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ボランティアの未来を再論するということ
山 口 洋 典
（同志社大学）
「ボランティアの未来」これが本号の当初の特集名であった。本誌『ボラン
ティア学研究』は、今回で 10 号という区切りを迎える。ちょうど前号が「ボラ
ンティアの現在」であったということもあり、それに続く号は「ボランティア
の未来」だろう、このことが編集委員のあいだで、迷わずに合意が得られたの
であった。しかし、これまでの特集名を見直してみたところ、既に第 2 号にお
いて、すなわち 2001 年に「ボランティアの未来」と掲げた特集が組まれていた
ため、「再論

ボランティアの未来を問う」と掲げることとした。

2001 年に本誌において議論された「ボランティアの未来」、それから約 10 年
を経て、今回、再論していく背景を確認しておくことにしよう。結論から言え
ば、要点は 3 つにまとめられるだろう。まずは(1)少子高齢化や高度情報社会の
進展をはじめとする社会環境の変化、続いて(2)それらの社会環境の変化に伴う
ボランティアの活動領域の拡張、そして(3)活動領域が拡張していく只中におい
てボランティアに関する実践的研究に取り組む研究者の台頭、この 3 点である。
以下、順に概括することとしたい。
言うまでもなく、この 10 年、社会環境は大きく変化をしてきた。社会心理学
の中でもグループ・ダイナミックスを専門とする筆者の関心に基づくならば、
少子高齢化と高度情報社会の進展は、コミュニティの動態を左右する構成要素
を一変させた。例えば少子高齢化は家族のかたちを変え、団塊の世代の社会参
加の促進や、こどもたちの多様な育ちのために NPO による「フリースクール」
等の設置、その他、地域ぐるみによる結婚支援活動「コンカツ」の展開など、
枚挙にいとまがない。このように市民の自主的、自発的、主体的、積極的な取
り組み、すなわちボランタリーな活動において、電子メール、ホームページ、
ブログの利用は特別なものではなく、昨今は mixi や Facebook、そしてツイッタ
ーなど、多彩なツールが駆使されてきている。
こうして新たな活動のテーマが立ち起こり、これまでの活動でも新たな形態
が現場に導入されていったことにより、ボランティア活動の裾野は一定広がっ
てきた。そもそも日本では民法制定以来、100 年にわたって、非営利の公益活動
には官による許可が必要とされてきた。しかし、1998 年に特定非営利活動促進
法（NPO 法）という法制度が生まれたことで、ボランティアによる組織的な事
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業活動を推進していくための基盤が整えられることとなった。2001 年 10 月には
4,966 法人であった NPO 法人は 2009 年の 10 月には 38,397 法人に増える一方、
財団法人と社団法人をあわせた公益法人数は 2005 年に NPO 法人数に逆転して
以来、2001 年 9 月の 26,183 法人から 2009 年 9 月の 23,856 へと、微減の傾向を
確かなものとしている。このような法制度の変化に重ねつつ、ボランティアの
活動領域はいかに拡張されてきたか、いくつかの統計から見てみることにしよう。

図1

法人数の推移

内閣府の経済社会システム担当は、毎年、無作為に抽出した 5,000 人を対象に
「国民生活選好度調査」を毎年行っている。平成 21 年度国民生活選好度調査の
結果によれば、「ボランティア等への参加」をしているのは 16.6%であり、「今
後はもっと活動を増やしたい」とした人が 10.9%、「今後は活動を減らしたい」
とした人が 5.7%と、辞める自発性についても一定、根付いてきたことが明らか
となっている（n=2,822）。10 年前、「ボランティアと国民生活」と掲げた平成
12 年度の調査においては、現在参加しているとの回答が 8.5%であった（n=3,972）
ことを鑑みれば、ボランティア人口は増加傾向にあると言えよう。さらに、阪
神・淡路大震災から 5 年を経た時点での調査において、震災以後に活動を始め
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た人々が確かなものとなっていることからも、ボランティア活動がボランティ
アを誘発する傾向もまた、見て取ることができる。

図 2 ボランティア活動経験者の時期別活動者割合
（経済企画庁国民生活局「平成 12 年度 国民生活選好度調査」要旨 p6 より）

また、統計法に基づき定められた社会生活基本調査規則によって 1976 年以来
5 年に一度実施している「社会生活基本調査」によれば、最新の平成 18 年度の
結果では「ボランティア活動」の行動者数は 2972 万 2 千人と推計された。また、
行動者率は 26.2%とされており、5 年前よりも 2.7 ポイント低下したことで「ボ
ランティア行動率は低下傾向」にあると示された。しかし「平均行動日数はす
ベての種類で増加」しているとある。そこで、個人としての行動率は低下しつ
つも、その平均行動日数が増加しつつあるということから、ボランティア活動
への社会基盤は一定、充実してきたと捉えてよいだろう。
阪神・淡路大震災を経て、ボランティアは「先駆者」の時代から「大衆化」
の時代に入った、と指摘されている（杉万 2006）。無論、大衆化とは、誰もが
ボランティアに取り組む状態を指すのではない。言わば「なぜボランティアを
するのか」ではなく「どんなボランティアなのか」といった問いが、ボランティ
アに投げかけられる時代と言えるだろう。では、社会環境の変化の中で、ボラン
ティアは大衆化の先、例えば普遍化がもたらされると考えてよいのだろうか。
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図３ 「ボランティア活動」の種類別行動者率
（総務省統計局「平成 18 年度社会生活基本調査」概要 p19 より）

図４ 「ボランティア活動」の種類別平均行動日数
（総務省統計局「平成 18 年度社会生活基本調査」概要 p20 より）

唐突な比較かもしれないが、マーチン・トロウの高等教育発展過程論を参考
にしてみると、高等教育では入学者が該当年齢人口の 15 パーセントを越えたと
き、エリート段階からマス段階、すなわち大衆化が進むとされている。上述の
社会生活基本調査の結果を踏まえるならば、日本は確かにボランティアの大衆
化の時代にある。加えてトロウは入学者が該当年齢人口の 50%を越えたとき、
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それをユニバーサル化と呼んだ。ユニバーサル化を迎えた大学は、その先にど
のような未来を見たのか、一つ、ボランティアの未来を再論するにあたっての
手がかりが、ここにあるとは言えないだろうか。
2010 年 7 月 22 日、日本学術会議は「大学教育の分野別質保証の在り方につい
て」を発表した。そこには、ユニバーサル化を迎えた日本の大学は、「社会の
様々な『現場』を、職業人として、また同時に市民として担っていくことにな
るという自明の事実を想起すれば、社会から隔絶した存在（中略）ではなく、
学生たちが今後の社会を担っていく上で（中略）一層重要な役割を果たすべき」
（p.65）と記されている。大学の役割とボランティア関係団体の役割を同じ位置
に置くことは筋違いかもしれないが、前掲の飲用部分における「学生」を「ボ
ランティア」に置き換えてみると、誰もがボランティアに取り組む、ボランテ
ィアのユニバーサル化が到来したとき、「ボランティアたちが今後の社会を担
っていく」と想像してみてはどうだろう。少なくとも、ボランティアが大衆化
を迎えている今、ボランティアを取り巻く各機関は、社会の担い手としてボラ
ンティアが一定の役割を果たしていくために、何をなすべきか、何をなすべき
ではないのか、それらを大いに議論してよいのではなかろうか。
ボランティアのユニバーサル化を想像してのことではないかもしれないが、
ボランティアの大衆化の時代、その活動領域が拡張していく只中において、ボ
ランティアに関する実践的研究に取り組む研究者が台頭しつつある。その証左
は、本誌の投稿者とその題名等に見ることができる。とりわけ、ボランティア
元年と呼ばれた 1995 年から数えれば、ボランティア 15 年を迎えた今、当時の
ボランティアたちが研究者の道へと歩みを進めている。そして、研究者になる
ことが双六の「あがり」のようには位置づけられてはいない。実は筆者もまた、
学生から立場を変えつつも、改めて現場と豊かな関係を醸成し、実践的研究を
進める一人である。
「ボランティアの未来」を特集名に掲げた 2001 年は、国連の「ボランティア
国際年」であった。あれから 10 年、国際ボランティア学会が「ボランティアの
未来」を再論するあたっては、2 編の特集論文が所収されることとなった。また、
会長からは 10 号という区切りにあたって、創設当時を回顧する寄稿を得ること
ができた。これらを通じて、本特集では、国際ボランティア学会の未来をも、
何らかのかたちで展望できないかと試みている。
竹端論文では、
「ノーマライゼーションの原理」を成文化したスウェーデン人
のベンクト・ニィリエの社会起業家しての意味に着目し、ボランタリー・アク
ションを通じた制度の未成熟への打開策について、改めてオットー・シャーマー
による U 理論で再解釈した、意欲的な論文である。そして、多様な文献の渉猟
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と、筆者によるインタビュー内容を通じて、障害者福祉分野において「生産様
式を革新ないし革命化」した成果を導くことの戦略的な含意を明らかとした。
さらに、戦略性に基づいた生活様式の刷新のためには、個人レベルに留まらな
いボランタリー・アクションによる新たな社会的秩序の形成が重要であると、
ボランティアの未来像が明示された。
山口-中上論文では、ボランティア活動が組織的に導入され、活動の促進が業
務の一環として明確に位置づけられていた院内において、ボランティアを含め
たコミュニティがどのような有り様を呈しているのかに迫ったアクションリサ
ーチがまとめられている。その特徴として、部署横断的で機動力のある組織を
設け、専従職員が置かれたことを挙げ、共同体の構成員がピアレビューを重ね
ながら自律的な管理運営がなされていることを示したものである。また、そうし
た事柄が大きな特徴として取り上げられる必然性を、米国等の事例の例証と、
複数の理論的観点から明らかとしている。そこには、ボランティア活動の支援
が明確な業務として位置づけれたからこそ、脱・動員としてのボランティア、
つまり竹端論文に重ねるならば、病院内の革新や変革のためのボランタリー・
アクションへの参加を促していくことが重要となることを示している。
竹端論文と山口-中上論文は、ともに隅谷賞の受賞者によって著されたという
共通点を有している。そして、偶然にも、大阪大学大学院人間科学研究科のボ
ランティア人間科学講座の修了生である。なぜ、その二人がボランティアの未
来を再論していくこととなったのか、その端緒が、会長の寄稿文に見ることが
できよう。ボランティア活動の当事者に寄り添ってきた行動的で実践的な研究
者が輩出される素地が見いだされることを願うところである。
惜しむらくは、国際分野の活動に照射した特集論文を所収することができな
かったことだ。ただ、この点については、拙稿（山口 2009）でも積極的に取り
上げたとおり、国際分野の活動を通じてまとめられた『ボランティア未来論』
（中
田 2000）にある、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」という指摘が、二編の論文において取り上げられたフィールドから紡
ぎ出した知恵と、見事に符合していることに注意を向けておきたい。ボランテ
ィア元年から 15 年、ボランティア国際年から 10 年、最早、ボランティアの未
来に関する議論は、活動分野ごとに閉じたものではなく、むしろ、開かれた知
へと編み上げていくことのできる水準に達していることを確認し、次の再論の
機会への展望を開くこととしたい。
【引用文献】
杉万俊夫. 2006. コミュニティのグループ・ダイナミックス. 京都大学学術出版会.
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中田 豊一. 2000. ボランティア未来論：私が気づけば社会が変わる. 参加型開発
研究所.
山口洋典. 2009. 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. ボランティア学研究 9:5-57.
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（お茶の水女子大学）
国際ボランティア学会の学会誌｢ボランティア研究｣が 10 号を迎えると言うこ
とで、創設の頃のことをいくつか書いておきたい。本来は資料を精査して事実
に基づいて書かねばならないが、２年前に大学を異動になり、資料や本を運ぶ
だけで精一杯でその後の整理等を行っていないので、こうした作業は一切省い
て、思い出を書くことをお許しいただきたい。こうした作業に意味があるのか
と問われると忸怩たるものがあるが、文字になった資料として残らないものも
あるので、お許しいただきたい。
私の手元に｢ボランティア研究｣の創刊号から 9 号までが並んでいる。それぞ
れが思い出のある雑誌である。この学会誌のレビューは次号に回させていただ
きたい。
大阪大学ボランティア人間科学講座ができた
大阪大学にボランティア人間科学講座が設立されたのは 1996 年 4 月である。
前年１月の阪神淡路大震災に多くのボランティアが参集し、ボランティア元年
と言われた。この大災害がボランティア活動を呼び起こし、ボランティアとい
う言葉が日本の社会に定着したのである。これを契機にボランティアを研究す
る場の必要性が高まり、大阪大学人間科学部にボランティアを冠する講座が設
立されることになった。この経緯に関しては、詳しいことはわかないが、当時
の文部省（現文部科学省）から講座新設の示唆があり、人間科学部が準備を始
めたと聞いている。しかし、新しい講座の設立は大学・学部にとって大事業で、
概算要求のために沢山文書が作られ、文部省内では予算獲得のための大蔵省(現
財務省)説明のための分厚い想定問答集等の準備がなされた。
1996 年の 3 月末ごろに私にボランティア人間科学講座教授への招聘の話しが
あった。当時私は JICA 国際協力事業団（現国際協力機構）の国際協力専門員と
して教育協力の政策立案や案件形成を行っていた。96 年度に文部省に新設され
る国際協力調査官への就任を受諾したところであったので、大阪大学行きはお
断りした。しかし様々な経緯があって、最終的に二つのポストを併任すること
になった。大阪大学には 96 年 9 月に文部省には同じく 12 月から勤務すること
になった。新設の講座は学年進行で学生を取るので、1，2 年目は専門課程に学
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生がいない。そのためボランティア講座新設の宣伝を兼ねて 10 回の公開講義を
行うことにした。中心となる講師は客員教授の大熊由紀子先生（当時、朝日新
聞論説委員）と客員助教授の早瀬昇先生（当時、大阪ボランティア協会事務局
長）であった。
同時に大阪大学では全学共通科目として教養課程で｢ボランティア論｣を開始
することになった。この科目の開設には文学部の入江幸男助教授（当時、現教
授）が主導的な役割を果たされた。この科目にはボランティアの研究者・実践
者を広く集めたオムニバスの講義であり、96 年後期から開始することになった。
その年の５月ごろに入江先生から JICA に電話があり、この科目の一こまを担当
することと、テキスト作成への協力の依頼があった。テキストの完成はずいぶ
ん遅れてしまったが『ボランティア学を学ぶ人のために』
（1999）として世界思
想社から刊行された。
ボランティア学会設立の機運
全学部生を対象とした「ボランティア論」には多くの学生が集まり盛況であ
った。２年目からは私が世話教員となり毎回豊中キャンパスに足を運び、講義
を傍聴し、その前後に講師の先生とお話しした。そうした中で、草地賢一先生
（姫路工業大学）からボランティア学会を設立してはどうかとの申し出があっ
た。また、ボランティア学会設立の話は、文部省で私の上司だったＩ課長から
も示唆されていた。
学会はボランティア研究の推進、大会や雑誌を通じての研究や実践活動の発
表の場、研究者と実践者間相互の交流の場として重要である。特にボランティ
アを研究する講座が設立され、やがては大学院も設立することが予定されてい
たために、ボランティアの名を冠した学会を設立ことは必要であった。なによ
りも大学院生を中心とした研究者を目指す人にとって、自分の研究を発表する
場の確保は不可欠だからである。しかし、学会の運営や雑誌の発行のことを考
えると気が重かった。大阪大学に赴任した当時、専任の教官は私と助手の森定
玲子さんの二人だけだったことも躊躇する理由であった。
草地賢一先生は大学教授のほか、国際 NGO・PHD 協会の代表であり、またキ
リスト教の牧師でもあり、キリスト教界に広く人脈があった。キリスト教界は
関東大震災後の救援に活躍した賀川豊彦の例をあげるまでもなく、ボランティ
ア活動に先駆的な役割を果たしてきた。草地先生は、阪神淡路大震災地元 NGO
連絡会議代表として救援活動に中心的な役割を果たされた。国際 NGO 代表とし
ての海外支援とともに阪神淡路大震災後のボランティア活動の経験を理論的・
実践的に研究し定着させる場とての学会の必要性を感じられたようである。
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草地先生が中心となりボランティア学会設立準備のための会合を、97 年の末
ごろから持つようになった。メンバーは草地さんと私の他に、坂口順治先生（当
時立教大学教授のちに平安女学院大学理事長を歴任）、新堀邦司氏（当時東京
YMCA 総主事）の 4 人であった。草地先生はともかく早く立ち上げることを主
張され、坂口先生はそうした草地さんを財政的に支援された。新堀氏は初代の
会長として隅谷三喜男先生（東大名誉教授）に話しをしたいと言うことであった。
私は大学内のボランティア人間科学講座が手薄であり、その拡充が当面の課
題であるために、消極的で、もう少し時間をかけて進めるほうがいいという考
えであった。また助手の森定さんは、
「一度学会を設立したら投げ出すことは出
来ません。もう少し他の大学にもボランティア講座ができてからのほうがいい
のではありませんか」と慎重であった。消極的ではあったが、草地先生らが学
会運営は担うからということで、最終的には学会設立に協力することにした。
国際ボランティア学会の設立
そこで、私は多くの方にボランティア学会の設立の知らせと参加をお願いし
た。奈良で養護施設を運営しておられるＨ氏も知人を介してお声掛けした。そ
れからしばらくして、Ｈ氏たちが「日本ボランティア学会」を設立したと言う
記事が新聞に出た。そこで、草地先生らと相談していくつか名前を考えた結果
「国際ボランティア学会」として、海外でのボランティア活動も視野に入れた
学会とすることにしたのである。
1999 年 2 月 13 日に大阪大学人間科学部の中で最も大きい 51 教室と言う階段
教室を会場として設立記念講演会と設立総会が行われた。設立記念講演は隅谷
三喜男会長の「21 世紀の国際社会とボランティア」、続いて設立シンポジュウム
「ボランティア学への期待」が行われた。私が司会を行い、次の 3 人の方から
の報告が行われた。「哲学研究の立場から」入江幸男先生、「保健医療の立場か
ら」川原啓美氏（アジア保健研修財団理事長）、「青少年活動の立場から」新堀
邦司氏。引き続き総会と懇親会が行われたが、会場には 200 名を超える方々が
集まりボランティア学会の発足を見守ったのである。この日の隅谷三喜男先生
の記念講演は学会誌『ボランティア学研究』第１号に掲載されている（pp.5-14）。
ところがこうして設立した国際ボランティア学会であるが、中心になって推
進してきた草地賢一先生が 2000 年１月 2 日に 58 歳で急逝されたのである。そ
のために学会の運営等は大阪大学人間科学部ボランティア人間科学講座が主に
担うことになった。そんな中で何とか、翌年第１回大会が東京 YMCA を会場と
して開催され、学会誌『ボランティア学研究』第１号が 2000 年 10 月 31 日に発
行された。
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新しく発足した学会の目指すべき課題はボランティア学と言う学問領域を確
立することと国際ボランティア学会を日本の学術界に認知してもらうことであ
った。ボランティア学とは何であるが、国際ボランティア学会は何を目指すの
かと言う問には、10 年の研究内容すなわち「ボランティア学研究」誌のレビュ
ーにより次号で応えることにしたい。学会としての認知に関しては日本学術会
議のメンバー（協力学会）に登録されることである。それには原則として会員
300 人、雑誌が最低 3 号まで発行されること等の条件があった。数年後にはこの
条件をクリアーし、現在では日本学術会議傘下の唯一のボランティア関連学会
と認知されている。ボランティアが日本の市民社会に行き渡り、21 世紀の重要
なキーワードとなっている現在、国際ボランティア学会に対する期待は大きい
ものがある。会員諸兄姉の研究実践活動により、本学会が日本社会に貢献でき
ることを願っている次第である。
【参考文献】
国際ボランティア学会．2000．ボランティア学研究 1.
内海成治、入江幸男、水野義之（編著）．1999．ボランティア学を学ぶ人のた

めに．世界思想社．
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ボランタリー・アクションの未来
―障害者福祉政策における社会起業家の視点から―
竹

端

寛

（山梨学院大学）
【要約】
本稿ではボランタリー・アクションの未来を検討する為に、障害福祉政策に
おける一人の社会起業家の足跡を振り返った。ベンクト・ニィリエはノーマラ
イゼーションの原理を成文化し、当時の世界中の障害者福祉政策にパラダイム
シフトをもたらした実践家である。当時、入所施設での処遇が「ノーマル」と
言われ、それ以外の支援方策が考えられていなかった＜制度の未成熟＞状態で
あった。その実態を変える為に、彼は現場に何度も足を運び、その中で問題の
本質を洞察し、一般市民の「ノーマル」な生活と対比するというノーマライゼ
ーション原理の本質を思いつき、それを人々の前で語る中で結晶化し、やがて 8
つの原理というプロトタイプを作り、世界中に広めていった。このプロセスを
複雑系モデルや U 理論で再解釈することにより、社会変革をもたらした社会起
業家の実践として捉えることが出来る。彼の実践の再解釈を通じて、今日の＜
制度の未成熟＞に立ち向かうボランタリー・アクションの未来とはどのようなも
のであるべきか、のヒントを掴む事が出来た。
【キーワード】
ボランタリー・アクション、社会起業家、ノーマライゼーション、複雑系、
U 理論
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Ⅰ.ボランタリー・アクションとは何か
第二次世界大戦後のイギリスの福祉国家体制の礎を作った「ベヴァレッジ報
告」の著者、ウィリアム・ベヴァレッジは、ボランタリー・アクションを「国
家の権力を振るういかなる公共事業体の監督の下に置かれない活動」であり「自
分自身や自分の仲間の生活状態を改良するために、市民が自らの家の外で行う」
活動と定義している（Beveridge 1949:8）。
また彼はボランタリー・アクションには Mutual Aid（相互扶助）と Philanthropy
（博愛）の二つがある、とした。このうち前者は「不幸に対して安寧を求める
気持ちと、自分の仲間も同じような必要性を持っているという認識に基づき、
お互いが自分自身を助けるのを助ける」という自助組織を想定した。また、後
者は「自分たちの隣人が物質的に裕福でない限り、物質的に裕福であっても精
神的には落ち着かない」という「社会的良心」に基づいた活動を想定した
（Beveridge 1949:8-9）。つまり前者は自分自身の問題について「何とかしたい」
という動機、後者は困っている他者の問題について「放っておけない」という
動機に基づいている、とまとめることが出来るだろう。
このボランタリー・アクションに関して、厚東は＜制度の未成熟＞との関係
で論じている。＜制度の未成熟＞とは、
「既存の制度の守備範囲を超えるような
新しい問題領域が発生することによって、これまでの制度の不備が明らかにな
る場合」（厚東 1999:128）とした上で、厚東は次のように述べている。
「＜制度の未成熟＞のケースでは、人々は新しく生じた問題を解決するた
めの有効な手だてに関して、社会の中に保存されてきた知識を当てにするこ
とはできない。問題解決のためのノウハウが社会に蓄積されていない以上、
人々は自分の頭で考え、自分の責任の下で試行を重ねるしかすべはない。
（略）
自発性、無給性、公共性、先駆性、を備えたボランタリー・アクションが、
未成熟な制度の代替となり、社会を救うのである。」（厚東 1999:128-129）
本稿では以後、障害者福祉という領域におけるボランタリー・アクションに
関して論じようとしている。この領域では、＜制度の未成熟＞ゆえに、
「問題解
決のためのノウハウが社会に蓄積されていない」状態が続いていた。その状況
を変えようと、「何とかしたい」と「放っておけない」という動機に基づいて、
国家権力の監督下に置かれない活動としてのボランタリー・アクションとは具
体的にどのようなものだろうか。このことを検討する上で、社会起業家という
補助線を引いてみたい。
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Ⅱ.社会起業家について
1.「複雑性」の三様態
ソーシャルイノベーションの事例研究から一般化に向けた洞察を行ったウェ
ストリーらは、人間が直面する問題について「単純」「煩雑」「複雑」という三
つの視点から検討している。
例えばケーキを焼く場合のように検証済みのレシピと材料・調理器具があれ
ば簡単に再現が可能な問題は比較的「単純（simple）」な問題である。一方、月
にロケットを送るという課題は、厳密な計画や公式が必要であり、ケーキを焼
くほど「単純」ではない。だが、ロケットの成功条件は毎回必ず同一であり、
ひとたび成功すると高い専門性を身につけた集団になら反復は可能である。こ
のような問題は「煩雑（complicated）
」であるとしている。他方で子育ては、レ
シピや厳密な計画は、部分的にしか役立たないか、時として逆効果になる。子
どもを一人育てた経験は、次の子を育てる為には有用だが、同じ事を繰り返し
てもうまくいく保障はない。このような結果の不確実性が高く、
「単純」
「煩雑」
な課題とは異なり、対象との相互作用が常に求められる問題をウェストリーら
は「複雑」（complex）と名付けた。その上で、ソーシャルイノベーションを成
功に導く上で一番理解が不足しているのが、
「複雑」な問題であるという（Westley,
Zimmerman, and Patton 2007=2008:28-31）。
この「複雑」概念に関連して、アパルトヘイト解決に向けたファシリテータ
ーであり元物理学者であるカヘンは、複雑性には 3 つがある、という。一つ目
は「原因と結果が空間と時間に置いて遠く離れている場合」における「物理的
複雑性（dynamic complexity）
」であり、「物理的複雑性の高い問題は、要素間の
相互関係やシステムが全体としてどのように機能しているのかを捉えることで、
システムを理解する事しかできない」
（Kahane 2007=2008:50）。二つ目は、
「かか
わる人たちが、それぞれ大きく異なる見解を持つ場合」における、
「社会的複雑
性（social complexity）」であり、「社会的複雑性が高い問題は、上から権力を用
いて平和的に解決することは不可能です。平和的な解決を導くためには、かか
わる人々が解決策を生みだし、実行することに参加しなければなりません」
（Kahane 2007=2008:51）という。三つ目は「未来が予測不可能で未知なもので
ある場合」の「生成的複雑性（emergence complexity）」であり、「生成的な複雑
性が高い問題は、過去に基づいて事前に机上で解決策を算出することは出来ま
せん。状況が展開するのに従い、解決策を生みださなければならない」
（Kahane
2007=2008:50）と述べている。
このカヘンの言う複雑性の三様態に対応するためには、どうしたらよいのだ
ろうか？

その事について真正面に取り組んだ理論がある。
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２.U 理論
第一線で活躍する 150 人以上の科学者や起業家グループへのインタビューを
続けてきたオットー・シャーマーは、すぐれたイノベーションが生まれる過程
を U 理論として描き出した（Senge et al. 2005=2006）。この U 理論は次の７つの
シフトから構成されている（Scharmer 2009:39）。
（1）ダウンローディング（Downloading）
：過去のパターンを再演する－個人の
考え方の癖の枠内で世界を見る
（2）観察する（Seeing）
：判断を中断して、現実を新たな眼で観察する－観察さ
れるシステムは観察者とは分離している
（3）感じる（Sensing）：その現場に結びつき、全体から状況に耳を傾ける－観
察者と観察対象の境界はなくなり、システムがそれ自身を観察し始める
（4）プレゼンシング（Presencing）
：未来の領域が立ち現れる、最も深い根源に
結びつく－根源から展望する
（5）視点と意図を結晶化する（Crystallizing）：出現を望んでいる未来から新し
い何かを想起する
（6）やってみる事によって未来を探査するために、実際のプロトタイプを作る
（Prototyping）
：「全世界との対話の中にあること」を通じて新たな何かを
制定する
（7）実践と構造基盤の中に新たな何かを奏で、具体化する（Performing and
embodying）
：より大きな共進化する生態系の文脈の中で新たな何かを埋め
込む

ダウンローディング Reacting
(Downloading)

観察する
(Seeing)

感じる
(Sensing)

Redesigning

Reframing

実行する
(Performing)

プロトタイプを作る
(Prototyping)

結晶化する
(Crystallizing)

Presencing

プレゼンシング
図１

U 理論

（Scharmer(2009)の p38, p50 の二つの図を元に筆者作成）
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この 7 段階をアルファベットの U の字に例えたのは、次のような深化と創造
プロセスを U の字で象徴しようとしているからである。それは、まず U の左側と
して、
（1）通常の反応をする（Reacting）段階で解決出来ない問題について、
（2）
設計をし直す（Redesigning）段階、
（3）枠組みを変更する（Reframe）段階を経て、
（4）出現する未来を感じる（Presencing）段階にまで掘り下げていく。その「最
も深い根源」から、今度は U の右側の上昇プロセスが生まれる。具体的には、
（5）
出現する未来を結晶化する（Reframe）段階、
（6）結晶化されたものを試作モデル
として現実化する（Redesigning）段階、さらには（7）その試作モデルを現実の中
に普遍化させる（Reacting）段階へと高まっていく（Scharmer 2009:50）
。
この際、先述の複雑性の三様態は、U 理論の深化プロセスにも組み込まれて
いる。設計をし直す（Redesigning）段階では「物理的複雑性」の課題が、枠組
みを変更する（Reframe）段階では「社会的複雑性」が、出現する未来を感じる
（Presencing）段階では「生成的複雑性」の問題が、それぞれ課題になっている
とシャーマーは指摘する（Scharmer 2009:60）。さらにシャーマーは、まだ存在
（being）していないし知られて（knowing）いない「生成的複雑性」の高い問題
に対応する為には、従来の線形的な思考や視点では対応出来ない、という
（Scharmer 2009:107）。
3.複雑性と共生的価値創出
安冨（2006）は「調査・計画・実行・評価」という枠組みに代表される「計
画制御」を「人間の関与する事態に適用することは、原理的に不可能だ」
（安冨
2006:109）という。先に例示したパンを焼いたりロケットを飛ばしたりする様
な「単純」
「煩雑」な問題は、ある程度の解決は可能としたが、有名菓子店のケ
ーキは再現が至難であり、ロケットは成功率が高まっても 100％成功という段階
に至っていない。おいしいケーキを作るためのコツは、最後には計画制御にで
はなく、勘や感覚に頼っている。つまり、予測出来ない特性を持つ「単純」
「煩
「状況が展開するのに従い、解決策を生みだ
雑」ではない「複雑」な問題とは、
さなければならない」という点で「出現する未来」や「生成的複雑性」に関わ
る問題である。この「生成的複雑性」を解決する為に、安冨が提唱するのは、
「共
生的価値創出」である。
「それは働きかける側と対象になる側に切り分けるのではなく、両者を、
相互に依存し、影響し合う一つのシステムとして認識しようとする姿勢で
ある。この共生的関係を明確に認識しあいながら、そこに結ばれる新しい
関係によってなんらかの新しい価値を創出することがめざすべき方向とな
る。」（安冨 2006:128）
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「原発やロケット事故の原因究明がなされると、その報告書は往々にして
それを運用している組織の人的関係のあり方の問題を指摘する。人々のつ
ながりのあり方と、そこで交わされるコミュニケーションの活性が成功と
失敗を分けることを念頭に置けば、構築しなければならない最重要の問題
がそこにあることがわかる。
『共生的価値創出』活動のターゲットは、この
ようなコミュニケーションの活性をどのようにして実現するか、という点
に求められる。」（安冨 2006:129）
ロケット発射の成功であれ、おいしいケーキ作りであれ、そのノウハウや技
術は、長年の試行錯誤を経た先輩から後輩へと伝承されていく。その際の「コ
ミュニケーションの活性が成功と失敗を分ける」。であるからこそ、計画制御的
なプランニングに依存するのではなく、
「相互に依存し、影響し合う一つのシス
テム」として「コミュニケーション」の「新しい関係」から「新しい価値」を
創出することが、
「状況が展開するのに従い、解決策を生みださなければならな
い」「生成的複雑性」に関わる問題を解くために必要である。その為にも、「特
定の人格のエンパワーメント」も大切である、と安冨はいう。
「理念を共有する限られた人物とそのネットワークに集中的に接続し、資
源を投入することで、コアとなるコミュニケーションの形態を創り出す事
が第一段階の目標となる。ここに人的信頼関係を創り出し、理念を共有し、
またそれを発展させ、実践する人々のネットワークを構築せねばならない。
（略）敢えて言うなら、活動の目標のひとつは『特定の人格のエンパワー
メント』でなければならない。」（安冨 2006:131）
つまり『共生的価値創出』を産み出していくためには、一人の個人の努力で
はなく、「理念を共有する限られた人物とそのネットワークに集中的に接続し、
資源を投入することで、コアとなるコミュニケーションの形態を創り出す事」
が、
「実践する人々のネットワークを構築」での鍵、とも言えるのである。
4.複雑な問題を解く
ソーシャルイノベーションについて我が国でいち早く研究に取り組んできた
田坂広志によれば、
「複雑さ」や「複雑系（complex system）」1）が着目されるよ
うになった背景には次のようなパラダイムの転換があった、という。
「近代から二十世紀に至るまでの時代において支配的であった知のパラダ
イムが、機械的世界観と要素還元主義を両輪とした『機械論パラダイム』
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であったとするならば、二一世紀において大きな潮流となる新しい知のパ
ラダイムは、生命的世界観と全包括主義を両輪とする『生命論パラダイム』
である。」（田坂 2010:185）
その上で「複雑系の知」＝「生命論的パラダイム」の視点から、
「複雑系とい
う新しい考えは何の役に立つのか」（田坂 2010:24）を検討し、次の「７つのメ
ッセージ」を経営者に向けて発している（田坂 2010:28）。
（1）全体性の知：「分析」はできない、全体を「洞察」せよ。
（2）創発性の知：「設計・管理」をするな、「自己組織化」を促せ。
（3）共鳴場の知：「情報共有」ではない、「情報共鳴」を生み出せ。
（4）共鳴力の知：「組織の総合力」ではない、「個人の共鳴力」である。
（5）共進化の知：「トップダウン」でもなく、「ボトムアップ」でもない。
（6）超進化の知：法則は「変わる」、そして「変えられる」。
（7）一回性の知：未来を「予測」するな、未来を「創造」せよ。
これまで見てきたように、この 7 つの知のパラダイムシフトは、安冨の議論
のみならず、U 理論やソーシャルイノベーションとも極めて密接に結びついて
いる。「計画制御」＝「機械論パラダイム」では、「単純」な問題には対応でき
ても「煩雑」な問題では対応しにくく、「複雑」な問題では対応不可能となる。
ソーシャルイノベーションが求められる事象というのは、無から有を生みだす
プロセスだけでなく、
「人々のつながりのあり方と、そこで交わされるコミュニ
ケーションの活性」が不全状態、つまりは「物理的複雑性」に「社会的複雑性」
と「生成的複雑性」が絡まりあった状態、とも言える。そうであるが故に、解
決手段としては、原因と結果に単純に落とし込む（つまりは分析か設計、管理
が出来ると考える）要素還元主義ではなく、洞察や自己組織化、共鳴などを重
視した複雑系の知である。そして、この複雑系の知の実践例として、U 理論と
いう一つの進化・発展プロセスがある。
さて、このような「複雑」な問題に取り組む人として、本章の主題である Social
entrepreneur について考えてみたい。
5. 社会起業家とは何か
Social entrepreneur とは一体なにか。このことを考えるためには、英語の
Entrepreneur の意味を辿る必要がある。この言葉に最もゆかりある 20 世紀の経
済学者（Dees 2001）であるシュンペーターは、Entrepreneur の役割とは何か、に
ついて次のように述べている。
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「企業者

2）

の機能が、発明を利用すること、もっと一般的にいえば、新商品

の生産や新方法による旧製品の生産のためにまだ試みられざる技術的可能性
を利用する事、原材料の新供給源や生産物の新販路を開拓すること、産業を
再組織すること等によって生産様式を革新ないし革命化することにある」
（Schumpeter 1950=1995:206）
シュンペーターは entrepreneur の機能を「生産様式を革新ないし革命化するこ
と」としたが、社会起業家はどのような「生産様式を革新ないし革命化」して
いるのだろうか。ディーズは、シュンペーターの議論を援用しながら、社会起
業家は次の５つの行動を通じて、社会セクターにおけるチェンジ・エージェン
トの役割を果たすという（Dees 2001:4）。
・

（単なる私的な価値ではなく）社会的な価値を創造し維持する使命を採
用する

・

そのミッションに貢献する新たなチャンスを認識し、執拗に追求する

・

継続的な創造、適応、学習のプロセスに従事する

・

現在手に入る資源に限定されることなく、大胆に行動する

・ 対象とする顧客層への、また創造する結果に対して高い説明責任を果たす
また、社会起業家へのインタビュー集をまとめた著書『世界を変える人たち』
が邦訳されているジャーナリストのボーンスタインは、新刊の共著の中で、先
述のディーズの定義が社会起業家の定義として最も引用されているとした上で、
social entrepreneurship（社会起業家精神）について、次のように定義している。
「社会起業家精神とは、市民が、多くの人々にとって生活をよりよいもの
にするため、貧困や病気、非識字や環境破壊、人権の濫用や汚職といった
社会問題を先駆的に解決する制度を作ったり作り替えたりするプロセスで
ある」（Bornstein＆Davis 2010:1）
これまでをまとめるならば、社会起業家は様々な「社会問題を先駆的に解決す
る制度を作ったり作り替えたりする」
「プロセス」に携わる事を通じて、新たな
「社会的な価値を創造し維持する」、つまり「生産様式を革新ないし革命化する」
機能を持っている人である、といえよう。
また前節までの議論と融合させるなら、現行の「計画制御」では対応出来な
い「複雑」な社会問題とは、
「人々のつながりのあり方と、そこで交わされるコ
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ミュニケーションの活性」が不全状態、つまりは「物理的複雑性」に「社会的
複雑性」と「生成的複雑性」が絡まりあった状態である。故にこれまでのやり
方ではなく、
「生産様式を革新ないし革命化」しないと解決しない。そのため社
会起業家は、従来の要素還元主義で解決出来ない問題について、洞察や自己組
織化、共鳴などを通じて「出現する未来を感じ（Presencing）」、それを「結晶化
（Crystallizing）」させ、やがて「プロトタイプを作る（Prototyping）」ことを通
じて社会に広め、社会を変えていく。そして、自らの仕事に科せられた「社会
的な価値を創造し維持する使命」を果たすため、
「新たなチャンスを認識し、執
拗に追求する」。
このような社会起業家が、障害者福祉政策の領域においても存在した。次章
以後、ある社会起業家の足跡を辿る事を通じて、ボランタリー・アクションの
未来を考える旅に船出をしたい。
Ⅲ.ニィリエいう社会起業家
ノーマライゼーションという思想は、先に見た「機械論パラダイム」から「生
命論パラダイム」へのパラダイムシフトのような、大きなパラダイムシフトを
障害者福祉の世界にもたらした。ナショナルな政府や機関による「施設収容」
以外の選択肢がない＜制度の未成熟＞な状態から、一人一人の個別具体的なニ
ーズを適切に理解し、それに迅速かつ的確に対応するコミュニティケアの思想
を生みだす原動力になった。
もちろんこのノーマライゼーションという思想が理論と実践にもたらした変
化を要素還元主義的発想で分析はできない。だが、＜制度の未成熟＞な状況を
変えるために社会起業家としてボランタリー・アクションを展開したある人物
を抜きに、この思想を考えることは出来ない。それがスウェーデン人のベンク
ト・ニィリエ（Bengt Nirje）である。
以下では、ニィリエが成文化したノーマライゼーションの 8 つの原理を概説
した後、前章の整理に基づき、ニィリエの足跡を社会起業家というフレームワ
ークで再文脈化してみたい。
1.ノーマライゼーション 3）の原理とは何か
ノーマライゼーションの理念が国レベルの政策として初めて盛り込まれたの
は、デンマークの「1959 年法」と言われている 4）。この法律は、当時デンマー
ク社会省で知的障害者福祉を担当していた官僚、ニルス・エリック・バンクミ
ケルセンによって起草された。この法律は、知的障害者に「市民的権利をほぼ
全ての面において保障する」（Bank-Mikkelsen 1969:230）ものであった。
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その後、
「デンマークやスウェーデンなどの障害者対策に対する実際的な体験
や具体的検討なかから、ノーマライゼーションに関する体系化された価値ある
一般原理」
（河東田 2007:297）を導き出したのが、ニィリエである。スウェーデ
ンの FUB（スウェーデン知的障害児童・青少年・成人同盟）のオンブズマン兼
事務局長を 1961 年から 10 年間つとめていた彼は、精神遅滞者に関するアメリ
カ大統領諮問委員会からの委嘱をうけ、1969 年に「ノーマライゼーションの原
理とその人間的処遇との関わり合い」と題する論文を発表した。その中でも、
彼はノーマライゼーションについて以下のように定義した。
「私は、ノーマライゼーションの原理とは、社会の主流（メインストリー
ム）になっている規範や形態にできるだけ近い、日常生活の条件を知的障
害 者 が 得 ら れ る よ う に す る こ と を 意 味 し て い る と 理 解 し て い る 。」
（Nirje1993=1998: 22-23）
このニィリエによる「ノーマライゼーションの 8 つの原理」は、英語で発表
されたこともあり、その後、全世界に大きな影響を与えた 5）。
1，ノーマライゼーションは、知的障害者にとっての一日のノーマルなリズム
を意味している。
2，ノーマライゼーションはまた、ノーマルな生活上の日課も含んでいる。
3，ノーマライゼーションはまた、本人にとって意味のある休日や家族と一緒
に過ごす日々を含む、一年のノーマルなリズムを経験することを意味する。
4，ノーマライゼーションはまた、ライフサイクルにおけるノーマルな発達的
経験をする機会を意味している。
5，ノーマライゼーションの原理はまた、知的障害者本人の選択や願い、要求
が可能な限り十分に考慮され、尊重されなければならないことを意味して
いる。
6，ノーマライゼーションはまた、男女が共に住む世界に暮らすことを意味する。
7，知的障害者にできるだけノーマルに近い生活を獲得させるための必要条件
とは、ノーマルな経済水準を適用することである。
8，ノーマライゼーションの原理で特に重要なのは、病院、学校、グループホー
ム、福祉ホーム、ケア付きホームといった場所の物理的設備基準が、一般
の市民の同種の施設に適用されるのと同等であるべきだという点である。
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このニィリエが成文化したノーマライゼーションの原理に対して、後年、誤
解も含めた様々な批判が寄せられる。例えば「スカンジナビア諸国の定義に内
包された『平等ではあるが分離する』というアプローチ」
（Emerson 1992=1995:25）
や、北欧におけるノーマライゼーション初期概念を「保護＝福祉主義」に基づ
く「施設福祉理論」
（杉野 1992）とした批判などである。またニィリエの研究を
総括した Söder（2003=2008）も「成文化された原理は、分離された入所施設に
特有な問題に関連していたのだ」（Söder 2003=2008:240）とした上で、「1960 年
代にあった問題をベースにしたイデオロギーは、1990 年代の現実を解釈し処理
するのに適していることはめったにないのだ」という。
本稿の目的は、ニィリエの成文化した原理に対しての批判や擁護でもなく、
その原理を現在に当てはめて「解釈し処理する」ことでもない。そうではなく
て、前章で取り上げた「社会起業家」というコンテキストでニィリエの取り組
みを再解釈すると、どのような事が見えてくるのか、を検討する事である。幸
いなことに、ニィリエの生前最後となる著作では、自身が成文化に到るプロセ
スの中で、何を考え、どう取り組んで来たのか、を振り返っている（Nirje
2003=2008）。また同書の出版直後の 2004 年 1 月 18 日、筆者はニィリエのウプ
サラの自宅に氏を訪ね、半日に渡るインタビューを行った

6）

。以下では同書と

筆者によるインタビューデータに基づき、ニィリエという社会起業家が、どの
ような「生成的複雑性」と闘ったのか、その上でどのような「出現する未来」
に出逢えたのか、そしていかなるボランタリー・アクションを展開してきたの
か、について検討していくこととする。ニィリエは一体どのような＜制度の未
成熟＞なケースにおける「生成的複雑性」と闘ったのであろうか。
2.ニィリエが闘った生成的複雑性
1950 年代のアメリカの精神病院でのフィールドワークを行ったゴッフマンは、
精神病院における患者と職員の関係、および精神病院の構造そのものが、入所
施設や刑務所や強制収容所、僧院などと類似していると気づいた。それらの施
設を総称して全制的施設（total institution）と名付け、その機能的特徴を分析し、
次のような指摘も行っている。
「個人の自己が無力化される過程は一般に、どの全制的施設においてもか
なり標準化している。この種の過程を分析することによって、われわれは、
通常の営造物がその構成員に常人としての自己を維持させることを心掛け
るとすれば、保証されなくてはならない仕組みはどんなものか、を知るこ
とができるだろう。」（Goffman 1961=1984:4）
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ゴフマンは「どの全制的施設においてもかなり標準化」された「個人の自己
が無力化される過程」を「分析」した。ニィリエも同種の観察を、ゴフマンと
同時代に行っている。
「1961 年から 1970 年までの間に、私は数限りないスウェーデンの寄宿制の
学校、児童と成人のためのランスチング（県の医療責任体）の中央組織が
運営する施設など、六つの国立特別病院、さらに、いくつもの小規模ホー
ムや入所施設を訪問した。これらすべての訪問の間中、私は常に人々の話
を聞き、職員と会話し、特に入所者と話をするよう努力した。
（略）そのお
かげで、私は、隔離され、水面下に独自の世界をつくっている分野に関す
る、非常に恵まれた教育を受けることができたのだ。施設を訪問したこと
により、入所者の孤独さ、計画性のない生活、単調な規則と憂うつな環境
などに気づいた。」（Nirje 2003=2008:52）
ニィリエは、訪問した数限りない全制的施設で「標準化」された「個人の自
己が無力化される過程」を前にして、
「通常の営造物がその構成員に常人として
の自己を維持させることを心掛けるとすれば、保証されなくてはならない仕組
みはどんなものか」を考え始める。そして、次のような形でその「仕組み」を
口にし始める。
「1963 年度から 1966 年度の間に、私は看護師、ソーシャルワーカー、親た
ちや政治家を含む一般市民への講演の際には、教育学的な方法をとるよう
にしていた。まず、ごくあたりまえの人やその家族の『ノーマルな一日』
について語り、それから知的障害のある児童や青少年、成年そしてその家
族が経験している一日と比較してみたのだ。同じように、両方のグループ
の人たちの『ノーマルな一週間』を比較してみた。さらに、引き続いて、
『ノ
ーマルな休暇』や、『ノーマルな青年時代』というように比較していった。
こうすることで、両者の置かれた状況の違いを示し、障害のある人たちの
状況をよりノーマルでハンディの少ないものにするためには、何を変革す
る必要があるかを指摘することができた。」（Nirje 2003=2008:66）
ニィリエ自身が語るように「演繹的というより、どちらかというと帰納的」
（Nirje 2003=2008:66）な方法論によって、
「常人としての自己を保持させる」た
めに「保障されなくてはならない仕組み」が、徐々に成文化されていった。ち
なみに先述のボーンスタインとデイビスは政府と社会起業家の違いを述べる中
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で、前者は「政策の具体化」という演繹的手法に対して、後者は観察や経験か
ら制度化に向かう「帰納的で外向的」アプローチである、という（Bornstein＆
Davis 2010:35）
。ニィリエの経験からは、＜制度の未成熟＞故に「問題解決のノ
ウハウが社会に蓄積されていない」状態にあって、
「放っておけない」と思う外
部者が、
「数限りない」訪問や観察の中から感じた、変えなければならない「仕
組み」を、「帰納的で外向的」に語り始めたプロセスを読み解くことが出来る。
3.ニィリエにおけるＵ理論の実際
筆者によるインタビューの中で、ニィリエはノーマライゼーション原理の生
成プロセスを次のように語る。
「ノーマライゼーションの原理は 60 年代にかけて、自分の中で書き続けて
きました。その中で、何かを感じ始めていました。何か大きな事を理解し
つつある、と。で、完全にノーマライゼーションの原理が分かったのは、
1968 年のことです。なぜならその年にアメリカに行ったからです。そして
アメリカの知的障害者がスウェーデンの知的障害者よりもっとひどい状況
にあるのを見ました。また、障害者を抱える家族の問題は、スウェーデン
とアメリカにおいて変わりのないことにも気づきました。」
ニィリエは既に 60 年代から「何かを感じ始めていた」。だが、それが「完全に」
「わかった」のは、アメリカに出かけて、自身のスウェーデンでの経験を相対
的に眺めるようになった後だった。彼は 1967 年以来、何度もアメリカに招待さ
れ、現地の入所施設の視察や関係者への講演活動を行う中で、次のように感じ
るようになった、という。
「私は講義、議論や講演を通じて、自分の考えや分析、表現方法を集中的
に発展させる機会を得ていた。私は自分の見解の正しさに対する不信感を
徐々に拭い去り、建設的な分析と批評のためのツールとして使用できるの
ではないかという自信を高めていった。社会におけるノーマルな生活条件
を可能とするケアを、より強化しなければならない。そうすることにより、
アメリカだけでなくその他の国々でも私が眼にした施設という化け物を廃
止する事が可能となるのだ。」（Nirje 2003=2008:80）
ニィリエの 「自分の考えや分析、表現方法を集中的に発展させ」ていったプ
ロセスは、先に紹介した U 理論を彷彿とさせる。彼は訪米以前から、全制的施
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設で「標準化」された「個人の自己が無力化される過程」や「常人としての自
己を維持させるために保障されるべき仕組み」について、考え続けてきた。ア
メリカでも数多くの施設を見学する中で、「現実を新たな眼で観察する」「観察
（Seeing）」から「その現場に結びつき、全体から状況に耳を傾ける」「感じる
（Sensing）」のプロセスを経た。施設職員たちの「過去のパターンを再演する」
「ダウンローディング（Downloading）」の限界にも気づいた。その中で、
「社会
におけるノーマルな生活条件を可能とするケア」という「未来の領域が立ち現
れ」た。まさしくこれが「プレゼンシング（Presencing）」の瞬間だった。そし
て、まもなくその U 理論のプロセスを上昇していく局面が訪れる。
ニィリエは 1968 年に精神遅滞者に関するアメリカ大統領諮問委員会から指示
を受け、ワシントン DC で原稿を書き上げた。それが後に有名になる大統領諮
問委員会報告書（Kugel and Wolfensberger 1969）である。その執筆意図を、彼は
次のように語る。
「私は、アメリカの施設についての印象を執筆してほしいと依頼されたが、
ノーマライゼーションの原理について執筆してほしいとは依頼されなかっ
た。しかし、施設という環境で生活している知的障害者の生活状況を批判
するためには、ノーマライゼーションの原理について語ることが、私にと
っては必要不可欠なことだったのだ。ここで再度強調しておきたいことは、
原理は、一般社会と施設内での障害者を見る見解について説明していると
いうことだ。それは、ちょうど 1 枚の硬貨には裏と表があるのと同じ事な
のだ。」（Nirje 2003=2008:90）
当初ニィリエが大統領諮問委員会から求められていたのは、アメリカの入所
施設への印象（批判）だった。だが、批判の根拠を示すためにも、彼が当時の
講演で用いた「社会におけるノーマルな生活条件を可能とするケア」について
の「視点と意図を結晶化する（Crystallizing）」必要性を感じていた。これが結果
として 8 つの原理という形での「実際のプロトタイプを作る（Prototyping）」に
繋がった。そして、報告書編者による「疑いようもなく、将来の知的障害者の
住宅だけでなく多くのサービスに関して、ニィリエのノーマライゼーションの
概 念 に つ い て の 章 は 本 書 の 中 で 最 も 重 要 な 章 と な っ て い る 」（ Kugel and
Wolfensberger 1969:385）という予言通り、ノーマライゼーション原理は 1970 年
代以後の障害者福祉のパラダイムシフトを促し、「施設という化け物を廃止す
る」理論となっていった。
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4.ノーマライゼーションと社会変革
ニィリエは施設廃止の流れについて、次のように振り返る。
「以前は、
『ノーマル』であり、社会における知的障害者ケアの問題を解決
する最高の方法であると考えられていた施設は、知的障害者や障害のある
人たちの症状を改善するどころか悪化させているので、今日ではアブノー
マルだと考えられている。私たちは、1960 年代に、30 年後にはこのような
考え方をするようになり、こういった社会的発展は当然のことであり、施
設は法律違反であるとまで決定する国が出てくるなどと想像することがで
きたであろうか？」（Nirje 2003=2008:110）
このプロセスを田坂（2010）の視点を用いてまとめるならば、彼はスウェーデ
ンとアメリカの入所施設に共通する問題全体を「洞察」することから始めた（全
体性の知）
。当時多くの講演や討論を通じて、単なる「情報共有」ではなく、障害
者の家族や行政、支援者、あるいは政治家などと「情報共鳴」を生み出していっ
た（共鳴場の知）
。それを組織のトップや職員の立場ではなく、FUB オンブズマ
ンという個人の共鳴力で推進した（共鳴力の知）
。このノーマライゼーションの生
成は、現場への洞察から帰納的に産み出されたもので、
「トップダウン」でもなく、
「ボトムアップ」でもない（共進化の知）
。また、ニィリエはこの原理を「設計・
管理」したのではなく、
「自己組織化」を促し、その後の社会の変容に併せてノー
マライゼーションの原理そのものを変化させていった（創発性の知と超進化の知）
。
そして何より、ニィリエは、施設処遇中心主義は「アブノーマル」である、とい
う「未来」を「創造」した張本人の一人でもあった（一回性の知）
。
またこの原理は、国際的な制度の創成にも大いに役だった。1967 年にストッ
クホルムで開かれた知的障害者に関する法律施行状況に関する国際連盟のシン
ポジウムが土台

7）

となり、1971 年の「国連知的障害者権利宣言」や 1975 年の

「国連障害者権利宣言」が生まれた（Nirje 2003=2008:61）。ちなみにこの障害者
の権利保障の流れは、その後「国際障害者年」
（1981 年）、
「障害者の機会均等化
に関する基準規則」（1993 年）を経て、「国連障害者権利条約」（2006 年）に結
実している。また、アメリカ・カナダ・イギリスをはじめとした欧米各国の脱
施設化の流れは先の大統領諮問委員会報告書や国連の「権利宣言」に基づく部
分も少なくない。我が国でも障害者福祉政策において初めて数値目標が明記さ
れた政府目標に「障害者プラン―ノーマライゼーション 7 ヵ年戦略」（1995 年）
という副題が用いられるまでになった。
「国家権力の監督下に置かれな」かったニィリエは、
「施設という化け物」を
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「放っておけない」という気持ちから、
「問題解決のためのノウハウ」を「社会
に蓄積」させる一助としてノーマライゼーションの原理を提唱した。障害者支
援は入所施設支援とイコールと思われていた当時の「生産様式」を「革新ない
し革命化」させるイノベーションだったからこそ、その理念は結果として脱施
設や障害者の権利に関する国際的な「制度」の創設・成熟へと導いた。つまり
ニィリエは、障害者ケアの領域で社会変革をもたらした社会起業家の一人、と
まとめることができるだろう。
5.ノーマライゼーション原理の限界
未来が現実のものとなった時、後知恵的に「○○が出来ていない」と批判する
のはたやすい。それは、全制的施設がノーマルと言われていた時代背景や社会
的文脈（地）を見ないで図のみを批判することでしかない。その点を踏まえた
上で、社会起業家としてのニィリエの足跡を辿る最後に、ニィリエやノーマラ
イゼーション原理の限界を示しておきたい。
ニィリエは筆者によるインタビューの中で、次のように語っていた。
「私はスウェーデン人と思わないでください。私はスウェーデンへの抗議
の意味で、1970 年代にスウェーデンを出ていきました。スウェーデンの改
革に関わっていません。私はここの障害者研究所を通じて、世界的に影響
を与えてきました。日本でもノーマライゼーションの原理を広めていくた
めには、リーダーが必要です。学者からも、職員からも、親の会からも支
えられている人。しかも、自分の信念があって、抵抗や政治家のプレッシ
ャーに十分耐えられる強さ、それから医者グループの抵抗にも耐えられる
強さ、が必要です。親の会の圧力にも耐えられる人を見つけなければなり
ません。」
この発言はニィリエ自身のライフヒストリーと重ねて読む時、彼自身の韜晦
としても読む事が出来る。ニィリエはノーマライゼーションの原理の 5 つ目と
して「知的障害者本人の選択や願い、要求が可能な限り十分に考慮され、尊重
されなければならない」事を示している。この原理に基づいて、実際 1970 年に
は 50 名の知的障害のある若者達の会議が開かれ、マスコミにも大きく取り上げ
られた。だが、彼はその件で保護者から批判される。
「これらの批判者は結果を信じることができず、知的障害者が自分でこう
いった結論を出したとは思わず、誰かに指導されコントロールされた結論
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であると主張した。かれらの最終的な主張は、こういったプログラムは親
たちによりコントロールされるべきであるというものだった。
（略）その後、
私は知的障害者にとって危険人物であると批判されることになった。
『ニィ
リエは障害者に自分で考えることを教えている！』」（Nirje 2003=2008:96）
ニィリエは 1969 年にノーマライゼーションの原理をまとめ上げるまでは、
「自
分の信念があって、抵抗や政治家のプレッシャーに十分耐えられる強さ、それ
から医者グループの抵抗にも耐えられる強さ」や「親の会の圧力にも耐えられ
る」強さを兼ね備えていた。だが、その後、
「危険人物であると批判され」、
「親
の会の圧力に」耐えられなくなり、FUB を辞職してスウェーデンを出ていき、
カナダのオンタリオ州保健省の精神保健部精神遅滞サービス局で仕事をする。
ゆえに彼は 1970 年代以後のスウェーデンの改革に直接関わっていなかった。と
はいえそのスウェーデンでも、ニィリエが批判された 30 年後には、知的障害を
持つ人のセルフアドボカシー（＝「自分で考えること」を手助けする）グルー
プが活発に活動するようになっていた（竹端 2004）。ニィリエが蒔いた種は、機
が熟するまで長い時間がかかったが、スウェーデンでも着実に定着したのであ
る（河東田 2009:72）。
またノーマライゼーションの原理は、入所施設支援中心からの脱却という＜
制度の成熟＞を導いたが、その後、新たな＜制度の未成熟＞に巻き込まれる事
になる。折しも 1970 年代から、公民権運動などに影響を受けた障害当事者によ
る自立生活運動が世界各国で生起し始める。その際、支援者中心主義から当事
者中心主義へのパラダイムシフトを計ろうとした「障害の社会モデル」にとっ
て、障害を個人のインペアメントと捉え、社会の差別や障壁というディスアビ
リティとして捉えていないノーマライゼーション概念も、批判対象になった（杉
野 2007:116）。その結果、80 年代以後、国際舞台でノーマライゼーションという
言葉が使われなくなり、現在では、参画と平等という言葉に置き換えられるよ
うになった。
6．ボランタリー・アクションの今日的課題
ボーンスタインとデイビスは、かつての活動家（activist）と今日の社会起業
家を対比させ、前者が招かれざる客として権力の外部に立っていったのに対し、
後者は変化を引き起こす為、内からと外からの戦法をしばしば統合させるアプ
ローチをとる、という点で根本的に異なるという（Bornstein＆Davis 2010:40）。
ニィリエへのインタビューの際、筆者は一つの問いをぶつけた。スウェーデ
ンではノーマライゼーションの原理が、実際に知的障害者入所施設解体という
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実践成果をもたらしている（竹端 2004）。一方、日本ではお題目だけは輸入され
ても、10 万人以上の知的障害者人が今なお入所施設にいる。精神科病床の数も、
人口比で日本はスウェーデンの 5 倍の数が未だにある。この状況はどうしたら
変えることが出来るのだろうか？

ニィリエはこの問いに答える中で、どうし

たら権力の内部から変えるかという「戦法」も語っている。
「最初私が FUB にいったときは、半日パートタイム勤務でした。だが、10
年後には、私の下には 12 名の部下が出来ました。この 12 名が、スウェー
デンのいろんな職業あっせん所とか、国のやっている余暇機関とか、国の
法律の草案づくりのグループとか、社会庁とか、いろんなところでネット
ワークを作っていきました。社会大臣とも話し合いをしました。それまで
に 10 年かかりました。一つのエキスパートグループ、ネットワークが意見
を通して世の中を変えるまでには 10 年かかるでしょう。それから初めて実
際下の下部組織の社会が動いてくるまでに、さらに 10 年かかるでしょう。
そして、正式に稼働するために、もう 10 年かかります。すると、次の 10
年まで何も大きなことがおこらず、1990 年代になってわっと色々なことが
起こりだす。60 年代からはじまって施設解体まで 30 年かかりました。強力
な、中心となるパワフルなグループ、リーダーになる人のグループを作っ
て、どこが一番弱いか、というところを見つけて、その一番弱いところか
ら変えていく必要があります。」
このニィリエの発言は、先の安冨が指摘した「特定の人格のエンパワーメン
ト」とも符合する。ニィリエの下にいた 12 名の部下と彼は「理念を共有する限
られた人物とそのネットワークに集中的に接続し、資源を投入することで、コ
アとなるコミュニケーションの形態を創り出す事」に成功した。故に、
「一つの
エキスパートグループ、ネットワークが意見を通して世の中を変える」ことが
可能となったのである。
現在、日本の障害者福祉政策は、本稿執筆時の 2010 年 7 月現在、文字通り大
きな岐路にたっている。現行法である障害者自立支援法への違憲訴訟が障害当
事者等によって起こされ、政権交代した民主党政権の厚生労働大臣の下で和解
し、国連障害者権利条約の批准に向けて、内閣総理大臣を本部長とした障がい
者制度改革推進本部が 2009 年 12 月に発足した。そして、国レベルの検討会で
は初めて、委員の過半数が障害当事者及びその家族で構成される障がい者制度
改革推進会議が発足し、2010 年 4 月から、自立支援法に変わる新たな「障害者
総合福祉法（仮称）」制定を目指した部会も立ち上がっている 8）。また、市町村
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レベルに目を向けてみても、その地域における解決困難な事例を議論し、市町
村での福祉を底上げする公的な議論の場として「地域自立支援協議会」という
枠組みが制定され、市町村レベルでの「何とかしたい」
「放っておけない」問題
について、公的に議論出来る枠組みが出来た（竹端 2009）。
だが、ナショナルレベルでも、ローカルレベルでも、
「特定の人格のエンパワ
ーメント」が弱い部分が少なくない。特に東京や大阪のような大都会以外では、
マイナーな障害者支援において、
「コアとなるコミュニケーションの形態を創り
出す」以前の状態に置かれている現場も少なくない。その解決方法についても、
ニィリエは著者に以下のように語っていた。
「なかなかみんなが団結しにくいならば、例えば東京や横浜は大きすぎる
から、どこか一つの地域をやりなさい。どこでもいい。島でもいい。ここ、
というところをすごく変えると、
『あそこはすごいリーダーがいて、大きく
変わっている』とみんなから注目されるようになります。」
先にニィリエのスタイルは、観察や経験から制度化に向かう「帰納的」アプ
ローチである、と整理した。この現場を変えるための「帰納的」アプローチと
してニィリエが指摘している「戦法」は、
「どこか一つの地域」でモデル的に始
める事によって、
「みんなから注目されるようになる」やり方である。ナショナ
ルレベルは勿論のこと、ローカルレベルでは特に、
「特定の人格のエンパワーメ
ント」が弱い部分が少なくない。ゆえに、
「どこか一つの地域」に内からと外か
らの改革のエネルギーを集中させ、そこが「大きく変わっている」ことを見せ
る。
「生産様式を革新ないし革命化」した成果としてのモデル、つまり「実際の
プロトタイプを作る（Prototyping）」ことが、
「出現する未来（Presencing）
」を明
示化するためにも大切であり、それは何も東京や横浜といった先進地である必
要はないのである。社会起業家としてのニィリエの叡智は、日本の障害者福祉
領域におけるボランタリー・アクションの今日的課題をも射程に入れていると
言える。
Ⅳ.ボランタリー・アクションの未来
ニィリエは、入所施設での処遇が「ノーマル」と言われ、それ以外の「問題
解決のためのノウハウが社会に蓄積されていない」＜制度の未成熟＞状態と向
きあってきた。この状態は、
「過去に基づいて事前に机上で解決策を算出するこ
とは出来」ず、
「状況が展開するのに従い、解決策を生みださなければならない」
「生成的複雑性」を持っていた。だが彼は、
「何とかしたい」と「放っておけな
い」という動機に基づいて、知的障害を持つ「自分の仲間の生活状態を改良す
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るために」
「国家権力の監督下に置かれない活動」としてのボランタリー・アク
ションを始めた。現場に「数限りない」訪問や観察を繰り返す中で、問題の本
質を洞察し、一般市民の「ノーマル」な生活と対比するというノーマライゼー
シ ョ ン 原 理 が 立 ち 現 れ （ Presencing ）、 そ れ を 人 々 の 前 で 語 る 中 で 結 晶 化
（Crystallizing）し、やがて 8 つの原理というプロトタイプを作り（Prototyping）、
世界中に広めていく。これは、
「帰納的」に「生産様式を革新ないし革命化」し
ていったプロセスでもあった。その革命化された「生産様式」である「ノーマ
ライゼーションの原理」は、当時の世界中の障害者福祉政策にパラダイムシフ
トをもたらし、脱施設化の流れを創り出した。また、彼自身、この原理の創出
を通じて＜制度の未成熟＞な状態を打破する事に貢献した、という点で、
「社会
的な価値を創造し維持する使命」を果たすため、
「新たなチャンスを認識し、執
拗に追求する」社会起業家であった、とまとめることが出来るだろう。
ニィリエのボランタリー・アクションは、それ自体「一回性の知」であるた
め、マニュアル化や反復には馴染まない性質のものである。生成的複雑性も 40
年前と今日では大きく異なる。だが、彼のボランタリー・アクションを社会起
業家のフレームを通じてトレースする事によって、彼が産み出したノーマライ
ゼーションの原理というソーシャルイノベーションの生成の秘密を垣間見る事
は出来た。
後進の私たちは、この彼の実践の秘密から、今日の＜制度の未成熟＞という
複雑な問題を解くためのヒントを得られた。＜制度の未成熟＞に立ち向かうボ
ランタリー・アクションには、
「働きかける側と対象になる側に切り分けるので
はなく、両者を、相互に依存し、影響し合う一つのシステムとして認識しよう
とする」「洞察」の姿勢が求められる。その上で、「当該領域がシステムとして
再生産しつづけるため」の新しい「秩序」という「未来の領域が立ち現れる」
（Presencing）瞬間を捉える必要がある。ただ、この瞬間を独り占めしてはなら
ない。立ち現れた「理念を共有する限られた人物とそのネットワークに集中的
に接続し、資源を投入することで、コアとなるコミュニケーションの形態を創
り出す事」が求められる。このことから、新たな「秩序」形成に向けた「結晶
化」と「プロトタイプ」が生まれ、やがてそれが各地に伝播していく。ボラン
タリー・アクションとはそのような社会変革の芽を産み育てるプロセスなのか
もしれない。
なお、
「ボランティアの未来」という特集の性質上、筆者も確定した過去では
なく、不確実な未来に向けての跳躍を、本論文では試みた。
「複雑さ」の問題を
どう捉え、解釈するかについての理論的考察や、制度とボランタリー・アクシ
ョンの関係についての突っ込んだ議論は、紙幅の関係上、十分に出来なかった。
これらは筆者自身の未来の課題としたい。
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＊本論文は平成 22 年度科学研究費補助金（若手研究（B））「社会資源の開発に
向けた支援者エンパワメントに関する研究」の研究成果の一部である。
【注】
1）「多数の異質な要素が複雑に絡みあい、相互作用しながら一つにまとまって
いるようなシステム。それぞれの要素からは予測できない特性が出現したり、
微細な変化が系全体の激動をひき起こしたりする。脳神経系・生態系・株価
変動システムの類。」（広辞苑）
2）ここで着目すべきは、上記に引用した日本語訳者は the function of entrepreneurs
を「企業者の機能」と訳している点である。entrepreneur には、
「企業家、革
新者、事業家」といった意味がある（新英和大辞典）が、日本語で「企業家」
とは「営利のため、自ら経営・指揮の任に当たって生産を行う人」を指すの
に対して、「起業家」とは「新しい事業を起こす人」という別の意味を指し
ている（広辞苑）。本稿では「営利のため」ではない「起業家」に焦点を当
てるため、以下、Social entrepreneur を「社会起業家」と呼ぶ事にする。
3）Normalization については、和訳で「ノーマライゼーション」と「ノーマリゼ
ーション」という二つが主に使われている。筆者は、ニィリエの主要著書の
和訳に「ノーマライゼーション」と用いられていることから、以後「ノーマ
ライゼーション」と標記する。
4）これまではこの 1959 年法がノーマライゼーションの源流、と見なされてい
た。だが、河東田（2009）によれば、スウェーデンでは 1946 年の段階で既
にこの言葉が政府の報告書に記載されていた、という。ただ、本稿の目的は、
史実に関する詳細な議論や論争ではなく、当該箇所での言及はあくまでもノ
ーマライゼーション思想の包括的理解を進めるための記述であり、また一般
に理解されている内容に添った記述にしているため、敢えてバンクミケルセ
ンの記述から説明を始めることとする。
5）以下の 1969 年版の 8 つの原理は、Nirje（1993=1998）に基づきながら、その
一部は Kugel and Wolfensberger（1969）に掲載されているニィリエの原著論
文も参照し、筆者なりに一部訳し直している。
6）ニィリエのインタビューも含めたこのときの調査結果は竹端（2004）を参照。
7）ニィリエはこの流れを次のように振り返っている。「このシンポジウムは、
国際連盟の歴史から見ても画期的なことだったのだ。シンポジウムにおける
発言を分析した学生達は『ノーマルな状況』という表現に何回も出くわすこ
とになった。さらに、このシンポジウムで取り上げられた、人間としての権
利をも含めての主要項目をも何度も目にすることになった。ストックホルム
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のシンポジウムの結果、国際連盟は、1968 年のイェルサレムでの国際会議向
けに、『慈善から権利へ』というスローガンを採択することになった。そし
て、ストックホルムでの活動はイェルサレムで決定された知的障害者の権利
宣言の基本として選択された。さらに、この権利宣言は、フランスの提案に
より国連でも検討され、1971 年の知的障害者の権利に関する国連憲章の基礎
的資料となった。」（Nirje 2003=2008:61）
8）この中では、障害者の地域移行や地域生活支援などを具体的にどう進めてい
くのか、が議論の主題となっており、2013 年夏の新法制定に向けて急ピッチ
で議論が進んでいる。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/kaikaku.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/index.html
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The future of the voluntary action:
from the perspective of social entrepreneur in the disability policy
Hiroshi TAKEBATA
(Yamanashi Gakuin University)
Abstract
In order to consider the future of voluntary action, this paper analyzed the process of
one social entrepreneur in a disability policy. Bengt Nirje is the practitioner who
conceptualized “the Normalization principle” and brought the global paradigm shift to
the disability policy : of those days 1970’s. Those days, while the exclusion in with a
total institution was considered to be "Normal", it was in the state of an "immature
system" without any other support policy. In order to change the problematic situation,
he visited those institutions repeatedly and sensed the essence of the problems from the
field. He discovered the essence of “the Normalization principle” while contrasting
with the life with a "normal" average citizen from sensing from the field. Through
telling comparison of both lives, he crystallized the concept, made a prototype called
eight principles, and spread them all over the world. This process was able to be
regarded as the practice of the social entrepreneur who brought about the social change,
when interpreted in a complexity system model or Theory U. How should it be with the
future of voluntary action which fights against "immature system" today? The hint has
been held through the re-interpretation of Nirje’s practice.
Key words : voluntary action, social entrepreneur, normalization, a complexity
system, Theory U
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特集：再論 病院ボランティアの未来
ボランティアの未来を問う

病院ボランティアの未来
―医療の改善と質向上を目指す病院経営の視点から―
山口（中上）悦子 1）・石井正光 2）・荒川哲男 3）
（大阪市立大学）
【要約】
近年、我が国で病院ボランティア活動は急速に普及したが、全国的な指針・
規定の整備が遅れている。このため、各病院においては、安全なボランティア
活動支援体制確立の面で困難を抱えている。この問題に対処するため、当院で
は、病院全体の医療の改善業務を管理する委員会の下にボランティア活動支援
のための作業部会を設置し、活動の指導・監督と支援の事務局業務を行う専従
職員（ボランティア・コーディネーター）2 名を雇用することによって、権限と
責任・管理・実務という三段階の体制を構築して、米国のボランティア・ディ
レクターに代替する機能を実現してきた。また、病院ボランティア活動導入の
意義を、＜共生＞に基づいた関係性から創発される「かけがえのなさ」を感じ
あうことであるとし、病院ボランティア活動が持つ潜在力として、病院コミュ
ニティの共助機能を活性化する可能性、制度の＜暴力＞に当事者と共に抗する
意志、
「参加としての活動」を通じて既存の社会システムの陥穽を指摘し、シス
テムの外に広がる代替選択肢を提示する力、の三点を挙げた。また、これら病
院ボランティア活動の潜在力を引き出して、医療の改善と質向上へと結びつけ
るために、病院ボランティア活動支援業務を医療の改善業務・質管理業務の一
環として位置づけたシステム作りの重要性を指摘した。
【キーワード】
病院ボランティア活動、ボランティア活動支援体制、医療の改善活動、医療
の質向上
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1.

背景

1-1.

病院ボランティア 4）活動の歴史とその活動

病院ボランティア活動とは、医療施設で行われるボランティア活動及びその
支援活動の総称であり、病院ボランティアは活動の主体である（日本病院ボラ
ンティア協会 2001）。日本では、1962 年に大阪市内のキリスト教系病院 5）に初
めて導入された。同じ頃、関東でも積極的にボランティア活動を行う病院が登
場している 6）。1974 年には病院ボランティア協会が設立され、同協会は 2000 年
に特定非営利活動法人となった。その後、病院ボランティア活動は、阪神淡路
大震災を契機としたボランティア活動の普及や、同じく 1995 年から始まった病
院機能評価の評価項目にボランティア活動導入が挙げられたことを契機に、さ
らに広がった 7）（小坂 2009）。
さて、現在、どのような活動が病院ボランティア活動として実際に行われて
いるのだろうか。関東地区の病院を対象とした荒垣ら（2004）の調査をみると、
有効回答を得られた 81 病院における活動内容は、①患者の療養の日常生活を豊
かにする目的で行われるボランティア活動、②主として付き添いや家族が担っ
ていた役割、③本来は看護・介護業務に相当する行為、④本来は医療補助・病
院管理業務に相当する行為、⑤その他という 5 つのカテゴリーに分類された（表
1）。新垣らの報告に見られる通り、病院ボランティアの活動範囲は多岐にわた
っており、中には本来の病院業務との区別をつけにくい活動まであった。この
ような現状があるにもかかわらず、日本においては病院ボランティアの活動内
容の範囲および管理についての公的な指針や規定、法整備は未だ確立されてい
ない 8）（安立 2004）
。信友ら（信友 2006 ; 2007）の報告によると、病院ボランテ
ィア活動が盛んな米国では、JCAHO（Joint Commission on Accreditation of Health
Organization）と AHA（American Healthcare Association）の下部組織 ASDVS
（American Society of Directors of Volunteer Services）によって、統一された規定
が作成されている。その中で、病院ボランティアは報酬なしでサービスや援助
を提供する「無償雇用者・ボランティア」というカテゴリーに分類され、特に
「無償雇用者」としてのボランティアに対しては、一般雇用者と明確に区別し
た安全対策や訓練の必要性が述べられている。また「無償雇用者・ボランティ
ア」は、1997 年に成立した「全米ボランティア保護法」によって、ボランティ
ア活動に伴って起こりうる法的なトラブルから保護されているという。
さて、日本における病院ボランティア活動普及の背景には、受け入れ側であ
る病院の要因と活動を行う市民・患者側の要因とがある。病院側の背景には先
述した「病院機能評価」に加えて、1997 年のいわゆる“付き添い婦”廃止に伴
う看護業務の急増 9）や、1998 年以降の診療報酬の度重なる引き下げによる病院
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経営の悪化がもたらした人手不足、高齢単身世帯・高齢夫婦世帯の増加に伴い
通院・入院時に付き添える家族が激減したことなども考えられる。このような
背景要因が複雑に絡み合い、表 1 のカテゴリー②～④にみられるような、従来
は家族や付き添い者が担っていた役割や、本来の看護・介護・医療補助に相当
する業務が、責任体制や危機管理体制が不十分なまま、ボランティア活動とし
て行われている可能性がある。一方、ボランティア自身は、ボランタリズムの
高まりとともに、病院側のニーズに反して病院労働の補完的位置づけに不満を
抱き、納得していないという状況がある（小坂 2009）。
表1

病院ボランティア活動の場所と活動内容に関するアンケート調査の結果
活動場所
入院病棟、外来、ボランティア室、その他の屋内、屋外、病院外

活動のカテゴリー

内

容

①一般的なボランテ
ィア活動（患者の
療養の日常生活を
豊かにするための
活動）

患者の話し相手 家族の話し相手 案内・送迎（車椅子介助など）
レクリエーション（クラブ活動・イベントなど） 図書貸し出し
小児の学習指導・遊び 音楽・演劇(紙芝居・腹話術など)
通訳（外国語・手話など） バザー カード作り 喫茶
病棟飾り付け アロマテラピー 気功

②主として付き添い
や家族が担ってい
た役割

買い物 散歩付き添い 物品整理（洗濯物たたみ・宛名書きなど）
印鑑押し 代筆 内診票記入介助 調理

③本来は看護・介護
業務に相当する行
為

食事介助 入浴介助・清拭 理髪・美容（洗髪・髭剃りなど）
爪切り 足浴 口腔ケア（歯磨きなど） マッサージ
トイレ介助 汚物の処理（おむつなど） 測定（体温・血圧など）
保育

④本来は医療補助・
病院管理業務に相
当する行為

給仕（配膳・下膳など） お茶サービス
環境整備（花・掃除・ベッドメーキングなど） カルテ記入補助
診療用書類準備 処方箋介助 綿布切り ガーゼたたみ 裁縫
車椅子等整備 送迎のための車の運転

⑤その他

患者宅の訪問
（新垣ら 2004 p58, 表 3 を元に筆者がカテゴリーを加筆、修正。
）

1-2.

病院ボランティア活動の意義と本稿の目的

上述したように、我が国では、1997 年以降、ボランティア活動を導入する病
院数と活動ボランティア数が急速に増加する一方で、活動範囲および内容の定
義と受け入れ体制確立のための全国的に統一された指針・規定が整備されてい
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ないという状況にある。このような中で、今日、病院ボランティアおよびその
活動は、医療現場でどのような意義を持つとされているのであろうか。これま
での報告に見られる病院ボランティアの意義とは、
「病院に外の風を取り込む」、
「開かれた病院にする」、「非日常である病院に日常性を媒介し、入院生活を豊
かにする」、「患者中心の医療の視点を持ち込む」、「ケアの質をあげる」、「人手
不足の解消になる」、「活動者が医療を理解する」などである（日本病院ボラン
ティア協会 2001；小坂 2009）。しかしながら、既報中の調査対象病院は規模や
機能の面で多種多様であり、これら病院ボランティア活動の意義として挙げら
れた事項が、全国の病院の状況にあてはまるわけではない。重要なことは、す
でに普及しつつある活動が、それぞれの病院で安全に行われるような体制作り
のための「統一された指針や規定の確立」であって、イデオロギーあるいは“ド
ミナント・ストーリー”としての「統一された意義を作りあげること」ではない。
そこで本稿では、まず、病院ボランティア活動支援に必要となる体制作りを
目指した実践的な課題について議論する。最初に、2006 年以降に筆者等が現在
も介入を続けている大阪市内の医学部附属病院（以下、当院）における病院ボ
ランティア活動支援システムを事例報告し、米国のシステムと比較しながら我
が国の現状を鑑みた上での可能な在り方について考察する。次に、大規模な急
性期病院におけるボランティア活動の意義について再考し、当院の活動に見ら
れる、いわゆる“オールタナティブ・ストーリー”10）としてのボランティア活
動導入の意義を新たに発掘していく。さらに医療の改善活動としてのボランテ
ィア活動支援が医療の質の向上につながるという病院経営の視点から、病院ボ
ランティア活動支援の展望を述べる。
2.

対象と方法

2-1. 対象施設概要
当院は、大阪市内にある病床数約 1,000、外来患者数 1 日約 2,000 人、職員数
約 1,700 人の大学医学部附属病院で、診療科 31、病棟 21、中央部門 18 を有する
特定機能病院である。2006 年に大学が独立行政法人化し、2007 年度に完全ペー
パーレス・フィルムレスの病院情報システム（通称、電子カルテ）を導入、2008
年度より 7：1 看護を取り入れた。現在、看護職員数は 800 人弱、医師数は 450
強人弱、コメディカルスタッフ 200 人弱、事務職員 100 名弱である。2009 年度
に救命救急センターが認可され、三次救急の受け入れを行っている。また、大
阪府の「災害拠点病院」、
「肝疾患診療連携拠点病院」、厚生労働省の「地域がん
診療連携拠点病院」11）の指定を受けている。
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2-2. 方法
2-2-1. 研究の方法論的枠組み
本研究は、筆者等による当院への介入実践を対象としたものである。本研究
の場合、筆者等自身が当院の職員であり、介入実践においては他の職員と協働
してプロジェクトを遂行している。本研究のように、研究者と研究フィールド
の構成員を含む当事者等が、共通の目的を持って現場を変革していこうとする
介入実践を対象とした研究活動を「アクションリサーチ」という。矢守（2007）
のレビューによれば、アクションリサーチの特性として「目標とする社会的状態
の実現へ向けた変化を思考した広義の工学的・価値懐胎的な研究」と「目標状態
を共有する当事者と研究者による共同実践的な研究」の 2 点が上げられている。
アクションリサーチでは、
「観察や測定といった行為も、目標とする社会的状
態の実現のために有用な情報（事実認識）を得るために、この両者（筆者註：
研究者と当事者）が共同で取り組む実践であると位置づけ」られ、
「当事者達（研
究者、対象者）は、観察や測定の実践が、もともとの実践に及ぼす再帰的な影
響を自覚しながらそれに従事」（矢守 2007）する。筆者等は、このような意識
の下で、様々な医療の改善活動をアクションリサーチとして取り組んでいるが、
本稿では、このうちのボランティア活動支援の事例を取り上げて提示する。
2-2-2. 筆者の役割、データの収集と分析
第 1 筆者は安全管理対策室専任医師で、良質医療委員会委員として、良質医
療委員会による医療の質向上を目指した改善活動としてアクションリサーチを
推進すると同時に、参与観察を行ってデータを収集した。
「良質医療委員会」と
は、当院において、主に療養環境や医療の改善、医療の質向上に関する課題を
討議するために設置された委員会である（図 1）。第 2 筆者は医学研究科の副研
究科長で、前良質医療委員会委員長として現在の病院ボランティア活動支援体
制を導入し、現在も病院ボランティア活動を支援する「ボランティア活動作業
部会」（後述）のリーダーを務めている。第 3 筆者は医学部附属病院副院長で、
現良質医療委員会委員長として、すべての医療の改善活動の指揮を取る立場に
ある。
第 1 筆者の参与観察を通じて、フィールドノーツ・議事録・映像記録等のデ
ータが得られた。病院ボランティアの登録人数・属性・活動実績に関する情報、
イベント時に活動したボランティアおよびイベント参加者の感想・意見は、病
院ボランティア活動を支援する作業部会の業務として、ボランティア・コーデ
ィネーター（以下、VC）が収集したものを使用した。これらの研究データを、
第 1、第 2、第 3 筆者が分析・検討し、第 1 筆者がエスノグラフィーを作成した。
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図 1 良質医療委員会の構成と作業部会。1 は第 3 筆者、2 は第 2 筆者。第 2 筆者は、ボ
ランティア活動作業部会のリーダー。第 1 筆者は、QC 作業部会、ボランティア活動作業
部会、広報作業部会、患者満足度作業部会に属している。

3.

事例

3-1. ボランティア活動導入の経緯
当院では、1992 年以前に、近隣住民による初診患者の書類記入手伝いなどの
ボランティア活動を受け入れていたが、1993 年の新病院移転に伴って、いった
ん受け入れを中止した。その後、1998 年、熱意ある医学生の申し出を契機に、
小児病棟において小児科医師（第 1 筆者）が中心となって学生ボランティア活
動を導入した（
「大阪市大医学部ベッドサイドボランティア活動」12）
（余谷・山口・
加藤・渥美・倭・山野・三木 2002 ; 多賀・余谷・山口・池宮・倭・山野・平井・
渥美 2005）
。2003 年以降は、小児科医師・小児病棟看護師・庶務課職員等が助成
金の獲得や調査研究を進めながら、
「良質医療検討委員会（現、良質医療委員会）
」
の公認を受けて、医学部生・看護学生に加えて他大学からの学生ボランティアを
受け入れてきた。また小児病棟の職員等は、プロのアーティストが入院患児等と
共同制作を行う「アートプロジェクト」という芸術活動支援業務も行っていた（山
口 2006 ; 山口・平井・新宅・山野・石井 2008 ; 山口-中上 2009）
。
2006 年、日本医療機能評価機構の病院機能評価 ver.5 を受審 13）するにあたり、
全病院部門（外来・病棟）へボランティア活動を導入する必要が生じた。当時
から当院には、患者の療養環境改善を担当する部署はなく、2002 年から設置さ
れた「良質医療検討委員会」がそのかわりを担っていた。そこで、当時の委員
長であった第 2 筆者は、病院としてボランティア活動支援体制を作るため、良
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質委の下部組織として「ボランティア活動作業部会（以下 WG）」を設置した。
WG には、第 2 筆者をリーダーに、筆者等小児科医と前述の庶務課職員、新た
に看護部・庶務課・医事課から職員が招集された。さらに 2007 年 1 月からは、
専従の VC1 名が雇用され、WG に参加した。
3-2. WG の支援業務と支援体制
WG の業務は、院内で行われる全てのボランティア活動の支援と芸術活動の
支援である。筆者等は、小児病棟でのボランティア活動支援・芸術活動支援業
務の仕組みをベースに、病院全体のシステムをデザインした。2010 年現在、WG
は医師 5 名、看護師 1 名、MSW1 名、庶務課職員 2 名、医事課職員 1 名、専従
VC2 名で構成されている。本稿では、WG のボランティア活動支援業務につい
て述べる。
当院のボランティア活動の支援業務は、①募集・研修業務、②活動支援業務、
③安全管理・健康管理業務、④資金・調達業務、⑤広報関連業務、⑥学生教育、
⑦その他の管理業務に分類される（表 2）。VC 以外の作業部会委員は兼務であ
り、それぞれの通常業務に準じて支援業務を分担している。募集・研修業務で
は、ホームページや院内広報誌を見て応募してきたボランティアに対し、面接
と接遇や守秘義務に関する研修、感染管理講習などの受け入れ時研修を行う。
登録希望者には、初年度のボランティア保険の加入と健康診断書のコピーの提
出、学校感染症のワクチン接種歴・既往歴調査票の提出を義務づけている。ボ
ランティア保険と健康診断の自己負担については、登録後短期間で辞める者が
いることから活動実績を確認したいという理由、また当院は健康診断を行って
いないため職員の健康診断の時期とずれてしまうと健診を受けられないという
理由による。学校感染症のワクチン歴・既往歴調査に関しては、ボランティア
による院内への感染症持ち込み防止と院内で発生した疾病によるボランティア
への健康被害防止対策として行っている。いずれも VC から登録希望者に事前
に説明し、同意した者のみが面接・登録する仕組みである。ボランティアは、
受け入れ時研修を終えた後、VC の指導のもとに活動を開始する。活動支援業務
には、ボランティアに対する支援と、活動を希望する部署の職員に対する支援
とがある。VC は、活動後に行われるデブリーフィングにボランティアを参加さ
せることによって、心理的な支援を行っている。院内各部署に対しては、VC と
共に看護師委員・医師委員も対応する。部署からのニーズは VC が受け、ボラ
ンティアの活動状況や希望と照らし合わせて調整を行う。安全管理や感染管理
には、5 名の医師委員、1 名の看護師委員の他、安全管理対策室所属の感染管理
認定看護師、人事担当の庶務課職員も協力してあたる。管理の規定は、病院の
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感染管理チーム（Infection Control Team, ICT）にも提出し承認を受ける。資金調
達では、文具や消耗品は公費での支払いとしているが、ボランティアの慰労の
ための懇親会費用などは、活動周知を兼ねて職員からカンパを行うこともある。
ボランティアが企画した特定のプログラムに対しては、適宜、VC が助成金申請
を行って資金を獲得している。資金管理面では庶務課や病院の経理担当である
経営企画課の職員も協力する。広報に関しては、同じく良質委の下部組織とし
て設置されている広報作業部会が担い、取材への対応、院内の広報誌への記事
の掲載や、院外のメディアに掲載される原稿のチェックなどを行う。イベント
時は、病院情報システムを利用して職員や患者・家族への周知を行う。学生教
育では、庶務課の職員と大学教員でもある医師委員が、他大学との調整を担当
する。支援業務に関わる事務局作業は、主として VC が担当している。
表2

当院のボランティア活動支援業務とその分担（2010 現在）

支援業務
募集/研修

詳細

担当

①活動規約・マニュアル作成と改訂

全 WG 委員

②各種書類の作成と改訂：同意書、誓約書、学校

全 WG 委員

感染症既往歴・ワクチン調書、活動に関する医

医師委員

師連絡票
③面接

全 WG 委員

④活動開始時研修：接遇、健康管理、守秘義務

看護師委員

など

活動支援

⑤精神科病棟での活動研修

精神科医医師医員

⑥ホームページ・ブログの募集情報の管理

VC

①外来案内活動監督

VC、患者総合支援
センター1

②ワークショップ、イベント活動監督

VC、部署担当者

③活動後のデブリーフィング

VC

④スタッフの心理的支援

VC

⑤ワークショップ、イベント活動の企画書作成

VC

⑥ボランティア活動導入希望部署との調整

VC、看護師委員

⑦ボランティアスタッフ向けメールマガジン

VC

発行
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安全管理/

①健康調査と評価：健康診断書のコピー2、活動

感染管理/

に関する医師連絡票、学校感染症既往歴・ワク

健康管理

チン歴調書の評価
②健康診断 2

庶務課委員、VC

③学校感染症抗体検査とワクチン接種 3
④インフルエンザのワクチン接種

資金/調達

医師・看護師委員

3

庶務課委員、安対 4
庶務課委員、安対

⑤感染管理講習（活動開始時）

安対 5

⑥人権問題（ハラスメント等）発生時の対応

庶務課委員

⑦ボランティア保険加入 6

VC、庶務課委員

①資金管理

VC、庶務課委員、
経営企画課

広報関連

②予算案および会計報告作成

VC

③助成金申請

VC

④カンパ（職員対象）

全 WG 委員、良質委

①取材対応

広報作業部会 7

②他施設からの問い合わせ

VC

③ホームページ、ブログの情報の管理

VC

④広報文書の作成：院内向け広報誌記事、院外向

全 WG 委員

け文書
学生教育

その他の
管理業務

①他大学との応対(インターンシップ受け入れなど)

庶務課委員

②受け入れ学生の健康チェック

医師委員

③学生活動監督：企画書のチェック、活動時監督

VC

④報告書のチェック

VC、医師委員

①ボランティアの個人情報に関する各種書類の

VC

管理
②活動記録管理：活動時間集計、写真・映像デー

VC

タの管理
③作業部会議事録の作成と管理
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④ワークショップ、イベント時のアンケート配

VC

布・収集
⑤年間事業報告書作成

VC

⑥病院ボランティア協会とのやり取り

VC、庶務課委員

註：VC は、ボランティアコーディネーターの略。
1.

当院では、患者総合支援センターを 2011 年春から稼働させるため、2010 年現在、準
備中である。「豊かな療養生活支援業務」としてボランティア活動支援を位置づけ、
将来的に患者図書室や情報サロンの拡充を目指している。

2.

受け入れ時は、1 年以内に受診した健康診断の診断書コピー提出を義務づけている
（自己負担）。学校・職場の検診結果のコピー提出も可。活動実績のある 2 年次以上
のボランティアで、職場や学校での検診が受けられない者に対しては、職員の検診
実施時に同時に行う。

3.

活動実績のある 2 年次以上で免疫抑制患者のいる病棟での活動を希望し、既往歴で
指定の感染症（麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎）の既往が不明確なボランティ
アに対し、職員の検査時に抗体検査、ワクチン接種（抗体非保有者）を行う。イン
フルエンザワクチンも職員のワクチン接種と同時に行っている。

4.

安対とは、
「安全管理対策室」の略。患者安全と院内感染管理業務を行っている部署。

5.

安全管理対策室所属で、感染管理業務を担当する感染管理認定看護師による講義と

6.

ボランティア保険は、登録時年度はボランティアの個人負担で加入。次年度以降、

手洗い実習が行われる。
実績があり、継続意思のあるボランティアは、病院でとりまとめて加入する。またボ
ランティアが関わる事故は、病院の賠償責任保険とボランティア保険とでカバーする。
7.

広報作業部会は、院内・院外向け広報を担当する良質委の作業部会。

WG は、月 1 回、会議を開いて、支援業務の進捗や課題を話しあっている。
また、緊急の課題はメールで打ち合わせて対処している。討議の内容は、VC が
議事録としてまとめ、第 1、2 筆者等が良質委で報告し、適宜、改善に生かして
いる。たとえば、
「入院時に荷物が多く困っている患者がいる」という報告を受
け、玄関にショッピングカートが導入された。
「玄関においてある車椅子が錆だ
らけで使えない」という報告を受け、車椅子を整備・管理する業務フローを作
成した。
「エレベーターの乗り始めに昇降の向きがわからず、危ない場面を目撃
した」という報告を受け、大きな矢印で昇降の向きを表示したカーペットをエ
レベーター乗り口・降り口に設置した。このほか、イベント開催案も WG での
検討後、良質委へ提出されて承認を受け、その後、病院の最高決定機関である
戦略会議で承認された後、実施するようにしている（図 2）。
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図2

当院のボランティア活動およびアート活動支援体制（本稿では、ボランティア活動

支援体制についてのみ記述）。良質医療委員会の下部組織であるボランティア活動作業部
会が各部署を調整して管理運営を行い、専従ボランティア・コーディネーター2 名が実際
の監督業務・事務局業務を行う。活動は、良質医療委員会を通じて戦略会議に報告され、
承認を受ける。
※都市研究プラザは大阪市立大学内の組織で、アート活動支援で医学部附属病院と協力体
制を取っている。

3-3. 病院ボランティアグループとその活動
現在、当院では、病院全体のボランティアグループ「マーブルタウン」と、
医学部医学科学生によるボランティア・サークル「医学部学生ベッドサイドボ
ランティア」、医学部看護学科学生によるボランティア・サークル「あそピース」
の、三つのグループ 14）が活動している。本稿では、病院全体でボランティア活
動を展開している「マーブルタウン」の活動を取り上げる。
「マーブルタウン」は、病院ボランティア活動導入に伴い結成されたグルー
プで、2007 年 1 月に誕生した。メンバーは一般公募である。「マーブルタウン」
という名称には、VC の「カラフルなマーブルチョコのように、色々な個性やア
イデアがいっぱい詰まった、おもちゃ箱のようなコミュニティを作りたいとい
う思いと、そんなコミュニティづくりを通じて、そこに関わる一人ひとりが大
切にされる社会づくりを目指したい」
（巽 2010）という願いが込められている。
現在、一般市民、患者・家族・遺族、学生の約 100 名超が登録している。この
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うち学生が約半数を、患者・家族・遺族が 3 分の 1 を占める（図 3）。登録され
たボランティアは多種多様な資格・特技を持ち（表 3）、それぞれ自分の資格・
特技を生かした活動を希望しているので、VC が現場のニーズに照らし合わせて
活動を調整している。
「マーブルタウン」の 2009 年度の活動実績を示す（表 4）。

図3

当院のボランティアスタッフの属性。約半数を学生が占める。患者・家族・遺族の

ボランティアも 3 分の 1 を占める。

表 3. 登録ボランティアの資格と特技
資格
中学校教諭 2 種（音楽）
幼稚園教諭 2 種

小学校教諭 1 種

保育士

実用英語技能検定 2 級

特技
幼稚園教諭 1 種

秘書技能検定試験 2 級

AMDA 認定中国語通訳
漢字検定 2 級 簿記 2 級
エステティシャン

バイオリン ドラム
琴 ダンス 書道

ヘルパー2 級 介護福祉士
臨床検査技師 看護師

ピアノ フルート

教員免許取得予定（地理・歴史・公民） 絵画 造形 歌唱

社会福祉主事任用資格
社会調査士

アーク溶接

准看護師 歯科衛生士

美容師

メディケアエイダー認定

健康運動指導士
赤十字幼児安全法支援員

日本音楽療法学会音楽療法士
服装学院師範 裁断士 1 級

イラストレーター

オーダーメイドデザイナー
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陶芸
ハンドクラフト
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表4

2009 年度のボランティア活動

活動の種類

詳 細

外来案内

月～金曜日 9:00～11:00
※活動後、デブリーフィング 11:00～12:00

「マーブルフェス
タ」

日時：7 月 31 日（金）14:00～16:00 場所：5 階講堂
舞台：コンサート、影絵、創作ダンス
廊下：治験による骨密度測定、バルーンアート、絵はがきづくり

コンサート開催

①たまごオーケストラ（医学部学生有志）ミニコンサート
1．日時：4 月 15 日（水）17:00～17:30
場所：18 階特別病棟 参加者：16 名
2．日時：7 月 10 日（金）17:00～17:30
場所：17 階東整形外科病棟 参加者：35 名
3．日時：7 月 21 日（火）17:00～17:30
場所：17 階西こども病棟 参加者：36 名（ご家族含む）
4．日時：11 月 11 日（水）17:00～17:30
場所：10 階東内科病棟 参加者：50 名
②医学部オーケストラ部
日時：12 月 1 日（火）17:15～17:45
場所：5 階講堂 参加者：110 名
③女声合唱団「アンサンブルアベニュー」
日時：6 月 12 日（金）14:00～15:00
場所：5 階講堂 参加者：70 名
④ハンドベル「ベルリンガーズ・ミルフィーユ」
日時：7 月 6 日（月）14:00～14:40
場所：5 階講堂 参加者：80 名
⑤男声合唱団「ネクスト」
日時：1 月 29 日（金）16:30～17:30
場所：5 階講堂 参加者：60 名

ワークショップ活
動

① ‘ふするん’さんのダンスワークショップ
日時：毎月第 3 月曜日 14:00～15:00 場所：6 階東神経精神科病棟
②「うちわつくり」ミニワークショップ
日時：8 月 10 日（月）10:00～12:00 場所：3 階小児科外来待合
③「ゆびで絵を描こう」ワークショップ
日時：9 月 7 日（月）13:10～16:30 場所：17 階西こども病棟
④「うちわつくり」ミニワークショップ
日時：9 月 9 日（水）10:00～12:00 場所：2 階皮膚科外来待合
⑤「ロボット」ミニワークショップ
日時：9 月 17 日（木）10:00～12:00
場所：2 階皮膚科・3 階小児科外来外待合
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⑥絵本ワークショップ
日時：10 月 27 日（火）10:00～12:00 場所：3 階小児科外来外待合
⑦いもむし と どんぐり
日時：10 月 29 日（木）10:00～12:00 場所：3 階小児科外来外待合
⑧フィンガーペインティング
日時：11 月 12 日（木）14:00～15:00 場所：6 階東神経精神科病棟
⑨「ツリーとリースづくり」ワークショップ
日時：12 月 2 日（水）10:00～12:00 場所：2 階皮膚科外来
⑩「ツリーとリースづくり」ワークショップ
日時：12 月 14 日（月）10:00～12:00 場所：3 階小児科外来外待合
⑪「コナモン」ワークショップ
日時：1 月 8 日（金）15:30～16:30 場所：5 階講堂
⑫「ちぎり絵」ワークショップ
日時：1 月 21 日（木）11:00～12:00 場所：18 階第 4 会議室
⑬音楽療法ワークショップ
日時：1 月 22 日（金）13:30～15:00 場所：17 階西こども病棟
⑭張り子ワークショップ
日時：2 月 18 日（木）14:00～15:00 場所：6 階東神経精神科病棟
⑮粘土ワークショップ
日時：3 月 4 日（木）13:30～16:30 場所：17 階西こども病棟
⑯写真立てワークショップ
日時：3 月 10 日（水）10:00～12:00 場所：3 階小児科外来外待合
⑰バルーンアートワークショップ
日時：3 月 26 日（金）14:00～15:00 場所：6 階東神経精神科病棟
⑱「びょういんにハルがきた」ワークショップ
日時：3 月 31 日（水）10:00～12:00 場所：3 階小児科外来外待合
心理・福祉等専攻
学生による神経精
神科病棟でのレク
リエーションボラ
ンティア

事前研修を受けた心理・福祉等専攻の大学生・大学院生による精神
科入院患者向けの病棟でのレクリエーション活動
活動時間： 月・火・木・金 14:00～15:00 のうちいずれか週 1 回活
動
2009 年 12 月～2010 年 4 月 10 回
内容：クリスマスツリーの飾りつけ作り、クリスマスカード作り、
クリスマス飾り作り、トランプ、鬼のお面づくり、カラオケ、フェ
ルト細工、バトミントン・卓球

縫製活動

毎週木曜日 13:30～17:00
※2010 年 1 月から第 2・3・4 木曜日 13:00～16:00

そのほか

①中国語通訳
MSW からの依頼時に活動
②壁面制作（ユニット「まいおやつ」）
季節毎に小児科外来外待合の壁面装飾を制作
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「マーブルタウン」の活動は、外来案内の他、病院夏祭りやコンサートなど
のイベント開催、病棟や外来でのワークショップ活動、縫製活動とバザー開催、
外来壁面制作、中国語の通訳など多岐にわたる。毎年恒例の夏祭り「マーブル
フェスタ」は、病院の講堂で行われる。準備は、毎年 5 月頃より始まり、VC が
中心となって、講堂内での催し物のプログラムが作られる。当日、講堂内では、
合唱、器楽演奏、手話ソング、フラダンスなどが披露される。講堂の前の廊下
には、ボランティアによる子どものための工作コーナーやバザー、栄養部職員
によるかき氷や綿飴のコーナーが夜店よろしく設置され、患者や家族で賑わう。
家族連れで見に来る患者も多い。
「マーブルフェスタ」は年々来場者が増え、と
うとう今年は、満員で会場に入れない患者が出てしまい、次年度への課題とな
った。また、開会時、院長が「患者さま、ご家族さまに楽しんでいただけるこ
とは、我々職員にとって、望外の喜びです！」と挨拶すると、満員の会場から
歓声と拍手が湧き起こっていた。
夏祭りの他、合唱や器楽演奏の団体、医学部学生のオーケストラによる演奏
会も、年数回、講堂で開催されている。特に学生のオーケストラ部員に対して
は、将来医療従事者になるということから、VC が企画書の段階から丁寧に指導
している。医学部学生の指導にあたっては、医学部の教員である WG の医師メ
ンバーも VC にアドバイスする。指導内容は、選曲や演奏者の服装、歌詞カー
ドのデザインや文字の大きさにはじまり、車いすや点滴中の患者が来場したと
きの安全な誘導の仕方などに及ぶ。学生自らが、自分の特技を披露するだけで
なく「患者の目線に立ったプロジェクト遂行のあり方」に気付くことができる
よう、VC が根気強く対応している。その甲斐あって、コンサートの来場者であ
る患者や家族からも、
「この病院にお世話になって本当によかったです。ありが
とうございました。良いお医者さんになって下さい。応援しています。」、
「音楽
を愛する心を持つ皆さんが優しくて頼もしい Dr.となられて、私たちを治療して
下さる日が楽しみです。今度ぜひ白衣で！」など、医療系の学生を育てるとい
う観点からの意見が多く寄せられた。
ワークショップ活動とは、通院中・入院中の患者や家族を対象に行う参加型
の制作活動のことを指し、当院のボランティア活動の特徴の一つでもある。ワ
ークショップ活動は、ボランティアが自主的に企画する。まず、VC が各ボラン
ティアの資格・特技・希望を調整して、1～数名のプロジェクトユニットを作る。
次に、ボランティアは、VC の助けを借りながら、自ら企画を立てていく。VC
は、ワークショップ実施予定の部署（外来待合や病棟）の責任者や担当者と連
携して情報収集を行いながら、部署の特性やリスクに合わせた活動計画へと修
正を促していく。実施時は、VC はボランティアの活動監督、部署の責任者・担
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当者・医療スタッフは患者や家族の安全管理を担当する。ワークショップでは、
患者同士、家族同士、または患者とボランティアの間で会話に花が咲き、制作
は二の次になることもある。また、外来待合でのワークショップは、大学病院
で苦情の多い長い待ち時間を、逆に有効利用した結果となった 15）。
縫製活動は、心電図のバッテリーケースや尿バッグ・ドレーンバッグを入れ
る袋、採血時に使う腕を乗せる枕など病棟での診療に必要な小物、子供用の点
滴着や死産児のドレスなど、市販品はあっても「お洒落ではない」諸物品を手
作りで提供することによって、療養生活に彩りと豊かさを添える。他の活動と
比べて体力を使わないため、患者のボランティア登録者が多い。縫製活動のグ
ループは、病棟看護師と一緒に診療用小物を開発・制作する他にも、帽子や手
提げ、洋服など日常生活で使えるものを作り、バザーで販売している。縫製ユ
ニットのメンバーには患者が多く、また縫製ユニットが企画する手芸のワーク
ショップも入院患者を対象とした活動であるため、活動の場は自然とピアレビ
ューの場となる。縫製活動以外にも、ワークショップ活動や心理・福祉等専攻
学生ボランティアによる神経精神科病棟でのレクリエーション活動でも、患者
同士、家族同士が作業をしながら互いの経験を語り合い、励まし合う様子、学
生など若いボランティアが作業を手伝いながら彼らの語りを傾聴するという場
面が頻繁に見られている。昨今、傾聴ボランティアという活動があるが、当院
ではワークショップ活動や縫製活動および学生ボランティアの活動が、患者・
家族・ボランティア双方の語りを通じた学び・気付きの場であることを重視し
ているため、現在は、傾聴ボランティア単独の活動は導入していない。
3-4. ボランティア受け入れの課題と可能性
ボランティアは公募のため、
「善意なのだから受け入れて当然」という考えを
持つ人や、診療上の優遇措置を期待する人、政治思想や宗教の布教を目論む人
などが応募してくることがあるといわれている。このような応募者に対処する
ために、当院では面接マニュアルを作り、複数の職員が当番制で面接を行って
いる。また病院側のボランティア受け入れ姿勢や、望ましくない動機を持つ応
募者を断る旨を明記した同意説明書を用意しているが、それでも活動を始めて
から問題点が明らかになるボランティアもいる。たとえば、あるボランティア
は当院の患者であり、主治医が社会復帰を目指したリハビリ代わりにと病院ボ
ランティア活動を紹介した。しかし、このボランティアは活動開始後、身だし
なみや言動などの面でコーディネーターの指導に乗らなかった。そこで、WG
で話し合った結果、VC と該当診療科部長、担当の主治医が話し合う機会を持ち、
基本的にはボランティアの成長を支援する方向で指導方針を一致させて見守る
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ことになった。
ボランティアのパーソナリティは実に様々で、業務のようにマニュアルに当
てはめて指導監督することはできない。VC は、ボランティア活動が「社会に開
かれた学びの場である」という方針を持っており、また WG メンバーは VC が
掲げる指導方針を共有し、尊重し、活動上の問題解決に当たっている。このよ
うにボランティア一人一人の声に耳を傾けながら活動を見守る方針を貫いてい
るため、患者・家族・遺族のボランティアの中には、病院職員に面と向かって話
せない不満や憤りを VC に聞いてもらいたいという理由で活動に参加している場
合もある。そのような声を VC が丁寧に拾い、WG メンバーに相談しながら見守
り続けるうち、医療者や病院に対する感情がやわらいでいく様子も見られる。
3-5. 外来案内活動に関する問題と改善に向けた議論
ボランティア活動導入は病院トップの決定であったにもかかわらず、スムー
ズに運んだわけではなかった。2006 年の WG 発足当時、看護職員からは「ボラ
ンティア活動の重要性は理解しているが、導入の際に必要な業務の種類や量が
不明で不安。」「在院日数が短縮する中で、どのように活動を展開したらよいの
かわからない。」という声が聞かれ、事務系職員からは、無償の労働力という認
識が依然として根強いことや、
「病院ボランティア活動のイメージが湧かない」、
「受け入れのための業務増加が不安」16）、
「ボランティアが病院業務を肩代わり
すると業務量が減り、職員数を減らされるのではないか。」という声が聞かれて
いた。そこで最初は、こういった職員の不安を解消する意味でも、他院でもよ
く行われていた外来案内活動からスタートした。登録ボランティアの数が増え
て活動も軌道に乗り始めたころ、新たな問題が生じた。ストレッチャーが必要
であるような介護度の高い患者の移動やトイレ介助に、ボランティアが呼ばれ
るケースが出てきたのだ。総合案内の委託職員や 1 階玄関付近の事務職員の業
務に患者の介助が入っていないという理由から、彼らがボランティアに頼むケ
ース、看護職員不足のために診療科の受付や患者・家族自身がボランティアを
頼りにするケース、などである。
介護保険の限度額があるからと、ヘルパーに病院玄関までの送り迎えしか依
頼できない高齢者や、介護タクシーで病院玄関に到着しても院内で付き添える
家族がいない患者が来院することもある。他施設から病院車の運転手が家族付
き添いの無い高齢者を送って来たが、
「玄関まで」と帰ってしまったこともあっ
た。これらの患者らにとって、玄関を入って総合受付で自分の行きたい診療科
の場所を聞き、受付や諸手続きをすませてから奥にある 1～3 階外来診療科窓口
まで移動する距離は、病気や障害のない者が感じる以上に長い。検査室間の移
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動距離もかなりある

17）

。一方で、ボランティアによる外来案内活動は、本来病

院に不案内な患者や家族を目的の部署まで「ご案内」するのが目的で、家族が
付き添って院内を移動するのと同程度の介助活動を想定していた。このため研
修でも車椅子の押し方以上に介護の訓練はしていない。にもかかわらず、家族
も手に負えないような高度な介護を必要とする患者まで、訓練も受けていない
ボランティアに任せる場面がでてきた。このことは安全上、極めて問題である
と考えられたため WG で検討し、看護部の協力も得て、高度に介助が必要な患
者には各科外来の看護師が輪番で対応する「お助けコール」という仕組みを作
った。しかし、この仕組みも、玄関に到着仕立ての患者から求められるような
介助に、即座に応えることが難しかった。
事務職員が説明するには、従来、当院では一人で通院できない患者からの問
い合わせに対しては、家族の付き添いをお願いしていたらしい。ところが、2005
年の国勢調査（厚生労働省 2007）でも明らかなように、高齢単身世帯は平成 12
年に比べ 27.5％、高齢夫婦世帯は 22.6％と増加している中で、年々、付き添い
家族を確保できない患者の割合が増えていた。2006 年、外来看護師が対応に悲
鳴を上げ始めていたはずの、ちょうどその頃、ボランティアによる外来案内活
動が導入されたという訳である。ちなみに、外来ボランティア活動は院内での
介護業務のために始めたわけではなかった。「ボランティア活動は業務ではな
い」ということは、職員向けの文書や「ボランティア活動規約」にも明記して
いた。しかしながら、日本医療機能評価機構がかかげるボランティア活動の趣
旨は、ボラ WG メンバー以外には伝わりにくかったことも事実で、WG の周知
活動も不十分であった。また、人手不足で悩む現場の職員や、忙しそうに走り
回っている職員を日頃から見ている患者・家族が、ボランティアに助けてもら
えると勘違いしても無理はない。
患者や家族は、「病院に到着すれば、なんとかしてもらえる」と思っている。
職員の対応の歯切れの悪さに、
「病院職員なら、事務職員であろうと、医療者で
あろうと、何でも対応してくれて当たり前だろう。自分たちに職員の区別はつ
かない。」というボランティアもあった。一方、職員側は、病院は細かな業務の
分掌によって少ない配置人数の中でかろうじて機能を保っている状態なので、
急速に増大する福祉の課題に迅速には対応できない、というのが言い分であっ
た。
「ボランティアに患者移動を頼めないんだったら、なんのためのボランティ
アなの？」、「出来ないことがあるのだったら、ボランティアなんか必要ないの
では？」という職員の声も聞いた。実のところ、ボランティア活動導入は、そ
れまでも医療系職員が薄々気付いていた院内の矛盾を暴き出してしまった感が
あった。筆者等はこの問題を、たびたび、WG から親委員会の良質委に議題と
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して提出したが、会議では、「介護が必要な患者が実際に付き添いなしで来る
のをどうするつもりか？」という質問と「必ず付き添い者を付けてもらうよう
お願いしているから」という説明、また「普段一人で通院している患者が、一
人で通えなくなったときに誰が介助するのか？診療科外来では、人手不足で対
応できない。」という質問と「事務職員や委託職員は患者の介助はできず、現
行の人員では業務フローを作ることは難しい」という意見が対立し、話し合い
は平行線をたどることが多かった。当院では、現在も、地域医療への貢献や患
者サービスの充実を目指した「患者総合支援センター」設立準備に併せて、こ
の単身高齢患者の増加に伴う院内介護の問題について改善に向けた議論を続
けている。
3-6. ボランティアと職員の関係性の課題
VC によれば、ボランティアのスタッフは、職員と親しくなりたいと思う人も
多いらしい。こうした当院に対する愛着の一方で、ボランティアを見かけても
挨拶しない、頼んでお礼もいわない職員に対しては厳しい批判の声もある。ち
なみに、当院は、職員同士の挨拶が少ないという根本的な問題を抱えているの
で、
「ボランティアを軽視している」という訳では決してないのだが、ボランテ
ィアはそのように感じてしまうのだそうだ。また、関心が高く協力的な部署・
職員が増えてきた一方で、関心が低いばかりかボランティア活動導入に批判
的・非協力的な部署・職員が依然として存在することも事実で、このような部
署・職員の態度もボランティアは敏感に感じている。
ボランティアの懇親会に出席した有志の職員がボランティアと交流しない、
参加する職員が少ないといわれることもあった。しかし、これらの職員は、業
務終了後に自費で参加している。
「ボランティア活動支援は業務だから」と時間
を割いて来る管理職もいる。活動導入から 4 年経ち、年々、懇親会に参加する
職員数は増えている。さらにいうならば、現場職員によるリスクマネージメン
トや参加する患者・家族へのサポートなどの支援業務は、ボランティアからは
直接見えないところで盛んに行われるようになっている。積極的に診療・ケア
の場面にボランティア活動を生かそうと、看護職員中心に、WG の活動にも協
力的になってきた。しかし、そんな職員側の事情や変化はボランティアからは
見えにくい。一方、
「マーブルフェスタ」に登場する院長、WG リーダーである
第 2 筆者、副院長である第 3 筆者は、ボランティアの間での人気は非常に高い。
「こんなリーダー・教授のいる病院なら安心できる」という患者家族の声も聞
いた。同じく「マーブルフェスタ」でかき氷を作る栄養部の職員の評判もよい。
このように、
“顔”が見えれば関係作りは簡単に運ぶことはわかっている。たし
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かに、これまでも WG は院内職員向け広報誌にボランティア活動の記事を掲載
するなど広報活動を行い、周知文書の配布や電子カルテのお知らせ画面を通じ
て、職員に対しボランティア活動への協力依頼を続けてきた。しかし、職員・
ボランティア双方が「顔が見えなくても」関心を寄せ合い、立場を理解し合え
る関係作りを工夫しなければ、ボランティアの「自分たちは病院の下働きでは
ない」といった、他院でも聞かれるような不満を解消することはできない。ま
た、職員に対しても「病院作りのパートナーとしてのボランティア」という理
念を理解できるよう、職員一人一人がそれぞれの部署の状況や業務にあわせて、
意義や楽しさを感じて参加できる活動支援業務のあり方を模索し続けることが、
今後の WG の課題であると考えている。
4.

考察

4-1. 病院ボランティア活動支援体制の確立に向けた提言
以上、当院のボランティア活動導入の経緯と支援体制および現在の活動、抱
えている課題について述べた。当院のボランティア活動の特徴は、支援体制と
活動内容にあるといえる。支援体制の特徴としては、ボランティア活動支援業
務の位置づけ、活動支援業務を遂行する組織作り、専従コーディネーターの雇
用の三つがあげられる。まず、一つ目のボランティア活動支援業務の位置づけ
であるが、当院では、病院機能評価受審のためというトップダウン 18）の活動導
入が功を奏した面もあった。そのおかげで、活動支援業務を病院の業務として
位置づけていくという方針をとることができた。病院へのボランティア活動導
入に際して重要なことは、医療系・事務系問わず、ボランティア活動への支援
を明確な職員の正規業務と位置づけ、現場の思いを組織として束ねて取り組む
姿勢を示すことである（戸塚・青木 2006）。病床数の多い病院でみられがちな
「現場任せ」という、一見、現場の裁量を尊重しているかのうようで組織的な
関与を拒絶するマネージメントは、ボランティア活動支援に関しては行うべき
でない。病床数の多い病院は、セクショナリズムが強い硬直した組織であるこ
とが多いため（印南 1998）、現場の職員は、ともすると目の前の患者のために
自分たちの努力だけで無理をしてみたり、あるいは、自分たちの現場（部署・
病棟など）の業務量や利益を優先して考えるあまりに、ボランティア活動支援
に対して消極的であったりする。このようなやり方では、せっかくボランティ
ア活動を導入したとしても、医療の質においても業務効率においても改善は望
めない。現場の職員側も狭視野的なセクショナリズムを捨て、病院全体の患者・
家族の利益や療養環境改善に視野を広げ、病院の組織的な管理に積極的に協力
すべきであろう。
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病院の正規業務であるボランティア活動支援を、現場へと丸投げせずに組織
的な管理とするためには、部署横断的で機動力のある組織と体制を作ることと、
この組織・体制を支えるための専門職員を置くことが重要である。信友ら（2006）
の報告によると、病院ボランティア活動の先進国とされる米国では、7 割以上の
病院に「ボランティア・サービス部」が設置され、専任専従のボランティア・
ディレクターやコーディネーターが複数名雇用されているという。アメリカの
ボランティア・ディレクターの業務は、ボランティア活動の計画とボランティ
ア・プログラムの開発、ボランティアの組織化や人材管理、活動の財政管理、
リスクマネージメントや関連法律の遵守、地域社会との連携・広報活動などで
あり、ボランティア・ディレクターは、ボランティアの選抜・ガイドライン作
成・オリエンテーション・研修・年次報告書の作成・手続き・活動記録の管理
などを請け負う（信友 2006）。特に、リスクマネージメントに関しては、その
対象はボランティアのみならず、現場スタッフ、イベント参加者、病院の資産、
病院の評判までと幅広い。以上のようなボランティア・ディレクターの役割・
業務は、当院の場合、WG が担っている業務に相当する。
米国のボランティア・ディレクターは専門職として権限を持って業務遂行す
るために、JCAHO（医療施設合同審査会、Joint Commission on Accreditation of
Health Organization）と AHA（全米病院協会、American Healthcare Association）
の下部組織としての ASDVS（American Society of Directors of Volunteer Services）
が用意する、さまざまな教育研修プログラムを受けて資格取得や技能向上がで
きる（信友 2006）。しかし、米国のような仕組みを持たない日本では、専門性
の高いボランティア・ディレクターの育成は現時点では困難かもしれない。一
方で、当院では、WG がボランティア・ディレクターの役割と業務に相当する
仕事を担っている。WG には、兼務ではあるが医師・看護師・MSW といった医
療・福祉の専門職の委員がおり、安全管理・感染管理の担当者とも緊密に連携
して業務を行っている。企画・活動・管理の状況は、全て、定期的に親委員会
である良質委で承認を受け、さらに病院執行部によって組織される戦略会議へ
も報告されて決裁を仰ぐので、権限や責任も明確である。このようなそこでボ
ランティア・ディレクターの代わりとなる、支援組織作りの工夫も、我が国の
現状を鑑みたときには現実的な解決方法の一つではないかと考えている。
しかしながら、たとえボランティア・ディレクターの役割を組織力でカバー
できたとしても、リスクマネージメントを重視した活動支援体制を確立するた
めには、ボランティア活動監督と事務局業務のための専門職員、すなわち専従
の VC の雇用は必須条件だ。VC を専任もしくは専従化する必要性の一つには、
VC の行うコーディネート業務の特殊性が挙げられる。コーディネート業務は、
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人々の自発的な意思をつなぎ、共感に基づいた社会行動を育み、自己実現や多
様な価値観を補償することにより、
「社会の漸進的な改善を促すという思想（市
民社会の思想）」に基づいて行われる。これはソーシャルワークに通底する思想
である（社会福祉協議会 2001）。病院ボランティア活動支援におけるコーディ
ネート業務には、ソーシャルワークとしての側面に加えて、教育の側面が必要
である。先に 3-4 において、当院では、ボランティアを改善のパートナーと位
置づけると共に、
「ボランティア活動は社会に開かれた学びの場である」という
指導方針を WG メンバーで共有していると述べたが、これについて VC は次の
ように語っている。
「ボランティア活動は業務ではない。だから、仕事量をこなすことや効率
を上げることが目的ではないはすだ。…ボランティアの何かしたいとい
う気持ちと患者自身の誰かとつながりたいという想いがつながり合い、
お互いに学び合いや語り合いを大切にする心を育んでほしいと思ってい
る。…いろいろなものの見方・考え方を学べる場を支えるのも VC の業
務である。…たまたま病院というフィールドではあるけれど、どこの地
域社会でも実践できる、心の支えになるような経験を持って帰ってもら
いたいと思っている。」（巽 2010）
病院ボランティア活動に限らずいえることだが、ボランティア活動支援側の目
的の一つは、活動が行われる現場の改善や変革である。であるから、支援側職
員である筆者等 WG メンバーは、活動主体であるボランティアとも、現場の当
事者である患者とも、この目的を共有したいと考えている。ボランティア・患
者・支援側職員の三者が目的を共有した上で、ボランティアが持つ社会参加へ
の動機と患者のニーズとの出会い、すなわち「ボランティアの何かしたいとい
う気持ちと患者自身の誰かとつながりたいという想いがつながり合」ったとき、
ボランティアの自己開示を通じた社会参加や学習による成長とともに患者や家
族の満足感と安心感、いいかえると「お互いに学び合いや語り合いを大切にす
る心」が醸成されると考えている。しかしながら、ボランティアの中には「自
分の特技や資格を生かしたい」、「誰かの役に立っていると感じたい」という思
いが強いために、
「何のための活動か？」という視点が希薄になりかけている者
もある。つまり、ボランティア活動が「自分探し」や「居場所探し」となって
いる場合である。
「自分探し」、
「居場所探し」といっても、ボランティア活動を
始める動機としては、間違っているとはいえない。しかし、活動を継続してい
く上では、上述のように、当事者である患者や支援側である職員と目的や思い
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を共有しながら、ボランティア自身も共に変革していくことを求められざるを
得ない。
この点について、山口（2009）は、大学生など若者のボランティア活動参加
の動機としての「自分探し」に焦点を当てた論文の中で、中田（2000）の論説 19）
を引用しながら、
「ボランティアという行為者に不断の自己開示と自己変革が必
要とされる」と述べている。さらに、ボランティアが活動を通じて得る満足感・
高揚感から、「…結果として今の自分の置かれた状態に納得し、「不変の自己満
足」を論拠に「不断の自己変革」の道を絶つ可能性」や、
「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」20）の問題」を指摘し、警鐘を鳴らして
いる。その上で、
「不変の自己満足」と「日常世界の風景化」を招かないための
活動のプロデュースとして、「半返し縫い」というモデルを示している。「半返
し縫い」モデル 21）とは、縫い目をボランティア活動の軌跡にたとえ、表面の縫
い目をボランティア活動時の軌跡、裏面の縫い目を日常生活の軌跡としたもの
である。
「半返し縫い」モデルにあてはまるボランティア活動とは、表面に見え
ている活動の軌跡はわずかかもしれないが、裏面に見える日常生活の軌跡は、
表面からのいくらかの振り返り（戻り）を糧に、確実に先へ進んでいくという
ものである。このことは、当院の指導方針にも通ずる。すなわち、当院 VC の
語りにあるように、
「たまたま病院というフィールドではあるけれど、どこの地
域社会でも実践できる、心の支えになるような経験を持って帰ってもらいたい」
という点である。ボランティア自身の生活を考えたとき、表面である活動現場
の病院に現れる“縫い目”は少ないかもしれないが、裏面の日常生活では活動
によってもたらされた“振り返り”が、新たな活動と生活の前進を生み出して
いるのである。このように「半返し縫い」モデルは、活動の現場である病院で
の改善とボランティア自身の日常生活における成長とを両立する、ボランティ
ア活動支援に通ずる。
つまり、病院ボランティア活動支援には、
「半返し縫い」モデルに示される活
動をボランティア自身が実践できるようなコーディネートが必要とされる。コ
ーディネート業務を行う VC には、現場の望まれる未来像を射程に入れながら
現場の改善を目指しつつ、参加するボランティア一人ひとりの特性に根ざした
学習への視野が求められ、このような方針に沿った業務内容が科せられる。こ
のために、VC が兼任では有効なマネージメントを十分に行えないのである。と
ころが安立ら（安立・池辺・高田・平野 2003）の報告では、2002 年の病院ボラ
ンティア協会登録施設に対する調査の結果、回答 147 施設のうち 65％の施設
が VC を配置していると回答したが、そのうち専任はわずか 16％にとどまり、
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ほとんどが看護職員や事務職員の兼務であった。専任の VC を雇用できない理
由としては、昨今の医療費削減に伴う経済的な問題も大きいだろうが、適任者
がいないということも理由の一つとして考えられる。しかし、ディレクターの
業務を組織的にカバーし、組織として VC をバックアップすることを前提とす
るならば、VC は次のような職業的バックグラウンドを持つ人々、すなわちソー
シャルワーカー、看護師、保育士、教師など医療系・福祉系・教育系の資格や
経験を持つ人や、長く職場の人事や教育に携わった人、あるいは NPO や NGO
で指導経験のある人から選べる可能性がある。また、雇用後の VC のスキルア
ップに関しては、現在、病院ボランティア協会 22）が行っている研修や情報交換
会が有効であると考えている。
ここで、もう一つ問題提起したいことは、VC の業務や立場に対する他職員の
理解についてである。VC の業務が他職員（一般の医療職や事務職員）の目に触
れるのは、ボランティアが活動している現場での姿である。
「半返し縫い」モデ
ルを援用していうならば

23）

、VC の働く姿は、飛び飛びに現れる表布の縫い目

の様に映る。活動までの準備や部署間のコーディネート業務に要した膨大な時
間と試行錯誤は、重なりあう裏地の縫い目として表からは見えない。さらにボ
ランティア活動支援業務内容は従来の病院業務からは想像しにくく、他職員の
理解を得にくい。このため、WG によるサポート体制を持つ当院においてすら、
VC は暇だと勘違いして、ボランティア・ルームに“おしゃべり”に来る職員や、
外来案内ボランティアと監督する VC の区別を付けられず、ボランティアが活
動してない日には患者の移送・介護を VC に頼んでくる職員もある。その他に
も、
「楽な仕事だ」とやっかまれる場合もあるだろう。組織的なバックアップや
心理的サポートがない状態での毎日の小さな誤解と齟齬の積み重ねは、次第に
VC を疲弊させ、孤立させていく危険性を孕んでいる。その結果、せっかく雇っ
た VC が重圧に耐えかね、短期間で辞めてしまうという事態を引き起こす可能
性があるのである。こういった事態を回避するためにも、病院ボランティア活
動の文化が十分に根付いていない我が国の病院、とりわけ組織が大きな病院で
は、VC に対する組織的なバックアップやサポートは極めて重要なのである。
4-2.

「共生」「共助」の病院ボランティア活動とその新たな意義

次に、病院ボランティア活動の意義について議論を進めながら、当院の活動
の特徴について考察する。そもそも、なぜ病院ボランティア活動は必要なのか。
病院でのボランティア活動を論じるときに確かめておかなければならないこの
問いに対し、自らも被災者で災害ボランティアに関する研究をすすめている渥
美（2001）が「『ボランティア』として参加する理由を問われれば、『ただ傍に
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いたいから参加する』のだと答えるしかないように思う。」と述べる言葉に、一
つの答えを見る。災害救援の場面では、
「なぜ、わたしがこんな辛いめにあわな
ければならないのか」、「なぜ、私の大切な人が死ななければならないのか」と
いった不条理で根源的な悲しみや苦しみに向き合うとき

24）

、居合わせる人々に

は「ただ傍にいること（コ・プレゼンスの力）」
（鷲田 1999）以上の理由は見つ
からない。ボランティア活動とは、人々がただ共に在ることを通じて互いの「か
けがえのなさ」を感じ、有用性や経済性を遙か彼方に超えた新しい生の価値や
在り方を見いだしていく活動である。この点こそが、病院という場でのボラン
ティア活動の意義であるといえる。
であるから、たとえ在院日数が短かろうと

25）

、当院のような重症患者を多く

受け入れる急性期病院にこそボランティア活動は必要なのである。急性期病院
の日常には、うまくいくとは限らない危険な治療や限界を超えた診療に、先の
見えない不安がつきまとう。先の見えない不安とは、
「命との別れ」に対する不
安と言いかえることができる。急性期病院は、当事者である患者や家族が「命
との別れ」に対する不安に直面し、かつ自分たちの力で受け止めて乗り越えて
いかなければならない場でもある。誰も肩代わりはできないし、誰にも癒すこ
とはできない、そのことに気付かなければならない。しかし、翻って考えてみ
ると、病院はこのような深い苦しみや悲しみの底から、気付き、学んで、再生
する場であるともいえる。そのきっかけについて、多くの患者や家族、遺族達
が「出会い」であったと語る。彼らは、疾病罹患や入院を契機に、既知の家族
や親族、友人の思いもよらなかった暖かさとの「出会い」、同室の患者や家族と
の「出会い」、病院職員やボランティアとの「出会い」が自分を支え、変えたと
語った。このような語りを聞いたことから、筆者は、病院のボランティア活動
には、患者や家族が職員等と共に形成している病院のコミュニティに豊かな「出
会い」の場をもたらすことを通じて、患者・家族・遺族等が「人々と共にある
こと」＜共生＞のかけがえのなさに気付き、自力で再生するチャンスを支援す
る機能があると考えている。この機能を引き出すためにも、先述した当院 VC
の指導方針や、この指導方針に基づいたボランティア活動の展開、すなわちボ
ランティアのアイデアを VC が引き出して企画化し、ワークショップ活動他、
様々な活動へと結びつけていく方針は、非常に有効な手法である。
さて当院のような活動指導・支援方針を貫く前提として、筆者等は病院には
＜共同体＞が存在するという概念を提唱している（山口 2006 ; 山口-中上
2009）。病院で療養生活を送る患者と家族は、
「家庭」
「会社」
「学校」
「地域」な
どと同様に、病院という一定の境界内で関わる職員等と共に一種の共同体、つ
まりコミュニティを形成しているといえるのである。同時に病院には、このコ
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ミュニティの活動を支え施設の機能を維持するための組織も存在している。病
院ボランティア活動支援体制は、病院がコミュニティと組織という二つの側面
を持つ社会であることを考慮して構築する必要がある。
そこで、次に、この病院のコミュニティという側面について考えてみる。社
会の生活空間を「公」「共」「私」として整理した場合、ここではコミュニティ
が「共」との関連が強いものとして話を進める。恩田（2008）によれば、近代
にいったん分離した「公」
「共」
「私」の領域は、現代に至って「公」
「私」領域
の勢力拡大による「共」領域の希薄化・弱体化というプロセスを経て、再び不
明瞭になっているという。たとえば、それまで共同体が「共助」によって担っ
てきた仕事が、行政へ移管し「公」的サービスに取り込まれ、あるいはビジネ
スとして「私」的な消費の対象とされる、という具合に。医療について考えて
みると、かつて家庭や地域コミュニティによって担われてきた健康管理、療養、
介護、出産、看取りの殆ど全てが病院化された。健康保険システムに基づいた
医療は「公」であろうし、一方で国民皆保険制度は、あらゆる医療機関を国民
が選択できる「私」的な消費の対象としての＜医療サービス＞という概念を生
み出した。つまり、現代の医療システムは、
「公」と「私」の領域しか持たない
である。このような状態であっても、一昔前の医療水準や、多くの一般診療の
場面では問題とならなかった。
ところが、近年、高度で危険性を伴う診療を行う特殊な医療現場では軋みが
生じた。難治性疾患に対する高度な医療は、どんなに正確に遂行したとしても、
必ず、一定の確率で望まない結果・悪い結果に終わる

26）

。医療を「公」的サー

ビスや「私」的な消費対象として見るならば、これらの望まない結果・悪い結
果は、当然、サービスの不具合、つまりミスと捉えられる。昨今の医療訴訟の
増加は、こうした医療の「公」
「私」領域化を反映したものである。また、医療
を「公」的なものとするならば、個々の診療場面における患者や家族の悲しみ
や苦しみを伴う経験は、
「私」的なものへと追いやられてしまう。患者や家族と
同じく、診療場面での当事者であるはずの医療者も、その痛みを「私」的なも
のとして処理せざるを得ない。高度で危険性を伴う診療場面における「十分な
説明と同意」とは、本来、当事者達―患者・家族・医療者―の勇気と覚悟の協
働構築のためにこそ必要であったものが、医療の「公」「私」領域化によって、
訴訟の回避や患者の権利保障のためにだけ声高に叫ばれている。このように日本
では、医療を「公」に責任転嫁し、生み出される苦しみを「私」に回収させるこ
とによって、生と死に向き合うことから目をそらし、表面上、安心・安楽・安価
な医療システムを作り上げてきた。このシステムの破綻が、
“医療崩壊” 27）なの
かもしれない。それでは、この「公」
「私」領域の肥大がもたらした矛盾を吸収
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し、回復に至る術はあるだろうか。恩田は、
「共」領域の再生と創生による「公」
「私」のバランスが現代の地域作りに求められる、と述べる。このことにヒン
トを得るならば、医療においても、「公」「私」のバランス回復の鍵は「共」で
あるといえる。ここに病院ボランティア活動の、もう一つの意義がある。ボラ
ンティアは、病院内に自然発生的に形成されている患者・家族・職員のコミュ
ニティへと働きかけていくことによって、人々に＜共同体＞としての自覚や誇
りを取り戻させ、暮らしや仕事に彩りと豊かさをもたらし、結果、コミュニテ
ィの共助の機能を活性化していく。
このような病院のコミュニティにおける共助機能の一つが、当院のワークシ
ョップ活動や縫製活動、学生ボランティアが参加するレクリエーション活動の
場面で展開されていたピアレビューと考えてもよいだろう。当院で患者・家族・
遺族の登録者が多いことは、この共助機能の活性化を反映している可能性があ
る。学生のコンサートに参加した患者が、賞賛に批評を組み合わせて教育的な
意見を書いていたこと、職員と親しくなりたいという気持ちを持つボランティ
アがいる事実、顔が見える職員が人気を集めている事実なども、病院の「共」
領域の様相を表しているのかもしれない。医療者との関係に不満や悩みを持つ
患者・家族が、ボランティア活動を続けるうちに気持ちが和らいていく様子も、
共助機能による、医療紛争の温床となる患者-医療者関係問題への貢献と見るこ
ともできる。
こうして病院のコミュニティの活性化について考えるとき、興味深いのは広
井（2009）による「つながりのあり方としてのコミュニティ」の議論である。
広井はコミュニティの構造と本質について、
「『重層社会における中間的な集団』
こそがすなわち『コミュニティ』というものの本質的な意味になるのではない
だろうか。したがって、コミュニティはその原初から、その『内部』的な関係
性と、
『外部』との関係性の両者をもっているということになる。」
（p. 24）と述
べ、市町村アンケートの結果を基に、現代社会におけるコミュニティの中心と
して「福祉・医療機関」を挙げている。福祉・医療機関は、
「『病い』や『障害』
という、ある種の“非日常性”
（しかし人間にとっては避けて通れないもの）と
いう意味での『外部』との接点」
（p. 92）を持つからだという。広井のいう「福
祉・医療機関」とは、必ずしも当院のような高度医療を行う病院を想定してい
るものではないかもしれないが、病院とは関わる者全てが―患者も家族も職員
もボランティアも―、程度の差はあるとしても、生や死や生命という、日常の
外部としての“異界”に対して目をそらさず、自力で受け止めて立ち向かって
いく場であることは間違いない。そのような覚悟を支えるであろう、ボランテ
ィア活動によって活性化された病院内部のコミュニティが、病院外部に広がる
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地域コミュニティの中心として機能するという可能性は、新しい地域医療連携
マネージメントにも示唆を与えるものだ。
4-3. 医療の改善と質向上を目指した病院ボランティア活動支援の重要性
ここまでの議論で、現代の高度医療を行う診療現場では、「公」「私」領域の
肥大に伴って様々な矛盾や問題を抱えているが、ボランティア活動導入が病院
の「共」領域への働きかけを通じて「公」
「私」のバランスを回復し、病院のコ
ミュニティとしての側面を活性化させることによって問題解決の可能性を提供
している点を指摘してきた。ここでは次に、病院ボランティア活動支援体制構
築において重要なもう一つの側面である病院の組織と、そこへ組み入れられて
いる職員との関係についても考えてみよう。
病院ボランティア活動支援体制構築における組織や組織の職員との関わりに
ついて考えるとき、関（2008）が展開する「ボランティアの公共性」の議論は
示唆に富む。関は斉藤（2000）28）が主張する公共性の三つの意味である「official」
「common」「open」29）を再考し、公共性の多様性を「公的なもの」と「私的な
もの」との関係性の違いとみなした。その上で、official を公的なものが私的な
ものに優位して、権威的・介入的であることから「上からの公共性」と呼び、
common は「私的なものの集合体（たとえば地域共同体）から公的なものが発し
ているという点で、私的なものに根ざしている」としながら、
「しかし、ひとたび
公的なものが成立すると、それは外在的に私的なものを規定する力を持つ」
、すな
わち権利の制限や個人的な利害追求の抑制に働く性質を持つ「外在化された公共
性」と呼ぶ。open は、私的なものの任意選択に委ねられ、かつ私的なものと公的
なものとの関係性が定まらないという意味で「未定形な公共性」30）と名付けた。
続いて関は、
「ボランティアの公共性」の問題について触れる。ボランティア
は、もともと均質性や公平性や持続性を行動の第一原則とはしておらず、ボラ
ンティア個々人が自分の行動に「善なるもの」を見いだしているだけであり、
この善が必ずしも「外在化された公共性」という意味での「公共性」を有する
とはいえない。にもかかわらず、ボランティアの私的な善は、
「ボランティアは
善いことなのだから推進すべきだ」という規範的・公的な価値へと転換されて
いく傾向にある。つまり「公共性」という言葉には、権力作用が潜んでいると
指摘するのだ。しかし、ボランティアが「動員」され、
「利用」されやすい理由
についても「日本においてボランティアが今のところ『とらえどころがない』
活動であるということ」と述べる。この関の議論は、当院においてボランティ
ア活動導入後現在に至るまでくすぶり続けている、職員の意識の問題に次のよ
うな説明を与える。ボランティアは公的な規範によって動員されるのではなく、
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個人の選択によって善を行うという意味において「未定形な公共性」を帯びる。
そして個人である「私」が公的なものと動員ではない関係性を持つことを「参
加」とする。しかし、その活動は「未定形」であるが故に捉えどころがなく、
わかりづらい。さて、ボランティア活動導入以前の当院において、組織と組織
に組み込まれている職員の有り様は、公的な性格を帯びるものである。活動導
入前後にボランティアのイメージがわかないといっていた職員達は、組織とし
ての「公」である自分たちと「私」であるボランティアとの関係性を理解でき
なかった。そこで仕方なく、ボランティア活動を関のいう「外在化された公共
性」の文脈で捉えようとしたに違いない。
「外在化された公共性」に意味づけら
れたボランティア像は、さしずめ外来案内活動において「自分たちの業務の増
加分を肩代わりするための人手の確保」という動員として、一部の職員に定着
していったのではないだろうか。
しかし、現状がどうあれ、当院では、動員ではない「参加としてのボランテ
ィア活動」を職員が理解できるよう、組織的な努力を継続するつもりである。
なぜならば、新しい「参加としてのボランティア活動」は、未定形であるがゆ
えに様々な可能性に対して「開かれている」31）からである。ボランティアの「未
定形であるがゆえに」開かれている「様々な可能性」は、医療の改善を目指す
病院経営を支える力となりうる。医療の改善や質向上の面から期待できるボラ
ンティアの潜在力の一つ目は、先述した＜病院コミュニティ＞の共助機能を活
性化する可能性である。二つ目の潜在力としては、ボランティアの＜暴力＞に
抗する力がある。渥美（2008）は、この＜暴力＞について、通常の暴力とは区
別された概念として次のように述べる。
災害が発生すると、
「被災者のために」
「被災地のために」というフレーズ
とともに制度が新設されたり運用されたりする。通常、善意に満ちている。
…しかし人を生かし、善意で保護する社会には、実は、見えにくい落と
し穴がある。例えば、制度に則って、
「半壊の方は、住宅への補助が支給
されるのでこの日までに手続きをしてください」と言う。確かに被災者
の自立を願い、被災者を保護していくための方策である。しかし、被災
者から見れば、このことが耐え難いこともある。焦らされてしまうこと
もある。もはやその時点で、
「しばらくは畑で朝陽を浴びて作業をしたい」
とは言えない。制度の声が圧倒的な力となって、一人ひとりの被災者を
拘束する。…それは「誰が誰の生をコントロールするのか」という根源
的な問題を不問に付す圧力である。この力を＜暴力＞と書いて、通常の
暴力と区別しよう。

－67－

山口（中上）悦子、石井正光、荒川哲男

渥美がいうように、ここでいう「生」は「生活や人生」のことであると考え
る方がわかりやすいだろう。医療におきかえてみれば、「患者のために」「安全
のために」という制度的な圧力が、患者・家族のみならず医療者・病院組織を
も拘束し、取り込み続け、もはやその矛盾に気付く者すらいないという状況に
通底する。医療現場にも＜暴力＞があふれている。たとえば患者も家族も医療
者も「診療を安全に行うためだから」と信じて、制度的な圧力から逃れられず
に、暮らしのかけがえのなさや豊かさあきらめ、耐え続けている。事務職員も
病院組織も、朝令暮改ぎみの制度・法に振り回され、その枠組みをまっとうす
ることに精一杯で、改善への余力や患者・家族へのまなざしを失っている。ボ
ランティアは、このような制度の“被災者”と共に、＜暴力＞に立ち向かう意
志としての役割を果たし、患者・家族・職員を含めた「人間中心の医療」に向
けた、ある意味で“健全”な視点を取り戻すきっかけとなる。
病院ボランティアが持つ三つ目の潜在力は、選択された方向性以外の「『ほか
でありえたかもしれない可能性』を暴き出す力」（渥美 2001）である。ボラン
ティア活動は、「それが本業では『ない』とか、市場経済に取り込まれ『ない』
という否定の力によって既存の社会に再検討の機会を誘発し、新鮮な代替選択
肢をもたらす」のである（渥美 2009）。たとえば、我が国の医療制度は、様々
な要因と歴史的背景、国民の世論に基づいて現在の形に拾い上げられ、まとめ
られた選択肢の一つでしかない。個々の診療現場においては、この制度という
選択肢に取りこぼされた課題が、当事者達に丸ごと降りかかってくる。療養生
活における様々な困難―介護や付き添い、生活の豊かさを求めることへの圧力
と抵抗、悲しみ・苦しみの共有など―の課題がそれである。これらの課題に対
してボランティアは、既存の制度を「患者の視点・市民の視点」で見つめ直し
て、制度へ「そうでは『ない』」と疑問や否定を差し挟み、その結果として制度
の外に広がる新たな可能性へと選択肢を探るという大きな役割を担っている。
それは制度の枠内で業務を全うするという役割を担う病院職員には、手が出せ
ない分野である。だからこそ、ボランティアは職員とともに改善を目指して協
力しあうパートナーの役割を分担できるのである。ただし、このような役割を
担えるボランティアは、先述した「未定形な公共性」を帯びた、
「参加としての
ボランティア」である必要がある。また、病院ボランティア活動が持つこのよ
うな潜在力を発揮するためには、ボランティア自身の自負や覚悟もさることな
がら、支援組織側の仕掛けに寄るところが大きい。病院ボランティア活動が有
するポテンシャル、すなわち、＜病院コミュニティ＞の共助機能を活性化する
可能性、制度の＜暴力＞に当事者と共に抗する意志、参加としての活動を通じ
て既存の社会システムの陥穽を指摘しシステムの外に広がる代替選択肢を提示
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する力を、医療の改善と質向上に生かすためには、これらの潜在力の特徴を熟
知し、十分に活用できる理念と体制を作る必要がある。
医療を継続的に改善し質を向上させることは、病院としての使命である。ボ
ランティア活動導入支援は、そういった病院全体の改善業務と医療の質管理の
一環、すなわち TQM（Total Quality Management）32）の一環として、他の改善実
践と併行して行われるべきである。たとえば、ボランティアによる病院コミュ
ニティの共助機能の活性化は、患者や家族が疾病に立ち向かう勇気を支えるこ
とを通じてコンプライアンス向上を通じた医療の質向上をもたらすとともに、
病院や職員との信頼関係構築を下支えし、たとえ残念な結果であっても、受け
止めて立ち直る＜体力＞を蓄えるだろう。
「参加としてのボランティア」と現場
職員とのコラボレーションは創造的な改善活動へと発展し、制度の枠にとらわ
れず、制度の枠の外に広がる新たなケアの方向性を開発し続けるだろう。間違
えてはならないのは、漫然と委員会を設置して、コーディネーターを雇用して、
ボランティア活動を導入しさえすれば、勝手に「開かれた病院」ができたり、
ケアの質が上がったり、
「患者中心の医療」が行われるのではないということだ。
そこには、
「未定形」なボランティア活動を積極的に医療に取り込むことによっ
て病院組織の体質改善や再生を図るという、大局的・戦略的・先駆的な経営の
視点と意志とが求められる。当院ではこのような方針の下に、病院執行部によ
る理念の提示と意思決定に基づいて、病院全体の医療の改善と質管理を担う良
質委に WG を設置し、さらに現場担当の VC を配置することによって、決定と
責任・管理・実務という三段階から成る体制を構築し、ボランティア活動支援
を明確に医療の改善業務の一環（図 4）として位置づけているのである。

図4

当院における、医療の改善活動としての「ボランティア活動」支援の位置づけ
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【注】
1） 大阪市立大学医学部附属病院・安全管理対策室専任医師。同附属病院良質
医療委員会・委員、ボランティア活動作業部会・委員。
2） 大阪市立大学大学院医学研究科・副学科長、大阪市立大学大学院医学研究
科・皮膚病態学教授。同附属病院良質医療委員会・副委員長、ボランティ
ア活動作業部会・リーダー。
3） 大阪市立大学医学部附属病院・副院長、大阪市立大学大学院医学研究科・
消化器内科学教授。同附属病院良質医療委員会・委員長。
4） 一般にボランティア活動は、個人の自由意志の基づき、参加者が主体的に
他者の困難や社会の困難及びよりよい社会作りへの必要性に共感し、それ
らの解決や改善・実現のために個人が持っているエネルギーと時間を活用
する社会行動と認識されている。またボランティア活動には、
「自発性」、
「公
益性」、
「創造性」、
「無償性（非営利性）」という４つの基本的な性格がある
といわれている（全国社会福祉協議会 1993）。このほかの活動に関する概
念としては、先駆性、発見性、相互性、ネットワーキング、継続性、専門
性（内海・入江・水野 2006）、補完性、自己実現性（田尾 2001）などが提
唱されている。このように、現代のボランティア活動および活動の主体で
あるボランティアの定義・概念は広がりを見せ、定まったものがないとさ
れるが、本稿ではボランティア活動とボランティアを「豊かな社会を背景
に、本業・本籍以外で必然性は無いが社会的に正の価値をもつとされる諸
活動が非強制的に営利を目的とせず行われるとき、その活動と活動主体」
（渥美 2002）とする定義に依拠する。
5） 淀川キリスト教病院（大阪市東淀川区）
6） 聖路加国際病院（東京都中央区）
7） NPO 法人日本病院ボランティア協会のデータによると、
協会加盟は 217 団体、
約 1 万人が活動しているという（2009 年 12 月 13 日読売新聞（東京）朝刊）。
8） 日本医療機能評価機構による「病院機能評価 ver.5」では、①受け入れ方針
があり、担当者、部署が明確である、②活動内容が明確であり諸規定が整
備されている、③活動状況が記録され整備されている、とあった。
9） 保険医療機関及び保険医療養担当規則第 11 条の 2 によると「保険医療機関
は、その入院患者に対して、患者の負担により、当該保険医療機関の従業
者以外の者による看護を受けさせてはならない。」とある。
10） 人間の現実や世界は、社会的・言語的に構成されるという社会構成主義に
基づくナラティブ・アプローチにおける用語。ドミナント・ストーリーと
は、人々の人生や価値観に対して支配的な知識や概念、通念、固定概念な
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どのことで、オールタナティブ・ストーリーとは個々の当事者の生きられ
た経験に基づいた物語とされる。マクナミー＆カーゲン（野口、野村訳）
『ナ
ラティヴ・セラピー：社会構成主義の実践』
（金剛出版、1997）などを参照。
11）
「災害拠点病院」は、1996 年に厚生労働省より各都道府県知事宛に発出され
た「災害時における初期救急医療体制の充実強化ついて」
（平成 8 年 5 月 10
日健政発第 451 号健康政策局長通知）に則り、各都道府県内や近県におい
て発災時、都道府県知事の要請により傷病者の受け入れや医療救護班の派
遣等を行う。
「肝疾患診療連携拠点病院」とは、肝疾患治療の中心的役割を
担うため都道府県より指定された病院である。「地域がん診療連携拠点病
院」は、都道府県の病院の中から都道府県知事が推薦し、厚生労働省が認
可する形で指定される。
12）
「大阪市大医学部ベッドサイドボランティア」は、授業や実習の合間に病棟
へふらりと遊びに来る「近所のおにいちゃん、おねえちゃん」をモットー
に活動しているボランティア・サークルである。活動理念は、
「ただ、傍に
あること」。卒前教育として病棟の医師・看護師の指導を受けながら、全学
年で 40 名ほどが活動している（余谷他 2002 ; 多賀他 2004）。
13） 当時受審した ver.5 では、療養環境改善の評価項目として、単発的なコンサ
ート開催や慰問ではなく、組織的、継続的にボランティア活動等の市民活
動を支援する組織の設置が謳われていた。
14）
「医学部学生ベッドサイドボランティア」と「あそピース」は、主として小
児病棟で活動する学生グループである。
15） 当然のことながら、当院では外来診療業務の効率化による待ち時間短縮の
努力は怠っていない。しかし、大学病院の患者は難治性疾患が多く、多く
の患者は医師や看護師と話したいことをたくさん抱えている。当院として
は、一人ひとりの診察時間中の「語り」を減らすことはできないし、医療
者とのコミュニケーションの時間は大切にしたいという思いがある。その
ため、待ち時間の短縮にはある程度限界があると見切った上での、ワーク
ショップ活動の待ち時間対策利用なのである。
16） 病院機能評価の審査項目には「ボランティア活動が職員の労働力を補うも
のではなく、また、一時的な『慰問』として受け入れているだけでは不十
分」とある。
17） 当院では、地下 1 階に MRI、CT、内視鏡などの検査室があり、血液・尿を
調べる検査室は 3 階、各科の外来は 1 階から 3 階までに分布している。た
とえば 2 階の診療科を受診した後、レントゲン写真を撮るために地下 1 階
へ移動し、さらに採血のために 3 階へ戻ってくる、といった移動が生じる。

－71－

山口（中上）悦子、石井正光、荒川哲男

18） 他に、トップダウンの導入がよい理由に、ボランティアが良質な医療を実
現していくためのパートナーであり、ボランティア活動がその原動力であ
るという理念を病院執行部が率先して掲げることができる、というものが
ある。ただし、当院のように職員数が多い病院では、組織の末端までこの
理念を浸透させるためには、
“文化”の醸成が必要であり、したがって年余
にわたる啓蒙活動の努力が必須である。
19） 「ボランティア未来論：私が気づけば社会が変わる」参加型開発研究所
20） 日常生活の「風景化」について、山口（2009）は、次のように述べる。
「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
若者達は、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。」（p.10）
21） 山口（2009）は他に「なみ縫い」
、
「本返し縫い」各モデルについても提唱して
いる。そして、なみ縫いを先駆性は必要とされず、むしろ災害現場など、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の活動様式
に対して定式化し、本返し縫いを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と顕名性の高い活動の陥究
を指摘した。このように行為者とその活動環境の関係について注意を向け
ている。（p.37）
22） 病院ボランティア協会 http://www.nhva.com/
23） VC の業務に対する他職員の理解という側面への、「半返し縫い」モデルの
援用に関する加筆にあたっては、
「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― 」
（ボランティア学研究 9:5-57）の筆者、
山口洋典氏より重要な示唆を頂いた。
24） 人間の生死・存在の意味に対する根源的な問いかけから生じる心の痛みを、
「スピリチュアル・ペイン」とよぶ（柏木他 1992）。悲惨かつ過酷な経験
に伴って生じるため、災害救援現場や病院に居合わせる当事者に生じるこ
とが多い。
25） 当院と同規模の急性期病院では、平均在院日数は 2～3 週間である。
26） 医療には、避けられない特質として、何が起こるか完全な予測不能な「不確
定性」
、医療の結果は複数の要因が関与して起こるという「複雑性」がある。
27） 小松（2006）参照。
28） 齋藤（2000）参照。
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29）ここでいう official とは、「日常生活から乖離したもの、あるいは対立する
もの」で「強制力を発揮する規範として働くもの」である。common とは「社
会一般に『共通する』理念や価値」のことである。この意味において「公
共性は、特定の利害を優先させたりあるいは逆に排除したりしないという
側面」を持つ。しかし一方で、
「権利の制限や個人的な利害追求の抑制など
という側面」も持つ。最後に open は文字通り「誰に対しても『開かれてい
る』」ということではあるが、無秩序あるいは自分勝手にという意味ではな
く、
「規範が個人や集団によって共有されている」ということを意味し、こ
の規範も選択する主体に応じて規定性が異なってくる。
（関 2008 : 128-129）
30）「上からの公共性」と「外在化された公共性」は、「公」が「私」に優位で
あるという点で共通している。反対に「未定形な公共性」では、
「私」は「公」
を前提として無秩序におちいることなく、
「公」も「私」の選択に対して開
かれている状態であり、「公」は「私」に対して優位ではない。
31）
「この場合の未定形とは自己のみならず他者にも開かれているという意味で
あり、さまざまな公と私のミックスが発生しうる可能性に開かれていると
いうことを指している。つまり、上からの公共性や外在化された公共性で
考えられていたような公―私の分離、あるいは『～でないもの』―たとえ
ば、
『公的なものは私的ではないもの』―という形での領域の排他的な定義
づけではない形を見いだすことができる。このような意味で『未定形』な
のである。」（関 2008 : 155）
32） TQM（Total Quality Management）とは、医療の改善を目指した経営手法の
一つ。日本では 1980 年代より、企業病院・私立病院を中心に導入する病院
が現れた。Toyota Method ともいわれ、海外でも取り入れられている。TQM
は、職員一人一人が常に業務上の問題点を探索し、新しい独創的な問題解決
方法を考え、継続的な改善活動に主体的に取り組むこと（continuous quality
control, CQI）と、CQI を奨励し経営の根幹に据える経営理念を経営者が明確
に示すこと、である 。CQI の手法の一つとして、QC サークル活動がある。
日本で行われている「医療の改善活動全国フォーラム」は、執筆時（2010 年）
で 11 回目を迎える。全国の様々な医療施設から、改善活動（主として QC サ
ークル活動）が報告される。TQM/CQI に関しては、たとえば Gustafson, DH &
Hundt, AS. 1995. Findings of innovation research applied to quality management
principles for health care. Health Care Management Review 20(2) : 16-33. Mayer, D.
1992. Florida Hotel. The Healthcare Forum Jounal 35(5) : 75-80.を参照。
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A landscape of volunteer activities in a hospital:
discussion from the view point of quality improvement and
management in health care
NAKAGAMI-YAMAGUCHI Etsuko, ISHII Masamitsu, ARAKAWA Tetsuo
(Osaka City University)
Abstract
Recently, volunteer activities have been widely spread throughout Japan. However,
because the standard regulation for safety management of volunteer activities in
Japanese hospitals was not established, many of them feel trouble and difficulty when
they introduce and manage the volunteer workers and their activities. Coping with this
problem, in our hospital, we constructed the three-layer-direction system which was
structured by the committee of quality management to work out the policy, the working
group for volunteer services to carry on the projects and the volunteer coordinators for
practical task. This system plays a role in the function of the volunteer directors in US.
Additionally, we defined the significance of volunteer activities in hospital to make
sense of the irreplaceable existence in each other with “Co-Presence”. Then, in this
context, we pointed out the three potentials of volunteer activities; one is the possibility
to activate the relationship in the hospital-community, second one is the will to act
against the suppressed power of the institutions, and the last one is the ability to explore
the new way extend outward of the framework of the institutions. Furthermore, we
suggested that to create the system of support-services for volunteer activities was most
important and critical for the purpose of continuous quality improvement and total
quality management.
Key words : Volunteer activities in a hospital, Support services for volunteer activities,
Continuous quality improvement, Quality management in healthcare
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特集：再論 ボランティアの未来を問う

「活私開公型」ボランティアを目指して
―公共哲学の観点から―
三

竹

眞知子

（青葉バリアフリーサポート 21（ABS21））
【要約】
人々の価値観や意識が大きく変化し、地域における人間の絆が希薄化してい
る昨今、相互扶助による共生社会の形成が望まれている。それは、多様で異質
な人々が、人間として尊厳を認め存在を承認しあう社会であり、その下支えを
するボランティアは、新しい公共の担い手として期待されている。
そこで、本論では、まず、公共哲学、および、個を活かして公共性を開くと
いう「活私開公」概念とボランティアの特性を検討した。次に、
「人間と社会の
関わり方」に基づくライフスタイルの特徴をボランティア論に援用して、ボラ
ンティア の行動スタイルを類型化し、公共哲学の観点から特徴と事例を示し、
それらの中から、理想的な「活私開公型」ボランティアの行動スタイルを提示
した。そして、
「望ましいボランティア・リーダー像」に関する調査票調査の結
果を分析して、リーダー像を類型化し、それぞれの特性を比較検討した。
「活私開公型」ボランティアは、公共哲学の観点から、理念および現場から望
まれるボランティアの行動モデルとその特性により、
「公共性に配慮し、多様性と
異質性をもつ他者との尊厳ある対等な関係を保つ市民的徳性を身につけている」
人間像であることが、本研究で明らかになった。このモデルを提示することは、
ボランティアの質の向上と実践現場の活性化に貢献するであろう。
【キーワード】
ボランティア、公共哲学、活私開公型ボランティア、市民的徳性
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1．序
最近、公共哲学という学問が注目されるようになり、人間と社会の関わりに
焦点をあてた「活私開公

1）

」という人間論がトピックとなっている。そこで、

本論では、
「活私開公」概念がいかなるもので、ボランティア 2）とどのように関
連づけられるのかを考察する。
少子化高齢化により家族の絆が薄れ、人々は相互扶助による共生社会の形成
を目標に試行錯誤している。ここでの共生社会とは、年齢・性別・国籍、障害
の有無など、社会的・文化的背景や価値観の異なる人たちが差別されず、お互
いに尊重し承認し支え合う社会を意味する 3）。
1995 年の阪神・淡路大震災におけるボランティア活動がきっかけとなり、こ
の年をボランティア元年として NPO や NGO の活動が活発化した。1998 年に
NPO 法が公布され、
「公共性」という言葉が、それまでの国家行政活動の公共性
という観点から離れ、
「市民公共性」などの「新しい公共性」がようやく議論さ
れるようになってきた（たとえば、宮崎 2007）。
人々の公共性に対する意識の変化を、内閣府の統計結果からみてみると、
「個
人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ」という人の割合の推移は、
2000 年を底に近年上昇を続けており、2008 年に初めて 50％を超え 4）、2010 年
には 50.9％となっている。また、
「社会に役立ちたい」という意識は、80 年代後
半から「（役立ちたいと）思っている」と回答した人が増え始め、1991 年には６
割を超え、2010 年には 65.2％であるものの、2009 年には 69.3％と過去最高であ
った 5）。物の豊かさから心の豊かさとゆとりを求める人については、1988 年以
降、過半数を超えた。このような価値意識の転換は、公共性と人生の質に対す
る市民意識の向上といえよう。このような時に、
「地域を見直し、社会的連帯作
用を活性化することが求められ、人々の支え合いと活気のある社会に向けたさ
まざまな自発的な協働の場（居場所と出番）としての新しい公共

6）

」が内閣府

から提起された。
全国社会福祉協議会（以下、全社協）が把握しているボランティアの人数（ボ
ランティア団体に所属している人と個人で登録している人の合計）は、7,385,628
人である

7）

。国民の社会貢献への意識は向上したものの実際に活動をしている

のは、総人口の 5％程度であろう。全社協は「好きなことを無理なく楽しく」を
謳って、ボランティア活動の担い手のすそ野を広げようと募集活動をしている。
最近のボランティア意識の変化をとりいれ、
「無理のない負担感のない楽しい活
動。ボランティア同士の対等でフラットな関係性。柔軟で以心伝心。できる範
囲でマイペース」を特色とし、組織運営については、
「グループの会則不要。活
動の出入り自由。フラットな組織運営で参加者の合議による合意形成。役割分
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担はするが、外の世界の上下関係はもちこまない」を呈示している(全社協
2008）。この「ボランティアは自由だ」の部分を鵜呑みにして、援助する側が身
勝手な支援を押しつけるなど、社会生活を送る上での基本的なマナーやルール
に無頓着な人たちが参入している現状がある。一部の奇特な人たちに担われが
ちだったボランティア活動が広がるにつれて、ボランティアの特性やボランテ
ィア・リーダーに望まれる資質が多様化している中、世代生成がうまくいかず
尻すぼみの団体がある。また、NPO 執行責任者が、市場原理や効率優先の考え
方でボランティアを「使う」場面が見受けられ、ボランティアとの対等性が維
持できず、活動の活性化が阻まれている現場がある。
そうした現状を乗り越えるために、ここで、山脇の提唱するグローカル公共
哲学（2008b）が考える「人間と社会の関わり方」に基づくライフスタイルの特
徴をボランティア論に援用して、共生社会を下支えするボランティアの行動ス
タイルを類型化し、それぞれの特徴を公共哲学の観点から事例を示すとともに、
その類型の中から、理想的な「活私開公型」ボランティアの行動スタイルを提
示する。その上で、筆者が実施した調査結果から描出した「望ましいボランテ
ィア・リーダー像」を提示しつつ、それらの諸類型とその特徴を検討して、あ
るべきボランティアの特性を明確にしたい。
「活私開公型」ボランティアは、イ
メージ化できなければ、実現できない。
総じて本研究の目的は、ボランティアの質の向上と実践現場を活性化するた
めに、人間論や存在論からアプローチした「活私開公型」ボランティアの特性
により人間像を明確に提示することである。それでは、まず、公共哲学とはい
かなるものなのか、検討していく。
2．公共哲学とは
広辞苑第六版（2008）で初出した公共哲学という言葉は、
「市民的な連帯や共
感、批判的な相互の討論にもとづいて公共性の蘇生を目指し、学際的な観点に
立って、人々に社会的な活動の参加や貢献を呼びかけようとする実践的哲学の
ことである」。公共性とは、
「広く社会一般に利害や正義を有する性質」
（広辞苑
2008）であり、この版で初めて「正義」が盛り込まれたことにより、公共哲学
とは価値中立的な社会理論ではないことがわかる。
「公共性」という言葉を軸にさまざまな社会問題をめぐる議論がなされてい
る昨今、公共哲学に関心や期待が高まっている理由は、①公共性とは、国家や
政府が担い手となる「公」ではない。また「市場」の論理だけではなく「民（人々）
を担い手とする公共」を取り入れる必要がある、②個人を活かしつつ公共性を
開くという「活私開公」に立脚されるべき、③「学問横断的な公共哲学」、④「思
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想と政策をリンクさせる学問」としての役割、などであり、これらを踏まえた
上で、複数の公共哲学が存在する（山脇 2004）。
グローカル公共哲学は、現場や地域に根ざしながら、全地球的な視野で公共
的な諸問題を論考する学問である。1990 年代から NGO でうたわれた「グロー
バルに考え、ローカルに行動せよ」という標語を哲学的に深め、様々なパブリ
ック・イシューを「自己と他者の関係性」という観点から捉え直す人間論を基
盤としているところに特徴がある（山脇 2008a;2008b）。
公共哲学における最小基本単位は、誰もが生活を営む上で欠かせない「自己
－他者－公共世界」理解である。ここでの公共世界は、身内以外の第三者と、
「価
値理念を媒介とするコミュニケーション」
・「共有しあうルール」
・「公共善

8）

」

から成り立つ。自分では選べない自然、文化、歴史環境による制限はあるが、
「自
己の地平に止揚不可能な他者との応答」を通して、理性だけでなく、想像力や
共感力で苦楽を分かち合い、人間存在を豊かに生成していく。公共世界の基盤
としては、公共善、徳倫理、義務倫理が重要であるが（山脇 2008a）、何よりも、
アーレントの薦める「活動する人々のコミュニケーション」が基底に在る

9）

。

自他の相互尊重によるコミュニケーションは、ボトムアップ型の市民の公共活
動を活性化させるエッセンスなのだ（山脇 2004）。
次に、人と組織の調和を実現するのに欠かせない市民的徳性について検討す
る。これは、応答的・生成的な「自己－他者－公共世界」理解を活性化させ、
自己の権利と公共の福祉のバランス感覚を養うもので、シビック・ヒューマニ
ズムと呼ばれる。山脇によれば、
「徳」は、人間の内発的「応答的」行為に基づ
く人間の自己実現としての幸福と結びつく「生成的」な倫理であり

10）

、そこに

は親分子分関係ではない信頼関係が結ばれる。このような市民的徳性とは、具
体的にいかなるものであろうか。21 世紀の市民性教育政策研究（ジョン・コー
ガン 1998）の報告によれば、「求められる市民的資質・能力」として、①グロ
ーバル社会の一員としてアプローチできる能力、②社会の中で人々と協働し、
自らの義務に責任を持つ能力、③文化的差異に対して、理解・受容・評価・寛
容である能力、④批判的に考える力、⑤非暴力的に対立解決する意志と意欲、
⑥環境保護のため生活スタイルや消費慣習変革の意志と意欲、⑦人権感覚と保
護する能力、⑧地域共同社会、国家社会及び国際社会における政治に参画する
意欲と能力を挙げているが（二宮 2007）、これらの形成を促すのが徳性であろ
う。また、晩年のアダム・スミスは、
「もう一人の自己」になって利己的な自己
の活動の適宜を判断できるような徳性を身につけるべきだとし、
「身内以外の公
平な観察者の共感」によるチェックの視点を強調したが

11）

、これは、社会的弱

者といわれる人々を代弁して問題提起や提言をするアドボカシー活動や政府の
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公的活動を補完したり批判したりする活動への端緒となった（山脇 2008a）。
義務は市民が守るべきルールであり、基本的人権を公共活動に活かすことで
ある。山脇が指摘するように、
「自発行為の徳と義務としての責任」がモラルの
本質であり、ボランティアは「市民的義務ではなく、市民的徳性に属する」
（2008a）。
次に、「活私開公」概念について検討してみよう。
3．「活私開公」とは
「活私開公」の「私」とは、一人ひとりの個人のことである。
「活私開公」と
は、理想とする規範的な「個人－社会」観、すなわち、個々人の「自己」理解
が「他者」への理解、ひいてはより良き「公共世界」観の形成へと結びつき、
人々が自己実現をめざして活き活きと暮すための社会観である。ここでは、
「公
共性と個人のかかわり方」という根源的な問題について検討する。
「活私開公」の対極にあるのが、1930 年代から終戦までの日本において称賛
された「滅私奉公（個人を犠牲にして公に尽くす）」というライフスタイルであ
る。この場合の「公」は、国家組織を意味していた。現代においても、企業な
どの組織に尽くしすぎた結果の過労死・過労自殺の悲劇が起こっている。また、
この時代への反動として、1980 年代から過度の個人主義的傾向による「滅公奉
私」
（日高六郎の造語）が公共性や公的なものへの関心を喪失させている 12）。ま
た、引きこもりなど、他者感覚の希薄な人々が増加しているが、これを「滅公
滅私」的ライフスタイルと呼ぶ。基本的人権の保持は、国民に課せられた義務
だという自覚がなく、受動的な生活態度をとるのも「滅公奉私」とみなしうる
（山脇 2008a）。
そこで、個が活かされない事態を打開すべく、公共哲学の観点から「活私開
公」のライフスタイルという理念が打ち出された。この理念において重要なの
は、
「人間の自由な自己形成」と「他者との自由なコミュニケーション」と「そ
れらに基づく公共世界の創出」であり（山脇 2008a）、この理念において、自己
－他者－公共世界理解が根源的に結びつき、他者の尊厳を媒介として、個人の
尊厳と公共性が両立する。すなわち、個人の権利と公共の福祉（＝人々の公共
善）は、補完しあうのである。
4．「活私開公」型のボランティアへ
ここでは、
「活私開公」型ボランティアについて検討する。ボランティアの特
性 13）を公共哲学の観点からみてみると、理念として「主体性・連帯性」があげ
られる。連帯性には公共性（社会性）が含まれ、
「公共性は他者との関わりを通
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じた自己実現性」（山口 2009）に関連する。主体性があるがゆえに「権利と義
務」の実践活動である。ボランティア活動として、社会開発や発展のために先
駆的な現場を活動先とすることは、
「困難な状況に身を置くことで承認される自
己尊厳欲求」ではないかという推論もあり（山口 2009）、
「アイデンティティ形
成の契機」（関 2008）といえよう。
共生社会を「市民の立場から実現していく働きをもつ」のがボランティア活
動である（中嶋 1999）。多様な状況に応じた判断力としてのプロネーシス（熟
慮、賢慮）と他者や公共善に対する公共的感情や公共的想像力により、ボラン
ティアがそれぞれの現場において共生社会の一員として実践することが重要で
ある。公共善とは、他者との協働や連帯を通してつくりだすものであるから、
グローカル公共哲学により、多文化共存の観点が強調されると、ボランティア
は「地球レベルでの公共性」を念頭に置き、他者と協力して、グローバルな諸
問題と真剣に取り組むだろう（山脇 2004）。
ボランティアする側・される側双方がお互いに人格を認めあい「尊厳のある
対等な関係

」（金子 1992）を結ぶところに、対話が成立する。これを産み出

14）

す人間関係力は、ボランティア経験により培われた①自他理解能力（自己理解
を深め、他者の多様な個性を理解し、相互承認により行動していく能力）
、②コ
ミュニケーション能力（多様な集団・組織の中で、コミュニケーションや豊か
な人間関係を築きながら、自己成長を果たしていく能力）である（三本松、朝
倉 2007）。また、自己－他者－公共世界理解の固定化を防ぎ、可変性や自己変
容を促進する性質として「ボランティアのバルネラビリティ

」（金子 1992）

15）

は重要である。既述の「求められる市民的資質・能力」の基盤は、ボランティ
ア経験により獲得されることがみてとれる。
これまでみてきたように、
「活私開公」は、個人と組織を活き活きとしたかた
ちで両立させることを理想とする枠組みである。しかし、ボランティアの組織
化により、継続的に安定した活動の提供が可能であるが、個人の自由と組織の
葛藤が生じる。組織の利益を追求するときにも、基本的人権と調和することが
望まれる

16）

。ボランティアの利己目的としての自己実現と、徳としての利他的

公共性が、一方に偏ることなく追求されるのであれば、それらは補完して調和
する。このことは、利己的活動から利他的活動へという人々の意識傾向の反映
と支援者と被支援者の双方向性というボランティアの本質の変化を示している
（阿部 2009）。
「開公」に求められる公共性の意味は、公開性、公正性、公益性を兼ね備え
た言葉であり、他者との対話を通して、個人の自己実現や尊厳が発揮される。
「開
公」といっても、社会参加レベル（意見交換レベル・アドボカシーレベル）―
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政策立案レベル（意思決定レベル）―政府の公の監察レベル（評価レベル）な
どがあろう。社会参加経験がなく、お上意識の強かった人たちは、社会参加す
るにも勇気がいる。会議など人前で「意見を言う」ことも、ひとつのエンパワ
ーメントである。
ボランティア活動自体は、個人を忘れて公共性だけを目的化すると、「お上」
に従うという発想に繋がり

17）

経済効果、また、人が自律

18）

、経済を目的化すると損得勘定に陥る。公共性や
・自立し自己実現するなどの有用性に関連する手

段ではなく、根源的な存在承認にいたるボランティア活動そのものが「生の充
溢・歓喜」なのである（渥美 2000）。
次に、活私開公のライフスタイルを援用し、ボランティアの行動スタイルを
類型化し、各々の特徴を述べた上で、イメージ化できる理想型を提示したい。
5．ボランティアの行動スタイル
（１）ボランティアの行動スタイル類型とその特徴
ここでは、活私開公概念に依拠した価値観とライフスタイルを援用したボラ
ンティアの行動スタイルを、公共性に焦点をあてて可視化する。自己‐他者間
の私的要素（私的領域）を X 軸、公的要素（公共空間）を Y 軸として直交させ
ると、座標平面に「滅私奉公」
「滅私開公」
「滅公滅私」
「滅公奉私」
「活私開公」
の５領域があらわれる 19）（図 1 参照）。次に、それぞれについて、説明すること
にする。

図1

公私の要素とボランティアの行動スタイル関連図（山脇直司「活私開公論」より

三竹が作成 2009）
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①「滅私奉公型」ボランティアの行動スタイルの特徴（公＋、私－領域）
個人を犠牲にして公共（組織）に尽くすボランティアの行動スタイル。利他
的自己犠牲的な全体主義的な性質を帯び、個人が尊重されない。この場合の公
共は、政府や所属組織や規律・イデオロギー・宗教など、一人ひとりの「私的
側面」の次元を消滅させるものを指す。
組織一辺倒で、自分や家族よりボランティア活動を大事にする。事実を隠蔽
してまでも組織を守り、縦組織のヒエラルキーを大切にする。肩書きが重要で、
命令して上意下達を進める。親分子分関係を結び易く、体制への動員傾向があ
る。
②「滅私開公型」ボランティアの行動スタイルの特徴（公＋、私－領域）
ボランティア組織のリーダーや信仰によりボランティアをする人に当てはま
るケースであり、組織や神仏のために滅私する。己を無にして他者と公共善の
ために協働する行動スタイルである。ボランティアではないが、公務員や医師・
教師などがあてはまる。
③「滅公滅私型」ボランティアの行動スタイルの特徴（公－、私－領域）
公共心の向上のみならず、自己を発展させようという意欲も欠如した、何事
にも無気力無関心な行動スタイル。公共世界に対し無関心である。
④「滅公奉私型」ボランティアの行動スタイルの特徴（公－、私＋領域）
他者との関係で成り立つ公共性を無視して自己利益のみを追求する自己中心
主義（ミーイズム

20）

）で、自由放任で公共精神が欠如し、他者や公共的ルール

にはあまり関心がない。
⑤「活私開公型」ボランティアの行動スタイルの特徴（公＋、私＋領域）
個々の異質性・多様性を認め人権を尊重し、自己実現を目指しながら、市民
的公共性

21）

を開花させ、政府の公を開いていくボランティアの行動スタイル。

政府が担う公に対しては、行政の公共施策に関する情報公開や参画・協働を求
め、正当性をチェックしていく。個人ベースでの自己‐他者了解は、対等な人
間関係が基盤にあり、双方の個の人権が尊重され、お互いが自己実現をはかる
ときに、相手の足を引っ張らない。
「活私開公」にとって最も重要な倫理は徳で、
自己の自由や幸福を実現するために、他者の自由や幸福を侵害しないように務
める。
組織としては横つながりのネットワーク型組織で、メンバーは対等、役割に
よる関係性を保つ。
「誰でも」は、多数派が少数派を同化や統合する意味ではな
く、多数派が少数派に譲歩や優遇措置をとるのでもない。それぞれの長所が短
所であるという意味において相補関係で役割を果たす。少数派・多数派に拘わ
らず、双方対等な「相互承認

」を理想とする（入江 2000）。すなわち、他者

22）
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との応答により、現場性と地域性の多様性の相互理解を重視し、
「大同小異」や
最大公約数などで安易に調整せず、意見の相違があれば、
「和して同ぜず」の態度
で（山脇 2008b）
、相互承認によりすみ分け、相互実現にいたる。
（２）事例の提示
上記のボランティアの行動スタイルを、実践活動の事例から類型ごとに記述
してみよう。
①「滅私奉公型」ボランティア
その 1

ヒエラルキー体質をもちこむワンマン理事長と取り巻きボランティア

企業のトップクラスだった後期高齢の A 氏は、自己実現のために NPO 法人
を立ち上げ、元の部下に事務局を任せて、理事長としてワンマン運営で統括し
ているが情報開示する気配がない。過去の権力・権威を用いたパワーで押し切
り、会議とは名ばかりで、重大な問題ほど独断し採決しない。行政などの上部
や議員に知り合いがいて、財源を引き出すのがうまい。行政も扱いは丁重で、
依頼されると協力を惜しまない。マスコミ関係者にも顔がきき、取材や広報に
現役時代のコネクションをフルに活かすのは長所であるが、「俺に事務をさせ
るのか」と女性会員に威張り横柄にコピーをとらせたりする。
このような上意下達の組織形態や倫理観が染み付いた体制においては、内輪
のトラブルに対しては緘口令をしき、外部に漏らさないことが鉄則である。委
託・助成関連など対外的な審査用に提出された会則・役員名簿・会計書類など
は完璧で、立派な団体として通用している。たとえ会計処理に公私混同の疑惑
があったとしても口封じされる。理事長の個人資金が財源で、オーナー理事長
である場合、公私混同に陥りやすい。
このような体制下では、異世代交流は難しい。異議を申し立てる若輩は、建
設的な批判でも、会議の席上で理事長に反論したとして孤立させられてしまう。
改善提案は受け入れられず、影で愚痴を言う人たちが増え、大事にされなかっ
た人たちは、静かに脱会していく。
このような場合、自分を抑え、ひたすら目上の A 氏に従っている忠実なスタ
ッフが「滅私奉公型」である。指示系統は常にトップダウンで、取り巻きたち
は、後生大事と現体制堅持の働きをしている。歪んだ関係ではあるが、このイ
エスマンたちが堪忍袋の緒を切らすまでは安泰である。
その 2

責任感が過度なボランティア

責任感が強いと活動にのめりこみ、自分を追い込んで無理をすることがある。
定年退職したばかりで「毎日が日曜日」の B 氏は、入会したばかりの NPO で役
職を得、ボランティア作業に勤しみ、自分自身の習性で「滅私奉公型」の活動
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を続け、家族から退会勧告された。持ち前の責任感でボランティア活動にはま
り、中毒症状を呈してしまったのだ。所属団体の理念は、
「活私開公」なのだが、
本人の習性で「奉私」活動となり、家族には「滅私奉公」とみなされた。市民
活動で家族を犠牲にするのは望ましくない。B 氏はその後、地域の公営施設で
IT 技術の活かせる非常勤スタッフ（有償ボランティア）の職を得て、家族は納
得した。
②「滅私開公型」ボランティア
利他的公共性のある活動をするボランティア団体の創始者にありがちで、納
期のある仕事を抱え込んで、会員に仕事を分担することができず、滅私状態に
陥ってしまう。
ボランティアではないが、官僚や医者などが、
「自分を犠牲にして、社会に貢
献する」、「自己中ではなく、利他中になる」のような「エリート主義」宣言を
する場合がある。ただし、これを他者に押しつけることはできない。
③「滅公滅私型」ボランティア
ボランティア活動は、元来、公共目的であり「滅公」はありえないのだが、
やる気がないのに不本意ながら不承不承引き受けた「雇われ会長」は、立場上
引き受けたため自主性に乏しく、その会は活性化できない。また、理事が無給
のボランティアで、有給の専従職員主導体制になると、理事長とは名ばかりの
「滅公滅私型」になるケースがあり、理事たちは運営に参画できず、会議は評
議型の事後承諾の場と化す。
④「滅公奉私型」ボランティア
企業社会を引退し、地域のボランティア活動に初めて参加し、チーム・リー
ダーに抜擢された C 氏は、反対を押し切り、スタッフの力量に比して無理な活
動計画をたてた結果、資料整理作業が過重になった。運営委員会の決議にも従
わない逸脱型である。対話の習慣はなさそうで、独善的な主張やパワハラで障
害者・女性・若者など弱い人たちを傷つけていても気づかない。スタッフに対
する作業の要求水準が高く、技術的に対応できないスタッフは、そのチームか
ら抜けていった。
「言い出しっぺは損をする」の原則により（金子 1992）、自分で言い出した
ことには責任を負わなければならないのだが、役割を放棄し作業が放置された。
自分の作業を時給換算して対価を算出し、
「無償ではやりたくない」と言い、会
長や助成元の組織に八つ当たりして対決姿勢をとる。チームワークで事を運ぶ
場合は、引き受けられないのならリーダー権限を委譲してくれれば次善策もあ
るのだが、それもしない。辞職勧告はもめごとであり、表ざたにしたくない「和」
の信奉者がいると総意が得られず、軋轢ばかりが残る。
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⑤「活私開公型」ボランティア
その 1

リフレクション（自省）して応答的なボランティア

企業を退職したばかりの D 氏は障害者とのおつきあいは初めてで、
「支援され
る人・する人との対等性」と言われても、どう振舞ってよいかわからない。バ
リアフリーマップ制作に参加して、同じ障害でも程度や状態が違って多種多様
であり、障害者の目線を学ぶには、障害者本人から教わらなければならないこ
とに気づいた。それぞれの多様性・異質性を認めて理解に向けて対話して解決
法を導き出すことが対等性の意味だと合点した。人との関係性は固定されてい
ないので、TPO に応じて多次元的に対応することを学んだ。人間本来の資質に
対して敬意を表すると、障害者が心を開いてくれて、話がスムーズにできた。
ただし、政府の公をチェックすることには無関心で、社会参加レベルの「開
公」をしている。
その 2

役割の自覚により変容したボランティア

病気で失明した直後、失意のどん底にいた E 氏は、勤務先で使っていた IT や
パソコンの技術を同じ障害の仲間たちに教えることにより、自分の役割と歓び
を認識し、情報化支援者として積極的に活動している。また、IT サポーター養
成講座の講師として、一般市民対象に教えられることが誇りだ。入会当初は、
家族の送迎が必要だったが、今では、単独歩行ができるようになった。社会参
加レベルの「開公」である。
その 3

エンパワーしたバリアフリー・ボランティア

《原稿作成→写真撮影→HTML 化→修正→アップロード→ユーザーによるア
クセシビリティ･チェック》という流れ作業のチームワークで HP を制作するス
タッフの H 氏は、脳血管障害者である。自分の書いた原稿と撮影した写真の掲
載された HP を自宅で初めて見たときの感激を「病気が治ったような気がする」
と表現した。罹患する前に営業や研修部門で培った能力を再生することができ、
リハビリ効果があったと喜んだ。点字ブロックの設置ミスを見つけて土木事務
所に修繕依頼したり、ノーマライゼーションの伝道者を自認して、自発的に「開
公」活動をしている。
（３）ボランティアの行動スタイルの理想型
これら 5 類型の中で理想的なボランティアの行動スタイルは、何であろうか。
それは、「活私開公型」である。なぜならば、個人（自己）を活かすと同時に、
他者および利他的公共性が追求されているからである。
「滅私奉公型」
・
「滅私開
公型」では、燃え尽き症候群に陥りやすい。「滅公奉私型」
・「滅公滅私型」は、
公共性が欠如しているため、ボランティア活動として成立しない。
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また、
「家族や親族間の助け合いや近隣での相互扶助が、ボランティア活動を
行う人との個人的な関係に基づく性格のものなので、ボランティアにはならな
い」（阿部 2009）。すなわち、私的領域における相互扶助のボランティア活動は
成立しない。
以上、みてきたように「活私開公型」が理想の姿であることが明らかになっ
た。
時代が変わりつつある今、活私開公型で、一人ひとりの資質や才能を引き出
し、独創性、創造性に富んだ人間を掘り出し、リーダーとして認めて支える社
会を形成したいのだが、どのようなボランティア・リーダーが望まれているの
であろうか。筆者は、このような問題関心により、横浜市のボランティア活動
者が考える「望ましいボランティア・リーダーの特性」を調査し、その結果を
分析して、リーダー像を描出した（2008）。そこで、その結果を詳述することに
する 23）。
6．調査票調査
横浜市は全国に先駆けて市民との協働事業推進に積極的に取り組み、政治・
行政の力ばかりではなく、地域のボランティア・リーダーなどの民間活力によ
り成長してきた。調査対象は、横浜市市民活動支援センターを拠点として活動
するボランティアである。
（１）概要
回答者は 106 名、
「男性」56％・
「女性」44％、
「60 代」が 31％で一番多く、
「50
代」22％・
「40 代」18％・
「30 代」12％で「20 代未満」はいなかった。職業別で
は、
「定年退職者」31％・
「会社員」と「主婦」は同数で各々20％・
「自営業」12％・
「学生・生徒」は 5％であった。有職者 37％・無職者 63％で、定年退職者及び
60 代が 30％以上、そして、障害者手帳の「非保持」84％・「保持」14％・無回
答 2％であった。
（２）望ましいリーダー像素描
11 の項目ごとに、どの程度重視するかを質問し、「 1 重視しない
重視しない

3 やや重視する

2 あまり

4 重視する」の 4 段階で一つだけ回答してもらっ

た（図 2 参照）。回答者数は 106 名で、複数回答のため回答総数は 545 であった。
望ましいボランティア・リーダーの構成要素の項目ごとに、得点が高いほうが
重視していることを表している。
「重視する」の部分に注目すると、
「①差別なく交流する姿勢をもち（16％）、
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②常に他の意見を尊重して関わり『対話』を通して皆の意見をまとめることが
でき（13％）、③自分を理解すると同時に他人の理解ができ（12％）、④公正・
公平な態度・行動を心がけて対話する（9％）」となった。以上の結果を受け、
「非
差別・対話重視・自他理解・公正・公平な態度・行動を心がけるリーダー像」
が求められていることがわかった。

図２

リーダーの望ましい姿（n＝106）

（３）望ましいボランティア・リーダーの４類型
ここでは、
「望ましいボランティア・リーダー像」を主成分分析により全体像
を概観し、項目相互の関連をみるために、樹形図を作成してグループ化した。
この結果、項目間に以下のような関連が読み取れた（図 3 参照）。この結合状況
から判断して、クラスター数を 4 とした。①[{(公正＋対話)＋(自他＋多様性)}
＋対等]＋意見＋適材適所、②率先、③自尊＋公共、④経験である。
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図３ 樹形図

次に、主成分得点を用いてクラスター分析し、回答者をグループ化して類型
化した。まず、主成分分析で求められた第 1 主成分得点及び第２主成分得点を
用いて、回答者をグループ化して、類型化した（図 4・図 5 参照）。

図４

望ましいボランティア・リーダーの類型
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図５

散布図

それぞれのタイプの特徴を象限ごとに見ていく。第一象限は、61.3％に支持さ
れた「望ましいボランティア・リーダー像」で、X・Y 軸双方向ともに積極的な
群である。基底の主要成分は、第一に「公正」で、順に、
「対話、多様性、自他
理解」である。全ての要素を重視するエネルギッシュなリーダー像だと読みと
れる。第二象限は、経験重視で対等意識があまりない。第三象限は、やる気の
ない無気力型で、リーダーシップとは無縁の「消極的な人たち」のようだ。抽
選か輪番制でやむなく引き受けた人の特徴であろう。第四象限にあるのが、
32.1％が支持している 2 番目に望ましいタイプであり、経験・公共性・率先垂範
をあまり重視しない。このようなまとまりの特徴を、1: 「経験重視ワンマン型」、
2:「オールマイティ創発型」、3:「他律型」、4:「維持調整おっとり型」と命名
した（図 5 参照）。
「オールマイティ創発型」の特徴は、①公正重視で対話する、②自他理解に
より多様性を認める、③人格上対等で、差別なく交流する姿勢がある、④意見
を明確に言い、適材適所で人を活用する、⑤率先垂範する、⑥自尊感情があり、
公共の利益を重視する、⑦経験を重視するであった。これらは、グループの創
設期、あるいは、建て直し期のリーダーに特有であり、全ての要素をもつエネ
ルギッシュなリーダー像のように見受けられる。
一方、「維持調整おっとり型」は、「率先垂範」、
「自尊感情」、
「公共の利益」、
「経験」をあまり重視しない「がんばらない」安定期のリーダー像といえそう
である。これら二類型の合計は 93%になる。「経験重視ワンマン型」は、公共
の利益をやや重視するが、対等性の意識は欠如しているので「俺についてこい
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型」ともいえよう。やる気のない「他律無気力型」は、リーダーシップとは無
縁で消極的なリーダー像が読みとれる。
（４）調査結果と考察
横浜市のボランティアの意識傾向として、ボランティア・リーダーは、第一
に「オールマイティ創発型」、第二に「維持調整おっとり型」が望まれているこ
とが読みとれた。今回適用した分析手法によって把握可能な事柄に限界はある
が、およその傾向が示せた。しかし、サンプルデータが 106 件という不十分な
量での分析であり、不安定な要素もあるため、今後のための探索的な分析結果
であることを明記しておく。
樹形図から①自己と他者との関係性に拘わる特性、すなわち、自立性と人間
関係力、②行動力（実行力）、③公共の利益重視、④経験の4種のカテゴリーが
見出された。次に、第一主成分得点を得点数の高い順に並べると、
「公正/公平・
対話・多様性（寛容）・自他理解・率先・適材適所（人材活性力）・対等性（非
差別）・公益性・自尊心・意見・経験」である。最も重要視されている成分は、
「公正・公平」であり、
「経験」はそれほど重視されていないことが読みとれた。
ボランティアの 93％が、リーダーが意見を明確に言うことを望んでいること
が判明した。従順が美徳だとする人たちにとって、リーダーに対する反対意見
は出しにくいし、リーダー発言は影響力が大きいので、リーダーの意見表明の
タイミングは難しい。自分の意見は全く言わず、調整に徹するリーダーも存在
するが、リーダーが意見を明確にして、争点を明確にすれば問題解決に繋がる
であろう。
公益性と経験はあまり重視されていないことが読み取れた。経験重視のワン
マンタイプが公益を重視していたが、心のバリアフリーなどのソフト面よりは、
道路や建物のバリアフリー化などハード面を重視することの現れであろう。
政府に対する要求依存型の市民運動から、市民的公共性の自立的な担い手と
しての市民活動に転換している現状に鑑み（入江 2000）、今回の調査で、①政
府の公共活動のチェック、②政策提言をしているか、などについての設問設定
をすることが、今後の課題といえよう。
7．「活私開公型」ボランティアと望ましいリーダー像との比較検討
5－(1)－⑤で示した「活私開公型」ボランティアの特性は、①応答的‐生成的
な公共世界理解により対話を通して変容する、②多様性を認め人権を尊重する、
③他者のケアにより対等で相互承認し、エンパワーして相互実現に到る、④自
己実現により存在承認する、であった。一方、6 の調査から導かれた「オールマ
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イティ創発型」の特性は、①公正・公平重視で対話、②自他理解による多様性
の承認、③人格上対等・非差別、④意見の明確化・適材適所の人材活用、⑤率
先垂範、⑥自尊感情・公共の利益重視、⑦経験重視、であった。
公共哲学の観点から理想型とみなされた「活私開公型」ボランティアの特性
と調査結果により描出された「オールマイティ創発型」の特性には、近似性が
あることがみてとれた。
8．本研究の考察と課題
公共哲学の理念から導かれた「活私開公」とは、個人と社会との間に、相互
に利益をもたらす関係性を構築・維持しながら社会全体と効果的な関係を育て
ていくコンセプトであり、
「活私開公型」ボランティアは、公共哲学を基盤とし
た高い「倫理観」に基づく「双方向性コミュニケーション」と「自己修正」に
より実践することが肝要である。理念から導かれた「活私開公型」ボランティ
ア、事例研究で報告したモデル、そして、調査票調査結果のリーダー像の特性
が近似していることが、本研究から明らかになった。ボランティア・リーダー
が、このようなボランティアの特性を十分に理解して、組織の中での役割を果
たしつつ、自分も人も活かすことができれば自己変容し、生存承認によりエン
パワーできる。自己－他者を相互に認め、人格的に対等につきあえるボランテ
ィアたちが、
「公共世界は上から与えられるものではなく、我々が生成させる世
界だという考え方」で、それぞれの活動現場で実践していくにあたり、次のよ
うな課題を呈示する。
（１）あるべき活私開公型への軌道修正
「活私開公型」ボランティアは、様々なプロジェクトに多次元的に関わり、
対話・情報開示を重視し、個々人の資質・能力を引き出して活かす活動をして
いる。「滅私奉公型」と「滅公奉私型」は表裏一体であり、リフレクションと
工夫により、「活私開公型」に転換可能である。「滅私奉公型」は、個々人が自
立して「活私」する努力をし、
「奉私型」は公共精神、すなわち、身内以外の第
三者へのケア精神を涵養する必要がある。
「活私開公型」は、多様性･異質性を認め、脱管理体制を好むがゆえに、個々
人は活き活きとしていてバラバラに見える。自組織が安定すると、構成員が親
密度を増し、コミュニティ自体が閉じてきて、「開公」の姿勢、すなわち、社
会貢献に対する意欲が衰えてくることもある。閉じかけた時には、よそ者など
外部からの新風や創造的な変革により、また、開き過ぎてバラバラになりかけ
た時には、理念に立ち返って核づくりをするというように「バラバラで一緒」
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の組織体のリーダーには、公共への開閉度に敏感で、スイッチ切り替えのタイ
ミングの判断力と行動力を要する。「活私開公型」ボランティアとは、リフレ
クションしながら軌道修正していく理想像なのである。
（２）対等性の確保
「活私」したボランティアは、客観的に問題の本質を把握し、各々自立して
変容しつつ、相互承認の関係を保ち、お互いの人格を認め合う。お互いに尊厳
のある対等な関係を維持するには、どういう状態が双方にとって適切なのかを、
不断の応答とリフレクションにより確認する必要がある。質的な対等性は不可
視であるが、自己変容し新たな価値観のもとに、新たな枠組みの中で生きると
いうことを自己決定できたときに、相互変容の可能性が生じるであろう。
長年の職場勤めで身についたヒエラルキー型の人間関係のとり方や生活様式
に慣れ親しんできた定年退職者は、男女を問わず、地域での人間関係のつくり方
に不慣れである。頭で理解し実践していても、行動するのが難しい。ところが、
外資系企業や海外勤務体験者は、長年の異文化理解体験で、社会的・文化的背
景や価値観の異なる人たちとの対等なかかわり方に習熟しているため、地域に
おいても異年齢・異性・障害のある人たちとの対等な人格上のふれあいが身に
ついている。切磋琢磨し自己変容して、人格形成してきたことの現れであろう。
（３）公共性
ボランティアは、損得判断はせずに、止むにやまれず行動を起こしてしまう
というケア衝動があるから、公共性に対する資質の有無が最重要になろう。担
い手の普及活動を優先して敷居を低くすると、
「奉私型」が増加し、ボランティ
アの質や価値の低下が懸念される。
全社協の報告をみてみると、「無理のない負担感のない楽しい活動」
「対等で
フラットな関係」など、
「活私」への配慮があるが、
「以心伝心」の合意形成は、
言語を手段としたコミュニケーションではないので、総論がよくても、各論で
の葛藤が起こりがちである。現場では、組織の運営方針に関する規則がなく自
由放任で、崩壊に至りつつある「滅公奉私型」の団体を散見するので、
「会則不
要」については同意できない。ルールのない体制では、独裁型や寡頭制リーダ
ーの独断を大目に見る体質とも裏腹で、影の実力者を温存させてしまう。
「好き
な時に好きなことを好きなだけ」のボランティア活動は、その体制を支える組
織運営・ルールが機能していなければ存続不可能なのである。また、
「開公」に
ついての言及が見当たらない。ボランティア初心者におもねるのではなく、公
共哲学の観点を重視したボランティア普及が課題である。
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活私開公を目標にしていても、世代生成 24）できず膠着化している団体がある。
戦時教育を受けた人たちは、加齢による頑迷さだけでなく、
「勝ちたい意識」が
他世代より旺盛で、習性を変えることは難しいようだ。生活の質的向上や自己
実現を希求する市民のライフスタイルとしてボランティア活動を定着させるた
めにも（牧里 2005）、徳および義務に由来する公共性を譲れない価値として、
焦点をあてる必要があろう。
そもそも「公共性」とボランティアとは、深い結びつきがある。なぜならば、
公共性もしくは、公共の利益の実現は、ボランティアの目指すところである。
「世
界全体に個別的な異なる世界が併存していて、公共世界を一緒に作り上げてい
く」という考え方により、どこに住んでいようと、地球規模の精神世界で、全
人類の行く末を自分事ととらえ、「自己－他者－公共世界」理解に努め、「新し
い公共」の担い手となる「活私開公型」ボランティア像を提示することに意義
があるといえよう。
社会が軸を見失っている今こそ、市民ひとり一人が自分の人生の生き方を考
え、過去の社会思想の変遷を学び、グローカル公共哲学的観点を身につけるこ
とにより覚醒し、多様性と異質性をもつ他者との尊厳ある対等な関係を保つ市
民的徳性を備えた「活私開公」型ボランティアをイメージして実践活動に取り
組めば、ボランティアの質は向上し、国内外の実践現場の活性化に貢献できる
であろう。
【注】
1)

「活私開公」という言葉は金泰昌により命名された（山脇 2004:37 ; 今田
2005:273）。

2)

本論では、ボランティアという言葉を、金子と同様の用い方をする。すな
わち、「ボランティア活動」、「ボランティア活動をする人」、そして「ボラ
ンティア活動をすることの背後に在る考え方など、自発性を共通項とする、
行為、人、概念を表現するものとして、使っている（金子 1992:2）。

3)

井上・桂木・名和田 1992 ; 野口・柏木 2003 ; 寺田 2003 ; 三重野 2007.

4)

「平成 20 年版国民生活白書」参照。

5)

内閣府世論調査参照（http://www8.cao.go.jp/survey/index-all.html. Accessed
October 9, 2010. ）。

6)

「新しい公共」宣言（案）参照（2010 年 5 月 14 日第 7 回「新しい公共」
円卓会議資料[web page]. 内閣府 Web site. Available at
http://www5.cao.go.jp/entaku/shiryou/22n7kai/pdf/100514_01.pdf. Accessed
October 4, 2010.）。
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7)

「ボランティア活動年報 2005 年」参照。

8)

公共善とは「人々が公共世界で共有しあえる価値あるもの」であり（山脇
2008b）、公共の福祉や人々の幸福とほぼ同義と考えてよい（山脇 2008a）。

9)

コミュニケーションの方法として、合意形成型（ハーバーマス）、闘技型（リ
オタール、フーコーら）、異質な他者を承認しあう多文化的公共世界を創出
する対話型コミュニケーション（テイラー）などがある（山脇 2008a）。

10） 山脇（2008a:40）参照。金泰昌は、公共哲学を人の道としてとらえ、
「普通
の市民の・による・のための・とともにする知・徳・行の連動変革」をめ
ざし、
「幸福をめざす持続的な探求の旅路」だと述べている（金・世古 2009：
221,231）。
11） アダム・スミス 2004:1-2．
12） 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た。かといって、自己選択と自己責任が要
求される現代を生き抜くのは難しい（山口 2009）。そうした現代社会に不
適応な個人が増加している。このような状況もミーイズムを輩出する一要
因なのではなかろうか。
13） ボランティアの特性については中嶋（1999:5）、阿部志郎（2001:38）参照。
「ボランティアの本質や、領域、およびボランティアの特性の変化の方向
性が変化している」（阿部弘之 2009)という指摘があるが、「関係性や繋が
り意識の連帯」
（金子 1992）、グローバル多元化社会を見据えた「対等な関
係」における「生活防衛型」（中嶋 1999）、「権利」と「義務」の両立の実
践（川村 2006）、
「臨床性」
（三本松・朝倉 2007）、
「学習性」
・
「非営利性」・
「自己実現性」（山口 2009）など多様である。
14） 国籍、性別、出身地、家庭環境など、個人の「属性」を任意に捉えて差別
するという社会を放置しておくことは、いずれ自分も不条理な理由で差別
されうる危険性を負っていることを意味する（金子 1992:109）。また、ブラ
ウによる社会的関係のタイプによれば、自分と社会の依存性と自律性に関
・

・

・

・

・ ・

・

・

・

・

する新しい価値観に基づく、いわば「尊厳のある対等な関係」が求められ
ている（金子 1992:174、傍点筆者）。
15） ボランティアは、困難な状況にある人に遭遇したとき、自分とその人との
相互依存性を認識し、ボランティアとして相手や事態にかかわることで自
らをバルネラブル（＝ひ弱い、他からの攻撃を受けやすい、傷つきやすい）
にするという（金子 1992:111-112）。
16） 生まれながらに保障されるべき基本的人権として自由権（精神的・経済的・
身体的・性的）、平等権（公正）、社会権、人格権、交通権、情報へのアク
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セス権、市民権などがある。これらの人格価値が保障されることが人権尊
重である。
17） 山口は、ボランティアの自発性による無定見な行動から国家に利用される
可能性があるなどの従順な特性（入江論文）、また、組織化や事業化による
公共性の強調により、個性的な活動への倫理的批判が起こっている（岡本
論文）こと、一方、政策的視点からの公共性の重視（桜井論文）を指摘し
ている（2009:16-17）。
18） 自律とは、
「私が生きている社会的・物質的条件によって設定されたある範
囲の中で、私が自分の思うままに生きることを指す」
（メイヤロフ 1998:161）
。
19） 山脇の提示した 4 類型のライフスタイルを援用しているので、ボランティ
アの行動スタイルは 4 類型だが、筆者が作図過程で見出した領域を「滅公
滅私」と独自に命名し、5 類型とした。
20） 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たのだが、自己選択と自己責任が要求され
る現代を生き抜くのは難しい（山口 2009）。そうした現代社会に不適応な
個人が、増加しているのだが、このような状況もミーイズムを輩出する一
要因なのではなかろうか。教育の「公共性」については、坂口（2000）に
詳しい。
21） ハーバーマスは、近代西欧において都市の教養市民層がカフェやサロンを
拠点にして交流する「市民の自由なコミュニケーション」で創出された討
議の公共空間を「市民的公共性」と呼んだ。そこに、世論が形成され、政
治の監査機能を有する。それは、権利や正義の実現を目指すボランティア
の実践活動を必要とする（入江 2000）。
22） ボランティア活動は、相互了解や相互承認を志向する活動であり、
「人と触
れ合い、同じ人間として認め合い、生きる力を分かち合うということに重
要な意味がある」（入江 2000:51）。
23） 拙著（2008. 福祉コミュニティにおける「共生」に関する一考察. 放送大学
大学院修士論文）参照。調査の実施期間は、2007 年 6 月 25 日から 8 月 31
日までで、調査対象者は、横浜市市民活動支援センター登録の 859 団体
（2007 年 6 月現在）のうち、会員数を公開している団体のみである。なお、
本標本調査を実施するために有効な標本のサンプルサイズは、計算上、383
人以上であった。ここには、全市域で活動している福祉系だけでなく多領
域のボランティアが登録しているので適当だと考えた。母集団は、有限母
集団で 785 団体、159,153 人であった。無作為抽出法の系統抽出法を採用し、
調査票を 243 団体の 384 名に手渡し・郵送・電子メールで調査依頼したと
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ころ、有効回収数は 106 名であった。調査地域は、主に横浜市域である。
設問では、ボランティア・リーダーの人間関係力として「自立性」 は、
「差
別なく交流できるコミュニケーション能力・多様な価値観を認められる自
他の共感的理解」とアイデンティティ形成 の核となる「自尊心」、そして、
「共同性」は、
「人格上の対等性、対話による合意形成力、公正・公平な態
度・行動」。組織運営に関するリーダーの特性として「適材適所の人材配置、
行動力・影響力、問題解決能力、コミュニケーション能力、ファシリテー
ト力、対話による合意形成力、意見を明確に言う」。さらに、公共性に繋が
る「公益性」と「経験」を取り上げた。ボランティア経験により、人間関
係形成能力の領域において、学生の変化・成長が最も多くみられたという
報告がある（荒川他 2008）。設問作成に際しては、三重野（2007）、桜井（2007）、
河添博幸（2007. 非営利組織におけるリーダーシップ―類型的研究に関す
る一考察―. 熊本大学社会文化研究 5:77-94)、社会生態学者 P.F.ドラッカー
の説を紹介した長谷川匡俊（2003. ボランティアの時代. 中央法規）、金子
（1992）、奥村隆一（2006. 高齢社会における「共生の思想」～団塊高齢者
の地域共生～（「研究ノート」）. 三菱総合研究所所報 46:11.）、野口道彦
（2003. 共生社会の創造と NPO. 明石書店）などを参考にした。本調査に
おいては、調査依頼文に対象者の人権の尊重やプライバシーの保護、対象
者が被る可能性のある不利益を回避するための十分な倫理的配慮に関して
記述し、協力と理解を得た。分析方法としては、SPSS による単純クロス分
析とクラスター分析を用いた。加藤千恵子（2007. SPSS でやさしく学ぶア

ンケート処理. 東京図書. 80-101）、および、村瀬洋一他（2007. SPSS による
多変量解析. オーム社. 288-296）を参照した。
24） 今田高俊は、価値志向や文化様式を共有し、歴史問題に対する同一性志向
を持つような「世代」を、家族を超えて個人を社会へとつなぐ中間集団と
して位置付けた。世代生成とは、自分が誇りを持てるものを創造し、次世
代が自己確立できるように解き放って見守り、ケアの精神でエンパワーさ
せることであり、社会の持続と変化という公共的な責任を果たすことであ
る（今田 2001:260）。
【引用・参考文献】
阿部弘之. 2009. 少子化と熟年世代（実年者）によるボランティアの新たな役割.
CUC policy studies review 22:1-22.
阿部志郎. 2001. 新しい福祉コミュニティの実現へ. 岩波書店編集部（編著）. ボ

ランティアへの招待. 岩波書店. 31-43.
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Towards “Kasshi-kaiko Styled” Volunteers :
from the Perspective of Public Philosophy
Machiko MITAKE
(Aoba Barrier-free Support 21(ABS21))
Abstract
Since human behavioral values and consciousness have been greatly changing now
and human bonds in each region are becoming weaker and weaker, we have to create a
“convivial society”, where the different people coming from various background can
support each other to respect human dignity and to recognize the significance of
“being”. In such a society, the new idea needs to be introduced especially for the
volunteers on the basis of public philosophy.
Starting from this concern, I tried in my paper first to examine the
public-philosophical theory of “Empowering the Public by Animating Individuals" i.e.
“Kasshi-Kaiko” in Japanese concerning the relationship between an individual and
society. Thereafter, I classified the features of volunteer styles and described their actual
state of volunteers as well as their activities according to my observation. Third, I tried
to formulate the findings of questionnaire survey and an ideal image of the volunteer’s
life style.
In conclusion, I proposed an ideal volunteer leaders’ model of “Kasshi-kaiko Styled”
volunteers who are rich of civic virtues and willing to engage in the public activities to
improve the quality of volunteer works. It is remarkable that presenting this model will
be of great help in contribution to the task.
Key words : volunteer, public philosophy,“Kasshi-kaiko Styled”volunteers, civic
human virture
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障害学生に対する支援活動におけるボランティアの役割

障害学生に対する支援活動における
ボランティアの役割
－プール学院大学の実践を事例として－
西川令子・森定玲子
（プール学院大学）
【要約】
障害学生に対する大学の修学支援が制度化されていく中で、ボランティアは
どのような役割を担うことができるのだろうか。本報告では、プール学院大学
の実践を通してその問題について考察する。
プール学院大学では、2002 年に全身性障害者が入学したことを機に、障害学
生の支援に取り組んできた。その成果として、大学がアルバイトとして雇用す
る学習支援学生補助員が学習支援を担っている。しかし、身体障害学生に対す
る生活支援では、ボランティアの役割が大きくなる。
他方、発達障害学生の場合、必要な支援は主にソーシャルスキルトレーニン
グである。発達障害は外から見えにくい障害であり、学生本人の自己受容も様々
である。周りが困っているほどには本人は困っていないことも多々ある。身体
障害の場合と異なり、制度化された支援を学生が利用するという枠組に馴染み
にくいところがある。
障害種別によって違いはあるが、障害学生支援がどのように制度化されたと
しても、一人ひとりの学生に対する個別の支援は、その学生の特性や支援ニー
ズに応じて個別に組んでいかなければならない。障害学生支援それ自体、ボラ
ンタリーな対応を必要とする営みだと言えるだろう。
【キーワード】
障害学生支援、学生補助員、ボランティア
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はじめに
2008 年に日本学生支援機構が行った調査によれば、大学等に 6,235 名の障害
学生が在籍しており、そのうち 3,440 名が学校からなんらかの支援を受けている
支援対象学生

1)

である。全学生数に対する割合を見れば、障害学生は 0.20％、

支援対象学生は 0.11％と少数である。しかし、その数は年々増加傾向にあり、
大学等の側から見れば、障害学生が 1 人以上在籍する学校は 719 校で（回答校
全体の 59.0％）、支援対象学生が 1 人以上在籍する学校は 567 校（46.6％）であ
る。障害学生が同じキャンパスで学ぶことは目新しいことでなくなりつつあり、
障害学生に対する修学支援を制度化している学校も増加してきている。修学支
援が制度化されていく中でボランティアはどのような役割を担うことができる
のだろうか。本報告では、プール学院大学の実践を通してその問題について考
察する。ただし、本報告は、あくまでも筆者らの視点からプール学院大学にお
ける障害学生支援について述べたものであり、その内容はプール学院大学の公
式の見解ではないことをお断りしておきたい。
１．プール学院大学における障害学生支援の概要
１）プール学院大学の概要
プール学院大学は、明治期に英国聖公会宣教協会によって設立された女子の
神学校をルーツに持ち、1996 年に短期大学の英文科を改組転換して男女共学の
4 年制大学として開学した。教育理念をキリスト教主義と異文化間協働に置き、
国際文化学部 1 学部のもとに、国際文化学科、英語学科、子ども教育学科の 3
学科がある。又、大学の組織としては別組織になるが、同じ敷地内に、秘書科
と幼児教育学科を備えた短期大学部がある。学生数は 2009 年 11 月現在、大学、
短期大学部それぞれ、643 名、415 名で、総計 1,058 名の小規模な私立大学であ
る。
プール学院大学の教育理念であるキリスト教主義と異文化間協働は、障害学
生支援と親和性を持つ。キリスト教主義は、マイノリティに対する支援を神へ
の奉仕として積極的に位置づけている。異文化間協働は、異なった文化的背景
を持つ者同士が、同じ社会に生きる者として認め合い、共に一つの社会を作り
上げていくことを目標とするものである。両方とも障害学生がキャンパスで共
に学ぶことに積極的な意味づけを与え、彼・彼女達への支援を肯定的に評価し
ている。
２）支援対象学生の修学状況
プール学院大学に在籍する支援対象学生数は表１の通りである。この他にも、
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してきたが、2005 年度より発達障害学生が入学し、発達障害への対応が課題と
なった。そこで、2007 年度に文部科学省の「新たな社会的ニーズに対応した学
生支援プログラム」（学生支援 GP）に「発達障害を有する学生に対する支援活
動」というテーマで応募し、選定された。それを機に、
「GP 運営委員会」3)を設
け、発達障害学生に対する支援プログラムの開発に取り組んでいる。障害学生
支援は、現在のところ、身体障害と発達障害の 2 本立てに分かれているが、両
方とも学習支援室 4)が支援の拠点となっている。
表２
2000 年度

障害学生支援の経緯

視覚障害の学生が入学→高校との引き継ぎ実施。点字プリンターとパソコ
ンを設置。

2002 年度

障害学生受け入れについての教職員研修会を実施。
「障害を有する学生の支援検討委員会」を設置。
全身性脳性マヒの学生が入学→高校との引き継ぎ実施。ノートテイク等の
学習支援を学生ボランティアで実施。

2003 年度

視覚障害の学生が入学→点字プリンターとパソコンで対応。
骨形成不全症の学生が入学→高校との引き継ぎ実施。授業担当教員に配慮
の手紙を配布し共通理解を図る。
学習支援学生補助員（学習支援 SA）制度を導入。

2004 年度

「障害を有する学生の支援委員会」を設置。
聴覚障害の学生が入学→学習支援 SA 制度を活用。
車椅子利用の脳性マヒの学生が入学→高校との引き継ぎ実施。

2005 年度

全身性脳性マヒの学生が入学→高校との引き継ぎ実施。学習支援 SA 制度を活用。
てんかんの学生が入学→授業担当教員に配慮の手紙を配布し共通理解を図る。
発達障害を有する学生が入学→授業担当教員に配慮の手紙で学習支援対応
の共通理解を図る。
学習支援室を設置し、コーディネーターを配置。

2006 年度

筋ジストロフィー学生が入学→高校との引き継ぎを実施。授業担当教員に
配慮の手紙を配布し共通理解を図る。
高次脳機能障害の学生が入学→高校との引き継ぎを実施。授業担当教員に
配慮の手紙で学習支援対応の共通理解を図る。
発達障害についての教職員研修会を実施。

2007 年度

文部科学省の「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」
（学生
支援 GP）において本学の「発達障害を有する学生の支援活動」が選定される。
「GP 運営委員会」と「GP 委員会」が組織され、発達障害を有する学生の
支援活動を管轄する。
在学生 2 名が特別支援を申請。
発達障害に関する研修会を 15 回実施し、職員の共通理解を図る。

－110－

障害学生に対する支援活動におけるボランティアの役割

2008 年度

学習支援室に特別支援アドバイザーを配置し、学生の保護者との教育相談
を実施。
特別支援を申請した学生のアセスメントを行い、ケース会議において支援
の課題を共通理解し、個別の指導計画を作成。
教員を目指す「子ども教育学科」の学生が特別支援教育に関わるインター
ンシップを行う。
発達障害に関する教職員研修会を実施。
発達障害に関する一般向けのシンポジウムを開催。

2009 年度

学習支援室に特別支援コーディネーターを配置。
ソーシャルスキルに対応する「コミュニケーション・スキル」
、学習課題に
対応する「スタディ・スキル」の科目を導入。
発達障害に関する教育関係者対象のシンポジウムを開催。

４）障害学生支援の内容
障害種別によって、必要とされる支援内容は若干異なる。身体障害の場合は
学習支援と生活支援が、発達障害の場合は学習支援とソーシャルスキルトレー
ニングが必要となる。支援対象学生に対する支援の内容は表 3 の通りである。
表３

支援対象学生への支援内容

障害種別
肢体不自由

支

援

内

容

・入学試験での時間延長、代筆等
・科目担当教員への文章配布
・教科書・資料の拡大コピー
・授業でのノートテイクサービスや PC 等の機器操作のサポート
・講義の録音
・定期試験での時間延長、代筆等
・休憩できる場所の提供

視覚障害

・入学試験での時間延長、試験問題の点訳等
・科目担当教員への文章配布
・教科書・資料の点訳・テキスト化サービス、拡大コピー
・授業での PC ノートテイクサービスや PC 等の機器操作のサポート
・ノートやレポート等の作成のために、点字対応パソコンの使用の許可
・講義の録音
・定期試験での時間延長、試験問題の点訳等
・緊急連絡事項について大学からメールや電話で直接連絡
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聴覚障害

・面接試験での筆談やパソコン使用、手話通訳等
・科目担当教員への文章配布
・授業でのノートテイクサービスや PC 等の機器操作のサポート
・ビデオ教材に関するレジメの配布
・語学の会話試験やヒアリング試験での特別措置
・緊急連絡事項について大学からメールや電話で直接連絡

発達障害

・入学試験での時間延長、代読等
・個別の教育支援計画の作成
・「スタディ・スキル」「コミュニケーション・スキル」の履修
・科目担当教員への文章配布
・教科書・資料の拡大コピー
・授業でのノートテイクサービスや PC 等の機器操作のサポート
・講義の録音やレジメの配布
・定期試験での時間延長、代読等
・緊急連絡事項について大学からメールや電話で直接連絡
・インターンシップのアレンジ
・ソーシャルスキルトレーニングの設定

支援対象学生に対しては学習支援が制度化されており、ノートテイク、点訳
などのサービスを利用できるようになっている。学習支援室に配置されたコー
ディネーターが支援対象学生からの相談を受け、サービスの調整を行っている。
それらのサービスを担っているのは学習支援学生補助員（以下、
「学習支援 SA」
と略す）である。
５）学習支援 SA の概要
学習支援 SA は、授業補助のために設置された学習補助員制度に準拠して、
支援対象学生の学習支援のために導入された制度である。大学が学生等をアル
バイト

5)

として雇用し、支援対象学生の学習支援に関わるサービスに従事させ

ている。それに掛かる費用は大学が負担し、支援対象学生は無料でサービスを
利用できる。
学習支援 SA は学習支援室に登録されており、支援対象学生が申請をすれば
コーディネーターが学習支援 SA の予定と支援対象学生の授業を照らし合わせ、
授業に学習支援 SA として入る学生等を決定する。学習支援 SA は実働に応じて
報酬が支払われる。問題が生じた場合、学習支援 SA と支援対象学生は随時学
習支援室に相談に行くことができ、コーディネーターは必要に応じて助言を与
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えたり、授業担当教員に連絡をとったりすることで解決をしていく。また、必
要に応じて SA 会議を開き、支援対象学生、各授業に入っている学習支援 SA、
授業担当教員、
「支援委員会」のメンバーが集まり、問題点を出し合って話し合
い、他の授業に入っている学習支援 SA や授業担当教員からアドバイスを受け
その後の活動に反映させる。
学習支援 SA を利用する支援対象学生数は表 4 の通りである。身体障害を有す
る支援対象学生数の増減に対応して、学習支援 SA 自体の利用も増減している。
表４

学習支援 SA を利用する支援対象学生数

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

肢体不自由

1

1

2

1

1

1

0

視覚障害

1

0

1

1

0

0

0

聴覚障害

0

1

1

1

1

0

0

発達障害

－

－

0

0

0

2

1

その他

0

0

0

0

0

1

0

総計

2

2

4

3

2

4

1

学習支援 SA が採用された科目数は表 5 の通りである。
表５

学習支援 SA が採用された科目数

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

肢体不自由

10

16

23

21

11

1

0

視覚障害

1

0

2

8

0

0

0

聴覚障害

0

12

12

13

1

0

0

発達障害

－

－

0

0

0

1

1

その他

0

0

0

0

0

1

0

総計

11

28

37

42

12

3

1

学習支援 SA の延べ人数は表 6 の通りである。
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表６ 学習支援 SA の実人数

学習支援 SA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

9

16

22

19

10

7

1

学習支援 SA は主に学生から募集しているが、時間割の関係から応募する学
生が見つからなかった場合は、聴講生や卒業生などにも呼び掛けている。コー
ディネーターの働きによって、支援対象学生から要望がある授業に学習支援 SA
を配置することができない、という事態になることは避けられている。
２．学習支援 SA とボランティア：身体障害の場合
１）ボランティアから学習支援 SA へ
障害学生支援において学習支援 SA が果たす役割は大きいが、支援対象学生
に必要な支援を学習支援 SA が全てカバーするわけではない。また、学習支援
SA が最初から支援対象学生の学習支援を担っていたわけでもない。学習支援
SA は学生のボランティアを土台に生まれ、ボランティアとの関係性の中で役割
を確立してきた。
プール学院大学に学習支援 SA 制度が導入される契機となったのは、2002 年
度に全身性障害者が 1 名入学したことであった。当該学生は、ノートテイクの
みならず、食事や排泄にも介助が必要で、家族の付き添いのもとで大学生活を
スタートさせた。
まず、障害学生の学習支援について検討され、大学がコーディネートに責任
を持つ形で、学生のボランティアによるノートテイク・サービスが行われた。
ボランティアの学生達は教員が個別に呼びかけて集められた。彼・彼女達に対
しては、学期終了時点で大学側が謝意を表するという形で図書券を渡した。
ボランティアの学生達は、障害学生の学習支援に意義を感じ、積極的に協力
してくれたが、いくつか問題もあった。
第１に、ボランティアの確保。1 人の障害学生に対して、半期 14、5 の科目に
ノートテイクが必要となるので、ボランティアの学生ものべ 14、5 人確保しな
ければならない。授業は半期 15 回行われるので、同じ曜日、同じ時間帯に半期
必ず入ってもらう必要がある。半期間継続的にノートテイクをしてくれる学生
を 14、5 人ボランティアとして確保するのはかなり難しかった。
第 2 に、障害学生の遠慮。障害学生の側からすれば、ボランティアの学生に
対して、感謝の気持ちが先立ち、言いたいことも十分に言えない、ということ
があった。遅刻や無断欠席、ノートテイクの仕方などについて、ボランティア
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の学生に改善して欲しいと障害学生が思っていても、そのことを大学側が十分
に把握できないことがあった。
第 3 に、大学側の責任。障害学生の入学を認めた以上、他の学生と同じレベ
ルの教育を保障する責任を大学は持つ。学習支援は本来的に大学の責任として
担うべきものであり、それを学生のボランティアに依存するのは問題があると
いう意見が教職員から出された。
以上の 3 つの理由から、2003 年度より学習支援 SA を大学が雇用して学習支
援を行うという制度が導入された。学習支援 SA は、まず、全身性障害学生の
ノートテイクにおいて利用され、次に、聴覚障害学生のノートテイク、視覚障
害学生のテキストデータ化 6)と、漸次適用範囲が広げられていった。
２）生活支援とボランティア
支援対象学生が大学生活を送る上で必要な支援は、学習支援だけでなく、移
動介助、食事介助、排泄介助などの生活支援もある。学習支援 SA が導入され
た当初、障害学生の修学支援は学習支援と生活支援の 2 つに分けられ、前者は
大学の責任で保障すべきもの、後者は障害学生個人の責任で確保すべきものと
して位置づけられた。
そこで、生活支援について、筆者らは学内で学生のボランティアを組織する
ことを支援対象学生に勧めた。ホームヘルパーや地域のボランティアグループ
など外部の社会資源を活用する方策も考えられたが、実際にサービスが必要と
されるのが一日のうちわずかな時間となるので、学外の社会資源を導入するこ
とは難しいだろうと筆者らは判断した。しかし、支援対象学生は生活支援を学
生のボランティアに頼ることに消極的であった。理由は 2 つある。1 つは、生活
支援は必要不可欠なものなので、確実に保障される体制を希望したことである。
学生のボランティアについて前もって集まるかどうかの見通しを立てることが
できない。個人の善意だけに頼る体制は、不安定なものと受けとめられた。
もう 1 つは、友人にボランティアを頼むことで、人間関係を歪めてしまうの
を恐れたことである。一方だけが他方を支援するという関係は対等な関係にな
りにくく、不満があってもため込んでしまう危険性をはらむ。人間関係がうま
くいかなくなると、障害学生は友人と介護者の両方を一度に失うことになる。
そこで、障害学生は、個々の事情に応じて、家族による支援、職員による支
援、サービス・ラーニング 7)による支援、の 3 パターンの中から選択すること
になった。
2002 年度に入学した全身性障害の学生の場合、生活支援は家族が対応した。
2004 年度に入学した肢体不自由の学生の場合、バスの乗降時だけ介助を必要と
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し、職員が交代で介助にあたった。2006 年度に入学した肢体不自由の学生の場
合トイレ介助だけが必要であり、友人に頼める時には友人に、友人に頼めない
時には職員に介助を求めた。
2005 年度に入学した全身性障害の学生の場合、家族は付き添わず、学内での
生活は本人ひとりで行うことを希望した。そこで、食事の介助が必要となり、
サービス・ラーニングの制度を活用して介助をしてくれる学生を確保した。学
内の移動は電動車椅子を使用し、自分で出来たが、授業のノートテイクを担当
する学習支援 SA が移動に付添い必要に応じてサポートをしていた。
学習支援 SA は障害学生の友人として、自分がサポートを依頼されている授
業外でも、いろいろな場面で支援をおこなっていた。時には障害学生が頼りす
ぎて、友人の方に不満がたまり関係が悪くなることもあった。そのような場合
はコーディネーターが相談にのり調整をしていたが、それは障害学生とサポー
トする学生双方に、自分は何をするべきかを学ぶ機会にもなっていた。
３．学習支援 SA とボランティア：発達障害の場合
１）学習支援とソーシャルスキルトレーニング
発達障害学生の場合、講義のノートテイク等については、学生自身が十分に
対応できる能力を備えていたり、教員がレジメ等を配布したりすることで、支
援ニーズとして浮かび上がることはほとんどなかった。パソコン操作を伴う授
業においては、一斉指導だけでは十分に対応できず、学習支援 SA の配置が必
要になったケース 8)があったが、例外的なケースであった。
他方、発達障害学生は対人関係に課題をかかえていたり、経験が少なく常識
的な知識が不足していたりするため、意識的に人と関わる場や経験を積む機会
を設定することが大変重要な支援となる。そのため、学習支援室において、発
達障害学生が他の学生と交流する場が設定され、ソーシャルスキルトレーニン
グとして位置づけられた活動が支援の一環として行なわれている。ソーシャル
スキルとは人間関係を円滑にこなせる技術や能力のことで、それをいつでもど
こでも行使する力を育成することを目標とした活動である。
２）ソーシャルスキルトレーニングの事例
ソーシャルスキルトレーニングでは、発達障害学生と他の学生との交流の場
をどのように設定するのかということが重要になる。筆者らは、交流の場の設
定方法として、学生アルバイト、学習支援 SA、ボランティア学生の 3 パターン
を試みた。
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①学生アルバイトとして位置づけた事例
ソーシャルスキルトレーニングの一環としてパンフレット発送業務を位置づ
け、学生アルバイトを雇用した。学生アルバイトのうち 2 名は支援対象学生で、
2 名はボランティア活動に日頃から関心を持っている学生であった。後者らは教
員からの推薦で決定したが、発達障害についての知識はなく、彼らに支援対象
学生についての情報も与えていなかった。双方とも同じアルバイトという位置
づけでの活動とした。
決められた時間内に決められた量の仕事をこなすこと、自分の目の前だけを
気にするのではなく、周りの人の状態も気にすることができること、周りの人
間とコミュニケーションをとりながら仕事をすることを目標とした。
作業は支援対象学生と他の学生をペアにして、1 名がパンフレットと送付状を
セットして 1 名がそれを封入するというお互いの連携が必要な形で行った。学生
達は会話をしながら作業を行い、休憩時間も一緒に過ごしてもらうようにした。
支援対象学生の 1 名は自己評価が高く、作業中もペアの学生の単位取得数や
成績を聞き、見下した態度をとったため、ペアの学生との関係が大変険悪なも
のとなってしまった。
②学習支援 SA として位置づけた事例
支援対象学生とサポート学生という位置づけで、教員採用試験問題整理作業
と調査データ入力のアルバイトを組むことにした。これらの作業をインターン
シップの準備プログラムとして位置づけ、サポート学生はインターンシップの
学習支援 SA として事前研修を受けた。研修は発達障害についての基礎的な理
解を促す内容のものであった。サポート学生の時給は支援対象学生より幾分高
く設定された。
教員採用試験問題整理作業は、過去問題を問題ごとに切り取り解答とセット
し、それを分野ごとに分類するというものであった。支援対象学生は切り取る
部分やそれに合う解答を見つけるのに苦労したり、切り取った問題がバラバラ
になって整理がつかない状態になったりしていた。その都度学習支援 SA がサ
ポートした。
データ入力は、ペアの一人がデータを読み上げ、もう一人がそれをエクセル
に入力するというものであった。ペアでの作業は慣れてきたようで、声をかけ
ながら相手とペースを合わせることができるようになった。
学習支援 SA には学生支援の活動であることを説明して取り組んでもらった
ため、人間関係が悪くなるような場面はなくなり、作業のサポートもスムーズ
であった。しかし支援対象学生は自己理解が十分でなかったため、一緒に活動
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している学生が学習支援 SA であることを説明することができなかった。その
ため報酬に差が生じていることや同じ学生同士で立場が違うことによる居心地
の悪さが残った。
③ボランティア学生として位置づけた事例
学習支援室として大学祭に出店するという企画を立て、ボランティア学生を
募集した。出店の内容はカフェと小物販売とし、5 月より販売する小物を支援対
象学生とボランティア学生とで学習支援室で昼休みに集まり作成した。学生同
士のコミュニケーションのスキルアップと手先の訓練を目的とした。ボランテ
ィア学生には特に発達障害についての研修は行わなかった。ボランティア学生
の中で最後まで活動したのは昨年度学習支援 SA として関わった学生であった。
しかしその学生達の参加も定期的なものではなかった。活動は最初から最後ま
で学習支援室スタッフ中心で動き、学生主体の活動にはならなかった。学生同
士の関わりも深まらなかった。
４．制度化されない支援とボランティア
学生の障害が身体障害と発達障害のいずれであるのかによって、必要とされ
る支援の内容が若干異なり、支援活動における学習支援 SA やボランティアの
役割も異なってくる。
身体障害の場合、必要な支援は学習支援と生活支援である。プール学院大学
では、学習支援が制度化され学習支援 SA の果たす役割が大きい。しかし、障
害学生に対する支援活動がボランティアとは無縁なのではない。学習支援 SA
として採用された学生が、障害学生の友人となり、障害学生と同じ授業を履修
している時には、友人としてサポートしている。学習支援 SA の担い手が不足
している時には、障害学生と共に募集の呼びかけをしてくれる。加えて、生活
支援となると、サービスが十分に制度化されたものでないため、ボランティア
の役割が大きくなる。障害学生の食事介助というサービス・ラーニングにおい
て、活動学生の友人も昼食を共にし、障害学生の介助を手伝っている。障害学
生が大学生活で必要なのは修学支援だけではない。親身になって気遣ってくれ
る友人も必要である。実は、制度的な支援と友人の隙間をボランティアが埋め
てくれているのである。
アルバイト料が支払われるにしても、学生の中から学習支援 SA を引き受け
てくれる者を見つけるのは難しい。学生は自分の生活を最優先に考えて、他人
のために自分の時間を割くことに後込みする。学習支援 SA の担い手を確保す
ることが難しく、同じ授業を受けている学生に依頼したり、社会人の聴講生に
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依頼したりすることもある。一度学習支援 SA を引き受けると、支援活動を通
じて自分も得るものがあることを実感でき、他人のためサービスすることへの
抵抗感は和らぐ傾向にある。学習支援 SA は、学生にとってボランティアへの
橋渡しのような役割を担っている。
他方、発達障害の場合、必要な支援は主にソーシャルスキルトレーニングで
ある。もっとも、発達障害は外から見えにくい障害であり、学生本人の自己受
容もそれぞれである。周りが困っているほどには本人は困っていないことも
多々ある。このようなケースでは、身体障害の場合と異なり、制度化された支
援を学生が利用するという枠組に馴染みにくいところがある。加えて、学生の
個人情報を周囲の学生に伝えることは難しい。しかし、対人関係が苦手な学生
にとって対人関係の経験を積むことはとても重要であり、学生自身が納得でき
る形でソーシャルスキルトレーニングの機会を組み、支援を行う側に障害と対
応の理解が必要である。発達障害の基本的な知識の理解と守秘義務に関する研
修、そして様々なハプニングが生じた時に支援対象学生に対する適切な対応を
指導できるスタッフを配置した上での形が、支援対象学生と支援する学生双方
の学びに最も繋がるものになると述べることができる。支援する学生が学習支
援 SA であろうとボランティア学生であろうと、そのような体制をいかに構築
するかが課題となる。
おわりに
障害学生支援がどのように制度化されたとしても、一人ひとりの学生に対す
る個別の支援は、その学生の特性や支援ニーズに応じて個別に組んでいかなけ
ればならないものである。障害学生自身が必要性を感じなくても支援者の側か
ら見れば支援ニーズとして浮かび上がってくるものもあれば、制度化されたサ
ービスからこぼれ落ちる支援ニーズもある。既存のサービスでは対応できない
支援ニーズがあるのであれば、それを解決すべくサービスを新たに開発してい
かなければならない。障害学生支援は、既存のサービスを単に組み合わせて対
応できるようなものではない。具体的な個人としての障害学生一人ひとりに向
き合い、障害を持たない学生と同じように学生生活を保障するためには何が必
要なのか、障害学生と共に悩み考えることが必要である。障害学生支援それ自
体、ボランタリーな営みだと言えるだろう。
【注】
1) 日本学生支援機構が行っている調査では、「学校に支援の申し出があり、そ
れに対して学校が何らかの支援を行っている（予定を含む。
）障害学生」の
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ことを「支援障害学生」と呼んでいる。しかし、一般的には支援といえば、
「支援する」側を表す言葉である。それゆえ、ここでは、
「学校に支援の申
し出があり、それに対して学校が何らかの支援を行っている（予定を含む。）
障害学生」を指す言葉として「支援対象学生」を用いる。
2) 「障害を有する学生の支援委員会」は、支援対象学生が所属する学科長、障
害学生のチューター、教務委員会から選出された教員、事務局職員から構成
されている。2010 年度よりその機能は、新たに設置された学生支援委員会に
引き継がれた。
3) 「GP 運営委員会」は、学生支援 GP を実施するために設置された時限委員
会。学生支援 GP 申請責任者、各学科から選出された教員、特別支援コーデ
ィネーター、学習指導員、学習支援室職員、総務課職員から構成されている。
4) 学習支援室は、視聴覚教材や IT 教育を実施できる DVD や PC 機能と統合さ
れ、2010 年 4 月より新たに学生支援センターとして発足した。
5) 学習支援 SA の報酬は、2010 年度現在、原則、時給 1,000 円である。但し、
他に学習支援 SA に応募する学生がおらず、支援対象学生と同じ授業を履修
している学生が学習支援 SA を担う場合は、時給 800 円とする。点字教材作
成補助の場合は、A4 一枚（英文 1,200 字、日本語文 600 字相当）200 円とす
る。
6) 教科書や資料をスキャナーで読み込んだり、一から入力したりすることによ
って教材をテキストデータに直すこと。テキストデータ化をすれば、視覚障
害を持っていても、パソコンを使って音声で聞いたり、点字に変換したり、
画面の文字を拡大したりして、独力で読むことができるようになる。
7) 40 時間のサービス活動と教員の指導によるふり返りを通じて学びを獲得す
る科目。支援対象学生の食事介助をサービス・ラーニングの活動として認め
ている。
8) このケースにおいても、学習支援 SA が契機となって、支援を行う学生と支
援を受ける学生との間に、対象授業以外での交流が生まれた。
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The Role of Support Volunteers for Students
with Disabilities :
The Case of Poole Gakuin University
Reiko NISHIKAWA，Reiko MORISADA
(Poole Gakuin University)
Abstract
Many universities in Japan recently have institutionalized support for students with
disabilities. In these programs, how can student volunteers be involved?

In this paper,

the roles of student volunteers is discussed by describing the case of a private
university.
Poole Gakuin University developed a program to support students with disabilities in
2002. In the program, the paid student assistant system was organized to extend
academic support for such students. However, it has been found that the students with
physical challenges require additional support by student volunteers in non-academic
aspects of their school life, while students with developmental disorders need
supplementary support to develop their social skills.

Members of the latter group,

often do not recognize their own needs and tend not to use the institutionalized support.
The expected support differs according to the type of difficulties faced by the
students.

Thus, individual needs should always be identified and understood so that

appropriate assistance can be provided. Moreover, it should be noted that the paid
support students system alone is insufficient to meet the varying needs of students, and
student volunteers play significant roles. It must be recognized that the support for
students with disabilities itself is a voluntary action.
Key words : supports for students with disabilities, student assistant, volunteer

－121－

書

評

－123－

『ボランティア学研究』Vol.10（2010）国際ボランティア学会

書

特集：再論

ボランティアの未来を問う
子どもにやさしい学校

評

乾 美紀・中村安秀 編著

『子どもにやさしい学校
－インクルーシブ教育を目指して－』
（ミネルヴァ書房）

李

永

淑

（明治学院大学）
本書は、
「子ども虐待」、
「メンタルな問題」、
「ひとり親家族」、
「外国人」、
「院
内学級」、「身体障がい」、「発達障がい」、「知的障がい」の順に 8 つの章立てか
ら成り、それぞれに関連する多彩な専門家や研究者が執筆している。しかしな
がら、1）その特性や事情が子どもにどのような困難をもたらしているか、その
事情は、どのような形で学校への参加を困難にしているか、2）現行の教育制度・
学校組織のもとで、受け入れ側の学校は一般的にどのような対応をするか、そ
こにはどのような問題があり、子どもはどのような困難を抱えているかの現状
分析、3）子どもの困難を解決するにはどうすればいいか、またその過程で「そ
の他の」子どもはどうすべるべきか、その中でどういったことを学ぶのか、と
いったことを踏まえて教室内の子どもと教職員、また子ども同士のガラスの壁
を取り外す解決策を提示する、といった共通の流れに基づいて執筆されている
（p.13）ことから、全体を通して読みやすい。また、各章末に周囲にいる大人や
実際の子どもの声をコラムとして加えており、多角的な視点から現場のリアリ
ティに迫ろうとした、専門家による専門書にとどまらない意欲作であると評価
することができるだろう。また、各章末には参考文献やウェブサイトだけでは
なく、各執筆者がいくつかの推薦書を解説付きで紹介しているので、実践者・
当事者・研究者はもちろん、このような分野に馴染みの薄い読者にとっても、
分かりやすい書となっている。
本書では、
「どうすれば子どもが教室で楽しむことができるか」ということを
テーマに、自分ではどうにもならない事情を抱えた子どもたちを取り上げてい
る（p.1）が、彼らが通う学校は苦痛の場ではなく、楽しい場所であるべきだと
いう考えのもと、彼らを受け入れる学校の「やさしさ」について考えることを
目指している。それは、本書のタイトルに込められた「特別な事情やハンディ
を抱える子どもにやさしい学校」と「それらの子どもたちを取り囲む子どもた
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ちがやさしくなる学校」という 2 つの意味からも感じることができる。編者で
ある乾は、
「つまり、特別な事情やハンディをもつ子どもたちにやさしく、そし
て彼らを取り囲む子どもたちもやさしくなれる学校のあり方について考えてい
くことである。両者が違う背景を持つからこそ、学校という場を通してお互い
に学び合うことを目指したい。本書の副題『インクルーシブ教育を目指して』
にはこのような編者たちの思いを込めた（p.2）。」と述べている。
第 1 章を担当した柳川は小児科医の立場から、虐待への気づき方、両親への
アプローチ、学校での介入の仕方というわかりやすい段階で解決に導く方法を
提示した。
第 2 章では、中学・高校で 10 年以上カウンセラーとして働く、臨床心理士の
中川によって、いじめ、不登校、友だち関係、家庭環境な問題との相関から「メ
ンタルな問題」を取り上げている。
第 3 章では、スクールカウンセラーである岩田によって、生活に困窮してい
るひとり親世帯の子どもとその生活について事例を示しながら、学校を軸とし
てどう問題解決ができるか提案している。
第 4 章では、マイノリティと教育に関する研究を続け、ボランティアとして
在日外国人の子どもたちの学習支援に関わっている乾が、単一民族国家の考え
が強かった日本という特性を踏まえながら、急増する「外国人」の子どもにつ
いてインタビュー結果を示し、「適応」、「言語」、「学力」、「アイデンティティ」
の問題解決を糸口に、学校で外国人の子どもたちがどう楽しく過ごせるかにつ
いて執筆している。
第 5 章では、病院で勉強する「院内学級」の子どもたちについて、小児科医
である山崎が担当している。院内学級をもつ病院は限られているが、特別支援
学校への転校が必要となることや、退院後の受け入れ体制の問題、医療関係者
や教師らの連携について述べると同時に、地元校の友だちも、院内学級の友だ
ちもともに大切な存在であるという子ども自身の視点にも触れ、両方の友だち
をつなぐ院内学級の担任の役割についても指摘している。
第 6 章では、学校とは別の医療機関で歩行訓練、作業療法などを受けている
「身体障がい」の子どもたちに注目し、教育と医療の中間点を探ることを視野
に入れ、理学療法士である薮中が執筆している。
「場の共有」が障がいのある子
どもにとっても周りの子どもにとっても非常に有効であるが、授業に焦点が当
てられることが多く、友人関係構築において重要な「休み時間」や「放課後」
は身体的及び知的理由により障がいのある子どもは教室に取り残される状態に
なるなど、友達ができにくい現状があること、ここで果たすべき教師の役割を
指摘していたことは印象的だった。
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第 7 章では、発達の段階で障がいと認識される特性があり、身体的特徴から
は目につきにくい「発達障がい」について、30 年以上、教育現場に関わる臨床
経験を積んできた井上らによって、相談に訪れる親や教師たちのケースをもと
に執筆されている。そして、障がいを治し、克服し、矯正するのではなく、あ
りのまま受け止める大胆な発想があってこそ「特別支援教育」が実るのではな
いかと述べている。
第 8 章では、特別支援学級の教師として知的障がいの子どもたちの担任を約
30 年務めた坂東が、具体例と現職教員に役立つ実践例を多く示している。そし
て「インクルーシブ教育が通常学級に障がいのある子どもを入れたらできるの
だというような短絡的・形式的な発想で取り組まれるなら、教育現場の多忙化
の波に飲み込まれる可能性は大きい（p.245）。」と指摘し、知的障がいの子ども
たちの教育が、他の多様な課題を抱えている子どもたちへの教育と一体になさ
れることを強く期待していると述べている。
評者は、本書で取り上げられた 8 つの「特性」について、直接・間接な関わ
りや経験を有していることから、感情移入することもしばしばだった。しかし
それは評者が「関係者」だったからではなく、本書が「一見無関係」な事柄が
いかに読者らの生活と相関があるかを伝え、子ども達は支援対象というより共
に生きる存在であり、このような関係構築に向けて子どもたちと読者らをつな
げたいと願う執筆者らの努力の賜物だったからだろう。「課題」は子どもにあ
るのではなく評者も含めた周囲の大人たちにあるとも考えられるだろうし、も
しくは創りだしている可能性もあるのではないだろうか。本書は、そんなこと
を考えさせられた労作であった。編者である中村はエピローグで、「医師や教
師や看護師といった「師」のつく職業人は、子どものために何かしてあげたい
という発想に陥りやすい。その善意の介入が子どもたちの素直に伸びていく力
を撓めたり歪めたりしているのかもしれない。私たちに求められているのは、
子どもを単に教育や保健医療の対象としてとらえるだけでなく、子どもがのび
のびと発言したり活動できる場を提供し、あとは子どもたちの成長に任せると
いう大人の器量である（p.255）
。
」と述べている。
学校という子どもたちにとってかけがえの無い場所が、あらゆる子どもたち
の可能性に溢れた「やさしい学校」となることを心から願いながら本書をまと
めあげた執筆者らの労をねぎらうとともに、本書がその実現のために大いに活
用されることを期待したい。
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『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。12,000～20,000 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。12,000～20,000 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。6,000～10,000 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。3,000 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（
3)

）を引くこと。

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

5)

ボランティアに対する意識（年齢別）

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
6)

ボランティア参加者数の推移

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.

－133－

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
大阪大学大学院 人間科学研究科 人間開発学講座内
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 〕
このように仕上がってみると、9 号と 10 号が「合わせ鏡」になっているのが
よくわかる。現在の編集委員会が発足し、第 1 回の編集委員会が開かれ、9 号の
特集テーマについて話し合った時、特集テーマは「ボランティアの現在」にし
ようと決まった。学会 10 年の区切りとして、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探っていきたいと考えた。その時に、10 号の
特集テーマも決まったのも同然だったと思う。次に、編集委員会で記念すべき
10 号の特集テーマについて検討した際、9 号の議論を受けて、次の 10 年を考え
ていきたい、それに相応しいテーマは「再論

ボランティアの未来を問う」だ

とすんなり決まった。
「ボランティアの現在」の次に来るのは「ボランティアの
未来」だろうと。
「未来」は「過去」と「現在」の上に展開するものだろう。
「過去」や「現在」
とは無縁のところから、煙のように「未来」が立ち現れてくるのではない。
「未
来」について語る場合、
「過去」と「現在」とは無関係に「未来」を夢想するこ
とはできない。ある意味では、
「過去」と｢現在｣の延長線上でしか「未来」を描
くことができないだろう。しかし、そのことは、「未来」が「過去」と「現在」
によって一義的に決定される、という意味ではない。
「過去」も「現在」も多様
な事象に満ちている。それらの多様な事象の延長線上に、多様な「未来」を描
き出すことができる。
「過去」や「現在」の中に潜む多様な事象を精緻に見つめ
ていく中でこそ、新しい「未来」の可能性を見つけていくことができるだろう。
だからこそ、
「ボランティアの未来」について考察するという論題に対して２人
の論者は、
「過去」や「現在」の事象を精緻に分析することろからスタートさせ
ている。すなわち、
「ボランティアの未来」を語るためには、ボランティアの「過
去」と「現在」の分析を必要とするのだ。その意味で、9 号は 10 号のために用
意されたと言うことができるだろう。
あらためて、9 号の特集論文を読み直してみると、「ボランティアの現在」に
ついての分析の先に「ボランティアの未来」が透けて見えてくる。ボランティ
アに「新しい社会参加」や「新しい公共性」を期待することができるのも、そ
の実践の豊かな蓄積があるからに他ならない。9 号と 10 号を合わせて読んでい
ただければ、編集委員として大変嬉しい。
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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、
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