最善であることが分かった。そのため、今まで、国際
協力とは関わりの少なかった教員がワーキンググループに参加したり、担当
講師になった。それによって、国際協力の専門ではない教員たちがアフガニ
スタン支援に関わることになり、それをきっかけとして、他の途上国の支援
活動に波及していった。それは、大学関係者としては、教員や職員のネッ
トワークにとどまらず、留学生、学生の保護者や付属校の教職員、児童生徒、
そして 1 万人を超える卒業生の組織にまで及んでいる。研修員が日本の家庭
を体験するホームビジットでは、付属校の児童生徒の家庭や卒業生の家庭が
受け入れ先となった。その他にも、アフガニスタンのシンポジウムなどの啓
蒙活動に関しても、このネットワークが常に活用され、アフガニスタンの支
援の輪が広がっていった。このように、教職員、学生、卒業生などのネット
ワークが構築され、広がりのある国際協力活動が進めらたのである。

７－１－３．大学発国際協力活動の活性化
各大学は、学生や教職員へのアフガニスタン支援への関心を高めるべく、
講演会などを企画した。それを一般に対する公開講座としたところもあった。
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広報は、大学のホームページ、ポスター、チラシの配布などであったが、学
生と同様に地域住民などが参加したシンポジウムや講演会が多かった。大学
からの発信が、知的刺激や社会貢献活動に関心を持つ地域の人びとが引きつ
けられる講演会、シンポジウムが開催され、アフガニスタンの情報伝達、復
興支援の理解者を広げていくことができた。また、大学教員も JICA や NGO
などが主催するシンポジウムのパネリストなどとして招聘され、アフガニス
タンの現状および女子教育支援事業に関して報告するようになった。

７－２．他の受入れ機関への効果
 研修中には、五女子大学にとどまらず、様々な教育機関や行政機関を視察
した。国際協力とは関わりが少ない公立小学校や養護学校もあったが、自分
たちの経験を話すことを通して、アフガニスタンの復興支援に役に立てれば
という気持ちが個々の受け入れ先の思いであった。
 受け入れ先は、アフガニスタンに関してはニュースや新聞での情報で知っ
ている程度の人々が多かった。また、アフガニスタン人に会うことが初めて
ということもあり、アフガニスタンへの関心は高いもののどうやって講義を
すれば良いのかという戸惑いもあった。そして、国際協力や途上国支援に興
味があっても、今までチャンスが無かった人々が、受け入れ先になることに
よって国際協力活動事業に参加することになった。
 視察先での意見交換や質疑応答の時間には、研修員からの質問だけではな
く、担当講師や受け入れ先からのアフガニスタンに関する質問も出て、活発
な情報交換が行われた。受け入れ先の教員からは「今のアフガニスタンのこ
とを教員たちも知ることができて、よかった」という感想や「全く異なる文
化や環境にあっても関心や問題は同じこともあることに気づかされた」とい
うように、研修員との交流を通して受け入れ先側の学びや、気づきも多く見
られた。

８．市民参加による国際協力事業の課題と展望
８－１．市民が持つリソースとネットワークの活用
 国際協力に関して関心が少なかった五女子大学が５年間に渡ってアフガニ
スタン女性教員研修コースを実施することができたのには、大学を中心とし
た関係者が持つ多様な人材とネットワークによるところが大きかった。
 研修立ち上げの頃には、今まで国際協力に関わった経験がない女子大学が
研修を引き受けるのは難しいと援助関係者などに指摘されることもあった。
しかし、数回に渡って国際協力の専門家を招いての事前勉強会を開催し、研
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修プログラムを作成する段階では、教育学や心理学、栄養学、家政学、地域
研究、ジェンダー学など大学の多様な分野の教員に関わって全学的な準備が
進められた。さらには、視察先の選定についても教員が持つ様々な研究のフ
ィールドなどが候補として挙げられた。このようにして、アフガニスタンの
女子教育促進に必要な講義を担当する人材やワークショップ、視察先を女子
大学自らが開拓し、援助機関や文部科学省に提示していくことによって、各
大学が持つ人材の豊富さやネットワークの多様性が周囲に評価されていった。
本研修を担当した五女子大学は、
「国際協力」活動として研修を担うことは
始めての試みであったが、大学という教育・研究機関として一つのテーマの
下に研修を構成することは難しいことではなかった。また、アフガニスタン
の女子教育支援というテーマでは、「女子教育の発展｣を建学の精神として掲
げている各女子大学において、非常に身近なテーマであり、関係者が共感を
得ながら取り組めるものであったと考えられる。
本研修を実施するに当たり、各女子大学では、教員だけでなく、職員をは
じめ、学生や保護者、そして卒業生など様々な関係者の力を借りることが多
かった。大学は、多くの人材を抱え、そして専門的知識、技術、組織力を持
っている。そこには、多くの人々が関わり合いながら、多様なネットワーク
が存在している。このネットワークもまた、国際協力を実施する上で重要な
要素となっている。
 今後、大学が国際協力活動を実施するにあたって、大学に関わる人々の知
識や経験、技術やネットワークなどのリソースをどう活用していくのかが課
題となろう。そして、国際協力への市民参加を考えると、大学や教育機関な
どと連携を取っていくことが重要な鍵となっていくのではないだろうか。
８－２．市民の思いと援助政策の融合
 アフガニスタン復興支援会議が開催された当時（2002 年 2 月）
、お茶の水
女子大学の学長であった本田（五女子大学コンソーシアム 2005）は、ニュー
スで伝えられるタリバン政権崩壊後に、瓦礫の中から立ち上がり、教材も教
具もない教室で懸命に学ぼうとする子どもの姿に心を打たれ、そのような
人々のために「平和で豊かな国に住む私たちに、何か協力できることはない
のか」と考え、
「彼の地の女性たちとつかの間ながら生を共有し得ることの貴
さ」を感じ、アフガニスタンの女子教育支援事業の実施について日本政府に
対して手を上げた。その後、同じく過酷な状況にあり、教育を受けることが
できなかった子どもへの支援をしたいという思いを持った４つの女子大学
（津田塾大学、東京女子大学、奈良女子大学、日本女子大学）とともに、
「五
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女子大学コンソーシアム」を結成し、アフガニスタン支援事業を立ち上げた。
このように、本田の思いから始まったアフガニスタン女性教員研修は、5 年
間でのべ約 500 人の学生や大学などの教育関係者が直接関わることとなった。
 五女子大学を中心に研修に関わった人々は、常に「この研修がアフガニス
タンの復興に役立ってほしい」という願いを持ち、そのような国際協力活動
に自分達が関われることに充実感や達成感を味わっていたように思われる。
研修関係者の多くは、国際協力の経験はなかったが、研修員が気持ちよく研
修を受けられるように、環境づくりに心を砕き、滞在中の彼女達が決して不
安な思いを持たないようにと配慮した。それは、アフガニスタンの復興支援
に役に立ちたいという関係者の思いが形になって表れた研修であったと言え
るであろう。
 日本の政府開発援助（ODA）は、外交政策や政治、国際情勢などが密接
に関係しており、それによって事業の方針や対象も変化することとなる。
研修事業もまた、年間約 200 億円規模の予算が計上されている。しかしな
がら、研修自体は、予算の規模の大きさだけで質の高いものが供給される
わけではない。
研修事業は、受け入れ先が多くの研修関係者を動員し、多様なリソースを
活用しながら実施されている。そこには、金額では図ることのできない多く
の人の知恵と思いが込められている。このような多くの市民の関わりによっ
て実現している研修受け入れ事業は、市民参加による国際協力活動として大
きな意義があると言えるであろう。
ODA 事業の一環として取り組まれている研修事業も、様々な思いや熱意持
った市民が関わることによって、相手との理解が深まり、外交政策の一環と
しての国際協力事業の枠組みを超えたものとなるように思われる。それは、
市民参加による国際協力活動として評価できるのではないだろうか。
 今後は、さらに市民参加による国際協力活動が重要視されてくることにな
るだろうが、市民の持つ多様な知識や経験、技術だけではなく、思いや熱意
をも含めた全人的な市民参加を形成することで質の高い国際協力を行うこと
が課題であると思われる。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【注】
1）当時（2002 年）
、お茶の水女子大学学長である本間和子氏が、明治、大正
期から日本の女子高等機関として女子教育の向上に貢献してきた周囲の
女子大学、東京女子大学、津田塾大学、奈良女子大学、日本女子大学の学
長に声をかけ、コンソーシアムを結成することとなった。
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2）なお、本ホームページはセキュリティの関係上、五女子大学関係者のみし
かアクセスできない。
3）年齢に関わらず初等学校に就学する子どもの人数が、公式の初等教育就学
年齢に相当する子どもの総人口に占める比率。
4）アフガニスタンでは、一般的に女子は、8 歳程度で女性としてみなし、8
歳以上の女子を成人男性が教えることを親が嫌がるという傾向がある。そ
のため、女性あるいは老人とみなされる男性しか教師として認めない地域
も多い。
5）2008 年度よりグローバル協力センターに改称。
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International Collaborative Activity for the
Citizen’s Participation
- From JICA Training Course for Female
Teachers in Afghanistan Mao TAKAHASHI
(Center for Women’s Education and Development, Ochanomizu University)
Abstract
The international society has focused on Afghanistan since multiple acts of terror
of 9.11. It has provided the aid for reconstruction work to Afghanistan, which had
been under conflicts for more than 20 years.
This thesis will be considered the possibility of international collaboration by the
civil society by explaining the case of JICA training course for female teachers in
Afghanistan. This course was especially supported by five women’s universities,
which were established women’s university consortium. It was succeeded by
collaborating with women’s universities, ministry of education, culture, science,
technology and JICA. Through these activities, there are some findings and changes
from the university, staffs, students, who were not interested in the international
collaboration until then.
Thus this thesis will be presented two points. One is examined some issues and
vision for ODA activities. Another is mentioned the necessity for international
collaboration is “possibility of network and resources of civil society” and
“assimilation of passion for civil society and national aid policy”
Key words: JICA training course, Afghanistan, civil society
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大規模 NGO のローカル支部のジレンマ
『ボランティア学研究』Vol.9（2009）国際ボランティア学会

大規模 NGO のローカル支部のジレンマ
―価値準拠の分析視角から―


小 野 奈 々
（信州大学経済学部）
【要約】
 本稿が分析するのは、高いプロ意識を持って世界各国の被災地を支援する
大規模人道援助 NGO の事業のあり方に違和感を抱く支部の人々の論理であ
る。このような NGO ではプロ意識の強さ故に活動工程を分割し、支部の任務
を現場から遠く離れた場所での後方支援活動に限定するケースが存在してき
た。その支部の中では、ある種の組織的ジレンマが経験されている。これま
で大規模 NGO の支部が組織的ジレンマに陥る現象は、支部が草の根活動スタ
イルにこだわる民主的な主体性を持つからだという理解がなされてきた。し
かし本稿では、このような NGO の場合、分業構造上、現場との直接的関与を
断たれることで「現場の切実さ」に接触できないことに起因するジレンマが
支部の中で固有に経験されてきたのではないかという見解を示していく。
【キーワード】
国際 NGO、本部－支部関係、価値準拠
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1. 問題関心
本稿が分析対象としたのは、人道援助サービスを提供する大規模 NGO の分
業化に起因する支部のジレンマの論理である。これに注目するのは、プロ意
識の強い人道援助 NGO では、プロ意識の強さ故に、活動工程を分割し支部の
分担を資金獲得や人材確保等の現場から遠く離れた場所での後方支援活動に
限定するようなケースが存在するからである。そしてこのような場合、現場
との直接的関与を失った支部では、
「現場の切実さ」に常に接触できないこと
に起因するジレンマが生じているからである。本稿では、このような分業化
が支部職員から見て如何なるジレンマとして経験されるのかに着目し、当該
事例におけるその論理を明らかにしていきたい。
2. 研究史と分析視角
大規模 NGO の支部がジレンマに陥ることは、従来どのような現象として理
解されてきただろうか。本稿では、これを知るために米国の NPO 研究や組織
社会学、日本の社会学の研究蓄積を参照していく1)。また便宜的に、組織構造
論と資源動員論の研究史に分類していく。
2.1 組織構造論の先行研究
まず検討するのは、組織構造に着目する先行研究である2)。このような研究
は、事業を統合する本部と統合される支部との関係性からジレンマを解明す
る視座に立つ。中でも、D.クノークや D.バイリーの研究は、「業務管理構造
(administrative structure)」と「意思決定構造(governance structure)」という分析
モデルで、支部の姿勢が事業全体のあり方と矛盾する現象を捉えている
（Knoke 1989, 1990; Bailey 1992）
。
業務管理構造とは、
「組織のルーティンワークを進行する任務配置と規則」
であり、意思決定構造とは、
「活動の基本方針の決定を通じて集合性をうみ出
す権限配置と規則」を指す分析概念である（Knoke 1989, 1990; Bailey 1992）。
この「業務管理／意思決定」モデルによって、クノークは、
「業務管理で官僚
的な形式をとれば、結社でも資源の効果的利用と全体の調整が容易になる」
（Knoke 1990: 223）と示唆する。だが一方で、
「官僚的な業務管理構造は資源
の有効利用に優れるが、結社メンバーの参加を許容する民主的な意思決定構
造と互いに調和しない」
（Knoke 1990: 223）ことを命題的に示す。この逆説的
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現象をより詳しく扱ったのが、バイリーである（(Bailey 1992）
。バイリーは「多
くのボランタリーな結社が、本部－支部間で緊迫し挫折を経験してきた」
（Bailey 1992: 65）ことを問題関心に据える。そして、それは「本部から見れば、
結社としての統合性と実動性を維持する一方で、自律を要求する支部の要望に
も応えていく挑戦」
（Bailey 1992: 66）であることを、事例から析出している。
 組織構造論の先行研究は、支部が経験するジレンマが、効果的な分業化と
統合を目指す本部に対して自律を要求する支部の「性格」が調和しないこと
に起因する点を捉えており、参考になる。
しかし他方、ここで押さえておきたいのは、これらの研究では「平等な意
思決定構造に見合う自律性を要求する民主的主体像」によって参加者の主体
性が理解されている点である。そのような前提に立てば、支部が陥るジレン
マを「事業全体における分権化の程度問題」として立論できるだろう。だが
当然のことながら、実際の支部は、これとは別の主体像を持つ可能性がある。
すると、そこで経験されるジレンマは、分権化の程度問題ではない可能性も
出てくる。だが、民主的主体像を前提条件とする組織構造論の先行研究は、
この点について、支部内部の論理から問うことなく、これを不問に付してし
まうのである。
2.2 資源動員論の先行研究
 一方、支部内部の論理からこのジレンマがどのように経験されているのか、
あるいは、どのような意味を持つのかに目を向ける別の研究蓄積もある
（Oliver and Furman 1990; Oliver and Marwell 1992）
。これらは、＜本部－支部＞
関係に見る資源動員アプローチの相違点や動員資源の質の違いに注目し、支
部のジレンマを捉えようとする研究である。
 中でも、規模要因を分析変数に組み入れた P.オリバーと M.フルマンの研究
（Oliver and Furman 1990）は、本研究の関心と非常に近い。
 オリバーとフルマンは、支部による「自律の要望」に対して、資源動員論
の視座から、別の解釈を付与する。つまり、
「国政水準における社会変革プロ
グラムのための資源動員と、ローカル団体の資源動員とは根本的に異なる」
（Oliver and Furman 1990: 165）点に着目するのである。国政水準での社会変
革を目指すには、
「政策提案やマスメディアへの対処、政治家への陳情」
（Oliver
and Furman 1990: 174）の専門家をスタッフにする必要があり、その場合「最
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重要資源は資金」
（Oliver and Furman 1990: 174）になると指摘する。このよう
な場合、資金獲得のための最適手段は請願されれば小切手で資金を振り込む
「ペーパーメンバー」
（Oliver and Furman 1990: 166）の増員である。金銭的支
援のみを請負う「ペーパーメンバー」の増員には、草の根活動よりも被災の
深刻さについて心理に直に訴えかけられる文書や放送による宣伝が効果的で
あり、その結果、国政水準でプログラムを組む NGO は、ローカルな草の根活
動をほとんど必要としなくなる、と説明する。
しかし一方で、支部運営には「草の根動員を伴う活動への参加」が不可欠
であると言う。支部の核を成す活動家は、「活動に固有の魅力（the intrinsic
pleasure of the activity）」や「周囲がその魅力と共に動くことによって」
（Oliver
and Furman 1990: 169）参加動機を補う人々だからである。この齟齬のために、
「支部で純粋な参加動機を伴う活動を展開し、本部で国政に影響を与えるよ
う な 活 動 を 追 求 す る 組 織 は 、 争 い と 対 立 に 苦 し め ら れ る 」（ Oliver and
Furman1990: 175）と彼らは推測する。
 オリバーとフルマンは、このような資源動員分析から、支部内部にみるジ
レンマの論理に接近している。だが、彼らの場合、支部の主体性を「草の根
活動への欲求」という一枚岩的な参加動機で捉えてしまうため、支部のジレ
ンマについては、「『活動に固有の魅力』を巡る本部との対立」という非常に
曖昧な解釈に終始しており、支部を「現場の切実さ」から遠ざけるような大
規模 NGO の分業化との関係で、論理を十分に把握できていない。
2.3 本研究の分析視角
 以上の点を踏まえて、本研究では、先行研究とは異なり、
「価値準拠」に着
目する分析視角から現象を検討していくことにしたい。社会学的な見方とし
ては一般的だが既存の分析概念ではないため、少し丁寧に説明しておく。
 概念構成のアイディアを得た背景には、人間集団の「価値志向
(value-orientation)」性を論じる作田啓一の「同調(conformity)」
（作田 1972: 14-15,
193-206 ） 現 象 や R.K. マ ー ト ン の 「 準 拠 枠 (frame of reference) 」
（Merton1949=1961）がある。
「価値志向」とは、
「行為者を内側から方向づけ
る一貫した志向」
（作田 1972: 28）であり、それは「行為者が次々に経験する
状況を、究極目標である価値との連関のもとで構成する原理」
（作田 1972: 28）
である。
「準拠」については、本研究では、集団または他者が設定する価値や
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態度を内面化すること、集団内の他の人々と同じないし類似の価値観や態度
を形成していくこととして捉えている。本事例分析では、
「価値準拠」を「組
織が築き上げた活動観や世界観を基準として、自己の活動観や世界観を形成
する実践」と捉えている3)。この視座により、支部職員の価値意識あるいは態
度形成を、個人－集団－組織間の動態的現象として把握することが可能と
なる。その結果、支部内部のジレンマの論理を、大規模 NGO の分業化とい
う組織的条件の変化の実態と関連付けてより明瞭に捉えることが可能にな
るだろう。
 次節では、調査当時の S 団体日本支部の組織的あり様を確認するために、
日本支部の業務管理構造や意志決定構造の変化について整理する。次に、こう
した組織的状況における実践を捉えるため、当事者への聞き取りや現場での参
与観察による取材データに基づいて分析を進める。尚、観察データは、2002 年
10 月から 2005 年 3 月にかけて行った現場調査に基づく。同期間に実施した当
事者への聞き取り調査は、本研究の趣旨や目的、研究論文として公表される旨
を説明した上で、各インフォーマントに個別的に実施したものである。
3. 業務管理構造と意思決定構造の変更
3.1 国際人道援助団体 S と分業構造
 S 団体は、1970 年代初頭にヨーロッパで設立された。国際赤十字委員会か
ら内戦地に送られた医師たちが、国家間の協定なしに紛争に介入できないと
いう国際赤十字委員会の政治的拘束のために現場の深刻な被害に対応できな
い状況に直面し、一層実効性を伴う人道援助活動団体を志したのが結成経緯
である4)。
 日本事務局5) ができたのは 1990 年代前半である。本部より事務局長に任命
された男性が、単身で来日した。彼は篤志家の経営者のオフィスを間借りし、
通信手段を無償提供してもらいながら事務局を開設した。事務机 3 台、椅子
6 脚、15 ㎡以下のスペースに、事務局長、パート専従秘書、事務手伝いの学
生や主婦のボランティア 20 人が集まった。ボランティアは、交通費等含め完
全な無料奉仕だった。
一方、本部は、80 カ国の支援現場に 8,000 人以上の医療スタッフを派遣す
る実績を持っていた。本部の意思決定構造の中で、日本事務局は図 1 のよう
な位置づけにあった。
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現地へ派遣する決定権がある４支部と本部
現地へ派遣する決定権がある４支部と本部
支部支部

支部
支部

派遣指令
派遣指令

本部
本部

派遣指令
派遣指令

現地派遣の決定権がないローカル支部と事務局群
現地派遣の決定権がないローカル支部と事務局群

派遣指令
派遣指令
ローカル支部
ローカル支部

日本事務局
日本事務局

本部の指示で現地派遣
本部の指示で現地派遣

ローカル支部
ローカル支部

指令伝達、派遣準備
指令伝達、派遣準備
派遣登録した医療従事者
派遣登録した医療従事者

図 1 S 団体全体の意思決定構造と日本事務局の位置づけ6)

本部は、医療スタッフの派遣権限を、経験豊富な 4 支部と本部に限定して
付与していた7)。日本事務局は、国際人道援助団体を名乗りながらも、自ら現
場を持ち、医療スタッフを派遣する権限が与えられていなかったのである。
通信によれば、日本事務局に期待されていた業務は、国内での「基金設立」
「広報」
「寄付者獲得」であった8)。

3.2 支部の成長過程
3.2.1 運営体制における変化
 設立 2 年目になると事務局は人手不足になった。データ入力管理等の単純
作業が寄付者数の増加で追い付かなくなり、ボランティアの一部を有給職員
化し始めた。
設立 5 年目には事務局から支部に昇格した。本部による分権化推進、日本
事務局の寄付金計上額の上昇が直接の理由となった。通信を購読し会費や寄
付を振り込む「ペーパーメンバー」は既に 2 万名に達した。銀行やクレジッ
トカード会社との提携による寄付金の自動引き落としシステム等の整備が進
んだことで、
「ペーパーメンバー」による寄付総額はその後も順調に上昇して
いった。
設立 7 年目には、環境面で変化があった。本部が国際的な賞を受賞したの
である。そのニュースは国内でも大きく取り上げられた。国内では特定非営
利活動促進法が施行され、支部は法人格を取得した。同時期に、現場活動を
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経験した日本人医師がテレビ放映で取り上げられ大きな反響を呼んだ。これ
を機に、国内で名が知れることになった。
 有名になり社会的信用を得たことで、
「ペーパーメンバー」は 5 万名まで増
えた。寄付収入額も年間 5 億に達し、事務処理作業量が増えた。そのため、
求人誌で有給職員を募集することになった。前年度まで 10 名だった有給職員
は、2 年の内に 30 名になった。
 設立 10 年目には事務局長が交代した。本部・日本支部事務局長・日本支部
理事会の支持による交代であり、現場経験者であった初代（以下、前事務局
長と略）に代わり、現場経験に加えて銀行勤務の社会経験を持つ二代目（以
下、新事務局長と略）が赴任した。
そしてこれを機に、日本支部の分業体制が変更された（図 2）
。業務が 4 部
門に分けられ、事務局長と職員間にダイレクターと呼ばれる管理職が設けら
れた。ダイレクターは、4 部門それぞれに配置され、命令系統が事務局長の
下に集約的に統括された。

理事

新事務局長

理事
職員
E

職員
A
ダイレク ダイレク ダイレク ダイレク
ターF
ターG ターH／I ターJ

事務
局長
職員
D

職員
B
職員
C

職員

職員

職員

職員

職員

職員

職員

職員

図 2 日本支部の運営体制における変化7)

3.2.2 草の根活動の切り離し
ところが、職員からは困惑の声が上がった。というのは、既存業務の一部
が新しい組織図の中に位置づけられず、別枠で指示されていたからである。
それらは、日本支部が独自に行ってきた国内向けの草の根動員事業だった。
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それらは、S 団体の事業に相当しないと判断されたのである10)。事業継続を巡
り議論が続けられた結果、いくつかの事業については別団体にして独立させ、
支部は、総務／広報／現地派遣／寄付開発／国内路上生活者支援事業（管理
職なし）／基金設立事業（管理職なし）の 6 部門編成となった。
また、この運営体制の変更に伴い、専門家による判断やその知識に基づく
傾向が強化された。総務や広報部門、現地派遣部門では、その分野の精通者
がダイレクターとして新規に採用されることになった。
4. ジレンマに陥る日本支部
 ところが、日本支部では、これ以降、活動の方向性を巡る意見衝突が頻繁
になった。
「創業カリスマの退場」で成員を統合できなくなりボランティア団
体が深刻な内部対立に直面することは、既存の組織研究でも指摘されてきた
（田尾 1999: 104-105）
。だが取材からは、創業カリスマの退場に関連し、一部
の職員がその後の自己処遇に不適当性を感じるようになっていたことが意見
衝突の激化の契機になっていたことが分かった。そこで本節では、このよう
な支部職員の不満に目を向けることで、大規模 NGO の分業化が、創業カリス
マの退場を機に、支部でどのような問題を生じさせたのかについて、具体的
なデータを示していくことにする。
単独の NGO 内部でも、自律性、民主性、参加動機も含め、多様な価値意識、
組織力学等が絡み合い、一人の個人の中でも様々な気持ちが揺れ動いている。
しかし、成員の不満はしばしば組織の中で相対的に経験されるものである。
この 2 点に配慮して、本節では、量的ではなく質的取材に基づくデータを扱
う。また、支部で生じた問題を把握するために、新運営体制に対して前運営
制度との比較で不満を感じた職員 A 氏への取材データ11) を取り上げていく。
4.1 創業カリスマによる強力なリーダーシップと職員の充実感
A 氏は、事務局長交代以前より雇用された職員である。古参で知られ、無
給のボランティアから有給職員に昇格した初期の成員でもある。率直な物言
いをする性格で、前事務局長と討論になることも多かったが、熱意が認めら
れ有給職員に昇格した。
 A 氏は、前事務局長と新事務局長とのリーダーシップの相違で強い不満感
を持っていた。以前は、次の点で心理的に強い充実感を得ていたからだと
言う。
それは、知識や世界観に接触することに関わる充実感である。従来は、事
務局長以外の管理職位が設定されず、前事務局長を中心として職員全員が討
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議や意志決定に参加していた。現地活動の経験者であり、本部から単独で赴
任してきていた12) 前事務局長は、本部の知識や世界観を伝える媒介者として
の役割を果たしていた。それ故、前事務局長とのやり取りには、そのような
知識や世界観に日本支部の職員を接触させ、それに対する是非を職員自身に
問うような遂行的意味があったと言う。A 氏は次のように述べる。
当初は、国内で S 団体を知ってもらうことが課題でした。しかし、その
やり方や材料となる知識は、全て本部から派遣されてきた前事務局長の頭
の中にありました。職員から見れば、“S 団体＝本部＝前事務局長”だった
時代があったのです。
（中略）元より、現場での S 団体の活動状況を知ら
せる日本語の資料が存在していませんでした。職員が本部からの資料を翻
訳することで活動を理解しようとしている時期でした13)。
 典型例には次のようなものがあったと言う。翻訳業務に北朝鮮への支援活
動を呼びかける内容があった際に、
「信条に反する」という理由で反発する日
本支部の職員がいた14)。しかし、団体が掲げる憲章には「被災者に差別する
ことなく援助を提供する15)」という旨の信条が綴られており、前事務局長は
自身の解釈に基づいて北朝鮮への支援活動についてもそのような組織的態度
を取るよう職員に要求した。前事務局長は、自身の決めた方針に対して職員
が理解を示さない場合には、支部の構成員からはずそうとする態度を示すこ
ともあった。このように、職員数が少なかった時期には、前事務局長は自身
の決めた組織運営の方針に対して賛同する者にだけ理解を求めながら意志決
定していたのである。しかし、この意思決定構造は、職員数の増加と共に意
思決定の遅延や事務局長のワンマン化等の破綻をもたらすようになった。と
はいえ、前事務局長の強いリーダーシップを媒介させることで、職員一人一
人が本部の知識や世界観に触れられたこと、及びそれを共有できたことが、
職員に一体感を与え、仕事の面でも充実感をもたらしていたと A 氏は考えて
いる。
4.2 ダイレクターによる強いリーダーシップの発揮と職員同士の対立
 一方、事務局長交代後の日本支部では、職員がこのような充実感を得るこ
とができていない。事務局長交代後間もなく有給職員として雇用された N 氏
への取材16) では、これとは対照的に、業務への従事を一方的に要求されるこ
とへの不満が聞かれた。例えば、イベント等のために「ボランタリー精神」
での休日出勤を要請されることについて N 氏は次のように話す。
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古参の理事達は、支部が好きだから、
（休日出勤など）当たり前なのかも
しれませんが。私達は、日頃は有給を理由に単純作業ばかり強いられるの
に、突然、「ボランタリー精神で」、と求められる。でも、イベント一つと
っても（新参の職員の）“nonprofit の profit”には配慮がない17)。
この「nonprofit の profit」とは、非営利組織の職員が得られる固有のメリッ
トを意味している。取材の中で N 氏は、
「低賃金でも非営利組織に就労する
のは、非営利組織に固有のメリットを得られると見込むからだ」という自身
の見解を説明していた。N 氏にとってのそれは、
「S 団体を通じて人道援助の
現状に詳しくなり、自分の意見を持って S 団体の活動に参加できるようにな
ること」だったと言う。
見込んだはずの「nonprofit の profit」を得られないと感じる N 氏のような新
参の職員は、次第に労働意欲の報われなさを感じるようになっていった。一
方で、A 氏のような古参の職員は、新参の職員達の仕事の姿勢に対する違和
感を高めていった。
仕事の全体像を把握しない職員が増えています。分担作業だから、1 人 1
人が状況の全てを把握する必要は無い。必要無いからいいのだ、と言えば
それまでですが、古参の身から見ると、新しい人達には知らないことが多
すぎます。でもそれは、彼らのせいではありません。最近、事務所が官僚
組織のようになってしまったので、
（彼らには）仕事の全体を把握して自分
のすべきことを総合的に判断するチャンスがないのです18)。
このような状況を問題視し打開しようとする姿勢を見せたのは、現地派遣
部門のダイレクターであった。彼女は、事務局長交代を前後して支部に雇用
された日本人医師で、ボランティアとして本部から現場に派遣された経験を
持つ人物だった。
現場を経験してから日本支部の事務所に参りましたが、事務所に勤めて
からのこの半年は、
（中略）本当に辛かったです。まず、組織が大きくなる
過渡期の辛さもありました。職員がアマチュアからプロフェッショナルへ
脱皮する時期でした。古い人に敬意を払って尊重しながら新しいプロの仕
事ができる職員をどう活かすかで心労が重なりました。職員のあいだで職
場のモラルに関わる嫌がらせも生じ、これは（その状況に対処しようとし
ない）トップの責任だと訴えたものの真面目に取り合ってもらえませんで
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した。この背景にあるのは、“現場と離れた場所にいる辛さ”だと思います。
もっと現場を感じられる事務所にしたい。それが共通の願いだと思うの
です19)。
そして、この医師は、S 団体本部から、ボランティアの医療スタッフとし
て海外被災地に派遣されたときに培った勘や信念を頼りに独自の日本支部改
革ビジョンを提案していった。それは、本部への批判を視点に含む、次のよ
うなややラディカルな内容だった。
S 団体は西洋で生まれた西洋発信型の NGO です。そこに非西洋である日
本から異なった見方、考え方を発信していく。S 団体は運動体と申しまし
たが、その運動体に東のエネルギーを注ぎたいのです。
（中略）NGO の業
界において、特に S 団体みたいな“輸入ブランド”では、私たちは確実に出
遅れている。出遅れているときに（中略）まず自分たちが同じ土俵に立て
る力をもち、そこで議論するしかないと思うのです。
（中略）S 団体日本支
部というのは、“西洋の模倣者”“都合のいい出張所”になるわけではない20)。
 医師は定期的に非公式の会合を開き、人道支援や S 団体の本質についての
自分の考えを語り始めた。この改革ビジョンが出された頃は、東・東南アジ
ア地域を中心に、本部が担当する被災地派遣活動の権限の一部を日本支部に
委譲する話が出始めた時期でもあった。医師の改革ビジョンは、このような
組織環境の変化を巧みに取り入れていたこともあり、事務局長交代後に雇用
された新参の職員を中心に受け入れられていった。そのような職員の 1 人で
あり、
「nonprofit の profit」が得られないことを嘆いていた N 氏は、この医師
の非公式会合を次のように評価している。
被災地に思いを馳せる想像力が大切なのです。被災者の困難に共感する
力です。私達は、被災地を訪問して直接支援することはできないけれど、
共感が私達の動機にとっては重要です。
「‘nonprofit の profit’とは何か」を
考える上でも重要です。T さん（改革ビジョンを打ち出した医師のこと）
の会合もそうした試みの一つなのです21)。
 ところが、古参の理事や職員の反応は冷ややかだった。
「T さんの言う改革
はよく分らない」
「派遣経験を強みに‘自分こそ S 団体を知っている’と周囲に
訴えて調和を乱している」等の反応を示した。医師が改革に熱意をそそぐ程、
- 93 -

小

野

奈

々

彼らの反応は冷めていった。その結果、この非公式会合の是非が職員同士の
関心事となり、医師の改革ビジョンは、ビジョンを支持する新参の職員と支
持しない古参の職員との関係を緊迫化させていくことになった。先述の N 氏
は、この医師のビジョンを支持しつつも、職員が世代間で対立するようにな
った状況を次のように問題視している。
 小さなしがらみや些細な感情に足を掬われてしまっています。一人一人
は日本支部が良くなればいいと願っています。それなのに下らない人間関
係の中で皆横眼になって睨み合ってしまうのです。皆でパッと上を向くこ
とが、何故叶わないのでしょうか。皆で NGO として何が大事なのかを考
えて、真っ直ぐ上を見ればいいのです。皆を同じ方向に向かせる強いリー
ダーシップが必要なのかもしれません22)。
 また、4.1 で取り上げた古参職員の A 氏は、次のようにこの状況を説明し
ている。
団体として目指しているゴールは同じなのです。でもそこに到達する道
のりが複数あるのです。それらを一つに縒り合わせることはできないので
しょうか23)。
4.3 コストという認識枠組みの導入
 医師の改革ビジョンを巡る職員同士の関係対立が深刻化するにつれ、職員
の不満は事態の回収に着手しない新事務局長へと向けられていった。取材で
は、「赴任して間もないので躊躇しているのだろうか」「前事務局長のような
強いリーダーシップを発揮して欲しい」等の不満や要望が聞かれた。これを
受けて、新事務局長が打ち出した事態回収策は、次の 2 点から整理できるも
のであった。
 1 点目は、職員間の自由な相互コミュニケーションの分断である。業務に
関係しない非公式会合を禁じ、各部門のスペースをパーテーションで仕切り
視界を遮断した。職員同士が向きあいながら仕事をしていた机の配置を、ダ
イレクターの机だけを前に置き、各部門の職員がダイレクターにそれぞれ向
き合い個別に仕事に集中するような配置に変更した。昼食や作業用に共同利
用されてきた机も撤去した。これらには結果的に、職員同士が自由に対面し、
そこで生み出しうる非公式のコミュニケーションの量を低下させる効果があ
った。職員のコミュニケーションを公式の職務体系上に制限することで、非
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公式のルートで広がる医師の改革ビジョンの影響力を封じ込められ、それを
巡る職員同士の対立が直接的に緩和されることになった。
2 点目は、被災現場に対する貢献をコストで捉える認識枠組みの導入だっ
た。新事務局長は、医師の唱える改革ビジョンの影響力に耐えられるインパ
クトを持つ独自のビジョンによって、職員を導く必要があった。銀行出身の
新事務局長が打ち出したその改革ビジョンは、企業のようにコスト意識を支
部の業務に反映させることだった。
しかしその結果、支部は、職員曰く「熱意のある人ほど、上層部と衝突し
て辞めていく24)」というジレンマを抱えることになった。
5. 「価値準拠」行為についての分析とジレンマの論理についての考察
 「熱意のある人ほど、上層部と衝突して辞めていく」というジレンマは、
どのようなものとして理解できるだろうか。これを知るために、本節では「価
値準拠」の視点から、日本支部がジレンマに直面するまでの経緯を分析して
みることにしたい。
5.1 強力なリーダーシップの発揮を条件とする個別的・集合的な価値準拠行為
   ――分析 1
 比較の視点から、日本支部に何が起きたのかを理解するために、日本支部
がジレンマに直面する以前の状況を理解していこう。ジレンマに陥る前の日
本支部は、どのようにして職員から業務に対する熱意を引き出してきたのだ
ろうか。
 4.1、4.2 のデータを比較して気づくのは、前事務局長と改革ビジョンを唱
えた医師とで、職員に対して発揮したリーダーシップに類似点が見られるこ
とである。
第一に、モデルとなる活動の価値を設定し、それと職員の意識とを媒介さ
せることで、職員から仕事に対する熱意を引き出そうとする点で類似してい
た。前事務局長は、本部の目指す活動の価値の媒介者となった。改革ビジョ
ンを唱えた医師もまた、現場経験に基づくビジョンを訴えることで、自らそ
のような活動の価値の媒介者になろうとした。このように、活動の価値を伝
えることで、職員に目前の業務に取り組むことの意義を感じさせ、熱意を引
き出そうとしていたのである。
又、営みとしては次のような類似点も見られた。これを指摘するために、
A 氏と N 氏のデータを見ていこう。A 氏への取材データによれば、このよう
なリーダーシップから職員が得た充実感は、「（前事務局長が媒介している本
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部の）新しい知識や世界観に触れられること」
「それを共有して職員同士が強
い一体感を持ち働けること」だった。一方、N 氏への取材データによれば、
それは、
「
（医師の会合から得られる）被災地に思いを馳せる想像力」
「動機に
とって重要なもの」だった。
取材データの文脈から見て、N 氏の「動機」は、N 氏の言うところの「nonprofit
の profit」に置き換えることができるだろう。すなわちそれは、
「非営利組織
に就労する固有のメリット」である。N 氏にとってのそれは、
「S 団体を通じ
て人道援助の現状に詳しくなり、自分の意見を持って S 団体の活動に参加で
きるようになること」だった。簡略に言えば、
「援助活動に対して主体的な態
度や性格を培うこと」であり、援助活動に対する「主体性形成」である。N
氏は、改革ビジョンを唱える医師による非公式会合を、
「被災地に思いを馳せ
る想像力」を培い「‘nonprofit の profit’とは何か」を考える上での重要な試み
の一つと位置づけているが、このことからも、医師による非公式会合が、N
氏のような職員から見て、活動に対する「主体性形成」の営みとしての遂行
的意味を帯びていたことが確認できるだろう。参与観察からもう少し丁寧に
説明しよう。会合に参加した職員は、改革ビジョンに説得力を持たせるため
に医師が紹介する被災地での援助活動の体験や知識に接触し、それを判断材
料にしながら、医師の改革ビジョンに準拠するかどうかを決定する。その結
果、そこには、
「医師の改革ビジョンに準拠する／しない」という自己の主体
性が形成されるのである。また、会合への参加／不参加を通じて、医師の改
革ビジョンへの個別の態度が周囲に表明されるため、同じ態度を表明する者
同士が活動に対して同じ主体性を持つ集合として認識されるようになる。こ
のような過程があったため、この非公式会合は、個別と集合の両水準で「主
体性を形成する」営みとしての遂行的意味を持っていたと言える。
一方、これが、改革ビジョンを唱える医師の会合だけにあてはまる分析な
のかといえば、そうではない。A 氏への取材データを見ると、前事務局長の
場合にも、同様の営みが遂行されていたことが伺えるからである。例えば、
A 氏への取材によれば、事務局では、情報や知識の欠如から、前事務局長を
S 団体や本部の活動の価値の体現者と見做した時期があり、A 氏のような職
員は、前事務局長とのコミュニケーションを通じて被災地援助活動の体験や
知識に接触し、それを判断材料にしながら、前事務局長の活動運営方針に準
拠するかどうかを決定していたからである。その結果、業務を通じてそこに
は、
「前事務局長の活動運営方針に準拠する／しない」という主体性が形成さ
れていたと考えられる。またそれは、業務命令に従う／従わないという態度
を通じて表明されるので、その結果、同じ態度を表明する者同士が活動に対
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して同じ主体性を持つ集合として認識されるようになるのである。このよう
な過程に目を向ければ、前事務局長による業務命令やそれを巡る討議、意思
決定等も、改革ビジョンを唱えた医師の非公式会合と同様に、個別と集合の
両水準で「主体性形成」の営みになっていたと言えそうである。これらはい
ずれも、第一の点で指摘した双方の類似点、すなわち、
「モデルとなる活動の
価値を設定し、自ら職員の意識とそれとの媒介者になることでリーダーシッ
プが発揮されること」ことを成立条件とするような個別的・集合的「主体性
形成」の営みであったと言えるだろう。
5.2 媒介者の複数化と集合的な価値準拠行為を巡る対立――分析 2
 5.1 を通じて、前事務局長と改革ビジョンを唱えた医師とでは、発揮したリ
ーダーシップとそれを成立条件とする「主体性形成」の営みについて類似が
見られることを分析してきた。一方、ここで考慮しなければならないのは、
双方がもたらした結果の違いだろう。前事務局長のリーダーシップは、成員
全体に一体感をもたらしたのに対し、医師のリーダーシップは、なぜ、成員
の関係を分断し緊迫化させたのだろうか。
発揮されたリーダーシップの性格が類似していることは、分析 1 で確認し
てきたとおりである。ということは、結果にこのような差が出てきた理由に
ついては、双方の環境条件の相違に求めることが適切だろう。
この場合、A 氏の発言がその手掛かりを示すデータとして注目できそうで
ある。それは、医師のリーダーシップが発揮され職員同士の関係が緊迫化し
た状況を説明した 4.2 の末尾に置かれた発話である。A 氏は、
「団体として目
指しているゴールは同じ」なのに、
「そこに到達する道のりが複数ある」ため
に関係が緊迫化したと指摘している。これはどういうことだろうか。
「団体として目指しているゴールは同じ」ということは、S 団体あるいは
日本支部として活動の目指すべき到達点は医師も前事務局長も同じである、
という意味だろう。それは、団体憲章にもあるように「被災者に差別するこ
となく援助を提供する」ことで間違いないだろう。しかし、古参の職員であ
る A 氏から見れば「到達する道のりが複数」
になったと認識されるのである。
5.1 の分析を踏まえれば、これは、活動の価値の媒介者が複数になったことを
意味していると考えられる。言い換えれば、事務局設立以来、強いリーダー
シップを発揮して活動の価値の媒介者となってきたのは、前事務局長唯一人
であった。職員は、前事務局長の活動観を準拠基準として職員は個別的・集
合的に「主体性形成」してきたのである。このような集合的営為は、事務局
長が交代するまでの 10 年間、設立以来継続的に積み上げられていった。それ
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故、このようにして構築された集合的な「主体性」は、前事務局長が組織か
ら退いてからも、古参の職員の意識の中で皆に共有されるべきものとして残
った。ところが、事務局長交代後に雇用された新参の職員達の考え方はこれ
とは違った。彼等は、前事務局長との直接的なコミュニケーションの蓄積が
なかったため、会うこともない前事務局長のものではなく、＜今・ここ＞で、
コミュニケートできる医師の活動観の方を準拠基準に見立てたのである。そ
の結果、前事務局長の活動観を準拠基準として「主体性形成」し続けるグル
ープと、新たに医師の活動観を準拠基準として「主体性形成」するグループ
の 2 つが共在するようになったのである。4.2 の末尾の A 氏の発話は、この
状況を説明していると考えられる。つまり、目指すべき目標は一つであるに
も関わらず、それを価値という形で理解し媒介する人が複数になったために、
目標に向かう方法・思考等もまた複数になったのである。だが、N 氏が
「nonprofit の profit」と呼称することからも明らかなように、非営利組織の職
員にとってこの営為は参加動機に直結する重要なものであった。それ故、非
営利組織の職員はこの営為のあり方に対して執着する。そのため、活動の価
値の媒介者が複数化すると、その不一致を巡り職員間には深刻な対立が生じ
てくると考えられる。
5.3 コストによる活動認識枠組みの導入の意義――考察
 では、価値の媒介者が複数化し職員間に深刻な対立がもたらされる状況に
対して、支部ではどのような対処を取り得るのだろうか。
事例では、新事務局長により 2 つの対処が取られた。一つは、媒介者の封
じ込めである。具体的には、改革ビジョンを提起する医師を媒介者とする集
合的な「主体性形成」の営みを様々な方法で阻止する措置が講じられた。こ
れは、媒介者の実質的な複数化状態を解消させ、対立関係を緩和させる処置
だったと考えられる。もう一つは、媒介者無しで一律に共有可能な活動の価
値の認識枠組みを導入することだった。具体的には、活動を費用対効果とい
うコスト概念で捉える認識枠組みを導入することであった。これは、職員が
諸場面で自ら意思決定するための判断基準として導入された。何故このよう
な措置が必要だったかというと、職員は従来、価値の媒介者を中心に集合的
な「主体性形成」を営む中で、諸場面で自ら意志決定する総合的な判断能力
を身につけてきたからである。4.1 の例で説明すれば、S 団体は「被災者に差
別することなく援助を提供する」と謳っているが、この実現のために、具体
的にどのような判断をすべきかについては支部に委ねられてきた訳である。
如何なるイベントを企画し、如何なる寄付者を集め、如何なる理解者を増や
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すのか。どのような内容の業務に従事することが S 団体の本来の主旨と一致
するのか。一例であるが、このようなことについて、従来は前事務局長とい
う活動の価値の媒介者との間に意志決定の先例を積み上げることで職員は総
合的な判断力を身につけてきた。ところが、事務局長交代と共に価値の媒介
者が複数化したことで、このような営みは、職員に統合的な判断力と一体性
をもたらすものというよりもむしろ、対立を生み出すものと認識されるよう
になった。そこで新事務局長に求められた対応とは、強力なリーダーシップ
を発揮して準拠させる価値基準をさらに増やすことではなく、媒介者無しで
も活動に対する総合的な判断を職員が下せるようにすることだった。コスト
で活動を捉える認識枠組みが導入された背景には、このようなニーズがあっ
たと考えられる。
また、組織の成長過程について少し膨らみを持たせれば、コストによる認
識枠組みの導入には次のような組織状況への対処という意味合いもあったよ
うである。ここでは、4.3 で組織改革を訴えた医師への追加の聞き取りで得た
データを中心に考察を進めていこう。医師は後日、自身が改革を唱えた当時
の状況を振り返り、次のように述べている。
改革の必要性を本部にも相談したのです。本部も当初は賛同してくれま
した。新事務局長や私を通して遠隔操作で日本支部を生まれ変わらせたい
と望んでいたのです。私が改革を唱えたことには、そのような後押しもあ
ったのです。本部職員の見解では、当時の日本支部には 3 つの課題があり
ました。それは、経理システムの整備、医療従事者の参加、理事会の刷新
でした25)。
1）経理システムの整備、2）医療従事者の参加、3）理事会の刷新のうち、
2）の必要性は容易に説明がつく。海外の支援現場にボランティアとして派
遣される医療従事者の数は増えていたものの、職員として日本支部の活動
に参加するケースは稀だった。医療人道援助 NGO である以上、本部もこの
状況の改善を望んでいたと考えられる。だが一方で、1）経理システムの整
備と 3）理事会の刷新については、2）の医療従事者の参加ほどその必要性
について想像することが容易ではない。本部が 1）と 3）の改善を望んだ背
景には、支部のどのような状況があったのだろうか。
改革を訴えた医師はそれを「カリスマ組織の副作用」と表現する26)。医師
が言うには、前事務局長の強いリーダーシップの下に成長してきたことで、
日本支部内には、前事務局長と一部の古参職員の意見が特に尊重される雰囲
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気や構造が生み出されていた。これは、経理業務にも支障をもたらした。寄
付総額が増大しデータ処理に高度の専門性を要求されるようになった経理業
務を、アマチュア色の強い古参職員が担当し続ける状況を許容することにな
ったからである。その結果、国境を越えて共有できるような明瞭なデータ処
理がなされず、日本支部の経理実施状況は「本部から見て何が起きているの
かさっぱり分からない27)」ものになっていた。
課題はこれにとどまらなかった。組織としては「アマチュアからプロフェ
ッショナルへ脱皮する時期」を迎えていたにも関わらず、その脱皮が進まな
い構造が維持されたからである。前事務局長は理事となり支部の運営に関与
し続けた。古参の理事も職を継続しこの方針に従ったため、理事会をつうじ
て旧態の運営方針が継続されることになった。その結果、専門職志向の強い
新参の職員達は日本支部について「自分を活かしてくれない組織」であると
いう認識を固めていった。こうした事情を伝え聞いていた本部は、理事会の
刷新を日本支部の課題と認識するようになっていたのである。
新事務局長がコストによる活動認識枠組みの導入したことにはこのような
支部の状況への対処の意味合いもあったのだろう、と医師は推測する。理事
会と前事務局長に迎え入れられて赴任した新事務局長は、支部の既存の人間
関係に正面から割って入ることが立場上難しかった。この条件下で導入した
のがコストによる活動認識枠組みではないか、と言うのである。コスト概念
は、アマチュア色の強い非効率な組織運営、人間関係に依拠した意思決定、
経理の不透明さなどを、組織運営上のデメリットとして職員に自覚させられ
るものだった。その導入は、人間関係や人事に介入することを要しない組織
改革案であったと言えよう。それ故、新事務局長からみてそれは、当時生じ
ていた課題の全てを解決する唯一の選択肢に映ったのではないか、と医師は
推察するのである。
だが、コストによる活動認識枠組みの導入によって、
「日本支部の主体性」
を集合的に形成できなかったのだろうか。これについては、できなかった、
と結論づけられるだろう。この論理に迫るために、最後に次のデータを取り
上げよう。それはコストという認識枠組みの導入によって日本支部内に生じ
た様々な混乱についてのものである。
その後の日本支部について A 氏は「人道援助団体なのに、人に優しくない
組織になってしまった」と述べている28)。A 氏が言うには、コストによる活動
認識枠組みを導入した後の日本支部では、職員のリストラ、高額所得者に対
象を絞る形での寄付金開拓の提案、大手メディアに絞る形での広告提携など
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が検討されるようになり、古参の職員の間では、現場に対する平等主義と後
方支援活動における選別主義が共在することへの困惑が広がったと言うので
ある。このような困惑は、新参の職員の間にも広がっていた。N 氏も、その
後の日本支部について「コスト削減と言うけれど、寄付しない人に催促状を
送る一方で、管理職の些細な判断ミスの多額の損失が軽視されている」矛盾
を指摘している29)。N 氏が感じた矛盾は、何をコストと見做し、何をコストと
見做さないのかは、結局のところ、個人の価値判断に委ねられるしかないと
いう状況を言い当てたものであろう。つまり、コスト概念の導入は、一見す
ると、職員全体で共有し得る価値基準のようにも映りながら、実際には、
「費
用対効果について重視せよ。ただし、何がコストで何がそうで無いかは、自
分自身の価値基準で判断せよ」という思考様式の投げかけに過ぎないのであ
る。にもかかわらず、コストについては、しばしば数値化が可能であるかの
ように捉えられ、マーケティング等を通じて広くその認識が共有可能である
と考えられている。それゆえ、コストを巡り生じる衝突は、
「認識に多少のズ
レがあった」程度の偶発的なトラブルと理解され、
「価値準拠」を巡る場合の
ように活動原理を巡る価値対立に発展しないのである。このような衝突の繰
り返しからは、支部の主体性を集合的に形成する営みは成立しないと考えら
れる。その一方で、費用対効果が導き出す選別主義的な思考様式が活動の本
質追及と無関係に突出し始め、支部による後方支援活動を選別主義的なもの
に変化させていく。人道援助の本質について考え、熱意を持ってその集合的
実現に取り組もうと期待する職員ほど、これに対する違和感を高めていった
と考えられよう。だが、価値対立を巡る職員同士のトラブルについては潜在
化させて置く方が望ましいと考える上層部によって、こうした違和感に基づ
く訴えは退けられる。その結果、活動の本質追及に熱意をもって抗議する職
員ほど、トラブルを回避しようとする組織の方針によって辞めざるを得ない
ようになったと考えられるのである。
6. 結論――集合的な「主体性形成」をめぐるジレンマの論理
以上のような S 団体日本支部の取り組みと挫折は、人道援助団体のような
非営利活動の価値が、本来、
「現場の切実さ」との関係で相対的に理解される
ものであること、また、このような価値に準拠しうる可能性が、職員の活動
参加への熱意になることを示しているだろう。分業化によって「現場の切実
さ」に接触できない状況に位置づけられた支部では、活動の価値に支部を準
拠させていく役割が創業カリスマに託されるものの、カリスマの退場と共に
状況は混乱を究めていくのである。しかし、状況の安定のために、共有され
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易いように見えるコスト概念に基づく活動認識枠組みを導入した場合、価値
準拠を通じて形成される集合的な「主体性形成」の営為そのものが疎外され
ることになり、活動の本質追及に熱意を持つ職員ほどそこから離脱せざるを
得なくなるという組織的ジレンマが生じるようになると考えられる。
「現場の切実さ」への準拠は、このような国際 NGO の援助活動の核を成す
部分だろう。本事例が示しているのは、そのように主観的な価値意識の面は、
成果主義やドナーに対する説明責任等によって昨今求められるビジネス化や
専門化の趨勢の中で疎外され易いということである。しかしまた、疎外され
やすいが故に、このような援助側の主体的な価値意識という面が、却って誇
張され易いという側面についても示唆しているだろう。援助側の価値意識を
強調することは、援助を受ける人々の側に立つようで、当事者である現地の
人々や被災者の主体性を置き去りにすることにもつながりかねない。本事例
のような援助側の価値意識の強調やそれを巡る内部対立は、偽装対立か、も
しくは、援助側内部で主導権争いをしているだけの共犯関係にしか映らない
こともあるだろう。このような危惧を踏まえれば、大規模 NGO は、このよう
なジレンマを回避しうるような分業のあり方について考えていく必要がある
と言えるのではないだろうか。
【注】
1） イギリスの開発学にも本テーマに近い研究が存在する。今回は参照せず、
これらを組みこんだ議論は今後の課題としたい。
2） 田尾雅夫によれば、組織理論からのアプローチにはボランタリー組織を
企業組織の延長線で捉える視点と、その独自性を強調する視点がある（田
尾 1999: iii）
。本稿が組織構造論と呼ぶ研究群はこの後者に位置づけられ
る。
3） D.ヤングが、組織成長の動態性に起因する大規模 NGO の構造的ジレン
マ を 捉 え る 分 析 概 念 と し て 「 組 織 ア イ デ ン テ ィ テ ィ (organizational
identity)」という「価値準拠」に近い分析概念を導入している(Young2001a,
2001b)。だが、
「価値準拠」は、準拠実践における個人水準の相互作用の
分析を重視する点で異なる。
4） S 団体を扱った文書資料より。
5） 設立当初は完全な出先機関であり、支部ではなく事務局という位置づけ
にあった。
6） S 団体の組織図と聞き取りを基に筆者が作成。聞き取りデータは、S 団体
日本支部が定期的に開催する現地派遣ボランティア説明会の説明による。
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7） 人道援助活動で確保されるべき迅速な判断、意思の統一を確保するため
である。
8） 日本事務局発行通信第一号より。
9） 日本支部の 2000 年度から 2002 年度の活動報告書に載せられた組織図と、
内部の運営体制の変化に関する聞き取りを基に筆者が作成。内部運営体
制の変化に関する聞き取りは 2003 年 6 月 10 日に有給職員 3 人に対して
行った。
10） 職員と元職員の話による。2003 年 5 月 27 日、2004 年 3 月 1 日聞き取り。
11） 2003 年 5 月 27 日、2003 年 9 月 29 日聞き取り。
12） 理事として本部から派遣されてきた人物が他にもいたが、事務局運営
に直接関わる機会は稀であったため、このような表現をとった。
13） 2003 年 5 月 27 日聞き取り。
14） 当時の世論には、食糧危機で被害が出ていたとしても当該国を援助する
ことは人権侵害を増長させるという認識があったためである。
15） S 団体の憲章による。
16） 元職員 N 氏の話による。2004 年 3 月 1 日聞き取り。2009 年 12 月 15 日
に確認を求めたところ、時間の経過で記憶が薄れ自身の発言内容である
との確認は得られなかった。ここでの発話は、筆者が独自に作成したフ
ィールドノートに基づくものと理解されたい。
17） 同上。
18） 職員 A 氏の発話。2003 年 5 月 27 日聞き取り。
19） 2003 年 3 月 29 日の S 団体日本支部の総会でのこの医師の発言に基づく。
2009 年 12 月 20 日にこの発話について確認したところ、本人の記憶に基
づくものにするよう加筆修正を求められた。それ故ここでの発話は、2003
年総会当日に筆者が独自に作成したフィールドノートとインフォーマン
トによる加筆指示で再構成されている。
20） 同医師執筆の書籍資料より一部抜粋。
21） 元職員 N 氏の発話。2004 年 3 月 1 日聞き取り。引用については注 16）
を参照されたい。
22） 同上。
23） 職員 A 氏の発話。2003 年 5 月 27 日聞き取り。
24） 職員 M 氏の発話による。2004 年 7 月 30 日聞き取り。
25） 既出の医師の発言。2009 年 12 月 20 日聞き取り。
26） 同上の聞き取りに基づく。
27） 同上。
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28） 職員 A 氏の発話。2003 年 5 月 27 日聞き取り。
29） 元職員 N 氏の発話。2004 年 3 月 1 日聞き取り。引用については注 16）
を参照されたい。
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A Local Affiliate’s Dilemma about Supporting
Projects of the Large-scale NGO:
A Case Study of a Local Office in Tokyo
Supporting the Humanitarian INGO
Nana ONO
（Faculty of Economics, Shinshu University）
Abstract
The purpose of this paper is to clarify the logic of an international
non-governmental organization ( INGO ), whose local affiliate in Tokyo passed
through. With the recent trend toward professionalized activity of non-governmental
organization ( NGO ), this INGO is now widely agreed worldwide. Members in
Tokyo office have felt somewhat out of place with supporting the INGO’s project,
even though they all agree with what it does. In that case, why do they bother with
supporting it?
In response, structure analysis would generally explain that the local affiliate
wants to be involved in decision-making process, which is worth supporting the
project. However, this structure analysis explanation is on democratic premise that
members always concern about having voice evenly. Therefore, whichever
concernment they have, as long as they feel discomfort in supporting the INGO’s
project, the structure analysis interprets it as an expansion of their voice.
In this paper, an attempt will be made to understand the local affiliate’s logic of
dilemma about supporting the INGO’s project, while focusing not on how much
voice they want to expand but on how they want to be in the activity.
Key words: non-governmental organization, local affiliate, value-reference.
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重症心身障害児者施設「久山療育園」と学生ボランティア
『ボランティア学研究』Vol.9（2009）国際ボランティア学会

重症心身障害児者施設
「久山療育園」と学生ボランティア
－「全ての人に生きる価値がある」という
「気づき」へのきっかけ作り－
湯 川 洋 久
（福岡大学経済学部）
【要約】
本論文は、重症心身障害児者施設「久山療育園」に学生ボランティアが関
わることによって、学生が何を学んだかについて考察するものである。
幾人かの学生は深い洞察を行うことができた。障害児者も自分たちと何ら
変わりはなく、特別に考える必要はない。そして単に障害を持っているから
不便がある時に自分たちができることがあれば助けてあげるべきである、と
いうのである。
このようにして「すべての人間には生きる価値がある」、「すべての人間は
共に支え合って生きている（共生）
」という概念を学生は学んだと言える。
【キーワード】
重症心身障害児（者）
、久山療育園、ボランティア、学生ボランティア、共生
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はじめに
福岡市郊外に位置する久山町。筑豊へ連なる山々がすぐ近くに見える緑豊
かで閑静なその場所に、重症心身障害児者施設「久山療育園」は存在する。
私の NPO 論受講の学生たちはここでボランティア体験を行っている。本論文
は、学生ボランティア達のかかる重度心身障害児に対する関わりについて紹
介するものである。
なぜ学生にボランティアを？
私は大学の経済学部で NPO 論を講義している。NPO の本質論として、例
えば Johns Hopkins University 非営利セクター国際比較プロジェクトによる定
義に「ボランティア性」が含まれているように、ボランティアは NPO にとっ
て必要不可欠の存在である。また日本の草の根 NPO の多くはその人材をボラ
ンティアに頼っている。そこで私は、学生が NPO 論の講義を受けるに際し、
NPO の活動性格の特殊性を肌で理解してもらうべく、ボランティアを体験さ
せることにしている。クラスに入れば、最低前期１回後期１回と必ずボラン
ティアを体験させることにしたのである。もっともこれでは自発性を旨とす
るボランティアとは言い難いかもしれないとは思ったが、そもそもシラバス
にボランティア体験のことは書かれており、私のクラスを受けることそのも
のによってボランティア体験を自発的に受け入れると考えたのである。
 久山療育園は、上述のように重症心身障害児者施設である。この施設で学
生達にボランティアを行わせるのは、NPO の中でももっともマージナル（辺
境）と言ってもよい重症心身障害児を受け入れる組織での経験が、学生達の
人生観を少しでも変えるきっかけとなればいいとの想いから来るのである。
利用者の様子と学生ボランティア
ボランティア初日の学生達の様子からまず描いてみよう。
まず比較的身体障害が軽度の利用者がいる上の階へ学生を連れて上る。大
きく重い扉を開けるといきなり奇声があちこちから聞こえてくる。少し臭い
がする。子供部屋のような臭い。これはよだれの臭いなのだろうか。
部屋に入った途端、私が連れてきた学生の多くが顔を引きつらせるのがあ
りありと分かる。今までに見たこともないタイプの人たちを目の前にして、
どういう態度を取ったらよいのか分からず、極度に緊張するのだ。初めて見
るこの光景に、学生達のほとんどはなすすべもなく立ち尽くしている。介護
担当者の方から何か指示を受けてようやくはっとしたように動き出すばかり
である。戸惑うのも無理はない。看護師さんたちでさえ、この仕事に移った
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当初は、戸惑いや、自分の無力さに涙したそうだ。それぞれの学生にとって
みれば、このボランティア経験は、1、2 度しかしないものであるが、それで
も彼らに強烈な印象を残すようである。
ある利用者は畳をひいた床の上に寝そべっている。また他のある利用者は、
座位保持椅子に座って手先や頭を意味なく揺らしている。自分で歩きまわれ
る人はほんの一握りしかいない。自分で歩くほんの一握りの人も、ぎくしゃ
くした歩き方しかできない。皆手足がいびつな形に曲がっているのだ。その
ため、ちょっと動くだけでものたうち回っているようにさえ見える。座位保
持椅子に乗っている人たちも、彼らが自分で動けるのではなく、介護担当者
が押して回り、食事の世話などを行うのである。そしてその座位保持椅子と
いうのも、それぞれウレタンなどで人が乗る部分が加工され複雑な形をした
テーラーメードである。複雑に曲がったままである利用者の手足の曲がり具
合に合わせてあるのだ。利用者は、出産時の事故に起因する脳障害、脳その
他の先天異常、難治性てんかんなどのため、頭が異常に大きかったり、異常
に小さかったり、異様な形をしていたりする。また、身体が大きくなるにつ
れて麻痺による身体や手足の変形が進む。ほとんどの利用者が実際には成人
であるのに、生後数ヶ月の知能しか持っていない。話せる人はほとんどおら
ず、うわうわとうわ言のような声を発するだけの人がほとんどすべてである。
ギャーギャーといきなり奇声を発することも多い。成長するにつれ内臓の病
気にかかることが多くなり、特に呼吸の病気で窒息したりする。
ある利用者の母親が言った。「この子は私たちにとって天使なんですよ」。
その言葉の美しさに感動すると共に、利用者を目の当たりにすれば、彼女が
そこまで言えるに至るまでの葛藤や苦しみはどれだけのものであったかと思
わずにはおれず、ずしりとその言葉の重みが伝わってくる。
実は今日はピクニックの日。利用者が外に連れ出され外の空気を吸い、近
くの自然を味わい皆でお弁当を食べるイベントである。利用者の家族も一緒
に来て座位保持椅子を押して他の利用者とその家族と交流するのである。し
かし、入園が長くなるにつれ家族が高齢化し、このようなイベントに参加で
きなくなっている家族も増えてくる。そこで学生ボランティアの登場となる
わけである。
利用者とペアになった学生達は、一団となってそれぞれ座位保持椅子を押
して外に連れて行く。どうしていいかまだ分からない多くの学生は、利用者
に何を話しかけるでもなく、ただ黙々と座位保持椅子を押していく。そして、
時間がたつにつれ、少しずつ慣れてきて、仲良くなっていく。
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久山療育園とは
久山療育園は、当時利用できる福祉サービスがなかった重症児を中心に「日
本の重症児、福祉のモデルケースを作りたい」という願いをもって、
「重度心
身障害児に愛の手を」という精神で 1976 年に開設された、重症心身障害児を
収容しケアを行う民間の施設である。重症心身障害児とは、知能指数 35 以下
の重度の知的障害と、寝たきりか、やっと座れるか程度の重度の肢体不自由
が重複した、障害者の中でも最も重い障害を持つ人たちの事を指す。てんか
ん、言語障害、視覚障害、呼吸障害など多くの疾患を併せ持ち大変虚弱であ
る。彼らはこのように心身両面に負った大きなハンディキャップのため、誰
かの介助なしでは 1 日も生活していくことができない。
運営の基本方針としては、障害児という社会に疎外された者と共に生きる、
という、キリストの教えを土台としている。
設立目的は、
「重症心身障害児が社会の片隅に収容されて生きるのではなく、
むしろ地域の中心に位置づけられるよう願っており、そのため久山療育園は、
単なる入所施設としてではなく新しい地域福祉社会づくりの拠点として活動
することを目的とする」と明記されている。設立目的がこのような先進的な
ものであったにも関わらず、種々の制約から、設立当初は重症心身障害児を
収容・ケアすることが中心目的であった。もっとも、開設以来 20 数年が経過
するに伴い、これまでの施設収容型福祉から、施設を社会資源として活用す
る地域型福祉を目指す先端的な取り組みを進め、全国から注目を集めている。
特に 1997 年度より福岡県との協議でスタートした心身障害児地域療育等支
援事業は、重症心身障害児のみならず、知的障害児・身体障害児をも対象と
した在宅の心身障害や家族のための制度である。これは、施設の専門知識を
在宅障害児者の方々にも活用し、専任の職員が家庭の要望を聞き、これに対
応していくというものであり、在宅障害児者へのきめ細かなサービスという
特徴を有する。
療育方針としては、ここが病院、学校、家庭としての機能を全うすべく、
その専門家が働き、かつ対象者を技術論的にではなく全人格的にとらえるこ
とを基本方針としている。
施設は、敷地 7,588 平方メートル、延床面積 3,851 平方メートル、2 階建て、
利用者棟は 2 棟、その他管理棟、通園療育棟、地域交流ホール、職員宿舎な
どで構成される。もっとも、2005 年度より全面的に改築に着工、2007 年 9 月
には第一期工事が終了し、2008 年度 6 月頃までには改築終了の予定である。
この改築によって重症心身障害児者施設から、3 年後をめどに、障害者自立
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支援法による療養介護施設への移行という体制が整えられる。
事業の種類は、重症心身障害児者施設、重度心身障害児（者）通園事業 A
型、重度心身障害児の短期入所事業、障害児（者）地域療育等支援事業、に
分けられる。
久山療育園は、社会福祉法による児童福祉施設としての機能と、医療法に
よる病院としての機能を兼ね備えている。即ち、重症児者の日常生活を支え
ながら、必要な医療、看護、機能訓練、保育、生活指導などを総合的に行っ
ている施設である。即ち本来は、成人前の児童の福祉施設である。しかるに
実際は、成人後彼らをケアする施設が存在しないことから、結果的に成人後
もケアを継続している（児童福祉法 63 条の 2）
。開設以来 30 年を経て、結果
的に当時の利用者がまだ残っている場合もあることから、利用者の半数以上
は 30 歳を越え、最高年齢は 64 歳にも達する。
障害者自立支援法
障害者自立支援法の問題は深刻である。ここ久山療育園にも直接火の粉が
降りかかってきている。即ち「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「精
神保健福祉法」
「児童福祉法」においてそれぞれの障害に対応して規定されて
いた福祉サービスは「障害者自立支援法」制定に伴い改正され、自立支援の
ための福祉サービスとして、所得に応じて費用を負担する「応能負担」の代
わりに利用したサービスに応じて一律負担を強いる「応益負担」に全て変え
られた。そのためこれからは重い障害児者ほど余計に負担を強いられ、負担
能力を超えると家族に肩代わりを強いることになってしまう。現に通園を諦
めざるを得ない人も出てきていると聞く。また「自立支援医療」でできる医
療については、療養介護施設で、てんかん発作の予防・治療、呼吸器疾患、
消化器疾患、筋疾患、の管理・治療という 4 領域に限られ、かなり限定が加
えられている。これ以外の医療は一般扱いとなるならば一律自己負担 3 割と
なってしまい、利用者にとって大きな負担増となってしまう（但し、現在各
自治体独特の障害者医療証等による自己負担軽減措置や、医療費の払戻し等
の暫定措置がとられている）
。
即ち、障害者自立支援法は、障害者の自立支援のため、と一見聞こえはよ
いが、自らはまったく活動できず自立が不可能な重症心身障害児に対してま
で結果的に自立を強制することになり、マージナルな人たちの生活保障をな
いがしろにしてしまうものなのである。学生ボランティアが障害者自立支援
法の下何かできることはないかについて模索中であるが、まだ有効な解答は
得られない。
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障害児の親の、今ならまだ何とか介護できているが、自分達がいなくなっ
てしまったら、一体どうやって生きていけるのだろうかとの声は切実である。
学生ボランティアの位置づけ
私達の学生ボランティアは、何かのイベントで介護の数が足りず応援を頼
まれるときがもっぱらの出番である。そういう時なら、学生達が利用者に直
接接することができるし、園としても力のいる介助の仕事を手伝ってくれる
人間の数が増えて助かるのである。
久山療育園では、他にもボランティアがいる。おむつ、タオル等洗濯物の
整理、シーツたたみ、食事用椅子拭き、病棟ベッド拭き、縫製、入浴時の衣
類着脱、おやつの介助、清掃、機関誌発送作業、等である。このようなボラ
ンティアも常に必要とされる仕事であるが、私の学生に対しては、ショック
療法として、直接利用者に会い介護する方法を取っている。
久山療育園でボランティア活動することの、学生にとっての意義
学生の感想を聞くために、毎回感想文を書かせている。学生達はそれぞれ
のレベルで内省し、重要な「気づき」を経験した者もいる。まだまだ問題意
識がなく、彼らのことを他人事だと感じているように思える場合、
「大変そう
だと思った」「可哀相だと思った」「自分には介護士のように介護することな
どとてもできない」
「自分はあのようでなくてよかった」といった、自分と利
用者との間に距離感のある、他人事の感想にとどまっている。
表面的に私の意見に合わせて書く学生もいるため、私は敢えて挑戦する。
「教科書的ないい子ちゃんの答えは必要ない。君達が本音で思っていること
を話して構わないんだ。それで成績が悪くなるのでは決してないから心配し
なくてよい」と。すると学生は安心して本音で感想を書いてくれる。
多くの学生は初めて重度心身障害児に出会うため、戸惑いを隠せなかった
ことを吐露する。心臓がどきどきし、もう帰りたいと思ったと書いた学生も
いた。しかし複数回参加した学生は、だんだん慣れてきて抵抗がなくなった
ことも書き、そうなっている自分に驚いてもいる。
次に、例えば話しかけても反応がないなどのため戸惑うレベルを経験する。
役立っていないのではないかと自分が情けなく感じもするのである。
その後だんだんと交流ができるようになってきて、ある程度打ち解けられ
るようになった学生もいた。思春期の男性利用者が、女子学生の食事の輪に
ごろごろ転がってきてお近づきになりたい表現を示すと、皆でくすくす笑い、
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そのことで打ち解けられた気がしたと書いた女子学生もいた。また、最初は
反応がなかったように思っていたが、意思は伝わっていることが分かるとか、
名前を呼ぶと元気よく近づいてくるなどの経験をした学生もおり、意思疎通
ができたと喜ぶような小さな感動を経験した学生もいた。
さらに、このような境遇に置かれた利用者達に対する共感を示した者もい
た。ある学生は、自分が担当する利用者が座位保持椅子に乗るのを手伝う。
体は普通の成人並みの大きさで２０歳代前半である。外見も多少手足に異常
が認められる他はさほど異様には感じないが自分で動くことにはやはり非常
な困難を伴う。自分と同じようなその利用者に対し、もし彼女が普通に生ま
れていたなら、と学生は思いを巡らす。そうしたら彼女は今頃、自分達と同
じように、勉強やゲームやスポーツを楽しみ、会話し、恋をし、人生につい
て考え、そして、はちきれんばかりの若さを体全体から発散させ、青春を謳
歌していたであろう。そして、そうではない現実がここにある。その学生は
思わず涙してしまいそうになったと書いてきた。
私としては、学生には更に一歩進んだ洞察に至ることを願っている。
多くの人々は「働かざるもの食うべからず」などの思想に染まっている。
これは、まったく問題なく働くことができる人に対しては当てはまる考えで
あろう。しかし重度心身障害者に対してもその考えを当てはめてもよいもの
か。この問いに対して学生達は、ここに来るまでは何の問題意識も持ってい
ないというのが通常である。私はボランティアが終わった後に学生達に問い
かける。
「働かざるもの食うべからず、と言うが、それはすべての人に当ては
めていいのか？」と。学生達は、こうして徐々に問題意識を持ち始める。
そしてさらに問いかける。
「じゃ、彼らは、この世にあのような姿で生まれ
てきても、この世で価値ある人たちであると言えるだろうか？」学生達の意
見は分かれる。ある女子学生は、
「自分だったらこのような障害児が生まれる
ことが事前に分かったら産まないし、産みたくない」
。と言った。母親も子供
自身も苦しむことが分かっているからだ、と言う。
私はある時夢を見た。誰かが堕胎をする夢である。まだしっぽが生え、魚
と区別もつかず、性別さえ分からない数センチの胎児が子宮から取り出され
る。魚のような胎児は、自分がこの世に生まれてきたのではなく不完全なま
ま強制的に外に出されたにすぎず、その命を守る何のバリアもないことに突
然気づく。そこでその胎児は精一杯しっぽを動かし自分はまだ生きているこ
とを主張する。生きる権利を主張しているのだ。しかしその動きはやがてゆ
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っくりとなり、最後には止まる。胎児の死。
堕胎は人を殺すのと同じかどうかについて、哲学、医学、神学、法学など
多方面から議論がなされている。しかしあの鮮烈な夢を見てから私は、議論
することができなくなった。あまりにその、魚のような胎児は生々しく、生
命の動きを感ぜざるを得なかったからだ。議論するまでもなく、堕胎は「殺
す」という行為であると体感させられたのだ。確かにまだ「人」とは呼べな
いかもしれない。しかし、あの夢の中で私は、胎児が自己の存在を主張して
いる意思を感ぜずにはいられなかった。意思、主張。人としての萌芽は確実
に芽生えていたのだ。
他の人に強制することはできないし堕胎を批判するつもりもないが、あの
生々しい夢を見て以来、私自身は、感覚的に堕胎を肯定できなくなってしま
った。
重度心身障害児としてこの世に生まれてきた場合、本人の知能が低ければ、
自分自身の障害に苦しむことはないかもしれない。しかし親は苦しむだろう。
自責の念に駆られ、または自分に降りかかってきた不幸を恨むだろう。だが
彼ら障害児も、一つの生命をちゃんと持ってきてこの世に生を受けたのであ
る。苦しむだろうからと堕胎、という結論では簡単には済まないと思わざる
を得ない。
よく考えてみれば、私たち自身だって完璧なものではない。例えば高血圧
で塩分を控えなければならないなどちょっとした障害ではないか。肥満で運
動能力が落ちるのもメガネをかけているのもある意味障害ではないか。何か
の助けを借りなければ生活できていないことは、考えてみればたくさんある
のではなかろうか。また、いつ交通事故に遭って全身麻痺にならないとも限
らない。結局、多くの人が辛うじて障害者ではない生き方をしているだけに
過ぎないのではなかろうか。完全無欠の人間などこの世には存在しないのだ。
結局、障害者と健常者とは程度の差に過ぎず、無限に連なる段階差で不完全
の程度が存在し、そのうちある一定の程度を越えた場合障害者とレッテルを
貼られるに過ぎないのではないか。しかし多くの人々はそのことに気づかず、
「自分は障害者ではない」
「あの人は障害者だ」と区別して、まるでまったく
別の次元に生きている人のように考える。
多くの人は勝敗の世界に今まで生きてきたから、いわゆるこの世の尺度で
助けがなければ生きていけない人間は、
「生きるに値しない」と無意識のうち
に比較的簡単に考えているようである。上述の女子学生の堕胎に関する意見
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も、可哀相、という共感の気持ちを持っていながらも、結局、生きては可哀
相と考えているのであり、結果的に、障害者は生きるには値しない、という
ことを無意識のうちに前提としているのではなかろうか。だからこそ生まれ
てくる子供が障害者なら産まない、と言うのだ。
これに対して、もっとも重度の障害児と触れ合い、彼らをケアする人々を
見ることによって、果たして本当に、助けがなければ生きていけない人たち
は生きる価値のない人間であるのか、もう一歩踏み込んで疑問を持ってもら
うきっかけとなればよいと考えている。さらに、生きるに値しないと考えて
いた人たちと自分達との間に、果たしてそれほど大きな差があるのか、再度
踏み込んで考え直してもらいたいと考えている。
学生自身、多くは気が付かないながらも、何らかの劣等感、自己卑下、
などの問題を持っている。そして時にふと「自分は必要とされているのだ
ろうか」といった自信のなさを垣間見せることがある。このような時に「ど
んな人間にも生まれてきた以上何らかの意味があり、価値がある」という
ことを思い出すきっかけとしてこのボランティアを覚えていてもらいたい
とも考える。
私が期待した方向にさらに一歩進んで、障害者達も、自分達と同じで大し
た違いはないことに気づいた者もいた。障害者もみんな自分達と同じで心や
感情があり、特別扱い、特別視しなくてよく、単に障害を持っているから不
便があるときに私たちができることであれば助けてあげるべきと言うのであ
る。正にその通りである。障害者は自分達と異なる人間なのではない。そし
て、全ての人間は同じように価値がある。この学生は、自ら知らないうちに、
すべての人が生きるという意味で同じ価値を持ち、互いの不足を補い合う
ことで共に生きる（共生）という発想に思い至っているのである。障害者
との出会いを通じてこのレベルまで到達できた学生がいたことを私は嬉し
く思った。
もっとも、このようなレベルの気付きに至った学生はかなり少数であり、
更に私が提起した上記のような問題意識に対して鋭く反応し、私が思いもし
ないレベルの気づきに至った学生は残念ながら未だ出会っていない。確かに、
深いレベルでの気づきが起きるかどうかは、究極的にはその学生自身にかか
っている。感性が鈍ければ、こちらがどんなに場を提供し気づかせようと努
力しても気づきは起きないだろう。しかしながら、誰に気づきが起きるかは、
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教育者側から予測できるものではない。全く予測も期待もしていなかった学
生が、ある日突然気づきの瞬間を迎えることもあり得る。むしろ、深いレベ
ルに達していないのは、単に障害者問題に取り組む時間がまだ少なく、従っ
て、考え込まされたり、気づきが与えられる機会が少ないからではなかろう
か。それならば、我々教育者が、気づきへの導き方を工夫し、制度面での環
境整備を行う必要があると考える。
まず、教育者としては、例えば感想文の更なる有効利用が考えられよう。
思考を深められるよう、ある程度誘導した質問設定するのも、思いもしない
鋭いないしユニークな発想が出てこなくなる危険性はあるが、一考ではある。
議論の時間を作るのも、より深いレベルに至った学生の気づきをシェアする
ため効果的なようである。
次に環境整備の面についてであるが、週日は授業、週末はアルバイト、と
学生は時間を取られているため、例え学生がボランティアに興味があっても、
継続的、長期に亘って多様なボランティアを行う機会を整えるのは困難であ
る。せめて、ボランティア実習ないしボランティア実習を併用した科目を設
定し単位を認めてやれば、学生が無理なくボランティアでき、また、気づき
が起きる機会も増えるのではないだろうか。
学生がここでボランティアをすることは、利用者に奉仕をすることに中心
的意義があるのではなく、利用者から何かを学ぶということにむしろ意義が
あると考える。何かを学ぶ、即ち「すべての人間に価値があり、共に生きて
いるのだ」ということを学んでくれれば、このボランティア活動の意義も一
応達成されると考える。
現状ではいまだ課題も多いが、多くの学生には、少なくともまったく触れ
ることのなかった世界に入って、気づきの第一歩にはなっているようである。
今後の、教員及び制度面での更なる改良によって、更なる成果が求められ
よう。

【引用文献】
バプテスト心身障害児（者）を守る会 2005 年 4 月、2005 年 12 月、2007 年
12 月 愛の手を（社）バプテスト心身障害児（者）を守る会
久山療育園 2007 共に生きる－久山療育園創立 30 周年記念誌（社）バプテ
スト心身障害児（者）を守る会
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Hisayama Ryouiku-En, A Care Facility for
Mentally and Physically Handicapped,
and Student Volunteers
－A Bridge towards “Awareness” of
“Any Person Is Worth Living Together” －
YUKAWA, Hirohisa
（Faculty of Economics, Fukuoka University）
Abstract
This report attempts to describe what and how students at my class learned by
volunteering at the facility “Hisayama Ryouiku-En” for mentally and physically
handicapped critically.
My students gradually get used to the clients there and start understanding them.
Some of the students were even able to deepen their insights toward the handicapped.
That is, even the handicapped are the same as us, and we do not have to treat them as
“different”. Even though they have some difficulties in moving and thinking, we just
need to assist them only in that manner.
Thus, students have learned, “Any person is worth living”, and “Any person lives
together by assisting each other”.
Key words : Mentally and physically handicapped critically, Hisayama Ryouiku-En,
Volunteer, Student-volunteer, Living together
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『ボランティア学研究』Vol.9（2009）国際ボランティア学会

書評
関嘉寛『ボランティアからひろがる公共空間』
（梓出版社）
木 前 利 秋
（大阪大学大学院人間科学研究科）
ボランティアと呼ばれる活動が日本で一般の人びとの眼を集めるようにな
ってから、すでに久しい。NGO・NPO なども含めた、広い意味での市民社会
組織 civil society organization にたいする一般の認知度も、最近では格段に高い。
こうした市民の様々な活動を射程に収めるかたちで「市民社会」の概念を捉
え直し、市民社会論の新しい地平を設ける理論的試みも、欧米ではすでに二
〇年近くの歳月が過ぎている。一般の人びとにとってのみならず、アカデミ
ーの研究対象としても、行政サイドの政策実施に関わる重要な担い手として
も、その多様な活動はもはや無視することができない。
しかしこうした現状に比べると、とくに日本のボランティア活動に焦点を
当てながら、現代社会のコンテクストにそくしてその意義を理論的に分析し、
活動の意味についてある程度まとまりある体系的な考察をしたものは、予想
外にすくない。たとえば市民社会論の視点から分析した NGO・NPO 論は欧米
の文献でもかなりの量に上るが、そうした理論的成果を日本におけるボラン
ティア活動にかんする考察に適用して、あらたな議論を体系だったかたちで
提起したものは思ったほど多くない。具体的な活動報告の類や断片的な理論
的試論はそれなりに見受けられるものの、大方は、一貫した大きな筋からな
る議論にまで仕上がっていないのが実状である。「ボランティアや市民活動、
NPO・NGO などの活動を現代日本の文脈で」読み解こうとした本書は、そう
した欠を埋めるための一石を投じたという点で、まず評価してよい意欲作で
ある。
ボランティアや市民活動、NPO・NGO などの事例は、何も最近の現象では
ない。なにがしかの扶助団体、相互扶助組織などを念頭に置くならば、歴史
はかなり古い。本書でも日本における市民活動とボランティアの歴史を簡明
に描いた箇所がある。その一節で著者は、一九七〇年代の「市民運動にみら
れたような対抗的、反権力的な性格」を持つものでもなければ、
「行政への利
害実現回路を内在させた利益誘導型」でもなく、また「自治会にみられる半
強制的な地縁型」でもない点に、今日のボランティアの新しさを見ている。
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「現行の体制を根本的に変化させよう」とするわけではないが、かといって
「従来通りの統治のあり方にも満足していない」—— こうした性格に表れて
いるボランティアの現代的な新しさを探り出すのみならず、今日なぜそうし
た活動の営為に格別の眼を向ける必要があるのかについて明らかにすること、
本書の政治社会学的な考察の狙いをあえて一言でくくるなら、評者はこの二
点にがあると見たい。
第一章で現代社会を、情報社会、グローバル化、新自由主義、新しい不平
等といった諸相から描き出しているのも、ボランティア活動とその担い手た
ちが直面する新たな条件を浮き彫りにするためである。インターネットなど
の情報技術によってボランティア、NPO・NGO などの市民活動を促進する情
報社会は、「新しい民主主義の可能性」を切り開くと同時に、「空間の規格化
と均質化」というネガティヴな側面をともなうこと、グローバル化は、権力
構造の脱中心化によって支配−被支配関係を不透明化し拡散させる一方、人び
との政治への関心をいっそう低下させて政治に対する無関心な態度を招きか
ねないこと、新自由主義の台頭は、グローバル化が進展するなかで国民的な
アイデンティティを強化しながらも、経済的次元だけにとどまらない現代的
な不平等を悪化させる傾向にみちびいていること ——こうした現代社会に
おける諸傾向の絡み合いのなかから浮き彫りにされるのは、意外にも、新た
な条件下でボランティア、NPO・NGO などの市民社会組織が帯びることとな
る「政治的」意味である。ただし政治といっても、広い意味での「オルタナ
ティヴな政治」
、ギデンズが「解放の政治」と区別して用いる「ライフ・ポリ
ティクス」
、自己実現の政治にほかならない。
ひところの「反権力的」で「対抗的」な性格をもった市民運動と比べると、
（あるいは国際 NGO のさまざまな活動に比較すると）ボランティアはどこと
なく政治的なものとは無縁の活動のように見なされやすい。著者はまずこの
ステレオタイプな見方に異を唱える。すでに「新しい社会運動」のなかに脈
動していた「新しい政治パラダイム」は、非政治的な領域とみなされてきた
局面に政治的な意味を読みとる。軍事的な安全保障と再分配を軸にした経済
政策、反権力闘争に現れた「解放の政治」など、旧来の政治概念から袂を分
かって、
「アイデンティティ・ポリティクス」や「差異の政治」
、
「文化のポリ
ティクス」など、政治の意味そのものを問い直す理論・思想面からの試みが、
新しい政治概念の構築に濃い影を落としてきた。新しい社会運動から最近の
市民社会組織に引き継がれた運動面での傾向は、その構築にもう一つ別の影
を落としてもいるのである。
著者が「参加」をキーワードにしながら、その新しいあり方にボランティ
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アの今日のあるべき姿を描き出そうとしたのも、こうした脈絡に即して理解
するのが好便だろう。政治的参加といえば、特定の国家や地域に属する成員
として、何らかのかたちで政治的な意思決定に積極的に関与する市民的「参
画」がまず浮かぶ。しかし「参加」には、既成の政治的な諸制度から距離を
とりながら、内部への参画とは違った「外部における参加」のかたちを取る
ケースもありうる。今日のボランティアに見受けられる新しさ、その積極的
意義は、この「新しい参加」の形態を担ったところにある。
評者は、今日のボランティアの新しさのみならず、その新しさに注目する
必要のある所以を、この「新しい参加」という概念に見たい。もしそれが実
際に可能なら、それは旧来とはかなり違った社会的な変革の道に通じている
からだ。著者はこの「新しい参加」につながるボランティアのあるべき姿を
つきとめるために、「上からの公共性／外在化された公共性／未定形の公共
性」という三つの層からなる公共性概念を提唱している。「公的」「公共の」
という言葉が多義的であることは、つとにハーバーマスの指摘したことだが、
著者はこの多義性を捕らえて、公権力に似た意味での「上からの公共性」
、万
人に共有されたものという意味での「外在化された公共性」
、万人に開かれた
場という意味での「未定形の公共性」の三層を区分し、その重なりと融合の
一局面に、
「新しい参加」の形態を位置づけている。新しい参加としてのボラ
ンティアが直接に関わるのは未定形の公共性である。しかしその関わりが上
からの公共性や外在化された公共性と出会うとき、そこにある変容が生じて
「cross-over な公共性」を生む可能性が開かれる。もちろんこれは場合によっ
ては、ボランティアが「上からの公共性」によって「統治機構の動員装置」
として利用される恐れと紙一重の所にある。しかし「新しい参加」の形態が
未定形の公共性に関わるかぎり、さしあたっては上からの公共性の外部に位
置したままで、その内部に絡み取られることはない。
著者が描き出した構図は、残念ながらまだ抽象的な次元での議論にとどま
っており、具体例による裏づけがもっとあってもよかったとの印象はぬぐえ
ない。がそれは、より一層の緻密な理論的掘り下げとともに、むしろ今後の
課題というべきかもしれない。日本のボランティア活動にとどまらず、もっ
と広い「グローバルな市民社会」のコンテクストで、本書の議論がどれだけ
の応用力を発揮できるかも含めて、著者の今後の理論的展開に期待したい。
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書評
菅磨志保・山下祐介・渥美公秀 編
『災害ボランティア論入門』
（弘文堂）
高 野 尚 子
（特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク）
本書は、主に阪神・淡路大震災以降、災害ボランティアにかかわってきた
研究者や実践家によって執筆された災害ボランティアに関する入門書である。
災害ボランティアとはどのような存在なのか、また、災害ボランティア活動
が展開されるようになった社会背景とはどのようなものなのかを、初めてこ
の世界に足を踏み入れる人にもわかりやすく論じている。そして、入門書で
あると同時に、これらのテーマを深く追究し、問題提起した専門家向けの書
でもある。
本書は大きく分けて、
「理論編」、
「実践編」、
「思想編」の三部から構成され
ている。まず始めに「理論編」として、現代社会における災害ボランティア
の興隆について理論的に分析している。具体的には、社会が変容する中で現
れた災害ボランティアの役割をいわば鳥の目で概観し、次に、現場でのボラ
ンティアの活動論理を虫の目で考察し、最後に阪神・淡路大震災後 14 年間の
災害ボランティアを取り巻く動向についての試論を提示している。
「理論編」
に続く「実践編」では、災害ボランティアの活動が実際にどのように展開さ
れてきたのかを詳細に報告している。特に、阪神・淡路大震災の経験によっ
て災害ボランティア活動が体系化しつつ変容してきた様子を丁寧に記述して
いる。
「理論編」に対して「実践編」を据える書は他にも見られるが、本書は
さらに最終部に「思想編」を設けているところが特徴的である。この「思想
編」では、そもそもボランティアはどうあるべきかといった点や、そのあり
方自体を問うている。
ではより詳しく内容を見ていこう。
「理論編」の第１章では、現代のリスク
社会におけるボランティアの位置づけについて述べられている。本章の著
者の山下祐介によると、
「リスクとはまだ見えぬ危機のことである(p.56)」と
いう。つまり、現代は戦中戦後の状況から考えれば、原子力事故やテロの
可能性など、よっぽどまだ見ぬ危機に備えなければならない状況にあり、
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その意味でリスク社会と呼べるのである。では、昔から起こってきた災害
はどのように捉えたらよいのかというと、その災害の問題でさえも、以前
とは異なり、環境問題や人口問題などと密接に絡まりあうようになってい
る。そして、こういった背景に加え、この 50 年ほどの間に村などの小さな
コミュニティの機能が解体していき、共同性が希薄になってきたと山下は
言う。リスクの本質を見抜きながら、安心を確保するために新たな共同を
組み上げて対処しなければならないときに、１つの新しい社会的共同ツー
ルとして現れたのがボランティアなのである。ボランティアは、自由で主
体的な立場によって、リスクの本質を見抜き、新しい共同性を作りあげて
いける可能性があるというのだ。第 2 章では、災害直後の救援段階から復
興段階、そして平常時における災害ボランティアの活動を端的に整理しつ
つ、その活動の論理について述べている。災害ボランティア活動は、①災
害時に人々の間には非常時であるという規範が形成され、②その規範のも
とで一時的な助け合いの仕組みである「緊急社会システム」が立ち上がり、
③その中で不特定多数の人々が新たに発生した問題に対応する、という具
合に展開されるという。本章で特に印象的なのは、自身も阪神・淡路大震
災のボランティア活動現場にかかわってきた著者の菅磨志保が、ボランテ
ィア活動をつぶさに論じながらも、
「実際のボランティア活動の現場で気づ
かされることは、その活動がどのような役割を果たしているかということ
よりはむしろ、援助者として被災者とどう向き合い、関係を取り結んでい
くのかという側面である(p.80)」と記していることである。さらに、活動の
論理や効率化の前に、「相手にどう関わるのか、関われるのか、その意味が
問われる活動であることに留意したい」という言葉は、彼女が現場に向き
合う際の真摯な姿勢の表れであり、災害ボランティアを実践する者にとっ
ても、研究する者にとっても、心に刻むべき言葉ではないだろうか。そし
て、第 3 章では、菅同様、災害ボランティアの現場に身を置きながら考え
をめぐらせてきた渥美公秀が、14 年間に及ぶ災害ボランティア活動の経緯
を整理し、その活動を成立させてきた社会の動向についての論を提示して
いる。渥美は、被災者を中心に考え、臨機応変に対応できるはずのボラン
ティアが、この 14 年の間に既存の体制へ組み込まれ、秩序化されようとし
ていることに懸念を感じている。その現状を打破するのが、被災者の身体
に直接触れあいながら足湯を提供する活動や、中越沖地震を契機に立ち上
がった被災者に寄り添う活動であるという。前章の菅の言葉と同じように、
効率化や秩序化の波に飲まれてきたボランティア活動だが、ふたたび被災
者と向き合う関係の重要性に立ち戻り、原点に回帰したといえるだろう。
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以上のような重厚な「理論編」を経て、
「実践編」では、実際の災害現場で
のボランティア活動の様子が丁寧に記されている。
「理論編」でしっかりと地
を固めているために、
「実践編」の内容の理解も進みやすくなっている。この
「実践編」では、阪神・淡路大震災時の活動の整理はもちろんのこと、
「災害
ボランティアと情報」という観点から、ボランティアが被災者に必要な災害
時の情報提供にいかにかかわってきたか、IT が情報提供にどのように貢献し
てきたかという点も実例をもとに書かれている。また、さらに新潟県中越地
震の現場において展開されてきた復興支援の現状も、地元で地に足の着いた
活動をしてきた稲垣文彦によってまとめられている。この中で、中越の経験
が、過疎・高齢化が進む地域の問題を浮き彫りにしたことがわかる。
駆け足で見てきたが、最終部の「思想編」は、閉めの言葉であると同時に、
編者から読者へ向けてのメッセージであるともいえる。
「思想編」の執筆者の
一人で、阪神・淡路大震災以降、現場に根ざした活動を継続してきた村井雅
清は、災害直後から復興過程において「最後の 1 人まで救う(村井 2006)」と
いう固い信念をメッセージとして発し続けている。災害ボランティアが考え
るべきことは、「できるだけ多くの人をどうやって救うか」ではなく、「ひと
りひとりをどうやって救うか」なのである。そして、ボランティアが被災者
ひとりひとりに対して「ただ傍にいること(渥美 2001)」から、その一歩が始
まるのであろう。さらに言えば、ボランティアにとっては、その経験によっ
て、
「震災の被害は自分に起こりえたかもしれない(e.g., 高野･渥美 2007)」と
感じることもあろう。
最後に、阪神・淡路大震災の経験と教訓を伝える施設に勤めた評者の立場
から一言加えて終わりとしたい。評者は、2009 年 3 月まで阪神・淡路大震災
に関する資料展示を行うとともに、震災や災害の資料収集を行っている「人
と防災未来センター」において、震災資料の整理と利活用をすすめる業務を
担ってきた。当センター資料室には、3 万点以上の震災・災害関連図書、雑
誌、ビデオなどが開架されている。その中には、もちろん阪神・淡路大震災
関係の資料が多くあるのだが、震災から 14 年が過ぎた現在では、阪神・淡路
の問題を改めて正面から取り上げた刊行物は顕著に減っているように感じる。
本書は、その経験と得た知恵を今だからこそ各著者が振り返り、その上で現
在の問題を見据える意欲的な書である。現場と研究畑の第一線を走りながら、
本書をまとめあげた執筆者らの労をねぎらうとともに、本書を世に送り出し
てくれたことに感謝したい。
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書評
長沼豊『新しいボランティア学習の創造』
（ミネルヴァ書房）


内 海 成 治
（お茶の水女子大学大学院人間文化研究科）
本書は、スローガン的なタイトルとはうらはらに学術研究書である。長沼
氏が 2008 年 3 月に大阪大学人間科学研究科に提出した博士論文「ボランティ
ア学習のカリキュラム体系化に関する研究」を出版したもので、A5 版 432 頁
の大著である。長沼氏は現在学習院大学教授でボランティア学習に関する著
作や論文も多く、本書は現時点における集大成と言えよう。
大きな本であるが章立ては 5 つと少なめである。しかし、資料として 2 度
にわたる大学におけるボランティア関連科目の調査で使用した調査票が付け
られて行った、また、参考文献リストが 16 ページにわたって、邦文のボラン
ティア学習関係の文献が網羅されている等充実している。
第 1 章「ボランティア学習とは」は、先行研究の分析と本研究の目指すと
ころが述べられている。先行研究のレビューは学校教育におけるボランティ
ア学習に限定しているが、ボランティアの意義、ボランティア学習、ボラン
ティアコーディネーション、カリキュラムの 4 つの点から手際よく分析して
いる、その上で、この分野ではすでに多くの研究がなされているが、
「ボラン
ティア学習の全体の体系を記したものは存在しない」ため、この研究は「学
習素材、教育素材としてのボランティアのカリキュラムを大きく体系づける
ことを試みる」
（11 頁）としている。
第 2 章は「ボランティア学習の現状」で、はじめの二つの節はボランテャ
ア概念の整理で、先行研究を丁寧に整理して概念図として示しており、分か
りやすい。次の 2 つの節は、行政、そのなかの審議会等の答申を歴史的にま
とめたものである。2001 年の学校教育法の改正における国会での論議を議事
録から再現して、ボランティアと奉仕あるいは社会体験奉仕活動との違いを
示している点は重要である。次の節では、ボランティアと奉仕の違いを教育
改革国民会議の第 1 分科会第 2 回議事録（2000 年 6 月 15 日）を引用して明
らかにした。分科会で議論された内容は、ボランティアではない労働奉仕体
験であるにもかかわらず「中間報告、最終報告の内容を報道した一部マスコ
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ミの表現は『ボランティア活動を義務化する』というものだった。そして、
ここに日本における奉仕とボランテャアの混乱がみられるのである」
（115 頁）
と指摘している。その原因として一部の辞書にボランティア＝奉仕と捉えて
いるからとも言えるが、この点は行政サイドで奉仕という表現を和らげたい
と言う意思が見え隠れしていることも見て取ることができるであろう。
それにしても、私自身も行政の懇談会や委員会に参加したことがあるが、
この分科会の議事録は発言者が最終的にチェックしているのか不思議なほど
言いたい放題で、読んでいて心が痛くなった。
第 3 章は「ボランティア学習における『学び』とは」と題して、ボランテ
ィア学習の理論的考察である。ボランティア学習をボランティア学習のため
の学習、ボランティア活動についての学習、ボランティア活動による学習の
3 つのタイプに分け、それと準備学習 Preparation、活動体験 Action、振り返
り Reflection、認め合い Celebration のＰＡＲＣサイクルの二つのモデルによっ
て説明している。また、デューイの appreciation とＰＡＲＣサイクルの関係に
つ い て も 考 察 し て い る 。 ま た 、 成 人 教 育 の 理 論 で あ る ア ン ド ラ ゴ ギー
Andragogy （ドイツの教育者アレクサンダー・カップが 1833 年に使用し、そ
の後アメリカのノウルズ M. S. Knowles が成人教育における主要な概念とし
た）という学習者中心主義を援用してボランティア学習の特徴をまとめてい
る。さらに市民教育、米国のサービスラーニングにも触れている。
この章は理論の紹介からボランティア学習の特徴を明らかにしようとして
いるのだが、文章が上滑りしている感がある。それは、理論のみの考察であ
り、実践例との関係で理論を分析し、そこからボランティア学習を読み解く
と言う、理論紹介の基本的なルールが行われていないからだと思われる。
一つ一つの教育理論には時代背景と多くの実践による検証（あるいは反証）
が行われており、そうした理論の強靭性をボランティア学習に取り入れるた
めには、ボランティア学習のこの場面のここがそれであるとの指摘があって
しかるべきであろう。
第 4 章「ボランティア学習のカリキュラム体系」は、本書の中心となる章
である。まず、はじめにボランティアとい言葉がタイトルに入っている 14 の
テキスト（2001 年までに出版された）の分析が行われて、次いで、2002 年か
ら 06 年までに出版された 7 つのテキストが分析される。カテゴリーとして理
念、歴史、実践、注意、組織、研究の 6 つが検討され、多くのテキストでは
理念と実践がドミナントなことが示されている。また、基本型、総合型、理
念追求型、実践追求型に分け、近年は総合型が多いと指摘している。この部
分は、市販のテキストの分析であり、著者あるい編者の意向もさることなが
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ら出版社の思惑が反映される場合も多く、研究論文の分析ではないので、メ
タ分析と言うわけにはいかないが、ボランティア関係科目が増加する中で起
こっている現象と解すべきであろう。
次に、小・中学校、高校におけるボランティア学習のカリキュラムの分析
である。この部分は、膨大な量になるために調査の範囲を導入部と事後学習
に分けて調査したとしているが、どれだけのカリキュラムを分析したのかが
よくわからなかった。また、まとめとして「導入・事後学習をも含めた学習
過程を記述する必要性」、「学習の多様化にむけたカリキュラム開発および教
材開発の必要性」、「学習内容の焦点化」が提案されている。ひとつひとつの
指摘はもっともであるが、それが具体的などのようなカリキュラムの調査結
果から導きだされるのかがよく分からない。
3 番目が大学・短大におけるボランティア学習に関するカリキュラムの分
析である。これは先の小学校から高校までの調査分析とは異なり、極めて具
体的であり読みごたえのある部分である。筆者の方法は 2002 年度と 05 年度
の 2 度にわたって全国の大学・短大（合わせると 1200 校程度）への郵送によ
る調査で、回収率は 66.8％（02 年）
、68.1％（05 年）と、いづれも高く、大
学におけるボランティア関連科目開講の状況をつかむことができる。
この部分は大学におけるボランティア関連科目のカリキュラムというより
も、大学がボランティアをどのように考えているかの現状が浮き彫りになっ
ている。そして、その内容は実に多様であり、講義題目や教員、理論と実践
の関連等さまざまである。その意味で大学がまさに、生き残りをかけてさま
ざまな取り組みを行っていることが、ボランティアのような新たな領域に大
きな影響を与えていると思われる。例えば経済学や生物学のようなエスタブ
リッシュされた分野ではこのようなことは起こり得ないのである。その意味
で、このような分析はチャレンジであり、収拾がつかなく恐れがあるが、本
書では 9 つの軸を設けて手際よく分析している。また、ボランティア科目に
関する教員の生の声が引用されており、参考になる（と言うか身につまされ
る思いであった）
。
この章の最後はボランティア学習カリキュラムの体系化であり、本研究の
まとめの部分である。E.C.Wragg のキュービック・カリキュラムを参考にボラ
ンティア学習のカリキュラムの内容を視覚化する試みである。第１次元をボ
ランティア活動の分析、第 2 次元をボランティア活動の分野横断的な課題、
第３次元は指導方法、として、小学校から大学までのカリキュラムを可視化
することができるとしている。ただ、こうした可視化が何を意味するのかは
必ずしも明らかでなく、ひとつの試みと解するべきであろう。
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第 5 章「理想的なボランティア学習実践に向けて」は「おわりに」にあた
るもので、これまでのまとめと今後の課題を述べたものである。ここでも述
べられているが、研究の限界として、総論的な研究であるために個々のカリ
キュラムや実践事例が考慮されていないこと、学習者の側からの視点がない
こと、アンケート調査であるために大学における教育方法が含まれていない
ことなどが、読者にとっても不満であろう。また、章題における「理想的…」
という言い方は学術論文としてなじまないので、
「ボランティア学習実践の課
題」くらいが適当ではないかと思う。
授業は教師と学習者がいて初めて成り立ち、学習は学習者の内面的変化で
あるならば、ボランティア学習の研究は、まず第１に学習者に焦点があてら
れる必要がある。また、たとえ理論的研究であっても、個々の実践によって
裏づけられる必要があろう。教育学の研究者は自らも実践者であるのだから、
筆者自身の実践ももっと大胆に取り入れて記述されていれば、本研究はもっ
と厚みをますのではないかと思われる。
また、気になった点としては、邦文の著作・論文は多く引用されているが、
欧米や韓国等のボランティア学習の盛んな国のカリキュラムに関する言及が
ほとんどないことである。その点は今後の研究に期待したい。また、誤植が
散見されたことも残念であった（例えば 306 頁）
。
しかしながら、本書はボランティア学に関するまとまった論考であり、少
なくともボランティア学習に関する研究においては手に取る必要がある本で
ある。筆者と出版社の労を多としたい。
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ボランティア関連文献



ボランティア関連文献

 雑誌文献については、雑誌記事索引・論文情報データベース（NICHIGAI
MAGAZINEPLUS）で、2006 年 1 月から 2008 年 12 月の間で、
「ボランティア」
をキーワードとしてヒットした文献の中から、おおむね 10 ページ以上の文献
について掲載している。また、書籍については、書籍データベース（NICHIGAI
BOOKPLUS）で、2006 年 1 月から 2008 年 12 月の間で、
「ボランティア」を
キーワードとしてヒットした書籍の中から、研究書に該当すると思われるも
のを掲載している。
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『グローバル化時代の政治学』, 法律文化社.
大熊由紀子（2008.4.26）『恋するように、ボランティアを－優しき挑戦者たち』, ぶど
う社.
吉井博明、田中淳編（2008.4.30）
『災害危機管理入門-防災危機管理担当者のための基礎
講座』(シリーズ災害と社会(3)), 弘文堂.
新潟国際ボランティアセンター編（2008.4.30）『地方発国際 NGO の挑戦－グローカル
な市民社会に向けて』, 明石書店.
加藤博史（2008.4.30）『福祉哲学－人権・生活世界・非暴力の統合思想』, 晃洋書房.
藤田久美編著（2008.4.8）
『大学生のためのボランティア活動ハンドブック』, ふくろう
出版.
東京ボランティア・市民活動センター（2008.6）『ボランティア・市民活動助成ガイド
ブック(2008)』.
矢原隆行、田代順編（2008.9.15）
『ナラティヴからコミュニケーションへ－リフレクテ
ィング・プロセスの実践』, 弘文堂.
稲葉陽二編著（2008.9.20）『ソーシャル・キャピタルの潜在力』, 日本評論社.
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ボランティア関連文献

シェア=国際保健協力市民の会（2008.10.1）『すべてのいのちの輝きのために－国際保
健 NGO・シェアの 25 年』, めこん.
里村幹夫編（2008.10.10）『地震防災』, 学術図書出版社.
松田昇、小木曽洋司、西山哲郎、成元哲編著（2008.10.20）『市民学の挑戦－支えあう
市民の公共空間を求めて』, 梓出版社.
床島正志（2008.10.6）『ケアのこころと倫理』, 梓書院.
田中弥生（2008.12.1）『NPO 新時代－市民性創造のために』, 明石書店.
長沼豊（2008.12.10）『新しいボランティア学習の創造』, ミネルヴァ書房.
菅磨志保、山下祐介、渥美公秀編（2008.12.15）『災害ボランティア論入門』(シリーズ
災害と社会), 弘文堂.
干川剛史（2008.12.20）『現代社会と社会学』, 同友館.
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『ボランティア学研究』
執筆・投稿規程



『ボランティア学研究』執筆・投稿規定

 本誌は、国際ボランティア学会の機関誌であって、特集、論文、研究ノー
ト、フィールドレポート、書評などからなり、発行は１年１巻とする。
1．投稿資格
 ・筆頭著者は当該年度の本学会員に限る。非会員の場合は、投稿と同時に
入会手続きをとれば、投稿資格を有していると見なす。
 ・投稿される論文は未刊行のものに限る。定期刊行物（学術雑誌、商業雑
誌、大学・研究所紀要など）や単行本として既刊あるいは刊行予定のも
の、あるいはこれらに投稿中の論文は本誌に投稿できない。
2．投稿原稿の種類
 ・ボランティア学に関する論文、研究ノート、フィールドレポート、書評
とする。
 ・論文：独創的な研究論文など。12000～20000 字以内（図表・注記・文献・
要約を含む全文）
。
 ・研究ノート：ボランティア学にとって重要な研究資料やデータのまとめ
など。12000～20000 字以内（図表・注記・文献・要約を含む全文）
。
 ・フィールドレポート：継続的な活動についてのレポート。6000～10000
字以内（図表・注記・文献・要約を含む全文）
。
 ・書評：最近出版された日本語あるいは外国語の著書に対する書評。3000
字以内（図表・注記・文献・要約を含む全文）
。
3．投稿原稿の構成
 ①第 1 ページには、日本語の論文タイトルと著者名、所属、英文の論文タ
イトルと著者名、所属、および著者の連絡先、投稿原稿の種類、字数、
図表および写真の枚数、謝辞のみを記す。
 ②第 2 ページには、日本語の論文タイトル、および、日本語の要約、日本
語のキーワードだけを記す（著者名は書かないこと）
。
 ③第 3 ページ以降に、原稿本文を書くこと。
 ④最終ページには、英文の論文タイトル、および、英文のアブストラクト、
英文のキーワードだけを記す（著者名は書かないこと）
。
4．要約とキーワード
  日本語の要約は 500 字以内、英文のアブストラクトは 200words 以内、
キーワードは、日本語、英文とも 3～5 語とする。ただし、書評には、要約・
キーワード（日本語・英語とも）は必要ない。
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5．投稿原稿の執筆要領
 1) 原稿はワープロ使用を原則とする。用紙は A4（縦置き・横書き）を
用い、1 ページは、横 40 字（全角文字で）×縦 30 行とする。
 2) 表記について
  ・平易簡潔な文体で、新仮名づかいおよび常用漢字を用いること。
  ・数字は半角で、算用数字を用いること。
  ・ローマ字は半角を用いること。
  ・本文中で、見出しなど、ゴシック体での印刷となる箇所には波線のア
ンダーライン（～～）を、また、統計 記号などイタリック体での印刷
となる箇所には実線のアンダーライン（  ）を引くこと。
 3) 表と図について
  挿入箇所は、本文中に、3 行を用いて以下のように示す。ただし原則と
して、表と図はそれぞれ 400 字として数える。
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−
          表 1 を挿入
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−
 4) 表は、以下の例に従うこと。表には、表 1、表 2 のように通し番号を付
け、表の表題も同じ用紙に明記すること。
   表１ ボランティアに対する意識（年齢別）

 5) 図は、以下の例に従い本文と同じ A4 の用紙を用い、１枚の用紙に 1 つ
の図を書く。図には、図 1、図 2 のように通し番号を付け、図の表題も
同じ用紙に明記すること。

   図１ ボランティア参加者数の推移
 6) 注記および引用・参考文献は論文末に、注記・引用・参考文献の順で
記載すること。
 7) 注番号は、論文全体の通し番号で文中の必要箇所の右上に次のように
つける。
   例）社会的相互行為 1)とは私たちが…。
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 8) 文献の本文中での引用の仕方は、以下のようにする。
（□はすべて半角
スペースをあらわす）
  ・文中の引用箇所には（第一著者の名字 西暦の発表年）を記載する。
複数の場合は「;□」で区切る。著者が組織であり、その名称が長いと
きには略称を使う。また、数字は半角算用数字を用いること。
  例）佐藤（1985）は、…
  例）
（佐藤 1985）
  例）
（木村 2002 ; Rothman 1997 ; 田中 1998）
  例）
（WHO 1999）
 9) 引用・参考文献リストは著者名のアルファベット順に作成する。なお、
著者名は最初の 3 名までとし、残りは、
「他」
「et al.」などとする。報告
書などで著者名がわからない時は組織名とする。「地名」
「頁」が特定で
きない場合は省略可能とする。記号・数字はすべて半角とする。（□はす
べて半角スペースをあらわす）
  （書 籍）著者名.□西暦発行年.□著書名□出版社名.
  （雑 誌）著者名.□西暦発行年.□論文題名.□雑誌名□巻:□頁．
  （報告書）著者または組織名（略称）.□西暦発行年.□報告書名.
□発行組織名.□頁.
  （書籍・報告書の一部）著者名.□西暦発行年.□論文題名.□書籍等の
       編著者または編集組織.□書籍等の題名.□出版社
       または発行組織名.□頁.
  （CD-ROMs）著者名.□西暦発行年.□表題 [CD-ROM] . □発行所.
  （Database Online）著者名.□表題[Web page] .□発信元 Web site.
       □Available at URL.□Accessed アクセスした年月日.
  〔例〕
西川潤、佐藤幸男（編著）. 1992. NPO／ NPO と国際協力 .ミネルヴァ
書房.
Hoffman, Oliver-Smith (eds.). 2001. Catastrophe & Culture. School of
American Research Press.
松本潔. 1995. NPO の広報機能. 日本広報学会 5: 37-48.
「ボランティア白書 2001」編集委員会. 2001. ボランティア白書 2001.
日本青年奉仕協会.
Anderson SC, Poulsen KB. 2002. Anderson's Electronic Atlas of Hematology
[CD-ROM]. Lippincott Williams & Wilkins.
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The International Society for Third-Sector Research. About ISTR [Web page].
The International Society for Third-Sector Research Web site. Available at
http://www.jhu.edu/~istr/about/. Accessed January 19, 2004.
6. 投稿原稿の送付
 構成や執筆要綱にしたがい作成された原稿は、正 1 部・副 2 部を同封し
て編集委員会に送付すること。なお、封筒には「ボランティア学研究投稿
原稿在中」と朱書すること。
 なお、投稿された原稿は返却しない。
 〔送付先〕
  〒565-0871
  大阪府吹田市山田丘 1-2 大阪大学人間科学部ボランティア人間科学講座内
  国際ボランティア学会編集委員会 宛
   TEL & FAX: 06-6879-8064
7. 投稿原稿の審査
 投稿原稿の採否は、編集委員会においておこなう。また、編集委員会よ
り原稿の修正を求めることがある。その際は、できるだけ速やかに修正し、
再投稿すること。なお、修正要求から 3 ヶ月以上経過しても連絡がない場
合は、取り下げたものと見なす。
8. 著作権
 学会誌に掲載された投稿原稿の著作権は学会に帰属する。
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〔 編 集 後 記 〕
 本号より、国際ボランティア学会の理事として、
『ボランティア学研究』の
編集長に就かせて頂いた。既に 8 号まで刊行を重ねてきているゆえに、右も
左もわからない、という状況ではなかったはずである。ところが、前に進め
る段取りに不慣れなところが重なって、9 号の刊行が大幅に遅延することと
なってしまった。この場を借りて謹んでお詫び申しあげる次第である。
 そもそも、若輩者が理事に就き、学会誌の編集委員長を務めるに至った背
景には、学会設立当初からの先達より、学会ならびに学会誌改革に臨んで欲
しいという願いが込められている。無論、そのことを承諾した上で責を担っ
ているはずなのだが、本当に恥ずかしい結果となってしまった。いみじくも
本号では、自らが筆者として「若者とボランティア」を論じさせていただい
ている。いつの時代も「最近の若者は」と、世代間で異なる価値観に対し、
年配者から評されるのだが、その典型的な物語に回収されるような失態であ
ると自覚している。
 関西で学び、仕事を重ねている者として、ボランティアを当事者感覚で語
る上で、阪神・淡路大震災という出来事が欠かせない。ただし、震災 15 年と
いう区切りを迎える中では、ことさらに「ボランティア元年」といった言説
で、当時を、あるいは現在を語ることはなくなってきたように思う。つまり、
既にボランティアということばも、行為も、また研究も、日常の有り様を研
究することが必然となってきたと感じている。実際、今号の特集「ボランテ
ィアの現在」も、また一般論文、さらには書評で扱われている書籍も、何か
歴史的、文化的に特筆すべきトピックやエポックを取り扱うのではなく、筆
者の研究フィールドの今の姿を抽象化することに注力がなされた労作である
と言えよう。
 改めて、ボランティアの現在を見つめてみると、国際ボランティア学会に
も、さらにはボランティアに関する学術研究にも、日常を精緻に見つめるこ
とで意味を創出し、よりよい未来を創造するために意志決定を行っていく、
行動的な研究者が求められているのだと確信している。無論、それは過信か
もしれない。とはいえ、そうした現場への理解や情熱が過度なものとなって、
専門知を有する研究者の慢心とならないよう、現場への緊張感を保ち続ける
ことが実践的研究者にこそ要請される。フィールドに対して敬意を払い続け
ること、それをこの学会が、また学会誌が体現し続けられるよう、最大限の
力を注いでいきたい。
（山口記）
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〔編集委員会〕
山口洋典（同志社大学・浄土宗應典院、委員長）、関嘉寛（関西学院大学、
副委員長）、阿部健一（総合地球環境学研究所）、内海成治（お茶の水女子
大学）
、森定玲子（プール学院大学）
、ルルデス・エレーラ（大阪大学大学院）
・連絡先
  〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-2
大阪大学大学院人間科学研究科開発人間学講座内
TEL & FAX: 06-6879-8064
volsocio@hus.osaka-u.ac.jp
・印刷
  〒553-0004 大阪市福島区玉川 3-6-4
阪東印刷紙器工業所
TEL: 06-6443-0936（代）
FAX: 06-6443-1684
bandopv@skyblue.ocn.ne.jp
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